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開会  午後 １時３０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

 ただいまの出席議員は３０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成１９年第２回笛吹市議会定例会を開会しま

す。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

５月３１日午後２時ころより、八代町、御坂町の山沿いと芦川を中心に降ひょうがあり、農

作物については、収穫皆無状態で甚大な被害を受けられた地域がございます。農家におかれま

しては、次年度に向け手入れを行っているところではありますが、被害を受けられた皆さまに

心よりお見舞い申し上げます。 

６月１日、建設経済常任委員が２班に分かれ現地の視察を行いました。議会として今後の対

応について検討してまいりたいと考えております。 

なお、６月定例会が本日より２１日までの１４日間開催されます。 

十分なる審議をお願いし、今定例会が順次、進行できますようご協力をお願いいたします。 

なお、地球温暖化防止のため、冷房の温度を高めに設定してございますので、上着を脱いで

結構です。 

 本日、傍聴の申請があり、これを許可しました。 

 傍聴人に申し上げます。 

 傍聴人は議事について可否を表明し、また、騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 

 また、携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 

 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第１４番 渡辺正秀君 

 議席第１５番 野沢勝利君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２１日までの１４日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から２１日までの１４日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

飯田代表監査委員より、今定例会中の本会議について、欠席の届けが提出されておりますの

で、報告いたします。 

本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、建設経済常任委員会

に付託いたしましたので報告します。 

次に、監査委員から平成１９年２月分から平成１９年４月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたと

ころ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第５ 報告第１号から日程第３８ 議案第７５号までの３４案件を一括議題とし、市長より

行政報告ならびに提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

本日ここに、平成１９年６月定例市議会の開会にあたり、提出いたしました案件につきまし

て、その概要をご説明申し上げ、併せて私の行政経営の一端を申し述べ、議員各位ならびに市

民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 

はじめに、先月３１日に関東地方を中心に荒れ模様の天候となり、標高の高い地域を中心に

大きな降ひょう被害がありました。被害に遭われました農家の皆さまには、心からお見舞いを

申し上げます。 

６月１日に調査いたしました被害状況につきまして、報告させていただきます。 

本市の八代町奈良原から御坂町大野寺・黒駒地区において、桃やスモモが４７ヘクタール、

ブドウ等が１２ヘクタール、収穫直前のキクが６０アール、芦川町新井原・上芦川地区で出荷

がピ－クを迎えておりました、露地ホウレンソウなどが３０アール、合計で６０ヘクタールと

なり、被害金額は概算で１億９，７００万円に及びました。 

今後の対応としましては、ひょう被害を受けた生産農家の方々が行う消毒作業への一部費用

の補助、および農業災害融資制度の利子補給等を行いたいと考えております。 

現在、はしかが東京都、埼玉県、神奈川県など関東を中心に流行しており、大学の休校が相

次いでおります。県内におきましても、患者数が増加し、大学、高校の休校など流行の兆しが

出始めております。 

この要因として考えられますことは、近年、はしかの予防接種の低下により、免疫を持たな

い若者が増えてきているという事情が背景にあるようです。一般的に予防接種を受けておくこ

とが大事ですが、若者の健康管理施策の必要性を痛感しているところであります。 

さて、地方公共団体は少子高齢化社会の到来、情報化などの社会情勢変化のほか、地方分権
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の進展、市町村合併の推進、規制緩和の促進など、行政改革政策による急激な変化に対応する

ため、自らの責任と判断による、これまで以上に主体性をもった行財政運営が求められており

ます。 

この中で、本市のビジョンとなる総合計画の策定については、本年１２月議会での基本構想

案の上程に向けて取り組んでおります。現在、基本構想の骨子案について、検討作業を進めて

いるところであります。なお、検討に際しては、これまでに行った市民意識調査や市民ワーク

ショップなどのご意見を十分に踏まえるとともに、今後は市民ミーティングやパブリックコメ

ントなど、幅広く市民の皆さまのお声をお聞きしながら、計画の策定を進めてまいりたいと考

えております。 

次に、今年は選挙の年でありまして、２月の知事選に始まり、４月の県議選を経て、７月に

は参議院議員通常選挙が予定されております。 

本市では、２月の知事選より開票事務の迅速化に取り組んでおります。開票作業がしやすい

ように、服装や開票台の高さのかさ上げ、候補者ごとに投票用紙をパックに仕分けるなど分か

りやすくいたしましたが、この結果、４月の県議選では、開票時間を４９分で終了いたしまし

た。 

本市のこの取り組みにつきましては、いままで「開票は遅くて当たり前」という従来の常識

を覆し、県内の開票事務の改善に大きな影響を与え、都道府県別の平均所要時間では山梨県が

トップとなる一因となりました。 

７月の参議院議員通常選挙におきましても、過去２回の開票事務を検証するとともに、優良

事例を参考に経費節減を図りながら、さらに正確性と迅速性を追及していきたいと考えており

ます。 

また、期日前投票につきましては、従来、市役所３階において実施しておりましたが、高齢

者や障害者の皆さんがスム－ズに投票していただけますよう、駐車場内にプレハブを用意した

いと考えております。 

さて、ここで本市の進めております事業について、ご説明を申し上げます。 

まず、石和温泉駅周辺整備事業ですが、１８年度に石和温泉駅周辺整備事業検討委員会を設

置し、石和温泉駅およびその周辺整備事業の推進をどのように進めるべきか、検討をお願いし

ましたが、５月２日にその検討結果の報告書をいただきました。 

その中には、厳しい財政状況の中での取り組みとされることから、慎重な対応を求める意見

も出されておりましたので、費用対効果等について十分に検討を重ね、本市にとって有利と思

われる国の事業等を活用する中で、将来の財政計画を踏まえながら進めていきたいと考えてお

ります。 

次に、友好都市交流関係についてですが、ドイツのバート・メルゲントハイム市とは、平成

元年から交流が始まり、平成３年５月２６日には正式に友好交流約定書への調印が行われ、相

互に往来を続けてまいりました。 

昨年１０月にブルノッテ副市長を団長とする訪問団が来日し、笛吹市にお見えになった際、

市と市議会の代表者により歓迎夕食会を開催し、両市の友好を改めて確認したところでありま

す。 

本年１０月には、私と市議会議員各位により、笛吹市として最初の使節団を結成し、バート

市を訪問いたしたく準備を進めているところでありますが、友好交流を続けることを互いに確
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認し、併せて、バート市をはじめドイツでのさまざまな官民での事業を学ぶことは、活力ある

交流都市の創造に向け、大変有意義であると考えておりますので、議員各位の積極的なご参加

をお願い申し上げます。 

また、バート市では、昨年５月に姉妹都市交流１５周年を向かえたことを記念して、記念誌

の発刊作業を進めております。本市におきましても、使節団に参加された団員による寄稿、市

内企業１０社によるスポンサー料の提供など協力を行っており、本年９月頃ころには発刊の予

定だと伺っております。 

次に、千葉県館山市との災害時の応援協定についてでありますが、災害時の備えは、あらゆ

る機関がそれぞれの手法を用いて実施しておりますが、十分すぎるということはありません。

東海地震の地震防災対策強化地域に指定されている本市においては、災害時に遠方から人材・

物資の応援を求めることは、非常に重要なことと考えております。 

そこで、館山市から災害時における相互応援について要請があったことから検討を始めてま

いりましたが、去る６月４日、館山市長および市議会議長以下、関係職員が来庁し、協定書（案）

についての協議および確認を行いました。 

これに基づきまして、議会の皆さま方のご同意を得る中で、７月６日には、私を含めまして

本市の関係者が館山市に出向き、調印を行いたいと考えております。 

次に、昨年７月に笛吹市国民保護協議会を立ち上げ、本年３月に笛吹市国民保護計画を策定

いたしました。 

本計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保

護法第３５条の規定に基づいて策定したもので、本年２月に山梨県との最終協議を終了し、今

定例会に報告の運びとなりました。 

計画につきましては、国・県計画のもと、住民への警報伝達、避難指示を速やかに出すこと

を中心として計画したものであります。 

続きまして、旧峡東病院建物の活用についてであります。 

住民の利便性、事務事業の効率化、災害時における危機管理体制の確立を考えたときに、現

在の分庁方式を解消し、分散しているセクションの集中化により、一層の住民サ－ビスの向上

を図るため、昨年来、その活用方法について調査研究を重ねてまいりました。 

建物の安全性、設備の状況および地質調査等を行い、調査内容、改修計画について、議会に

もお示しし設計業務を進めてきたところであります。この度、改修工事(案)がまとまりました

ので、今定例会に改修工事費５億２，５００万円の補正予算を提出させていただきました。 

 なお、光ケ－ブルおよび構内ＬＡＮ工事、会議用椅子・机、書庫、ならびに電話機器等の備

品、その他経費はこれには含まれておりません。 

次に、窓口サ－ビスの改善についてですが、４月より市役所本庁で日曜日窓口業務を開設し

ておりますが、これに加え、６月１日より本市と甲州市で市民の皆さまの利便性を図るために、

住民基本台帳カードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書を自動交付機から取得できる

よう、新たな市民サービスを開始いたしました｡ 

これにより、笛吹・甲州両市民それぞれが、両市に設置した自動交付機を利用して、住民票

の写しや印鑑登録証明書を広域的に取得することができます。 

本市では市内７カ所に自動交付機を設置し、特に市内４カ所の図書館に設置しました自動交

付機は、平日、市役所に来庁できない市民の方々が、土曜日、日曜日でも利用できるものと考
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えております。 

また、来年の３月末までは無料で住基カードを作成することができる特典もございます。 

今後は、住基カードの取得促進と自動交付機の利用促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、市民活動支援につきましては、今年度から市民活動支援課を新設し、市民の参加、協

働による豊かな地域づくり社会を目指して、市民の自発的な活動や地域づくりの支援を行うた

めの取り組みを始めております。 

その財源となる地域振興基金の活用については、庁内検討会を設置し、運用方法の研究を進

めるとともに、地域審議会への方針説明を行い、ご意見をいただく中で、よりよい支援方法の

検討を進めて、今年度から具体的な支援を実施していきたいと考えております。 

市民ボランティア、ＮＰＯ法人の支援につきましても、現在、既存団体の把握と支援ニーズ

の取りまとめを行っており、今後、具体的な支援システムの検討を進めてまいりたいと思いま

す。 

 次に、市民の皆さまから、ご意見やご提案をいただきながら策定いたしました、笛吹市の地

域福祉計画、ならびに障害者基本計画・障害者福祉計画についてであります。 

 この計画期間は、地域福祉計画および障害者基本計画が、平成１９年度から２３年度までの

５年間、障害福祉計画は平成１８年度から２０年度までの３年間であります。 

 今後は、この計画に基づいて、「普段から・笑顔で・ふれあう・共生のまちふえふき」を推進

してまいりたいと考えております。 

 次に、児童福祉についてであります。 

御坂地区の児童センター建設については、現在、実施設計を進めているところであり、また

並行して、埋蔵文化財の調査も行っております。地域における子育て支援の拠点施設として、

学童保育と子育て支援センターを併設し、来年度の開所を目指して準備を進めております。 

 次に、石和第三保育所につきましては、４月から指定管理者による運営を始めました。５月

からは、保護者の合意のもとに、主食を提供する完全給食を試行的に実施しております。 

 次に、保育料につきましては、平成１８年度の所得税定率減税の縮減に対応するため、４月

から保育料の徴収基準の見直しを行い、併せて多子世帯の保育料軽減の拡大についても、国に

準じて改正を行いました。 

次に、昨年度、市が開催いたしました「シルバー体操指導員養成講座の修了者２３名が、４月

からそれぞれの地域で、介護予防事業の「やってみるじゃん」に協力員としてデビューいたし

ました。 

本年度も新たに受講者を募集して、指導員の増員と体操の普及を図ってまいります。 

 次に、妊婦健康診査につきましては、現在、２回の公費助成を実施しておりますが、７月か

らは出産世帯の負担軽減と妊婦の健康管理を図るため、助成回数を５回に拡大し、実施してま

いります。 

 また、拡大に伴う経費負担につきましては、今定例会に補正予算として計上させていただい

ております。 

次に、山梨県リニア実験線の状況につきまして、ご報告させていただきます。 

山梨リニア実験線も、平成９年に都留・大月市側からの先行区間において、試験走行が開始

されてから１０年が経過し、超電導リニアを取りまく技術は格段の進歩をしてまいりました。
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平成１７年３月には、国の評価委員会において、実用化の基盤技術が確立したと評価し、さら

なる長期耐久性の検証・コスト削減・営業線適用に向けた設備仕様の検討等が今後の課題とさ

れる趣旨の提言書が提出されました。 

ＪＲ東海におきましても、このことを踏まえまして昨年９月、実験線を一般区間まで延伸す

ること、また本年４月には、平成３７年に首都圏から中京圏での営業線運転を開始することを

目標としたい旨の発表がされました。 

 笛吹市におきましては、事業主体であるＪＲ東海・鉄道運輸機構等で予定しております、今

後７年間での延伸工事、その後３年間での実験線全線での走行試験の計画を受け、事業主体が

随時行う関係地区説明会への立会いも行ってまいりました。 

しかしながら、リニア通過沿線地区の皆さまには、磁場や電波障害、騒音等に関わること、

日陰対策、トンネル掘削による地下水・飲料水へ影響、土砂運搬道路・土捨て場に関すること

等数多くの課題が残されており、約１０年間の工事凍結から一転しての工事着手には、解決し

なくてはならない事項が山積しております。 

このことから、本年４月、建設部土木課内にリニア対策担当の専任職員を２名配置し、地元

関係者と綿密な連絡が取れ、事業主体・県・関係機関に対して適切なる事業誘導が図れるよう

な体制づくりを行いました。 

現在、事業主体が実験線ルート上での地質調査、広域的水資源の現状調査等を行っておりま

すが、今後の事業の進行に伴い、議会リニア対策特別委員会をはじめ議員各位のご指導もいた

だき、事業主体等には地元関係の皆さまへの十分な説明と対策を強く求めながら、円滑な事業

推進に努めてまいりたいと考えております。 

次に、生涯学習についてであります。平成１９年度市民講座「スコレー大学」の開学式を５月

３０日にスコレーセンターで開催いたしました。 

今年度は、生きがいや仲間づくりを目的とした講座、健康づくりや子育て環境など、地域社

会の抱えるさまざまな課題を探る講座、笛吹市の観光ガイドを育てる講座などのほか、山梨学

院大学や県立博物館など、さまざまな研究、学習機関と連携した講座の提供を進めてまいりた

いと考えております。 

６月から始まっている１学期につきましては、約８００名の申し込みがあり、この講座をきっ

かけに生涯続けられるような趣味や、生涯付き合える仲間づくりをしていただくとともに、地

域の抱える課題にも目を向けていただけるよう、期待をしているところであります。 

次に、文化振興についてでありますが、３月２８日から４月１５日まで、笛吹市女性団体連

絡協議会主催、教育委員会の後援により、八田家書院で「ひな祭り」を開催いたしました。 

この展示会では、日本開発銀行初代総裁の小林中氏のご子息、小林喬氏より寄贈されました

明治時代のひな段飾りをはじめ、大変貴重なひな飾りを公開いたしました。開催期間中には１，

２２３人の来館者があり、「ひな祭りお話し会」や「甘酒サービス」等が行われました。 

この催しは、笛吹市女性議会の発案により計画されたものですが、今後、文化財課では市内

のひな飾りの所在調査を行い、来年度以降の展示会に反映させていく計画であります。 

次に、本定例会に提出させていただきました案件について、説明申し上げます。 

今回、提出しました案件は、専決処分の承認案件６件、条例案７件、補正予算案８件、その

他の案件が１４件となっておりますが、主なものにつきまして概略のご説明を申し上げます。 

まず、専決処分についてでありますが、条例３件、補正予算３件につきましては、地方自治
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法第１７９条第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、ご報告とご承認をお

願いするものであります。 

条例につきましては、地方税法などの法令改正に伴い、笛吹市税条例など３件について、所

要の改正を行う必要が生じたものであります。 

補正予算につきましては、平成１８年度の事務事業の終了などに伴う歳入歳出予算額の補正

であります。 

「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１０号）」でありますが、既定の予算額に歳入歳

出それぞれ１億２，５００万円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ２７６億１千万円とさ

せていただきました。 

「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第７号）」では、既定の予算額から２億

３，５００万円を減額し、その総額を７１億９，１００万円に、「平成１８年度笛吹市老人保健

特別会計補正予算（第６号）」では、既定の予算額から８千万円を減額し、その総額を６１億９，

２００万円とさせていただきました。 

いずれも緊急的な対応を必要としたものであり、議会を招集する時間的余裕がありませんで

したので、専決処分をさせていただきました。 

どうか、ご承認賜らんことをお願い申し上げます。 

次に、条例案について概略を説明申し上げます。 

まず、「いさわふれあいセンター条例の一部改正について」でありますが、市民サービスの向

上と福祉の増進を図るため、石和ふれあいセンター「なごみの湯」の利用時間につきましては、

現在より１時間延長し午後９時までとすることに伴い、所要の改正を行うものであります。 

次に、「芦川グリーンロッジ条例の一部改正について」でありますが、合併以前は施設の使用

料とは別途に納入されていた電気・水道代等の光熱水費について、規定するため使用料の見直

しを行うとともに、指定管理者制度への対応を図るため、指定管理者に関する規定を追加する

ことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 次に、平成１９年度補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、懸案となっておりました事業につきまして、その処理方法が決定したこ

とによるもの、また４月の機構改革および４月の人事異動に伴う所要経費の組み換え、ならび

に予算措置が必要となりました事業費を中心に編成したところであります。 

 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」でありますが、既定の予算額に歳入歳出

それぞれ９億円を追加し、総額を２６６億６，９００万円とさせていただくものであります。 

まず、歳入の主なものとしましては、笛吹沿岸畑地かんがい事業加入者分担金の増額等によ

り、分担金及び負担金を１，３００万円増額、福祉関係等の国庫支出金を２，１００万円減額、

障害者自立支援給付費など県支出金を１，７００万円増額、繰入金といたしまして、公共施設

整備等基金からの繰入金９，５００万円を追加、繰越金として平成１８年度一般会計決算繰越

額３億４，７００万円を追加、諸収入として甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合からの負担

金返還金など１千万円を追加、旧峡東病院改修工事に伴う合併特例債４億３千万円の追加であ

ります。 

 歳出につきましては、旧峡東病院改修工事費など総務費を５億４，３００万円、障害者自立

支援費などにより民生費を２，２００万円、妊婦健康診査公費負担拡大などにより衛生費を５，

４００万円、農道整備事業などにより農林水産業費を８，７００万円、土木費では地区要望に
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対応するためなどの費用１億３，９００万円をそれぞれ追加し、消防費では消防職員退職によ

る人件費など３千万円を減額、また教育費につきましては、学校施設および旧石原家の改修・

再建工事費など１億円を追加するものであります。 

 次に、平成１９年度特別会計補正予算案でありますが、「国民健康保険特別会計」では９００万

円を追加し、その総額を７７億１，８００万円に、「老人保健特別会計」では２５０万円を追加

し、総額を５９億４，５００万円に、「介護保険特別会計」では１６０万円を減額し、総額を３７億

６，１００万円に、「公共下水道特別会計」では６００万円を追加し、総額を４４億５，３００万

円に、「簡易水道特別会計」では５，１２０万円を追加し、総額を９億、４，７００万円に、「温

泉事業特別会計」では１，５５０万円を追加し、総額を８千万円に、「大口山恩賜県有財産保護

財産区管理会特別会計」では４０６万円を追加し、総額を１，３５０万円とさせていただくも

のであります。 

そのほかの案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それにより、

ご了承をお願いいたします。 

以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由の説明をさせていただきま

した。 

よろしくご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（中村善次君） 

市長の説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第５ 報告第１号から、日程第１４ 報告第１０号を一括議題とします。 

 本件につきましては、議案書にありますとおり、地方自治法施行令に基づく継続費繰越計算

書、繰越明許費繰越計算書および事故繰越計算書の報告、ならびに武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律第３５条の規定によります、笛吹市国民保護計画書の報告

ですので、ご了承願います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第１５ 承認第５号から、日程第３８ 議案第７５号を一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま、市長より要旨の説明がありました案件については、承認案件６案件を除き、所管

の常任委員会に付託することになっておりますので、これらも含め、全案件とも大綱的な質疑

にとどめたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

 承認第８号の、これは専決処分ですけれども、「平成１８年度国民健康保険特別会計補正予

算（第７号）の専決処分」について、２点質問をさせていただきます。 

 まず、１つは、国保会計の２０ページの６款の共同事業交付金の、２目の保険財政共同安定

化事業交付金についてですが、ここにきておよそ２５％の減額補正となっているのですが、こ
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れほどの、２５％もの減額補正になった理由を、まず１点お伺いいたします。 

 ２点目は、保険給付費について伺います。 

 保険給付費は、一般の被保険者と退職の被保険者の療養給付と、それから高額療養費の費用

を合わせますと、合計にしておよそ７，９００万円の保険給付費の減額補正になっております。

しかし、補正額の財源内訳を見ますと、国庫支出金とか療養給付費交付金とかは、大幅な減額

になっているのですが、一方で、一般財源はおよそ２億円以上の増額補正になっているわけで

す。保険給付費が減額になっているのにもかかわらず、一般財源がこれほどの増額になる。片

や、一方で国の支出金や療養交付金が大幅な減額になるということの理由を、まずご説明をお

願いします。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 加藤部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 それでは、亀山議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の、保険財政共同安定化事業交付金の件でございますが、これにつきまして

は２０ページでございます。これは１億２，０３３万２千円の減でございます。これは歳入で

ございます。これにつきましては、１８年度１０月から始まりました新しい制度でございまし

て、１件３０万円以上かかる医療費については、県下共同でやろうという、そういう事業でご

ざいます。 

 基本的には、掛けた分、その部分が戻ってくればいいということが一番いいんでしょうけれ

ども、実際、全県下を平均しました結果、笛吹市の場合については、掛けた金額を下回った歳

入、これは医療費の対象がそれだけしかなかったということでございます。その結果、減額が

あったということでございます。３，３００万円ほどの差額になっております。これが大きな

要因でございます。 

 それから、２点目の医療費の減額に対して一般財源が増えた原因でございますが、これにつ

きましては、歳出の減額総額２億３，５７０万６千円でございます。今おっしゃられましたよ

うに、保険給付費がこのうちの９５１万７千円の減額であります。これに対して歳入ですが、

同額の減額補正のうち、国保税が６，１１７万８千円の減額です。それから国庫支出金が１億

９，０９５万５千円の減額ということでございます。ここの一般財源は、国保税と言い換えて

もいいのかと思いますけれども、１つは国保税を当時９１％見込んでございました。これが

８９．２２ということで、その結果、国保税も減ったという一般財源の減がございます。 

 それから、あとは今回の国庫支出金を算定するにあたりまして、当初、医療費全額に予備費

を加えて、これも医療費の、要するに歳入の支出金であるという計算をいたしておりました。

ところが結果として、今回、医療費全体が下回ったということで、その国庫支出金が下回った。

その結果、この分を一般財源で賄ったということでございます。 

 ただし、一般財源のこの財源につきましては、税が主でございますが、その財源が不足して

ございましたので、その分は基金を取り崩して充当したという結果でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 亀山和子君。 
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○６番議員（亀山和子君） 

 今の説明ではちょっと納得できないのですが、普通、一般的に保険給付費が減っている場合

は、もちろん一般財源のマイナス補正もあるはずだというふうに思います。過去２回の９月の

議会のときと１２月議会のときにも、やはり保険給付費のマイナス補正がありました。そのと

きは、国の支出金も療養交付金も、それから一般財源のマイナス補正があったんです。こうい

う補正だとよく理解できるのですが、今回のように、これほど大幅な国の支出金の減額、一般

財源の大幅な増額ということは、とても私は理解できないんです。 

 これほどの国・県支出金をここへきて、これほどの減額補正をするというのは、予算のとき

に見積りが過大だったとしか考えられないと私は考えております。 

そのことについて、ちょっと見解をお願いしたいということと、途中でそれに気付いていた

はずだというように思うんですけれども、国保運営するにあたって。気付いていなかったのか

ということと、やはり気付きを早くして途中で修正していれば、ここまできて、これほどの基

金の取り崩しをしなくても済んだのではないか。やっぱり途中で修正して、何らかの対策を講

じるべきだったというふうに考えています。 

そのへんについても、見解をお願いしたいということと、やっぱりここにきては、もうどう

しようもないわけですよね、国保税の徴収率が落ちているということも含めて。やっぱりここ

まできて、基金２億６千万円の取り崩しをしなくてはいけないということで、この国保の運営

とか国保の予算管理にあまり危機感を感じていなかったのではないかと、いうふうなことにも

感じております。そのへんのことについて見解をお願いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 まず、今、議員さんおっしゃられましたように途中で医療費の減額をしてございます。その

減額に応じて、当然、国庫支出金の減額もいたすわけでございますが、この最終的医療費につ

いては、非常に動向が激しいということでございまして、例えば、１つの会計が３月から翌年

の２月まで、その結果が分かるのが２カ月遅れということで、なかなか見込みづらいという中

で、その結果で計算してみますと、その当時の国庫支出金の医療費の部分の減額の幅が、少な

かったのではないかということが結果としては言えるかと思います。 

 それから、あと途中で対応すべきではなかったかということは、そういう医療費の動向が非

常に激しいということがございまして、最終的に帳尻を合わせるしかないというのが、それが

医療費の現状でございます。 

それから、医療制度、要するに国保制度自体は、簡単に言いますと税が５０％、それからあ

と公費が５０％ございます。今回のこの予算の最終もほぼその形になっております。 

ですから、例えば、途中でそれをするにしても、税で補う、要するに入ってくる国とか公費

が決まっていますので、あとは税で補う。税で補えない部分については、積立金なり、そうい

うもので充当するしかないということでございます。 

 結果、その気付きがもっと早ければというご指摘もございますけれども、そういう医療がな

かなかつかみにくいということもございまして、こういう結果になったということでございま

す。 

 よろしくお願いします。 
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○議長（中村善次君） 

 そのほかございますか。 

 （ な し ） 

 以上で質疑を終結します。 

 ただいま、議題になっております承認案件を除いた１８案件につきましては、お手元に配布

してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第１５ 承認第５号から、日程第２０ 承認第１０号を一括議題といたします。 

 本件については、委員会付託を省略し、直ちにそれぞれ討論・採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 これより、承認第５号について討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

採決を行います。 

本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、本件は承認することと決しました。 

次に、承認第６号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

承認第６号について採決します。 

本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は承認することと決しました。 

続いて、承認第７号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

承認第７号について採決いたします。 

本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は承認することと決しました。 
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続いて、承認第８号の討論を行います。 

１４番、渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

議長の許可をいただきましたので、専決第８号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会

計補正予算（第７号）」について反対の討論を行います。 

そもそも、このような大きな補正、しかもあらかじめ予測できる中身、こういうものを専決

で処理しようということは、議会の審議権を無視するものであります。この件については、議

員一同、皆さんそのように考えているのではないかと、私は思います。ここには専決する理由

について、議会を招集し審議に付する暇がないので専決処分すると説明されております。本当

に、そんなに緊急だったのか。 

歳入で大きな減になっているもの国庫支出金、これは負担割合が既に決まっているわけです。

これについて、自主財源が増えて国庫支出金が大幅に減るというようなことは、本来あり得な

い間違いでございます。 

それから、療養給付費交付金についても、これも療養給付費、退職者の医療費については、

退職者の保険税および療養給付費交付金によって構成されるものでありまして、この税のほう

については、ほぼ一定の額が明らかになっておりますので、このように大幅な減額が今ごろ出

てくるというのは、これは怠慢か、あるいは、分かっていながら後へ延ばしてきたとしか考え

ることはできません。 

そういう意味で、本当に暇がなかったという理由も成り立たないし、また、このような大き

な基金の取り崩し、これを議会の審議も経ずに専決するということは、許されないことであり

ます。 

第２に、この補正を見れば当初予算、その後の補正予算は一体なんだったのか。予算の体を

なしていなかったのではないかと思うわけです。そして、以前の予算を見れば、ぎりぎりの予

算であるが、医療費も予定予算より減になるために、基金の取り崩しは必要ないだろうと思う

のは当然でございます。ところが、こういう中身がこの後に及んで出されてきた。 

こういう予算の立て方、大変問題があります。と申しますのは、今回も収税もたぶん改善さ

れて順調にきているなと思っていたところが、この収税に対する危機感もなし、何とかいくだ

ろうという予算でありましたので。しかし、結果を開いて見ますと、現年の一般で見ましても、

８８．１６％という、去年よりもさらに収納率が下がっているということであります。 

さらに、滞納世帯率というのは、これはとうとう４世帯に１世帯を超えまして、２６％にも

なってしまったと、こういう問題に対して、しっかりあの予算では対策を取ることができない、

そういう危機感が生まれてこない予算だったと言わざるを得ないわけです。 

これらの問題を含めて、やはり大きな問題があるし、また同時に専決はふさわしくないとい

うことで、この専決処分については承認できないということで、反対討論といたします。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

賛成討論ありますか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

承認第８号について採決します。 
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本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

よって、本件は承認することと決しました。 

続いて、承認第９号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

承認第９号について採決します。 

本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は承認することと決しました。 

続いて、承認第１０号の討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

承認第１０号について採決します。 

本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、本件は承認することと決しました。 

以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

本日は、これにて散会いたします。 

次の本会議は、１１日午前１０時から再開いたします。 

ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ２時２５分 
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再開  午前１０時００分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は２９名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日も上着を脱いで結構です。 

本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告します。 

傍聴人に申し上げます。 

傍聴人は騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。 

また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定してください。 

なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

報告事項を申し上げます。 

堀内文藏議員、および内藤保健福祉部長より欠席届が提出され、これを受理しましたので報

告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

今議会へは１０名から１７問の通告がありました。 

質問は通告順に行います。 

なお、関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ１０分間としますので、ご承

知願います。 

それでは、２７番、渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 

公明党の渡邉清美です。 

２点、質問させていただきます。 

はじめに、財政健全化対策についてお伺いします。 

地方自治体の財政破綻については、１９５５年の地方財政再建促進特別措置法によって、国

が監督して再建する仕組みを定めています。 

最近では、北海道夕張市が今年３月、福岡県赤池町以来、１６年ぶりに財政再建団体に指定

され、困難な財政再建の歩みを開始しました。 

破綻が明らかになった昨年来、現行の再建法の問題点が強く指摘されました。 

その問題点は、地方自治体の財政状況を公表する仕組みがない。指定にあたって一般会計の

赤字の程度のみが基準とされている。単年度の赤字だけが対象となっている。破綻に至る前段

階での健全策が用意されていないなどの点であります。 

このため総務省は、昨年８月以来、新しい地方財政再生制度研究会において、新たな法制度

の検討を行いました。 

財政を健全に運営するためには、財政状況を定期的に議会や自治体職員が正確に認識すると
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ともに、住民の方々に、自らの町の財政がどのような状態なのかについて認識を共有すること

が欠かせないと思います。 

早期健全化や再生の指定にあたって判断基準となる指標は、１として実質赤字比率、一般会

計の赤字の標準財政規模に対する割合。２として連結実質赤字比率、公営企業会計を含む実質

赤字比率。３として実質公債費比率、一般会計で負担する公債、自治体の借金の返済に要する

額の比率の最近３年間の平均。４として将来負担比率、退職金など地方三公社や第三セクター

など、自治体がそこに出資している法人の負債のうち、自治体が負担すべき額などの合計の比

率の４比率であります。ほぼ一般会計のみを基準としている現行制度とは大きな違いがありま

す。 

こうした指標を毎年公表することによって、予算・決算書だけでは、なかなか見えない財政

の実態が明らかになることが期待されます。 

財政自由度が低く、一般会計以外の借金を大量に抱えている自治体も多く、こうした自治体

は、一般会計が黒字でも財政健全化法の下での新制度では、早期健全化の対象となることもあ

り得ます｡ 

新制度の財政健全化法案では、２００８年度予算の決算から適用を予定しているため、全国

の自治体は昨年あたりから、公営企業や第三セクターの健全化を急ぎ始めています。 

これにとどまらず、行政サービス全般についても、どこまで行政として実施すべきなのか、

また、受益と負担の関係をどう考えていくのかなどの見直しが進むことになります。 

これに併せて、一般会計にとどまらず、自治体が負担すべき全体の財政状況を分かりやすく

住民の皆さまに示す公会計の改革も欠かせません。今のところ企業会計や第三セクターなども

含めた財務諸表の公表は、都市部などに限られておりますが、財政健全化法の成立後は、より

広範囲な財政情報の開示を多くの自治体が迫られることは間違いありません。 

そこで、本市のさらなる財政健全に向けての対応についてお伺いいたします。 

２点目としまして、学校図書館図書整備についてお伺いいたします。 

この問題については、昨年９月定例会の折、代表質問させていただきましたが、新たな整備

計画がなされましたので質問させていただきます｡ 

子どもの活字離れが問題視されていますが、子どもがより読書に親しむ環境をつくるため、

公明党の推進で、平成１３年１２月に子どもの読書活動の推進に関する法律が成立、学校図書

館の充実を含む子どもの読書環境の整備について、国や地方の責務が明記されました。 

こうした状況を踏まえ、文部科学省は平成１４年度から平成１８年度までの５年間、学校図

書館図書整備のために毎年約１３０億円（総額６５０億円）を地方交付税で措置してきました。

これが終わることから、今回、平成１９年度から新たな学校図書館図書整備計画として、５年

間で１千億円（毎年度２００億円）を地方財政措置することが決まりました。１千億円のうち

４００億円（毎年度８０億円）を蔵書を増やす費用に、６００億円(毎年度１２０億円)を古い

本を更新するための買い替えに充て、学校図書館図書標準の達成を目指します。 

そこで、本市の新たな取り組みについてお伺いいたします。 

以上で質問を終わります｡ 

ありがとうございました｡ 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
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荻野市長｡ 

○市長（荻野正直君） 

公明党の渡邉清美議員の、地方財政健全化対策についてのご質問にお答えさせていただきま

す｡ 

質問の中にもございましたように、昨年６月、夕張市長は市議会において財政再建団体申請

を表明、本年３月６日、財政再建計画について総務大臣の同意を得て財政再建団体になり、再

建への道を歩み出したころであります。 

このことは、多くに自治体に波紋を投げかけたところであります。 

国におきましては、先ほどの渡邉議員のご質問にありましたように、従来の地方財政再建促

進特別措置法に代わり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案を今期国会へ提出、５月

２５日に衆議院にて可決し、参議院へ送付されたと伺っておるところであります。 

この法律案は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応

じて、地方公共団体が財政の早期健全化および再生、ならびに公営企業の経営の健全化を図る

ための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の

措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として定められて

おり、この法律案に基づく新しい制度では、自治体の財政状況を早期健全化段階と、より状況

が悪化した再生段階の２段階で把握する中、財政再建への道筋をつけていくため、各自治体で

は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４つの指数を公表し

なければならないとされております。 

なお、この法律は２００９年４月に施行し、２００８年度の決算から適用される予定である

と聞いておりますが、具体的な判断基準数値等につきましては今後検討されることになってお

ります。 

笛吹市では、「ヒト、モノ、カネ、情報を効果的に活用し、スリムで魅力的な市政を実現す

る」を目標に、平成１８年３月、第1次笛吹市行財政改革大綱を策定、合わせて笛吹市集中改

革プランも策定いたしました。 

また、財政面での改革が期待できる定員適正化計画の実施、市税納税率の向上、事務事業の

再編整理、公共施設運営の見直しの４項目について、平成１７年度から２１年度までの５年間

の目標を定め、取り組んでいるところであります。 

そのほか、行政改革大綱に定められております、財政構造の健全化への取り組みといたしま

して、枠配分予算の導入、使い切り予算の見直し等予算編成・執行方法への取り組みほか、歳

入確保、歳出の削減など幅広く取り組んでおります。 

さらに、財政状況の適切な把握と公表につきましては、公会計改革研究会の市長部会に参加

するとともに、関係財務諸表について新聞掲載により公表し、一般会計のバランスシートにつ

いても、市広報に掲載し市民に公表しているところであります。 

今後、行財政改革大綱による集中改革プランの実施を推し進め、市財政の健全化を図ってま

いりたいと考えております。 

以上で答弁といたします。 

学校図書館につきましては、教育長がお答えさせていただきます｡ 

○議長（中村善次君） 

芦原教育長｡ 
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○教育長（芦原正純君） 

渡邉清美議員の一般質問、学校図書館図書整備についてにお答えいたします。 

ご質問にもありますように、文部科学省は学校図書館図書標準達成を目的に、これまでの

５年計画に年間１３０億円、総額６５０億円の交付税措置をしてまいりました。 

また、本年度からさらに５カ年にわたり大幅に増額され、年間２００億円、総額で１千億円

の予算措置がされることになっております。 

市内学校図書館の司書の配置を含む図書の整備状況、および学校における読書推進の取り組

みにつきましては、これまでも市議会におきまして、ご質問をいただき、お答えさせていただ

きました。 

これまでの答弁の繰り返しになりますが、市教委として未来を担う子どもたちに、より良い

読書環境を整えることは、教育行政の大きな役目であると認識しております。 

それらの考えのもとに、学校図書司書の市担による全校配置、図書館システムの導入、また、

各学校においては、それぞれの年間活動計画表に基づく指導の徹底や、心の落ち着きや授業へ

の集中力の効果が報告されている「朝の読書」の全校実施などにより、着実に読書による教育

的効果が確認されているところです。 

次に、予算の面での状況についてご説明させていただきます。 

本年４月２８日の新聞紙上にも掲載されて、既にご案内とは存じますが、公立学校図書整備

状況で、児童生徒１人当たりの図書購入費は、山梨県が全国トップでありました。 

本市の１人当たりの購入費は、全国平均を上回り、小学校で１，３００円、中学校で１，

２００円を超える予算が計上してあります。 

各学校の図書費予算は、学校の予算方針により多少の増減がありますが、全体としての学校

図書購入の予算は、１７年度から年を追うごとに増加し、１９年度は１，７６７万円が計上さ

れております。これを１人当たりにしますと２，６７１円となります。 

図書購入費につきましては、このように市の予算のほか、市内ボランティア団体等から長年

にわたり、図書購入のための浄財が教育振興のため市内全校に寄せられていることも、ここで

ご報告させていただきます。 

また、学校における図書の貸し出し冊数も、地道な読書指導が実を結び増加傾向にあります。 

現在の市内２０校の学校図書館の総蔵書数は、２１万冊を数えます。学校図書の不足する部

分につきましては、６市立図書館の蔵書３５万冊を図書館システムやメール便等を機能させ、

学校間と図書館との相互貸与をさらに活発にしながら、読書の推進を図っていきたいと考えて

おります。 

以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します｡ 

渡邉清美君｡ 

○２７番議員（渡邉清美君） 

ありがとうございました｡ 

はじめの財政健全化対策ですが、再質問させていただきます｡ 

総務省の平成１９年度地方財政対策の中で、公的資金の繰上償還による公債費負担の軽減策

が盛り込まれました。行政改革、経営改革を行う地方団体を対象に、平成１９年度から３年間
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で５兆円規模の公的資金の繰上償還、補償金なしを行います。高金利の地方債の公債費負担を

軽減するものですが、高金利のものというのは、やはり上下水道など住民の利用者負担に直結

しているものが大きく占めていると思います。 

財政力指数が１．０以上の団体を除くことですから、当然、本市においては対象になってい

ないということは承知しておりますが、これまで諸事業のために本市で借り入れました市債の

うち、金利が５％以上の政府資金および公営企業金融公庫資金について、１８年度末でどのく

らいの件数と金額があるか教えていただきたいと思います。 

そして、読書関係ですが、昨年の９月定例会のときもこの質問をしたのですが、子どもさん

たちに人気のある本というのは、１冊ではちょっと足りない部分がありまして、数冊多めに購

入していただきたいということを、子どもさんたちのほうから要望を受けましたので、その後、

どうなっているのか。 

また、汚れてよれよれになっている本もありますけれども、この前質問しましたけれども、

それ以後どのように対応なさっているのかという点と、もう１つ、この前ちょっと視察に行っ

てきたのですが、山梨学院大学付属小学校の図書館を見てきたのですが、とても子どもたちが

本を読みたくなるような場所、例えば、かつてこの市内の教育関係者からも案があったのです

が、図書館の中に一部畳なんかがあったらいいなというような、教育関係の方からの意見もい

ただいていますけれども、動くことのできる正方形の、そんなに大きくないので場所を取りま

せんけど、そういう畳なんかが置いてあったり、子どもたちは隅が好きだから、隅の２階に階

段がちょっとあって、そこでみんなで並んで読むような、そういう個所もありますし、真四角

の箱みたいなものがあって、そこに穴が開いていて、穴から入ってお友だち同士で座って読む

ような、なんか読書が好きになるような、そういうような施設もありましたけれども、たぶん

そういうところもご覧になっていると思いますが、そういうことの導入なんかはどのようにお

考えになっているのか、その点を質問させていただきます。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

堀井財政課長。 

○財政課長（堀井一美君） 

それでは、渡邉議員の、市債のうち５％を超える政府資金および公営企業の金融公庫資金に

つきまして、１８年度末の件数、それから未償還残金はという再質問についてお答えいたした

いと思います。 

笛吹市におきます市債でございますが、１８年度末の未償還残金の中で金利を５％超える政

府資金および公営企業金融公庫資金につきましては、一般会計ベースでございますが２４件、

金額としまして４億１，５７３万４千円でございます。それから、特別会計ならびに公営企業

会計につきましては２７４件、金額が３５億４，４８５万５千円でございます。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

渡邉議員の再質問の図書館関係についてお答えさせていただきます。 
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やはり子どもに人気のある本というのは、どうしても傷みが激しくよれよれにもなりますが、

これは司書が学校の図書委員と一緒になって補修をしたり、あるいは、もうその対応ができな

いものにつきましては、順次、廃棄をしながら購入していきます。 

それから、不足の部分につきましては、市立図書館との連携、あるいは、ほかの学校との連

携で対応していっております。 

それから、山梨学院の図書館でございますが、私も見学をさせていただきました。大変良い

施設で、私立の学校だからこそというようなところもございまして、４年生までしか子どもた

ちがおりませんので、新しい施設がいっぱいで、子どもたちの興味を引くように恐竜が置いて

あったりですとか、四角の畳があちらこちらに。それから、大きい部屋に畳が敷いてあって、

碁・将棋それから百人一首なんかもここでできますという説明を受けました。 

学校につきましては、それは今のところ少し無理かなという感じもいたしますが、プレイ

ルームなどがあります学校は、そういうものを利用しながら、また、市内の図書館も石和図書

館なんかは上のほうにギャラリーもありますので、そういうところを利用しながら、子どもた

ちが読書を好きになるような環境を整えていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 

（ な し ） 

以上で渡邉清美君の一般質問を終了します。 

これより、関連質問を許します。 

（ な し ） 

関連質問を終わります。 

続いて、１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

通告に従い、これより一般質問をさせていただきます。 

公明党会派の中川秀哉でございます。 

はじめに、昨年の夏、埼玉県ふじみ野市の市営プールで、当時小学校２年生の女児が吸水口

に吸い込まれて死亡した事故がございました。埼玉地検では今月８日、プールの管理の担当で

あった市の元課長ら２人を業務上過失致死罪で、在宅起訴をした報道がございました。 

亡くなられました故人のご冥福をお祈り申し上げますとともに、私も指定管理を議決する議

会の一員として、地方公共団体の管理責任の重さを痛感し、笛吹市において安全・安心の体制

が確立されていることを確認するため、以下の質問に入らせていただきます。 

笛吹市では、集中改革プランを平成１７年度から２１年度まで、５年計画で策定・実行され、

本年度から折り返しとなりました。本計画のうち、先ほど公明党会派の渡邉清美議員から、地

方財政の健全化対策について質問されましたので、私からは指定管理の進捗状況を確認させて

いただきたいと思います。 

はじめに、既に指定管理者制度を導入して１年を経過いたしましたが、各種団体の事業報告

を精査する上で、経費削減等の財政効果で３．８億円強の削減に向けて、人件費や管理運営費

など、平成１８年度当初予算と平成１９年度当初予算との比較として、どういうふうな状況で

あるかお伺いしたいと思います。 
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続きまして、指定管理の運営に対し、市民からどのような反響が寄せられているのかお伺い

したいと思います。 

３番目に、今後の指定管理に対して、計画の変更等の予定はあるかどうかお伺いしたいと思

います。 

４番目に、最近、公共施設の器具また遊具等でケガをされた報道が続いておりますが、本市

の指定管理施設での安全管理について、どのように取り組んでおられるのかお伺いしたいと思

います。 

５番目としまして、去る２００１年の夏、神戸市須磨区の公園の花火大会におきまして、残

念な将棋倒しの事故がありまして、たくさんの犠牲者が出た事故がございました。 

本年３月に完成した笛吹川の河川敷観覧席につきまして、今回の事故に関わるようなことで、

あるご婦人から、ぜひ花火大会にもたくさんの人が来るから、観覧席等含めて階段を設置して

ほしいという要望を伺いまして、私も訴えさせていただいたところでございますが、本当にめ

でたくこの３月に完成しました笛吹川の河川敷観覧席について、今後どのような管理をしてい

くのかお伺いしたいと思います。 

続きまして、地方公共団体のグリーン購入の取り組みについてお伺いしたいと思います。 

去る５月１７日に衆議院本会議で環境配慮契約法が可決されました。 

同法案は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等

の責務を明らかにするとともに基本方針の策定、その他必要な事項を定めることにより、国等

が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社

会の構築を期すること」ということを目的としております。 

昨今の地方公共団体によるグリーン購入の推進は、市場に供給される製品・サービスなどに

環境配慮を組み込み、社会に浸透させ、持続可能な循環型社会を形成する上で重要な役割を果

たしております。 

さらには、地域住民が直接行政サービスを受ける接点であり、その影響は極めて大きいもの

がございます。 

環境配慮契約法は公明党が早期制定を進めてきた党大会重点政策の一つであり、環境負荷の

より少ない製品を選ぼうとする意識をより高めていく法律でございます。 

具体的には、電気の購入や公用車の購入、ＥＳＣＯ事業、エナジーサービスカンパニーとい

うことでございますが、庁舎の設計などに関する契約が対象となります。 

今月は環境月間であり、去る６月５日から８日までドイツで開かれました先進国首脳会議で

も、国レベルの温室効果ガス削減に向けた提言が行われたところでございます。 

本市といたしましても、積極的に持続可能な循環型社会を形成する取り組みが急務と考えま

すが、以下の質問をさせていただきます。 

笛吹市のグリーン購入の方針についてお考えがありますでしょうか。 

また、これまでの備品購入の問題について、どのような整理と今後の改善策をお持ちである

かということをお伺いします。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

ご清聴誠にありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
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石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

中川秀哉議員の一般質問、笛吹市の公共施設における指定管理の運営状況を問う、について

お答えいたします。 

まず、既に指定管理を導入し１年を経過しましたが、各団体の事業報告はどうなっているか、

のご質問ですが、笛吹市になってからは３１施設が指定管理１年を経過し、その前からの施設

を含めますと、平成１８年度は３３施設が指定管理者によって管理運営されております。 

事業報告につきましては、笛吹市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、第

１０条に基づき、毎年度終了後３０日以内に、①管理業務の実施状況、②利用状況および利用

拒否の件数・理由、③利用料金の収入実績、④管理経費の収支状況などを記載した事業報告書

を市長に、提出しなければならないこととなっております。 

これに基づきまして、平成１８年度当該施設すべてにおいて、事業報告が適切に提出されて

おります。 

次に、指定管理の運営に対し市民の反応はどうか、とのご質問ですが、平成１８年度におけ

る２回のモニタリングの結果や事業報告、加えて指導課からの報告によりまして、運営状況は

協定書や仕様書の内容に基づいて適切に運営されており、市民の反応もおおむね良好であると

考えております。 

特に福祉センターや児童館等の社会福祉施設においては、市民の要望に応え、土・日曜日や

休日に開館したり、児童館においては子育て支援事業やボランティア活動など地域の特性に考

慮した取り組みをしたりして、サービスの向上が図られております。 

また、温泉施設においては、アンケート調査に基づいた利用時間の延長や、年末年始におけ

る営業日の拡大などにより利用者は増加しており、多くの市民に利用されている状況でありま

す。 

境川・八代・春日居の農産物販売施設においては、前年度の売り上げをいずれも上回ってお

り、地域農業の振興はもちろんのこと、市内外の人たちとの交流や地産地消の促進に寄与して

いると確信しています。 

次に、今後さらに指定管理者を予定する施設、または直営に移管するなどの計画はあるか、

とのご質問ですが、本市の指定管理者制度の導入は、民間のノウハウを活用し、経費節減と住

民サービスの向上を実現するため、第１次行政改革大綱に基づき策定された、集中改革プラン

２００５により、平成２１年度までに４７施設について、制度の導入を目指すこととなってい

ます。 

今後、制度の導入を目指している施設には、社会文化教育施設や福祉施設等が多いことから、

条例や基本方針に基づきまして、住民のコンセンサスを十分に得る中で、導入を推進していき

たいと考えております。 

また、現在指定管理を行っている施設については、指定期間内のモニタリングや事業報告に

基づいて、経費節減とサービス向上について常に検証しなければなりません。その上で、目的

が達成されているかどうかを判断し、指定管理を継続するか、または直営で行うかについて、

決定していきたいと考えております。 

さらに、施設の器具（遊具）等でケガをする報道が続いているが、安全上の管理体制にどの

ように取り組んでいるか、とのご質問ですが、各施設における利用者の安全の確保は、指定管
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理者、直営をとわず十分配慮しなければならないものであります。 

指定管理者導入施設において、施設の適切な運営や安全な利用を確保するための点検や保守

業務は、指定管理者の重要な業務として位置付けられております。 

これらの業務を指定管理者が実施するため、連絡管理体制を整えていただき、通常時はもち

ろん緊急非常時における対応を図っております。 

また、市としましても、適切な点検や保守業務が実施されているかどうか、モニタリング調

査や報告書等の提出により随時指導監督を行っております。 

なお、遊具等が設置されている公園等については、今年度から所管課が独自のチェック体制

を組んで、安全管理指導を行う等、市民の皆さまにも、よりいっそう安心して利用できる施設

の運営に万全を期す所存であります。 

次に、笛吹川河川敷の観覧席は直営または指定管理で運営するのか、にお答えいたします。 

本件は国土交通省の占用許可を取得して設置したものであり、河川法に基づき直営で管理い

たします。 

続きまして、笛吹市のグリ－ン購入への取り組みについて、購入の方針また問題点の整理と

改善策についてのご質問にお答えいたします。 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、環境を考慮し、環境への負荷ができるだ

け少ない製品を優先的に選択し、環境保全に取り組むことにあります。と同時に、企業におい

ても環境負荷の少ない製品開発を行ってもらい、経済活動を変えていかなければ推進は図られ

ないと考えます。 

現在、本市におきましては、環境保全率先行動計画実施マニュアルに基づきまして、コピー

用紙、事務用品等の購入にあたっては、環境に配慮した製品を選択しているところであります。 

グリーン購入の推進にあたっては、実行計画、購入目標などの購入方針を設定する必要があ

ります。また、適用範囲、具体的な選択の基準、対象品目、コスト等の問題もあり、研究の余

地もありますが、今後、環境保全の取り組みにおいて、環境に配慮した物品の購入も重要な取

り組みと位置付け、環境配慮契約法に基づいて環境負荷の低減に資する原材料、物品・製品お

よび役務の調達を総合的、かつ計画的に推進するための必要な事項を定めてまいりたいと考え

ております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

ご答弁どうもありがとうございました。 

それでは、再質問に入らせていただきます。 

はじめに、指定管理者についてでございますが、一般に指定管理者の意義といたしまして、

利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上で利用者の利便性の向上を図るもの、また、

管理運営経費の削減によって施設を所有する地方公共団体の負担の軽減などが挙げられてお

ります。 

ただし、よく間違えやすいのは、公の施設が民営化されるというような見方をされることが

多いということです。あくまでも運営上の留意点といたしまして、指定管理者制度は、市民の
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税金で設置された公共施設の管理運営を指定した管理者に委ねるということでございます。 

この管理運営の中で、民間のノウハウを活用することが目的と思います。 

先ほど、ご答弁いただきました種々の内容をいただきましたけれども、その中で若干お伺い

したいのは、管理された中での社会保険、労働保険等の加入、加入すべき従業員についての手

続きのすべてを管理者が漏らさずに行っているかということと、正社員の占める割合の一定の

担保が実施されているのかということについて、お伺いしたいと思います。 

続きまして、地方公共団体のグリーン購入についてでございますが、まさに平成１３年にグ

リーン法が制定されまして、今回、それが盛り込まれた内容として環境契約法というもので、

さらに進められてきております。 

この環境に対する取り組みについて、他市、例えば甲府市などは環境方針というものを制定

されまして、市の上位規定として進められております。 

笛吹市におきましても、グリーン購入の実施状況について、ぜひこの基本理念を取り組んで

いただきたく思いますけれども、それについていかがでございますかお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

当局答弁を求めます。 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

最初のご質問の、指定管理者に関します保険制度等どういう内容のものであるか、というご

質問でございますが、これにつきましては、協定書あるいは管理運営条例の中で協定書に基づ

きまして、それぞれ協議内容を位置付けておりますので、この中では指定管理者が保険等は手

続きを行い、加入をするということになっております。 

続きまして、グリーン購入の件でございますが、契約法に基づいて、新たに制定された法律

でございますので、まだまだ研究の余地があろうかと思います。 

いずれにしましても、環境保全という大きな考えの中から言いますと、こういった取り組み

は必要であると考えますので、これからいろいろな目標あるいは方針等を設定する中で、取り

組んでいかなければならないと思います。このグリーン購入につきましては、いくつかの課題

もあろうかと思います。例えばコスト面、あるいは、どういった製品を位置付けるのかといっ

た、そういった問題もあろうかと思いますので、グリーン購入の方針を市としまして定めまし

て、この購入への取り組みを図っていきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 

（ な し ） 

以上で中川秀哉君の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

（ な し ） 

関連質問を終わります。 

一般質問を続けます。 

２５番、日髙せい子君。 
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○２５番議員（日髙せい子君） 

清新会の日髙でございます。 

通告に基づきまして、障害者の方々の地域生活移行等の方策について質問させていただきま

す。 

本市では、今年３月に地域福祉計画、障害者基本計画、障害福祉計画が策定されました。 

時を同じくして、ニューヨークの国連本部では障害者権利条約、つまり実質的に平等を保障

することをうたったといわれておりますが、８３カ国が署名したという事実も記憶にとどめて

おきたいものです。この事実は、私たちに改めて差別の問題と向き合うことを課せられたので

はないかと、感じております。 

さて、本市の計画の冒頭に、これらの計画は個人が人としての尊厳を持って家庭や地域の中

で、その人らしい安心のある自立した生活が送れるよう、社会連帯の考え方に立って策定され

たと記述されています。 

とりわけ、障害福祉計画は、障害のある人が地域で安心して暮らすことができる支援体制の

確立を目指しているものとして、重点的に取り組む施策に具体的数値目標が掲げられておりま

す。１つは、福祉施設の入所者の地域生活の移行についてで、施設にいらっしゃる方が、現況

では８８名のところ、２３年度までに１０名の方が地域で暮らせるようにするということ。

２つ目は、入院中の退院可能な精神障害者１１名の方が地域生活に移行すること。３つ目、福

祉施設から一般就労へと移行される方を２名としております。 

この数値目標を実現していくための方策について、お伺いいたします。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

日髙せい子議員の一般質問、地域生活移行等の方策についてお答えいたします。 

障害者の福祉は、障害の有無にかかわらず生活できることが当たり前の社会であるという

「ノーマライゼーション」および「リハビリテーション」の理念のもとに推進されています。 

こうした中、平成１８年４月からは、障害種別で分かれていた福祉サービスの一元化や就労

支援の強化など、障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指した、障害者自立

支援法が施行され、障害福祉の新たな展開が求められております。 

こうした状況を踏まえ、本市では、障害者施策の総合的で体系的な推進を図る障害者基本計

画と、障害者自立支援法の規定に基づく障害福祉計画を策定いたしました。 

障害福祉計画は、平成２３年度を目標として、地域の実情に応じたサービスの数値目標を設

定し、サービス提供体制の確保や自立支援給付、および地域生活支援事業を円滑に実施するも

のであります。 

まず、重点的に取り組む目標の、１つ目の福祉施設の入所者の地域生活への移行につきまし

ては、方策といたしまして、夜間や休日に地域において共同生活を営むのに支障のない障害

者・障害児に対して、グループホームを営む住居等の整備支援や生活訓練、また就労支援を行

う日中活動の場の確保など、地域での生活基盤を整備していきます。 

また、保護者も含め相談支援や日常生活上の援助を行い、緊急時の対応等、地域住民の支援

が得られるよう生活のバックアップ体制の構築を図り、対象入所者数８８人中、地域生活移行
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者数１０人を目標値として進めてまいります。 

次に、２つ目の入院中の退院可能精神障害者に対する地域生活への移行につきましては、方

策といたしまして、自立支援員を指定相談支援事業者等に対して配置を促し、相談支援機能を

強化するとともに、日中の活動の場となる授産施設や、グループホームを営む住居や共同作業

所などの整備を促進していきます。 

さらに、地域で生活している障害者に対するサービスを活用していくよう、各種の在宅福祉

サービスの実施における協力を施設運営者に要請するなど、対象退院可能精神障害者数１６人

中、地域生活移行者数１１人を目標値として進めてまいります。 

次に、３つ目の福祉施設から一般就労への移行についての方策といたしまして、福祉的就労

を支援している福祉施設に対して職場適応援助者の人材育成を促し、就労コーディネート機能

を持った障害者就労支援担当者会議等の設置により、職業安定所や県との連携の下、個別事例

に応じた斡旋の対応を行います。 

さらに、円滑な日常生活が送れるよう地域生活支援との連携の強化を図り、一般就労への移

行が可能な障害者も希薄な状況でありますが、方策の実行により、一般就労への移行障害者数

２人を目指すことといたしました。 

今後は、地域住民や事業者、ボランティア団体などと協働して、この計画を推進してまいり

たいと考えております。 

以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

ご答弁ありがとうございました。 

障害のある方々が地域で生活を始めようとするときには、実際は当事者の方々自身、そして、

お医者さま、専門家とか、地域の方々の足踏み状態に遭遇するというふうにもいわれておりま

す。 

長い間施設にいた方や病院に入院されていた方は、地域に出ることに対して大変不安を感じ

ていらっしゃいます。そういう方々を支える人々ともいうべき受け皿は、グループホームを中

心に宿泊体験施設の役割を果たすということでしょうか、１点目はそのことについてお伺いし

ます。 

２点目は、一般就労への移行に関してですが、雇用者側の壁が大変厚いというふうにも聞い

ております。就労支援セミナー開催をしたとしても、なかかな参加者が多くないというような

話も聞いております。計画の中にも啓発に努めると記述されておりますけれども、もし、具体

的な案があればお聞かせください。また、ジョブコーチの育成というものはどこが担うのかと

いう点について、質問させていただきたいと思います。 

３問目といたしまして、障害者の方は、やはり外出・社会参加手段の確保に市内交通機関の

改善・整備が挙げられておりますけれども、秋から実験的に運行を開始すると聞いております

が、障害者の方々の利用も想定しての運行でしょうか、その点をお伺いします。 

また、４問目ですが、当初は年度初めの立ち上げとも聞いておりましたけれども、相談支援

事業などの重要な役割を果たすことが求められております、地域自立支援協議会の設置につい
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てお伺いいたします。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

何点かの再質問をいただきましたけれども、まず、１点目、２点目の宿泊体験それから就労

への移行についてという、再質問にお答えさせていただきます。 

障害者の宿泊体験は、ご承知のとおり施設などを利用して調理・清掃・洗濯などを行って、

自立した生活に必要な体験をすることでありますが、現状におきましても、自立支援法の中で

障害者の皆さんから申請をいただいて、審査会を開催して障害区分認定を行いまして、障害者

の皆さまとご相談をする中で、それぞれの障害特性に応じた施設で行っているところでありま

す。 

まず、障害者本人それから家族が、宿泊を体験して地域生活へ移行を進めるという意思が大

切ではないかと考えております。さらに、自立支援法の施行によりまして、現行の授産施設や

更正施設、作業所などが、５年間の経過措置の間に新たな事業体系に移行することになってお

ります。新しい体系では、施設のサービスを昼のサービスと夜のサービスに分けることにより

まして、障害者の状態やニーズに応じた適切で効率的な支援が行われるようになります。 

したがいまして、施設への宿泊等につきましても、さらに充実が図られまして、選択肢が広

がるものと考えております。 

同じように、一般就労への移行につきましても、やはり現行の施設体系から新しい事業体系

へ移行して、施設が日中活動として、自立訓練それから就労移行支援などの事業を選択するこ

とになっております。 

したがいまして、今後は障害者の宿泊体験ニーズや施設の移行状況を把握する中で、市とい

たしまして、今後、円滑な運営を促すために、しっかりとした基盤整備の検討を進めさせてい

ただきたいと考えております。 

次に、自立支援協議会の設置についてということでありますが、この協議会は障害者の生活

を支えるために相談事業をはじめとするシステムづくりに関して、中核的な役割を果たして、

障害福祉サービスの提供体制の確保や、関係機関によるネットワークの構築に向けた協議の場

とするために、設置をするものであります。 

この協議会は２０名以内で組織し、市長が委嘱をすることになっております。現在、協議会

の設置につきましては人選中でありますので、人選が固まり次第、早期に設置をし、実効性の

ある計画を推進してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

山下総務課長。 

○総務課長（山下真弥君） 

日髙議員の、市内交通機関の整備につきましては障害者を対象にしているかというご質問に、

お答えしたいと思います。 

自立支援法の中で個別に障害者の移動に関しましては、対応しているところでございます。
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さらに、市におきましては、社会福祉協議会と協働しまして重度の障害者の移動につきまして

も、対応しているところでございます。 

今回の市内交通機関の整備・検討の中では、障害者の方、中でも軽い方、バス停まで来られ

る方を対象にした検討が、高齢者を対象にしたと同じ内容で対応をしておると考えております。 

したがいしまして、多くの障害者はバス停まで来られない方もございます。そういう障害者

の皆さまに対する対応につきましては、今後ともさらに研究・検討を重ねていく必要があると

考えております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 

日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

まず、市内の交通機関の件についてですが、個別の対応をしてくださっていることは存じ上

げているつもりです。 

ただ、精神障害者の方とか、病院に通ったり、作業所に通ったりという場合の利用も必要で

はないかなと。どうしてもそういう方たちの交通手段というのは、自分で運転ができないとい

うようなこともありまして、バイクの免許もなかなか取れないような状況にもあると聞いてお

りますので、ぜひその点も今後考慮していただきたいと思います。 

宿泊体験に関してですが、少し具体的になってしまいますけれども、精神障害の方たちとい

うか、長い間施設にいたり入院されたりしている方というのは、本当に自らが地域に出たいと

いうお気持ちを持っている方も、当然いらっしゃいますけれども、先ほども申し上げましたが、

不安でなかなか地域で暮らせないというような、気持ちになれないというような方がいらっ

しゃるということで、実際、具体的にいつ何名くらいがその対象者になるかというのは、なか

なか難しいというふうにも聞いております。 

そこで、空き住宅を活用しながら、これは法人格を持たなければ空き住宅を利用するという

ことは、なかなか難しいと思いますが、そういう住宅を活用しながら住居サポートをするとい

う方法もあると思っておりますが、その点についての見解をお伺いします。 

もう１つ、雇用問題についてですが、働く場をつくるということで、他の自治体ではボラン

ティアの方と当事者の方が喫茶店とか、いろいろなお店を経営しているわけですが、その公的

な場所の提供の可能性についてお伺いします。 

最後になりますが、誰もが一生のある時点で障害を抱える可能性があるんだというような、

先ほどの条約署名式典の中でごあいさつされたというふうにも聞いておりますけれども、この

点については、どなたも納得できることとして受け止めることができると思います。 

つまり、「すべての市民が豊かで、健やかで、生き生きと生活できること」を実現するため

にも、この計画を実効性あるものに推進していかなければならないと思いますけれども、計画

の中にも地域福祉施策推進会議、仮称ではございますけれども、設置が掲げられております。

設置までのタイムスケジュールと機関の役割をお伺いして、私の再々質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
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岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

まず、宿泊体験についての再々質問でございますが、現状では、宿泊につきましては自立支

援法の中で、身体障害者の方それから知的障害者の方が大部分利用してございます。特に知的

の方につきましては、自立訓練に向けたという部分が大部分でございまして、身体の方につき

ましては家族の負担の軽減等でございまして、精神の方につきましては、現在、支援法の中で

は利用されている方は、ほとんどございません。 

したがいまして、先ほどの再質問につきましても、今後、そうした障害特性を十分に尊重す

る中で検討を進めてまいりたいと、いうふうに考えております。 

次に、公共の場の提供ということでございますが、これに関しましても、それぞれ障害特性

というものがあるわけでありますので、特に４月から市民活動支援課が設置されましたので、

それらの課との連携を図る中で、検討を進めてまいりたいと考えております。 

それから、もう１点、地域福祉推進会議についてでございますが、この会議につきましては

市民との協働により、施策・事業の実施を推進するものでありまして、これにつきましても現

在人選を進めておりまして、先ほど申し上げました自立支援協議会との整合性を図る中で、早

期に設置してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、障害者福祉計画をより実効性のある計画の推進をしてまいりたい

と考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 

以上で日髙せい子君の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

１番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 

６月８日でございますが、全員協議会におきまして、この福祉計画書をいただいたわけであ

ります。今、日髙議員が２３年までに取り組む目標、３点質問をさせていただいたわけであり

ますが、これは６１ページに記載している問題でありまして、これにつきまして３つばかり関

連質問をさせていただきたいと思います。 

質問の中にもありましたように、ノーマライゼーション、あるいはリハビリテーションの精

神に則って、この計画を立てられた。しかも、アンケートを取られて、そのアンケートに基づ

いてこの基本計画書をつくられたということでありまして、そのご努力に対しまして、まず敬

意を表したいと思っているわけであります。 

これは平成１６年、障害基本法が改正されました。これもこの計画書の中に載っているわけ

でありますが、平成１８年には障害者自立支援法が施行されていますが、これに則ってこの計

画書がつくられたということでありまして、私は、第１点の福祉施設に入所している方々が一

般生活へ移行するという面で質問を３つほどさせていただきたい。 

会派は学習する時間がありませんでしたので、非常に単純な質問であるかもしれませんが、

お答えいただければありがたいと思いますが、この中に８８名のうち１０名を生活移行させる

と書いてありますが、今の答弁の中でもあったような気がするわけですが、この８８名という

のは該当者という答弁が返ってきましたが、これは定員であるかどうかということです。そし
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て、この施設でありますが、６１ページに４つ書いてあるわけですが、身体障害者療養施設、

それから身体障害者授産施設、知的障害更正施設、それから知的障害授産施設、この４つが書

いてあるわけですが、福祉施設というのはこの４つを指すかどうかということです。そのこと

についてお伺いしたいと思います。 

この４つの施設は、この笛吹市内にあるかどうかということ、そのへんもお伺いしたいと思

います。 

それから、その１０人を移行させるわけですが、この資料によりますと、ケアホーム、グルー

プホーム等を含むと書いてあるわけですが、これだけでは収容できないと。そうしますと、移

行先はほかにあるのではないかというように感じるわけでありますが、その他の移行先につい

てお伺いしたい。 

これだけ関連質問としてお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

関連質問にお答えさせていただきます。 

福祉施設の入所状況等ということでございますが、障害者福祉計画に示してあります８８人

につきましては、そこにもお示しのとおり身体障害者福祉施設に３０人、それから知的障害者

福祉施設に５８人ということで、福祉施設に入所している人数が８８人ということであります。 

それから、この施設は市内か市外かということでございますが、入所している障害者８８人

の対象施設でございますが、公的施設に入所はございません。それから、市内にある民間の障

害施設は４カ所でございます。美咲園、勝沼授産園石和分場、それから通所の美咲園、それか

らハーモニーの４カ所になります。それから、市外にある障害福祉施設等は３５カ所。それか

ら、県外の障害福祉施設に２カ所入所してございますので、８８人が合わせて４１カ所の施設

に入所しているという状況でございます。 

それから、１０人の移行を目標値としているわけですが、これに関しまして移行先はという

ことでございますが、具体的には、その障害特性によって形態も分かれてくると思いますが、

この計画の中では、まず自宅、それからアパート、さらにはグループホーム等を移行先として

予定しております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

再開は１１時２０分といたします。 

休憩  午前１１時１０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２０分 

○議長（中村善次君） 

再開します。 
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次に、９番、大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

笛政クラブの大久保俊雄です。 

議長の許可をいただきましたので質問いたします。 

新年度もスタートし、わが国経済は世界的な景気の回復を背景に北米・欧州方面をはじめと

した輸出が引き続き好調に推移し、円安効果による為替差益と不況時に実施した各種改善策の

効果等により、「いざなぎ景気」超えの戦後最長記録を更新中であり、上場大手企業は４期連

続で過去最高益を記録し、２社に１社が株主への利益配分・配当を増額するとともに、夏のボー

ナスも前年比３．１％アップと予想しております。 

その一方、地方経済は都市部と地方との格差は一段と拡大しており、一部のＩＴ関連、機械

製造業等に好調の企業が見られるものの、総じて小売業、土木建設業、観光サービス業等、依

然苦戦低迷しており、好不況の指標の一つである倒産件数は、景気拡大期間が５年を超えなが

ら、５年ぶりに前年比１．２％の増加、負債総額は逆に１１％減少、これは取りもなおさず、

小規模企業の倒産が増えたことを示しております。 

地方経済の格差解消政策の立ち遅れ、地方中小企業の後継者不足が大きな要因であると分析

しております。 

翻って、県内を見ますと、ゴールデンウィーク中の人出、これは県の観光部発表であります

が、「風林火山」の影響で明暗が分かれました。 

県内を訪れた観光客数が２７４万人と、前年より４．７％増加しましたが、峡北で１３．７％

増の４４万人、峡中で８．６％増の５２万人、富士北麓で６．４％増の１０５万人。一方、峡

東は前年変わらず４３万人、峡南は１５．２％減の１９万人と、ＮＨＫ大河ドラマの関連施設

や武田氏ゆかりの名所・旧跡などのある地域が客数を伸ばしました。 

今後、県や市町村でもさまざまな販促策を打ち続け、し烈な自治体間競争を勝ち抜くべく、

「風林火山」効果を来春のディスティネーションキャンペーンに、しっかりつなげるための施

策が切望されます。 

さらに、地域間格差がクローズアップされる中、安倍内閣において、内閣の最重要課題と位

置付ける第２期地方分権改革で、その命を受けた地方分権改革推進委員会が４月２日にスター

トし、その進展が注視される一方、自治体間の税収格差の是正をめぐる２つの動きにも注意し

なければなりません。 

１つは、法人２税、法人住民税、法人事業税の見直しと、地方消費税の拡充によって地方税

の偏在を是正しようという取り組み。 

もう１つは、ある地域の住民が現在の居住地以外の自治体に住民税の一部を納めることがで

きる、ふるさと納税の導入をめぐる動きであります。 

これらの制度導入に向けては、導入の是非をめぐる論点の整理と詳細な検証が必要ですが、

いずれも地域間格差の是正策というよりは、地域活性化を図るためのツールとして、税金の納

付先を納税者が自らの意思で選択することができる、これらの新たな制度の導入は、つまると

ころ、各地方自治体の税金の使われ方に対する納税者の関心を高める契機となり、行政活動に

対する厳しい監視、モニタリングの強化を通じて、行政サービスの効率化に資するものと大き

く期待されるものであります。 

笛吹市においても、さらに納税者の視点に立った行政の効率化、行政サービスの充足、地域
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振興活性策が実効性のあるものと切望し、以下、質問いたします。 

まず、笛吹市におけるファシリティー・マネジメントの導入の考え方についてお伺いします。 

ファシリティーという言葉ですが、施設とか設備という意味で、ファシリティー・マネジメ

ントとは、自治体が保有するすべての土地・施設・設備を対象として、総合的・長期的視点に

立ち、多面的な知識・技術を活用して行う計画管理活動と定義されるものであります。 

この手法は、民間企業では、所有する土地や建物を計画的、かつ効率的に取得、維持管理運

営、もしくは処分することによって経営に貢献する方策として、重要性が近年増しており、人・

物・金・情報と並ぶ第５の資源として、注目されてきております。 

２００３年、地方自治法改正で創設された、公の施設の指定管理者制度が導入されてはおり

ますが、本来の趣旨どおりに効率的に運営されているのか。行政コスト削減にどの程度結びつ

いているのか。法律的には民間団体でありながら、かつて事実上行政に依存従属してきた外郭

団体的公益法人等が、自立化・自己改革なされてきたか等、その効果が市民に対してさらに十

分に示される必要がありましょう。 

ファシリティー・マネジメント、横文字をなんにでも使う風潮は私も好きではありませんが、

近年、地方自治体運営の中で定型句として用いられていることからあえて使いますが、この考

え方を有効に活用することで、コストの削減、質の向上、職員の意識改革、そして、最終的に

は市民サービスの向上に貢献する目的で取り入れている自治体があります。 

さらに、職員においても、指定管理者にすべて任せきりという、トップマネジメントからか

け離れたポジションであり、ファシリティー・マネジメントに必要な関連知識も、いままでの

建築や不動産関連の知識のみではなく、今後は経営・建築・不動産、財務・環境・情報などあ

らゆる知識が必要になり、個々の業務対応から業務全体の最適化、総合的トップマネジメント

能力が要求されます。 

そして、施設の現状を見ましても、老朽化した施設も数多く見られ、財政状況も逼迫した中

で、それをいかに維持管理していくかが実情であります。 

公共施設を取り巻く環境変化も高齢社会の進展、災害対応への強化、環境への配慮、個人の

価値観の多様等、対応させなければならない必要性も増しております。 

それら多く問題点がある中でいくつかお伺いしますが、本市のファシリティー・マネジメン

トへの今後の取り組みの必要性に対し、具体的方策をお持ちなのか。本市保有施設のうち行政

財産である市所有の土地に関して土地台帳は整備され、また、施設で修繕を要する個所は把握

されているのか。市所有の土地において道路整備等地域要望に対してどのように有効活用させ

ていくのか。また、指定管理者運営施設も含めた施設情報の共有化、費用対効果の最大化なら

びにサービス面の向上に関しての具体策をお伺いします。 

続きまして、２問目でありますが、新年度を迎え通学路に元気な子どもたちの姿を見るにつ

け、健やかな成長と安全を願う気持ちを持たずにはいられませんが、私事で恐縮ですが、この

年になって１児の父親になり、その気持ちがなお一層強くなった今日このごろではありますが、

通学路の安全確保、登下校時の事故・事件を未然に防ぐ必要も痛感させられる一方、最近、通

学路に関しての相談を受ける回数も増えてきました。石和町市部をはじめ石和温泉駅前から国

道２０号・甲府バイパス付近を見回しても、石和温泉駅前整備計画も完成間近、市部通り拡幅

工事も一部電線の地中化を除きほぼ完成と、道路事情もここ１年で急変しており、また、校外

大型ショッピングセンターの新設等で車両動態も著しく変わってきております。それに伴い、
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危険個所も各地で散見され市への要望件数も増えております。 

一般市民、観光客も含めたすべての通行人にとっての安全確保も急務でありますが、特に安

全な通学路の見直し、信号機や横断歩道および標識が必要な個所の再検証、防犯パトロールの

強化や交通事故撲滅に向けた交通安全教育など、市としてどのような対策を講じているのか、

まずお伺いします。 

また、保育園児か中学生まで幅広い年齢層で事故の未然防止に向けて、保護者、地域住民、

学校をはじめ行政との連携は不可欠でありますが、年齢層別の行政の具体的取り組みについて

お伺いし、以上、第１段の質問とさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

大久保俊雄議員の一般質問、市の所有する土地・施設・設備のより効果的な活用策について、

いくつかのご質問をいただいております。 

まず、はじめに、自治体が所有する土地・施設・設備を効率的に行政経営的な感覚で管理運

営する、ファシリティー・マネジメントへの取り組みの具体的な方策についてでありますが、

現状を見ますと、合併により手狭な本庁舎や、支所においては余剰施設も見られる中、庁舎、

土地などの貸付など、新たな住民ニーズや、高齢者向け施設への活用など、新たなサービスが

求められています。また、施設の状況を見ましても老朽化した施設も数多く見られ、いかに維

持管理していくかが課題であります。 

現状の取り組みとしては、指定管理者制度を導入している施設については、コスト削減の効

果が表れているか、行政サービスの水準を維持し、公平・公正なサービスが確保されているか

などについてモニタリングを行うなど、今後は、総合的、長期的視野に立ち、効率的維持管理

を行うファシリティー・マネジメント導入に向けて、さらなる計画的、かつ効率的な取り組み

が必要かと考えております。 

また、昨年度から県と市町村とにおける自治体共同研究運営協議会が発足し、研究会におい

ても、県内公共施設における遊休施設の利活用や、より効率的な維持管理運営方法等、調査・

研究を行っているところです。 

さらに、地方自治法の一部改正により、庁舎、土地などの貸付が可能となったことにより、

通常の普通財産の貸付、売り払いは担当課で行いますが、特別案件が発生した場合には、笛吹

市公有財産管理・運用検討委員会において、貸付、売払い、行政財産の使用料等協議検討を行っ

てまいります。 

次に、本市保有施設、とりわけ土地に関しての台帳は整備されているか、についてですが、

土地台帳につきましては旧町村のものをそのまま引き継いでおりますが、地目の変更等移動が

処理されていない個所もございます。今後は台帳の一元化と併せて、固定資産課税台帳あるい

は航空写真をもとに確認・整備を進めてまいりたいと考えています。 

次に、道路整備等地域要望に対する有効活用策は、についてですが、行政財産は、それぞれ

目的を持って購入されているため事業課で管理、使用しています。普通財産につきましては管

財課で管理していますが、１００平方メートル以上の遊休地が、田、畑、宅地、雑種地合わせ



 ４０

て、現時点で把握している土地については約２００筆ありますが、これらについて、道路整備

等の地域要望にできる限り応えていきたいと存じますが、それには地域の人たちの協力が不可

欠であります。 

今後は、現状を調査するなど、また、貸付あるいは売買可能であるかなど、財産処理を含め

て有効活用策を見出していきたいと考えております。 

次に、指定管理者運営施設も含めた施設情報の共有化、費用対効果の最大化、サ－ビス面の

向上に関しての具体策は、についてですが、現在、笛吹市に芦川地区を含めた７地区において

グラウンド１０カ所、体育館等５カ所、弓道場４カ所、プール２カ所、テニスコート６カ所、

および小・中学校合わせて２０校にグラウンド・体育館が社会体育活動に開放され、市民のス

ポーツ振興と健康づくりに利用されております。 

これらの利用については、毎月第２水曜日の夜に地区ごとに利用調整会議を開催し、翌月の

利用調整を図っております。 

この中の石和・一宮地区の社会体育施設については、１９年度より指定管理者へ管理を委託

しております。指定管理者に移行しましても同様の調整を行っております。 

情報の共有化ですが、社会体育施設の利用者の利便性を図るため、申込み状況の確認ができ

るようなシステムも必要かと考えますが、インターネットでの申し込みは、市外や県外からも

申請ができることから、申込み順になることが予測されます。市のスポーツ振興を図るという

観点から、体育協会・スポーツ少年団などの団体の活動をさらに活発にするため、市民サイド

からの貸し出しを行っていきたいと考えております。 

いずれにしましても、市民は原則でありますけれども、例外としての貸し出しも、場合によっ

ては考えていかなければならないかと思います。 

利用状況を見ますと、土・日曜日と夜間はほぼ満杯の状況ですが、平日の昼間につきまして

は空き施設がありますので、これらの活用に関し、市民の利用に支障がない範囲での効率的な

貸し出しも必要ではないかと考えています。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁を求めます。 

芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

大久保俊雄議員の一般質問、新年度を迎え通学路の安全性の確保について問う、にお答えい

たします。 

ご質問にもありますとおり、子どもたちを取り巻く環境の激変ぶり、とりわけ登下校等をは

じめとする、交通安全にかかわるさまざまな環境の悪化につきましては、あらためて申すまで

もなく、市教委としても大変憂慮しているところであります。 

さて、ご質問の通学路の安全確保の現状でありますが、安全な通学路の基本となる安全マッ

プにつきましては、すべての小学校において作成済みで、これをもとにして教職員が定期的に

通学路の安全確保のための点検を行っております。 

その結果、見つかった注意個所についてはマップに記入し、場合により通学路の見直しを含

めて、子どもたちに周知を図っております。 

次に、子どもたちを見守る組織やボランティアについてであります。 
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まず、県から委嘱された２名のスクールガードリーダーでありますが、市内各学校を定期的

に訪問し、通学路の安全確保についての相談に乗るとともに安全確認を行っております。 

次に、地域の安全ボランティアの存在であります。 

「安全ボランティア」「ふれあいボランティア」「安全見守り隊」と、学校により呼び名はさ

まざまですが、子どもたちを守る趣旨にご賛同いただく市民のみなさまが年々増え、現在は

７００名を超える皆さまのご協力をいただいております。 

これらの方々には、学校の要望に応じた活動をしていただいており、既に学校の下校時にお

ける、安全のシンボル的存在ともなっております。 

さらに、それに併せて、昨年導入された２台の青パトが、定期的に下校時に併せて巡回して

おります。巡回の回数は、各地区を週３回ないしは４回となっておりますが、不審者情報等が

あった場合、携帯電話を通じて、臨機応変にパトロールのコースを変えるなどの方策をとって

おり、頼もしい存在として信頼が寄せられております。 

また、各支所の放送設備を利用して、子どもたちの下校を知らせ、市民のみなさまに注意を

喚起する方途も講じております。 

防犯の見地から言いますと、子どもたちには、有効性が証明されている防犯ブザーを全員に

配布しております。 

信号機、横断歩道の設置等につきましては、既にいくつかの学校から相談を受けております。

これらにつきましては、関係機関等との協議が必要であり、場合により土地の買収など、実現

には困難さを伴うものもあります。 

しかしながら、社会的弱者である子どもたちを安全に守ることは、何にもまして優先させな

ければならないものであると考えております。 

学校だけでなく、学校を取り巻く地域のご理解をいただくことが、これらの設置の推進をし

ていく上での大きな力になっていくものと考えるものであります。 

また、保育園児の交通安全対策につきましては、市内のすべての保育園において、市の交通

指導員により、年間保育計画の中で、ほぼ毎月保育園児に対する交通指導教室を行っておりま

す。 

その内容は、信号機の見方や道路の横断の仕方を、紙芝居やビデオを使っての指導や、園庭

などにおいての実践的指導、また、県警の「さちかぜ号」の警察官による腹話術や、手品をま

じえた交通安全の指導など、子どもたちに理解できるよう交通安全指導を行っています。 

さらに、年度末の３月には、小学校に入学する年長児が、保護者や交通指導員と実際に通学

路を歩き、安全の確認を行っています。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

何点か、説明いただきましたことに対しまして質問させていただきますけれども、まず、１点

は土地の取得に関してですが、これは今の説明で、目的によって担当部局の判断に任せられて

いるという説明があったわけですが、笛吹市の場合には土地開発公社とか第三セクターがない

わけでして、旧町村時代から何らかの目的を持って取得をしてそのままになっている。表現が
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いいか悪いか分からないですが、不良債権とか負の遺産、こういった塩漬けの土地はないのか

というのが１点。 

土地というのは取得価格と実勢価格は、必ずある部分では把握していかなければならないと、

行政の財務関係も将来的に考えていく上で必要と思うので、帳簿上の差額というのは、今の時

点で把握されているのかをお伺いするのが１点。 

もう１点は、スポーツ関連施設の予約ということで、たとえば、毎月第２水曜日の夜に地区

ごとに利用者会議を出向いて行って開くということですし、石和文化スポーツ財団が管理して

いる農村スポーツ広場、スコレーセンターは３カ月前から予約ですか､一宮ももの里のホール

は半年前というようなことで、やはり市民優先というのは分かるんですけれども、やはりＩＴ

社会でこれだけ普及してくれば、例えば、パソコン１台あれば会議も離れていてもできますし、

ペーパーレス会議ということで分厚い資料を持たなくても、会議もできるような時代になって

いますので、そこらへん当然財政状況等もあるのでしょうけれども、ＩＴ社会にもうちょっと

対応していただける、これもサービスの一つだと、非常に重要な部分だと思いますので、これ

も少し考えていただけないのかということと、石和・春日居温泉、これだけの宿泊施設がある

わけでして、全国大会なんかを開けば、１人５００円補助するというような制度もあるようで

すので、全国大会誘致であれば、３カ月とか半年というスパンでなくて、１年、２年の長い間

で、予定が決まらなければ当然誘致もできないということで、もうちょっと長い期間でのサー

ビスの予約というのも、直営と指定管理者があるわけですけれども、指定管理者に指導もでき

ないのかということをお伺いします。 

もう１点は、市営住宅で特高賃住宅、過日、八代は２つの部屋が水漏れ、空いているところ

に水漏れしたというようなことで、６００万、７００万円というような膨大な修繕費がかかる

ということらしいのですが、やはり、このへんの入居率のアップというのは当然、空きっぱな

しではなくて、今入っている特高賃住宅の空き状況、入居率をお伺いするとともに、例えば、

空いているところを若年世代に、給料が伸び悩んでいるとかフリーター、ニートなんていうこ

とが問題になっていまして、若年世代に少しでも割り引くなりして入れられないかということ

と、場合によっては、八代なんかは夜景も非常にきれいですし、将来的に笛吹市へ住みたいな

という方がいらっしゃれば、モデルルームではないですが安く貸して、人がたくさん住んでも

らえるアイデアといいますか、そのへんも取り入れてもらえないかということをお伺いします。 

もう１点、先日、石和中のＰＴＡの方々と話しをする機会があって、朝の通学時間帯をちょっ

と見てくださいよなんていうことで、７時４０分くらいから１時間見させていただいたんです

が、自転車が遅刻しないようにと３列、４列で道路を走っている。当然「止まれ」の標識も無

視して進んでいる。車は車で朝の時間ですから。いつ事故が起きてもおかしくないような状況

でありまして、自発的に生徒と父兄が校門付近で指導しているというような動きもある中で、

過日、山日にも自転車乗りのモラルが低下しているというような記事が出ていましたけれども、

県警でも前年比２倍の６０７人に指導警告票というイエローカードを交付したそうで、笛吹市

内を調べましても、中学生の８割以上が自転車通学をしているわけでして、自転車も法律上、

道路交通法でいう軽車両に該当するわけでして、免許がなくても車両の運転手だよというよう

な意識を徹底する必要が、あるのではないかということでありまして、そこらへんの指導・教

育についていかがお考えなのかということと、過日、ＰＴＡで事故を防止するための要望を市

のほうへしたそうですが、例えば、青色パトロールカーも少し時間を早めて出してくださいと



 ４３

いう要望は、これは総務部ですか、ということですし、あと交通指導員があるそうですが、こ

れは市民環境部、市民環境部でもちょっと場所が離れているから、あっちへ行ってくださいと

いうようなことですし、道路標識は警察ですとか、または教育委員会というようなことで、市

長が盛んに提唱されているワンストップサービスですか、これがとんでもないファイブストッ

プ、さあ弱ったというような苦情が寄せられているものでして、そこらへんも部局で調整して

いただいて、１カ所に相談なりを持ちかければ連携を取って、要望したからやるのではなくて、

こういうサービスがあるということで、そこらへん４つ、５つの部署というのはなかなか、セ

クト主義というのでしょうか、ここらへんがクリアされていない現状があるわけでして、その

点、ちょっと長くなりましたがお伺いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

大久保議員の再質問、いくつか受けていますけれども、まず、１点目の旧町村から引き継い

だ土地、負の遺産はないのかというご質問についてでありますが、それぞれ旧町村においては、

それぞれの計画の目的の中で購入した土地をそのまま引き継いでいるものが実際ございます。

大きいものでは、一宮町、御坂町にあるわけですが、そのほかにもいくつかございます。 

実際、そういったものについての台帳整備については、それぞれ引き継いであるわけですか

ら、台帳整備上は記載されています。 

また、これら取得価格と実勢価格につきまして、実勢価格につきましては鑑定をお願いしな

ければということで、比較はできないわけですが、取得金額につきましても、そのまま引き継

いでおりますので、その額については明記されております。 

これらについて、どういうふうに活用していくかということになりますが、それぞれ目的を

持った計画の中での購入でありますから、今後、活用するということになると難しい面もあろ

うかと思いますけれども、いずれにしましても、過去の経緯を見る中で取得目的をよく精査す

る中で、活用策、方向性を見出していかれたらいいかと思っておりますけれども、今の時点で

は具体的な策はございません。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

大久保議員の再質問の社会体育施設の関係についてお答えいたします。 

社会体育施設の利用の申し込みは、利用する前、先ほどの答弁の中にもありましたが、前月

に調整会議を開催して重複する利用を調整しております。また、全国大会、あるいは関東大会

とか県大会、市の開催事業、地域行事などは、前もって仮予約を入れていただいて、開催準備

に備えていただいております。１つ例をとって申し上げますと、石和の温泉旅館組合主催の全

国シニアソフトボール大会などにつきましては、前もって仮予約を入れていただいて、大会開

催の準備に支障がないように図っております。 

しかし、１年、２年という長いスパンで予約を入れてしまいますと、施設も限られておりま

すので、市内のスポーツ少年団とか、体育協会、および地域の活動に支障がでる恐れがござい



 ４４

ます。主要な行事のみ、旅館組合等の公的機関の申請で仮予約を入れているのが現状でござい

ます。 

また、空き情報でございますが、ネットでの掲示などは利用者の利便性を図るため必要と考

えますので、情報の共有化を進めてまいりたいと考えます。 

また、指定管理者へも同様な指導を行っていきたいと考えております。 

あと、学校の事故防止の関係でございますが、現在も学年集会等を通しまして安全対策につ

いての教育を行っております。特に中学１年生につきましては、入学時にヘルメットの着用の

必要性を含めまして、自転車の運転についての教育を行っております。また、既に安全教室に

つきましては、小学校で具体的に取り組んでいるのが現状でございます。 

自転車も道路交通法の軽車両であるという観点からも、今後は、一つの方策として、例えば

安全運転の意識を高め認識してもらうための方途といたしまして、生徒自身の自署による交通

法規順守宣言の実施など、関係者のさまざまな意見やアイデアを広く聞く中で行っていきたい

と考えております。 

それから、市への要望でございますが、教育委員会ばかりでなくどの部局も、要望に対しま

す内容はそうであると思いますが、提出していただいたものを部局で取りまとめまして、それ

ぞれの担当部署へお渡しするようになっております。大久保議員のご質問のとおり、１カ所に

要望されれば、それぞれが関係部署できめ細かいサービスを提供いたしますが、要望事項等で

不明な点とか詳細を知りたい場合は、それぞれ担当部署から個々にお伺いすることもあろうか

と思いますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

市営住宅関係に関わる答弁を求めます。 

岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 

大久保議員の、市営特高賃住宅の状況・活用策についてお答えいたします。 

お尋ねの特高賃公共住宅、いわゆる特高賃住宅についてのご質問にお答えいたします。 

現在、市には１９戸の特高賃住宅がございまして、入居中が８戸で未入居は１１戸となって

おります。 

特高賃住宅につきましては、一般公営住宅に入居できない中堅所得者の方々に、居住環境が

良好な住宅を供給する目的で制度が創設され、各自治体の政策として建設されたものであり、

建築年度につきましては、八代町の高家団地が平成９年度、石和町の上平井団地が平成１０年

度、春日居町小松団地が平成１２年度となっております。 

各団地とも、間取りにつきましては３ＬＤＫとなっており、約９０平方メートルとなってお

りまして、一般市営住宅と比較いたしますと、約１．５倍の床面積となっております。 

家賃額につきましては、八代町の特高賃団地が月額６万９千円、春日居町の小松団地が７万

１，８００円であり、石和町の上平井団地が７万８千円となっております。いずれも家賃が高

額なため、なかなか入居希望がないのが現状でございます。 

この家賃の額につきましては、国庫補助を受けての建設事業であるため、国の基準に基づく

算定をしなければならず、したがって、額の変更は困難な状況となっております。 

しかしながら、この未入居の状況を早期に解消し、多くの入居者を募っていかなければなら

ないと考えております。また、特高賃住宅の入居促進に関する問題につきましては、今、全国
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的な問題となっております。このため、市といたしましては、入居希望者に対する補助、とり

わけ若者の定住を図り、市政の拡大などを視野に入れながら、家賃の一部助成制度の導入につ

いて現在検討中であります。 

早期に未入居の解消に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 

大久保君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

再々質問ということで、２点ほどお伺いしますが、市の所有している施設、指定管理者の所

有している施設の修繕に関してですが、老朽化していく中で、指定管理者と市の修繕費に関す

る負担割合というものが、具体的に設置管理条例でおのおの決められているわけだけれども、

協議ということで決められている部分があるわけで、施設によっても金額が違うということ。

当然、これからは建て替えもものすごい金額もかかる。将来的には道州制を視野に入れれば、

古くなったから替えるというわけにもいかないわけで、コストアップが懸念される中で、修繕

に関しては、その費用の案分と言いましょうか、例えば、みさかの湯なんかは５０万円を超え

た分は市が払うけど、それ以下は業者と、超えたものは全部市が見るというような協定、取り

決めになっているわけですが、そこらへん、ある部分客観的な基準といいますか、例えば５０万

円を超えた分は業者が負担するとか、保険でいう免責ではないですが、こういった分は指定管

理者が出すというような、このへん将来的に新たな基準といいますか、やはり一番コストもか

かるわけですし、そのへん導入の予定はないのかというのを１点。 

市の所有している土地で、例えば、石和町市部８２２－７７番地に２５３平方メートル、市

が所有している土地があるわけですが、ここへ市道６７号線、全長２６７．８メートル、国道

４１１号から深雪温泉、古柏園を経由して駅前に至る道路でありまして、これは一方通行の川

との境もないというような状況で、４１１号線に面した部分が、まさに市の所有の土地であり

まして、今言いましたように、歩道、車道の区別もないという、雨期の時期になれば水が道路

と同じようになる。ときどき車も脱輪しているというような状況がありまして、長年の拡幅要

望というのが地域にある中で、このファシリティー・マネジメントの観点から、早急な実現が

可能であるか否か、その２点をお伺いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

大久保議員の再々質問、２点の中で最初の、指定管理者との修繕費の負担割合についてのご

質問でございますが、現在は協定書に沿いまして、負担割合が１０万円、３０万円、５０万円、

上限が定められているわけですが、この指定期間も３年、５年という中で進められております。 

当然、スタートする中での取り決めですので、今後こういったことについては検証等も必要

の中で、その上限を定めていかなければならないかと思いますけれども、いずれにしましても、

例えば、修繕費の額の高いもの、修繕費がかかるものにつきましては、施設が老朽化している

わけですから、なかなかそういったもので免責等を行った場合、果たして参加する指定管理者

があるのかという、そういった不安もでてきます。 
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そういったこともありますので、３年、５年、当初の計画で進みますけれども、今後につき

ましては、指定管理の検討委員会とか、それから選定委員会がございますので、そういった中

での意見を聞く中で、また、当然議会の議員さん、あるいは、関係者の意見を聞く中で、この

件につきましては調整をさせていただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁を求めます。 

岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 

大久保議員の再々質問、市道石和６７号線の整備に関するご質問にお答えいたします。 

この路線につきましては、国道４１１号のウインズ石和入口から石和温泉駅に通じる市道石

和６７号線で、東進一方通行となっております。さらに、この路線と並行して走る三角屋食堂

さんのところから石和温泉駅方面を接続する市道石和６８号線につきましても、やはり東進一

方通行となっておりまして、合併前の石和町の時代から、一方通行解消に向けて道路改良整備

の要望を受けていたという報告を受けております。 

この２路線については、国道２０号と石和温泉駅を結ぶルートとして一方通行を解消すべく

交互交通可能な幹線道路として、本路線の整備の検討を進めてきているところであります。 

路線の一部につきましては、既に道路用地として用地を一部先行取得してある状況となって

おりますので、ご質問にありましたファシリティー・マネジメント、私も不勉強でございます

が、言い換えますと、道路施設としての用途・目的や利便性を最大限に発揮するための経営手

法というふうな意味に理解しておりますが、今後につきまして、地区の要望として用地の提供

と諸問題解決に向けて環境づくりに再度にわたり地域の皆さまにご尽力をいただくことによ

りまして、渋滞緩和や利便性向上のための経済性を考慮する中で市の幹線道路として、より早

期に整備を促進できるものと考えておりますので、関係者の皆さまのご理解とご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

以上で大久保俊雄君の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

（ な し ） 

関連質問を終了します。 

暫時休憩いたします。 

再開は１時半といたします。 

休憩  午後１２時１０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 

○議長（中村善次君） 

 再開いたします。 

 続いて、１７番、杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 

 議長のお許しをいただきましたので、私は桃の花まつりについて質問をさせていただきます。 
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 桃とぶどうの郷、甲斐の国千年の都・笛吹市というキャッチフレーズの中、４月１日から第

３回桃の花まつりが開催され、例年より１週間ほど早い開花となり、数々のイベント開催の中、

まさに花を添える最高のロケーションであったと思います。市全域ピンクで染め抜かれた絶景

は一幅の絵巻であり、人の心を和ませることができたと思います。 

 花と新緑の季節は、各市町村特色ある、また伝統的な行事が催される中、観光客側も選択肢

が広がっております。その中でも、市の花まつりは観光客も増加し、リピート率も上がってい

るように思われます。 

 市として、花まつりの総括をどのような形で行っているか、合併前は地域の特性を生かし、

点として開催されていた祭りを線として行われることが望まれるところですが、市をＰＲする

代表的花まつりの将来のあり方をお伺いいたします。 

 また、祭りへのＰＲは、市のホームページ、ガイドブックなど何種類か出しておられますが、

マスコミへの対応はどういう形で行っているかお伺いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 

 杉岡喜美雄議員の一般質問、桃の花まつりについてにお答えいたします。 

 笛吹市桃の花まつりにつきましては、４月１日から４月１５日の間、笛吹市内各地において

盛大に開催されました。最終日の川中島合戦戦国絵巻もＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の追い

風に、昨年より多い人出を見たところであります。 

 また、芦川のすずらんの里まつりにつきましても５月２５日から２７日までの３日間、県外

から多数の観光客を迎え無事終了したところであります。 

 ご質問の、花まつりの総括についてですが、今回の反省、またこれからの課題を把握するた

め、各支所を回り情報を収集し検証を行ったところであります。 

 また、観光連盟役員会で各観光協会のご意見を伺うなかで、今後の方向性を検討したいと考

えます。 

 各運営委員会からの意見としては、駐車場の不足や会場までの輸送機関の確保、十分な人員

の確保など課題が挙げられています。 

 今後のあり方でありますが、例えば、祭り期間中、お花見会場として継続開催をしている一

宮の甲斐国分寺会場をメイン会場として位置付け、そこに各地域のブースを設営し運営してい

く方法の提案も受けているところであります。 

 しかし、高齢者や子どもなど交通弱者への対応としては、地域会場の必要性も求められ、早

急な検討課題でございます。いずれにしましても、各運営委員会、観光連盟、地域からのご意

見を踏まえ、この恵まれた環境資源を最大限活用できるよう、年間スケジュールを早期に作成

し、情報発信を行っていきたいと考えます。 

 最後に、祭りのＰＲについてでありますが、笛吹市ホームページへの掲載による告知、笛吹

市桃の花まつりと川中島合戦のポスター作成およびＪＲ等への掲出、また山梨日日新聞社等新

聞１１社への広告掲載。テレビ神奈川・テレビ埼玉・テレビ千葉でのコマーシャル放映やＦＭ

富士等のラジオコマーシャル、旅の手帳等旅行雑誌６社への広告掲載、また、祭りリーフレッ
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ト１９万枚を作成し１８万枚を山梨日日新聞、読売、朝日、毎日の各紙に折り込みをし、県内

へＰＲしたところであります。 

 これ以外には、年間のスケジュールを紹介した笛吹市観光ガイドマップがあります。 

 以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

 再質問を許します。 

 杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 

花まつりのまつりごとの再質問でございますので、眉間にしわを寄せないで質問させていた

だきますが、今、日本一の桃源郷という大変大きな資源を、また市にとってこの宝を持ってお

ります。これをどのように使うかということは大変重要な課題という認識を説明されましたが、

私も同感でございます。 

今、どこの市町村も特色あることを見つけるのに大変きゅうきゅうとしております。笛吹市

にとってはこの大きな財産を十分、知恵を出しながら活用していただきたいと思います。 

 また、今の答弁の中で、支所を回って情報の収集あるいは検証を行っているという答弁がご

ざいましたが、その中でどういう形でその情報を処理しているのか、またどういう形で出して

いるのか分かりましたらお答えいただくとともに、例えば第３回ですが、去年のお祭りに、今

年またどういう形でその検証結果、新しいことが生まれたかどうかも、ひとつお伺いをしたい

と思います。 

 それから、１例として、甲斐国分寺の会場をメイン会場として、各地域のブースを設営する

という話がございました。そこも駐車場とか交通アクセスの問題があるということでございま

したが、隣の花鳥スポーツ広場を見ますと、あそこは観光バスが１０台以上入ったにしても、

乗用車も１００台以上の駐車スペースがございます。 

 また、花鳥山まで３キロから５キロ、コース３つくらいございますが、そこを通すと十分散

策できますし、また地域の協力で菜の花とかいろいろな季節の花が咲いております。また、隣

の銚子塚を見ますと、そこは大変地形を十分考慮した、子ども連れには本当に素晴らしい公園

になっておりまして、それぞれの特色がございますが、いままでは点として行っていた花まつ

りをどうか１つの線として、市とした線として、お考えがあるかどうかお願いをしたいと思い

ます。 

○議長（中村善次君） 

 答弁を求めます。 

 保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 

 杉岡議員の再質問にお答えします。 

 質問内容は２点かと思いますので、１点目の情報の収集、検証の結果、報告の有無、どのよ

うに生かしているかということでございますけれども、過去２回のお祭りを十分検証しまして、

各地区の実行運営委員会の中で事前に打ち合わせをして、去年の反省点を補っていくという形

で行った状況であります。 

 今回、特に一番反省すべき点は、風林火山の追い風ということですけれども、各地区ともそ

れぞれ予想以上の人出がありまして、特に川中島合戦、あるいは各地区の会場等々で駐車場が
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どうしてもいっぱいになる。これは当然予想しなければいけない点もあったと思うんですけれ

ども、こういう点を、特に駐車場の点を今後の反省材料として検討していきたいと思っており

ます。 

 それから、各地域を結ぶ点から線への考え方ということですけれども、基本的には親しみと

安心を与えながら観光イベントをさらに進化させ、観光戦略と位置付けて一体化しながら、戦

略化していきたいと思います。具体的には、いかに年間スケジュール等々を早く作成して、あ

るいは県内外に情報を発信することと、もう１つは実行部隊、各運営委員会、実行委員会の観

光連盟を主体とした組織づくりをしっかり行っていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（中村善次君） 

 再々質問ございますか。 

 杉岡君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 

花まつりのＰＲについて、再々質問をしたいと思いますが、先ほどテレビ３社、これは東京

ではないローカルテレビなんですが、それとラジオ、またそれ以外に新聞、それからリーフレッ

ト等１９万枚、自分が思っていたよりもＰＲはすごいなという、私の認識不足なんですが、た

くさんのコマーシャルをしておられます。 

そういうことによって、お客さんがどういう形で来ているのか。例えば、来たお客さんに無

作為にアンケート調査をするとか、対面でどういう情報で笛吹市の花まつりに来たかというこ

とを、生の声を聞くことも大変重要な情報源ではないかと思いますが、その１点と、それから、

いままで旧町村時代に出していたチラシですが、まだそれも続いているのか、市に１本になっ

ているのかをお伺いして、再々質問を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中村善次君） 

 保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 

 再々質問にお答えをいたします。 

 まず、ＰＲの面ですけれども、先ほど本文でお答えしましたけれども、まだ私どもはＰＲが

不足していると思います。先ほども申しましたとおり、早めに年間スケジュールを決めて県内

外にある程度、桃の花まつりとセットした商品化というものを考えていかなければならないだ

ろうと、具体的な誘客を図るための商品づくりが大切ではないかと思います。 

 ご指摘の、お客さん方のアンケート、あるいは生の声が必要だというご意見ですけれども、

まったく議員のご指摘のとおりでして、もう少し、来ていただいたお客さんからアンケート、

あるいは生の声を聞く機会をできるだけつくっていきたいと、このように考えております。 

 それから、各支所のチラシ等につきましては、地区会場等々の中で、各地で実行委員会、運

営委員会の予算の中で、チラシ等は従来どおり配布していると思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 以上で、杉岡喜美雄君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 
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 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １５番、野沢勝利君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 

 正鵠会の野沢でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、通告に基づきまして２点について質問をいたします。 

 本旨に入る前に、笛吹市が誕生いたしましてから、はや３年目となり、合併当初から比べて

もかなり行政運営も落ち着いてきていると実感をいたしております。合併により一挙に膨れ上

がった行政規模、旧町村間での執行方法の相違や規模の拡大、市職員の意思疎通、意識改革な

ど、未経験で新たに構築しなければならないことの多い中で、市長をはじめ執行部の皆さんの

ご苦労は大変なものがあったと推察し、深甚なる敬意を表したいと思います。 

 やっとレールに乗り始めたばかりでありますので、笛吹市民が安心して生活でき、活力ある

ふれあい文化都市の建設、未来に向けた行政改革のさらなる推進をお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

 そこで、１点、最近の新聞報道等にもありますように、入札制度の件につきましては、私も

大変危惧をいたしているところでございます。 

 市職員の意識改革と資質の向上を図るとともに、今後とも適正かつ適切な執行を図るようお

願いを申し上げる次第でございます。 

 まず、笛吹市への企業誘致と観光産業についてであります。 

 全国において、都市間競争がますます激しくなってきております。地方分権、税源移譲、地

方交付税の削減などにより、各都市間の生き残りをかけた施策が行われており、中でも優良企

業の地元への誘致は大きな目玉となっております。 

 自治体間での誘致活動は、行政の誘致企業へのアプローチがその成否を左右すると思われま

す。このような中で、旧町村時代に積極的に推進された工業団地等への企業誘致は、ここ数年

経済の停滞により、滞るだけではなく撤退企業が相次ぐなど、空き地や空き会社が目立つ状況

でございます。 

 県では横内知事が、重要施策の一環として企業立地推進室を設置し、奨励金を出すなどして

県への優良企業の誘致に力を注ぐことになりました。 

 笛吹市においても、市内の雇用の改善、減少傾向にある定住人口対策や税収増加など、経済

の振興にとっても、笛吹市の活性化にとっても、優良企業の市内への誘致は緊急の課題である

と思われます。 

 また、石和・春日居温泉郷と日本一の桃やぶどうの果実、歴史・文化を中心とした観光は、

関係各位のご努力により、それなりの成果が出ているものの、滞在型の観光地としては、家族

連れで子どもたちが楽しむ施設がないことが大きな課題と考えております。 

 そこで、笛吹市内への企業の誘致の考えはいかなるものか、県が設立した企業立地推進室と

の連携をどのように図っていくのかお伺いいたします。 

 そして、四季を通して誘客できる観光施設の誘致に対する現状と、考え方についてもお伺い

いたします。 

 併せて、全国各地でし烈な生き残りをかけた観光地の集客活動が行われておりますが、笛吹
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市でも風林火山、山本勘助ブーム以降の観光戦略について、どのようなお考えを持っているの

かお伺いいたします。 

次に、渋川の改修計画と滞水解消工事の現状についてであります。 

石和町の富士見地区は、歴史的に見ても過去何度も渋川の氾濫により、大きな被害を被って

まいりました。その大きな原因は、渋川の合流河川の河床が渋川よりも高いことにあり、今日

まで耕地整理事業や、土地改良事業、河川改良事業により、河川改修が行われてまいりました。 

 近年、著しい上流地域の都市化による雨水の流入量や、流達時間も早くなり、大雨の際には

著しい滞水状態となり、沿線住民の不安は一向に解消されておりません。 

 県の改修工事と併せて、笛吹市として支流の水路改修を行っていると思いますが、抜本的な

問題解決とはならない状況にあると認識いたしております。 

 渋川の排水は、平等川の下を潜り濁川へと排水しているわけでありますが、これはサイフォ

ンの原理により、樋管・潜管方法によるため、排水先の笛吹川や濁川の水位が上がると、それ

以上に渋川の水位が上がらないと排水できないし、逆に濁川の水が逆流して渋川に入ってくる

現状もあると思われます。 

 つまり、濁川の水位が上がっていれば渋川の水位は上がり、滞水区域が広くなるわけであり

ます。これにより上流地域まで冠水することとなります。これらを解消するために強制排水を

する排水機場がありますが、施設が古く十分な能力もなく、手動でなければ稼動せず、かつ、

この施設は地元消防団に管理を任せております。 

 そこで、県が行っている渋川の改修工事と、市が行っている水路改修工事の経緯と進捗状況

について、また昭和６０年代、峡東流域下水道浄化センター建設に伴う、樋管改修工事の目的

と経緯についてお伺いいたします。 

 現在の排水機場の設置された経緯と、改修計画の有無についてもお伺いします。 

 また、昨年、山梨県知事宛に提出した、滞水解消についての要望書のその後の経緯について

も状況をお聞かせください。 

 いずれにいたしましても、安全・安心の都市づくりのためには、この地域の洪水防除の抜本

的な解決を図る施策が急務であると考えますので、当局のお考えを併せてお伺いいたします。 

 以上について、明確で積極的な答弁をご期待し、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

 野沢勝利議員の一般質問、笛吹市への企業誘致と観光産業についてをお答えさせていただき

ます。 

 最初に、笛吹市への企業誘致の考え方はについてのご質問でございます。 

 現在、本市におきましては、企業立地を促進し雇用機会の拡大を図り、本市経済の活性化に

資することを目的に、笛吹市企業立地推進事業助成金交付要綱を定め、市内において、製造業

等の立地事業、新設もしくは増設または移転を行う企業に対して、助成することといたしてお

ります。 

 平成１８年度に１社に助成金を交付、平成１９年度については２社が対象となっており、今

後も企業誘致については、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
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 次に、県が設立した産業立地室との連携についてでございます。 

 県が産業立地室を設置した目的は、県、市町村、民間の一体的な連携による、バランスの取

れた産業構造の実現をめざし、産業誘致施策を積極的に展開し、活力ある産業の集積と雇用の

確保による本県経済の活性化にあります。 

 先に述べました、笛吹市企業立地推進事業助成金交付要綱では、助成の要件として、山梨県

産業集積促進助成金の交付要件に該当し、交付申請を予定する企業とあります。 

 笛吹市といたしましても、窓口となる産業立地室に情報提供および協力を行い、連携を図り

ながら企業誘致を進めてまいります。 

 次に、四季を通して誘客できる観光企業の誘致はについてでございます。 

 石和・春日居温泉郷つきましては、冬の１２月から３月において、入り込み客数が他の時季

に比べ落ち込む時季であります。当然、果実等農産物がない時季は笛吹市を訪れる観光客も少

なくなります。 

 年間を通して誘客できるような観光施設は必要と考えております。今後、積極的にアプロー

チしてくる企業等があるならば、内容等を確認する中で検討してまいりたいと考えております。 

 最後に、武田信玄・山本勘助ブーム以降の観光戦略についてであります。 

 ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映により、山梨県が脚光を浴びており、風林火山博など

予想以上のお客さまがお越しになられています。 

 来年以降の笛吹市観光戦略としては、「風林火山」の追い風を受ける中で、６月２３日の圏

央道供用開始を踏まえた北関東地域への観光プロモーションを促進するとともに、ＪＲ・県・

観光連盟との連携を強化しながら、来年４月から６月にかけて行われますデスティネーション

キャンペーンへの対応に、重点を置いていきたいと考えております。 

 また、桃・ぶどう日本一と温泉の郷のさらなるＰＲを併せて、私自身もトップセールスとし

て、果実と温泉を連携した観光施策に重点を置いていきたいと考えております。 

 次に、２問目の、県が行っている渋川の改修工事と、市が行っている水路改修工事の経緯と

進捗状況について。また、昭和６０年代後半に峡東流域下水道浄化センター建設に伴う樋管改

修工事の目的と経緯について、にお答えいたします。 

 現在、合併しました笛吹市において、明治４０年の水害以来、大変な災害を受けているわけ

でありますけれども、これに対して明治１００年を記念いたしまして、災害誌の編さんを行っ

ております。また、この編さんの前に、今回ご指摘の渋川、特に富士見地域の水害の経緯につ

いては、今から３０年前に、やはり明治４０年からの７０周年記念ということで、このことを

確認する意味で記念誌も発行されております。 

 こういったものを、こういう経緯を受けながら、改修については積極的に取り組んでまいり

たいと、このように考えております。 

 現在の渋川の改修工事につきましては、昭和６２年に山梨県峡東浄化センター前から着工し、

今年度末には石和西小学校前まで約２００メートルが完成予定でありましたが、現在進捗率は

８６％であります。平成２１年３月末には最終現場となる清流公園までの完成を目指しており

ます。 

 また、市が行っている工事につきましては、渋川が改修されたことに伴いまして、富士見地

区の中央を流れている今井川の改修工事を平成１６年度より着工し、平成１８年度末には県道

白井河原八田線の交差点までの４７１メートルが完成し、進捗率は４１％であります。平成
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１９年度より交差点より上流を改修する予定であります。 

 次に、昭和６０年代後半に峡東流域下水道浄化センター建設に伴う改修工事につきましては、

大雨が降ると伏越水門では処理に余裕が持てないため、また、地元からの要請がありまして、

安全を期し、伏越水門改修工事を県において実施し、昭和６１年１１月に完成したところであ

ります。 

 次に、現在の排水機場の設置された経緯と改修計画の有無についてお答えをいたします。 

 渋川の下流に位置する富士見地区は、明治４０年の大水害後、笛吹川の河床が次第に上流か

ら押し流されてくる砂礫で埋まって高くなり、水路の排水が悪く、滞水問題が生じ、いろいろ

な対策が講じられてきたところであります。 

そんな中、大正１４年、国の土地改良事業の適用を受けることに成功し、大正１５年より渋

川潜管工事に着手し昭和３年に完成いたしました。この結果、日常の排水には事欠かなかった

が、夏季降雨量の多い場合はのみ切れず、冠水は免れなかったので、さらに昭和２１年に砂原、

井戸、東油川下郷三集落事業として、渋川・平等川の合流点に１５０馬力の排水ポンプを設置

し、出水に備えたところであります。 

 その後、昭和２６年には通水をよくするために護岸工事を実施し、さまざまの努力が払われ

てきました。 

 昭和３２年には、排水ポンプを電力式からディーゼル式に入替え、滞水解消に努めたところ

であります。 

 なお、排水ポンプにつきましては設置以来、オーバーホール、部品の交換、修理等を繰り返

して現在に至っております。 

 また、改修計画につきましては、関係機関に協力を要請していく中、早期整備に向け努力し

ていきたいと考えております。 

 次に、昨年、山梨県知事宛に提出した滞水解消についての要望書の、その後の状況について

お答えいたします。 

 昨年、峡東農務事務所長を経由して県知事宛に、排水機老朽化に伴う同施設の排水ポンプ入

れ替え整備について、要望書を提出したところであります。 

 現時点におきましては、県において改善に対して具体的な指針は示されておりません。 

 なお、安全・安心の都市づくりのためには、この地域の洪水防除の根本的解決を図る施策が

急務であるとのご指摘につきましては、渋川の改修整備は平成２１年３月末には清流公園まで

完成予定でありますが、さらに渋川の基点となる石和町市部字鵜飼までの事業認可および早期

完成を目指して、関係団体と協力して、県に要請していきたいと考えます。また、排水機場の

整備につきましても、関係機関に協力を要請していく中、早期整備に向け努力していきたいと

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

 再質問を許します。 

 野沢勝利君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 

 ２点とも前向き、積極的なご答弁をいただいたことに対しまして、敬意を表する次第でござ

います。 
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 再質問の中で、私が企業誘致を積極的にということは、今、少子化社会において、人口を維

持し増やすというようなことは、大変困難だというように認識しておりますけれども、やはり

企業を誘致し人口を増やすということになれば、市も発展するのではないかというような観点

で、質問させていただいたわけでございますけれども、過日の全員協議会の席で市長の説明で

すと、人口は維持していると、このようなお話と認識しているわけですけれども、合併当時の

人口、昨年８月に芦川村が合併したときの人口、現在の人口、この人口形態をご報告いただき

たいと思いますが、私の事前の調査では、４００人くらい減っているのではないかなと、この

ような思いでありますけれども、市の説明ですと、人口は維持しつつあると、こういうような

ことでありますけれども、このへんについてもお聞きしたいと思います。 

 そして、四季を通して観光客の誘致の件でありますけれども、県でも観光部を設置し、また

横内知事が企業立地推進室を提唱しているようなことの中で、私はこうした観光部、立地推進

室、笛吹市との三者の協議を重ねることによって、いろいろな情報が入りながら、素晴らしい

企業が誘致できるのではないかと、このような思いもあるわけですけれども、観光部、立地推

進室、市との、この三者協議をすることはいかがと思いますが、この点についてもお伺いした

いと思います。 

 渋川の件につきましては、私もこの質問をさせていただくのに若干勉強させていただいた中

で、先人、先輩たちが大変な血のにじむようなご苦労があって、あの富士見地区が発展していっ

たということに対しまして、今を生きる私たちが先人、先輩に心から敬意を表しなければいけ

ないのではないかなと思いますけれども、やはり市長の提唱している安心・安全な地域づくり

については、最終的には排水機場の改修が急務ではないかなと思っております。 

 人口も、石和町の２万７千有余の人口の中で、渋川沿線住民が１万１千以上ということであ

りますから、この人たちが一層安心して生活できる環境というようなものは、やはり渋川の排

水機場の改修を一日も早くしていただくことが大事ではないかと思っております。 

 そうした中で、市長もご承知だろうと思いますし、あえて名前は申し上げませんけれども、

ある国会議員の先生は、とにかく県を通して国へ要望書なり陳情書を出してくれば、私が一生

懸命尽くしますよと、こういうふうな温かいお言葉をいただいているわけでございますけれど

も、ぜひ県との協議を一日も早くしていただいて、国のほうへ一日も早く働きかけをしていた

だきたいと、このように思っております。 

 ３点目といたしまして、そうした中で、現状では大変水の排水もよくなりましたけれども、

現状の中で１時間に何ミリ以上降った場合には危険で、何ミリ以上になったときに、その排水

機場のモーターが回るのか、集中豪雨のときなどには地域の皆さんは心配をしているわけです

けれども、何ミリくらいになったときに、その排水機場が稼動するのか、このへんについても

お聞きしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

 最初に企業立地の件でございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたように、企業立

地に関しましては、笛吹市単独でできる場合と、県のほうからのあっせんでやる場合と、いろ

いろ考えられると思います。 
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 したがいまして、市といたしましては、両方の角度から、この企業立地の誘致については検

討していきたい、考えていきたいと思います。 

 現在までの新市になってからの企業につきましては、すべて市側との話し合いの中でできた

企業であります。 

 次に、渋川の排水機場の件でございますけれども、この件につきましては、話しをすると大

変長くなるわけでありますけれども、従来からこの排水機場を新しくするという問題について

は、というのは排水機場の稼動する水位というのが、川が満タンになって、しかも国道１４０号

線が冠水をしなければ排水機が動かないというのが、ここ５年くらいまでの話であります。そ

の後、新しく排水機場を造るにはいくらかかるかという試算をさせていただきました。当時の

計算で６億円くらいかかるということであります。簡単に町でそんな予算が捻出できないとい

う判断の中で、今あるものをどう改良したらいいかというようなことで、ここに志村議員もい

らっしゃいますけれども、お知恵を皆さんから出していただいて、そして、まず第一に、満タ

ンにならなくても排水機が稼動できるようにということで、一部改良させていただいて、現在

では冠水すれすれくらいで排水機が回るようになりました。 

 もう１つは、たまたま私も町長にならせていただいて、富士川沿岸の危険個所をどう直すか

という、実は県内にプロジェクトがございまして、その中に入れさせていただきました。 

笛吹市内のことだけ申し上げますと、大きい危険個所として、すぐに直さなければならない

という場所の１つとしては、境川地区の大坪地区が同じように冠水をいたします。これが、１つ

計画地に入りました。この渋川の排水機につきましても、危険個所だから入れていただきたい

という形で、国の富士川沿岸の改修計画の中に点として入れていただきました。 

一昨年、実はこのことについて、国のほうに口頭でありますけれどもお願いをいたしました。 

 その結果、どういうことが出てきたかと申しますと、渋川は途中から一級河川になりました。

年数はちょっと覚えていないんですけれども、たぶん昭和６０年代であると思います。一級河

川に変更になりました。この変更の時点のときに、この排水機につきましても、県のほうに移

管をしていれば問題はなかったわけでありますけれども、排水機場につきましては、地元と土

地改良事業で行った事業であります。地元が半分、それから土地改良事業の補助金が半分、こ

ういう形で造ったものでありますから、排水機場そのものは、一級河川として渋川が昇格をい

たしましたけれども、排水機場だけは残ってしまったわけであります。そのことを解消するた

めに、県のほうに排水機を新しくしてほしいということを含めて申請をいたしました。 

現在、県の農務としましては、耐用年数は済んでいるから、これはもう完全に国のほうにお

返ししますよというような形で、今話を進めております。このことが、この間、口頭でＯＫに

なっておりますから、最終的には文書でいただいて、そして国のほうに申請を改めてしていき

たいと、このように考えております。 

 ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、人口の件でございますけれども、人口の件につきましては、詳しい数字を持って

いなくて申し訳ないんですけれども、確かに芦川が入った時点で、人口が２万６千人をわずか

でございますけれども突破いたしました。しかし、ここ３年間の流れを見てみますと、大体３月

から４月、この２カ月の間に１５０人から２００人くらいがさっと減るわけです。これは就職、

進学で県外へ出て行く。この後も今期の予算に計上してございますけれども、出生数は約

７００名でございます。そして死亡する方も約７００名。ですから、この間の全協の中ではア
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バウトではありますけれども、ほぼ横ばいであると、こういう説明をさせていただいたわけで

あります。 

 したがいまして、全体的には詳しい数字的に見ると、若干減っていく傾向があるのかなと

思っております。 

 （「危険雨量についての答弁もお願いいたします」の声あり） 

○議長（中村善次君） 

 岩澤建設部長。 

○建設部長（岩澤重信君） 

 それでは、野沢議員の危険雨量等に関するご質問についてお答えします。 

 渋川の警戒情報につきましては、従来、集中豪雨等における河川伝達情報につきましては、

国土交通省が直轄いたします笛吹川のみにおきまして、特別警戒水位が設定され、一定の水位

に達しますと、関係市町村に警戒態勢が指示されてきたところでございます。 

 なお、本年、山梨県告示によりまして、本年の５月山梨県でも水防法１３条に基づきまして、

笛吹市管内といたしますと、平等川が洪水により国民経済上重大な損害を生ずる恐れがあるも

のとして、水防河川および水防情報周知河川に指定をされました。したがいまして、指定区域

内に設置されました定点水位観測所、この情報が今すべてリアルタイムで県のほうに情報が発

信されてございまして、県が通報水位、警戒水位、特別警戒水位を設定する中、災害対策に努

めることとなっております。 

 この指定によりまして、出水時に県の峡東建設事務所より、河川水位の情報が、市の水防本

部にリアルタイムに入ってございます。 

 なお、一定水位になった場合につきまして、報道機関、報道関係者に対しても同じ情報が伝

達されまして、必要に応じて報道機関の協力を求めて、河川情報を一般に周知させることと

なっております。 

 なお、水防管理者であります自治体の長は、河川管理者からの河川流量の情報を基に、水防

体制の整備、住民の避難・誘導等について判断していくことになっております。 

 しかしながら、ご質問の渋川につきましては、水防法第１３条河川としては指定されており

ません。しかし、山梨県の水防計画書において、定点水位観測所も設置されておりまして、水

位情報がやはり、これは同じようにリアルタイムで発信されておりまして、この渋川の水位情

報につきましては、山梨県のホームページで一般市民がいつでも確認できる体制が整ってござ

います。 

 それから、渋川につきましては、河川水位の情報につきましては、通報水位が１．４メート

ル、それから警戒水位２．４メートルに設定されてございまして、先ほどの重要河川という位

置付けがされていない違いでございますが、特別警戒水位という水位の設定が、まだ指定がな

いということにご理解をいただきたいと思います。 

 そんな形の中から、渋川につきましては、通常の河川警戒水量に対しまして、２割に到達し

た時点で一定の情報、それから５割に到達した時点で一定の情報が出されることになっており

ます。 

 したがいまして、河川管理者は無線情報による水位情報を常に、確認可能な体制が整備され

ております。 

 さらには、県のシステムの中に、笛吹市管内にも何点か定点雨量計というのがございます。
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やはりこれも１年を通しましてリアルタイムで、現在の笛吹市管内に今どこでどれだけ雨が

降っているかというような情報につきましては、やはりホームページで一般市民が眺めること

も可能でございます。 

 そういうふうな関係の中から、河川水位情報、それから雨量情報、さらには気象台の発表す

る大雨情報等々の中から、自治体は河川水位情報等に対する対策を進めることになっておりま

す。 

 したがいまして、大雨・洪水に対する対策につきましては、得られる情報を水防本部の判断

によりまして、非常時の対応を決定していくことになります。 

 なお、県につきましては、そういう形の中から定点雨量観測、定点水位観測とは別に、この

笛吹市管内が時間雨量２０ミリの地点が発生した場合、それから降り始めから連続雨量が

８０ミリに達した場合、観測体制を強化していくということになってございます。 

 そういうふうな対策の中から、洪水災害を最低限未然に防止するためには、河川管理者との

情報収集、地域の水防団による確認等、早め早めの対策をすることが重要だと考えております。

今後につきましても、河川管理者と、より緊密に情報の交換を図り、市民のご理解を得て、市

民生活が安全・安心のための災害対策を推し進めさせていただいております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

 先ほど、ちょっと人口を間違ってすみません。２万６千人と申し上げましたが、７万２，

６００人の誤りでございますから、訂正をさせていただきます。 

 詳しい数字を市民環境部長が申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 それでは、合併時の人口のご質問にお答えをいたします。 

 合併は、ご存じのように１６年１０月１２日と、１８年８月１日ということでございますの

で、両方で住民基本台帳人口でお答えをさせていただきます。 

 人口結果については、毎月月末に集計して翌月の１日付けで公表しております。その数字で

申し上げますと、１６年１０月１２日の合併後の直近であります１６年１１月１日であります。

これは外国人の登録の人口を含みませんで、７万１，５３２人であります。それから、１８年

８月１日、芦川村が加わったときの直近で１８年９月１日が７万１，９４５人であります。そ

れと現在の直近でございます１９年６月１日でございますが、７万１，７００人といった数字

でございます。 

 先ほどの、人口が若干減っているんではないかというお話がございましたが、芦川村合併と、

それから今を比べますと２４５の減ということで、若干減っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 再々質問ありますか。 

 野沢勝利君。 
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○１５番議員（野沢勝利君） 

 しつこいようですけれども、やはり石和町の基幹産業である観光振興は、市民全員が期待し

ているのではないかと思うわけですけれども、横内知事さんもお会いするたびに、山梨県の観

光振興を図るには石和温泉、春日居温泉を復活させなければ、山梨の観光振興にはつながらな

いということを再三、私ども伺っているわけでございますけれども、横内知事の提唱しており

ます県政ひざづめ会議、これは市のほうの申し入れでやるのか、市民の人たちが知事のほうへ

申し入れて、代表者としてやるのか、このへんもまだ研究しなければ分からないわけですけれ

ども、ぜひ観光業者を中心とした、知事さんとの話し合いの場を一日も早くできるように、市

長にもご苦労いただきたいなと思うわけですけれども、この点についてのお考え。 

 もう１点、午前中の中川君の質問の中にも、でるかなと思ったわけですけれども、石和の本

庁舎前の笛吹川の観覧席の件でありますけれども、大変素晴らしい観覧席で笛吹市にとって、

清流を前にした絶好のロケーションではないかと思うわけですけれども、あの素晴らしい観覧

席を、あそこへ行けば常時何かやっているぞというようなことの中で、お金をかけないで、地

域のボランティア、観光業者等ともご相談をしながら、随時何か催し物ができるような考えも、

併せてお持ちなのかどうかお伺いいたします。 

○議長（中村善次君） 

 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

 知事とのひざづめ会議でございますけれども、これにつきましては、まだ市としてはお願い

はしてございません。県のほうとも連絡を取りながら、そういうことが可能ならばしていきた

いと考えております。 

 観覧席についてでありますけれども、観覧席を造る一番大きなきっかけになりましたのは、

毎年大変なお客さんに来ていただいて、１つは席取り合戦がものすごくヒートアップしており

まして、けんかが出そうな状況が何年も続いておりました。 

 これに対してどういう方策が一番ベターかというような観点から、１つは観覧席、法面で使

わない場所を観覧席を造るという、１人でも多くの方が一等席で見ていただけること、そして

なおかつ、できるだけ席取りであまりもめないような状況は、どういうふうに考えたらいいか

ということで、あの観覧席が浮上したわけであります。 

 したがって、造って、１つは今日も大久保議員のほうからも提案がありましたように、危険

でないようにという対策が、まず一番の目的であります。平常におきましても、それぞれの各

種団体がこういうことをしたいというふうなお話さえあれば、いつでも一緒になって行事を展

開、イベントを組んでいきたいと考えております。 

 既に、いくつかの団体とはお話しをさせていただいておりますけれども、ロケーションの問

題、いわゆる持ってくるものはどういうものが一番ベターかというようなこと、あるいは、特

に夏の時期、あるいは秋の次期、出水期についてはかなり問題がございます。今も国交省とも

かなりやり取りをして、あそこの河床を下げているわけですね。とんでもない話だということ

で、再三やり合ったんですけれども、いわゆる市役所側の護岸が非常に完璧にできていて、反

対側が実は大変低いわけです。そのことが心配されるというようなことで、あの護岸について

は、金川からの押してくる水が、ちょうど今の市役所側に当たると、いわゆる洪水期、出水期

に当たると。そういう想定の中で造ってあるわけですけれども、国土交通省では当面そのこと
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は大きな問題であるというようなこともいわれておりますから、大変選ぶ時期も難しいという

ようなことの中で検討をしていきたいと、このように思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 

 以上で、野沢勝利君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして、日本共産党として一般質問を行います。 

 まず、指定管理者制度導入後の検証と今後について伺います。 

 昨年の４月から温泉施設や公園、福祉センターなど、多くの公共施設に指定管理者制度が導

入されました。 

 導入後の状況について、私は特に市民が日常的に頻繁に利用することが多い、温泉施設や公

園などの清掃・管理の面について問いたいと思います。 

 公園について伺いますけれども、例えば御坂の桃源郷公園であるとか、八代のふるさと公園

などはとても広大な公園であります。その中で、雑草の除去や、樹木の消毒、水場や池などの

清潔を保つことなど、管理が大変と思っております。しかし、公園は子どもたちの安全・安心

な遊び場であり、また市民にとっては憩いの場でもあります。 

 指定管理導入後も、これまでと変わりなく行き届いた管理が求められるものですけれども、

そういった清掃・管理が十分に行き届いていると理解、認識しているのか、まず伺います。と

ともに、導入後の状況について市民の要望であるとか、市民の声がきちんと取り上げられて、

より良い管理に反映されているかどうか伺います。 

 次に、温泉施設の利用状況とか運営状況について伺います。 

 これは複数の市民から寄せられたものですけれども、温泉施設入場の際、入場料金を払うと、

入場券が発券されるのが通常でありますけれども、発券されないことがたびたびあるというこ

とでありました。入場券の発券枚数と入場料金が一致して、初めて正しい入場料収入としてカ

ウントされるものと認識しておりますけれども、発券されないことに大変疑問を持つという声

であります。 

このような度重なる発券されない状況を市では把握しているのか伺います。 

入場料の収入が正しくカウントされない状況といいますのは、取りも直さず、市が払う委託

料にも関連することであります。指定管理になった後、利用する市民が疑問を持ったりとか、

不信を抱いたりとか、そのようなことがあってはならないと考えております。 

 次に、公立保育所、児童館、学童保育室への指定管理導入について伺います。 

 今年４月から指定管理になった石和第三保育所を除きまして、他の施設は市の度重なる説明

会説得にもかかわらず、市民の理解が得られなかったり、また意にかなう応募者がいなかった

りという理由で、１９年度の導入は一応見送られました。今のところ新たな公募も行っていな

いようであります。 
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 日本共産党は、これまでも保育所や児童館、学童保育は市の責任で運営すべきであり、指定

管理は導入すべきではないし、導入しても市の言うような財政的メリットは何らないことを主

張してまいりました。 

 改めて、これらの施設への指定管理導入をやめるよう求めるものですけれども、見解を伺い

ます。 

 次に、学校教育について伺います。 

 教育基本法の改悪に続いて、今の国会で学校教育法、教員免許法、地方教育行政法の教育３法

の改定が審議されております。３法の中身については触れませんけれども、興味深い調査結果

がありましたので述べたいと思います。 

 長野県の教職員組合が、この教育３法の改定について、県下の市町村の教育長にアンケート

調査を行ったということです。この中で特に地方教育行政法の改定については、地方教育への

国の関与が強まるのではないかというような懸念の声が、多く寄せられたということでありま

した。 

三法改定に対する教育長の見解をまず伺います。 

次に、４月２４日に行われました全国一斉学力テストについて伺います。 

学力の向上には何ら役立たないと、一度は廃止になった全国一斉学力テストですが、今年何

十年ぶりかで復活し、小学校６年生と中学３年生がこの学力テストを受けました。 

全国一斉学力テストとは言いましても、これは法令上は国の調査活動ですので、地方には従

う義務は何らありません。参加する、しないは地方が判断して自主的に決めるべきものであり

ます。 

その中で、全国では唯一、犬山市が「学力テストは弊害があっても学力向上には役立たない。

また犬山の子どもは犬山で守る」というような理想を掲げて、この学力テストには参加しませ

んでしたし、私立の学校も４割が参加しなかったということでありました。 

法令上、従う義務はない、参加・不参加は地方が決めるべきである今回の学力テスト参加に

あたって、教育委員会ではどのように検討・議論されて、参加するに至ったのか伺います。 

今回の一斉学力テスト実施には、さまざまな問題点が指摘されておりました。その１つに、

小学校６年生と中学３年生の全員が受けることで、単なる調査ではなく、全国順位が付くとか、

あるいは県下での順位が付くのではないかとか、市内での順位が付くのではないか、そのよう

な中で、ますます競争が進むことへの懸念の声がたくさん出されておりました。 

ある県では、テストの点を上げるために、子どもの答案を校長先生が書き換えるというとこ

ろまで生まれております。 

笛吹市内でも、一斉テストの前にプレテストを行った学校もあります。 

学校間の競争が進むことへの懸念がある中で、今回のテストは子どもたちにどんな意味があ

ると考えるのか。また、テストの結果がこれからの笛吹の教育に生かされることがあるのか。

生かされることがあると考えるなら、それは具体的にどのようなことなのか伺います。 

最後になりますが、今回の一斉学力テストは、民間の２つの会社、「ベネッセ」「ＮＴＴデー

タ」、これの実態は旧旺文社ですが、この民間２社に丸投げであります。 

テストにかかる費用６６億円のうち４９億円が２社への委託費であります。これから毎年や

るという予定のようでありますが、こんなことを毎年やるのは無駄遣い、そのものではないで

しょうか。そのお金が毎年あるのであれば、子どもや保護者や教諭の切実な願いであります少
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人数学級の実施のためにお金を回してほしいと、切実に思うものであります。 

このことを述べまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

亀山和子議員の一般質問、指定管理者制度導入後の検証と今後について、お答えいたします。 

まず、制度が導入された施設、公園などについて清掃や管理が十分に行き届いていると理解

しているかとのご質問ですが、平成１８年度に指定管理者制度を導入して運営された施設は、

温泉施設３カ所、教育文化施設６カ所、福祉センター４カ所、児童館１カ所、直売加工施設５カ

所、公園６カ所、情報施設１カ所、衛生施設１カ所、その他６カ所の計３３施設であります。 

当該施設の維持管理や美観の保全につきましては、指定管理の重要な業務でありますが、市

では施設を所管する担当部署が指導課として適宜確認指導を行うとともに、年２回のモニタリ

ングでの総合的な確認指導、加えて年度終了後には事業報告書の提出により、その実績を確認

しております。 

３３施設は、集客施設や販売施設、福祉施設が大半を占めておりますが、協定書に基づきま

して施設管理業務が遂行され、管理清掃につきましては、行き届いているものと理解しており

ます。 

また、公園管理についても、来園者に気持ちよくご利用いただけますよう清掃に努め、必要

に応じ不法投棄防止対策を行いまして、美観の保持に配慮しております。清掃管理は行き届い

ていると認識しております。 

次に、市民の声が反映されているかとのご質問ですが、指定管理者制度の導入は、民間のノ

ウハウを活用して住民サービスの向上を実現することが、その大きな目的であり、この目的を

達成するためには、市民の声をできるだけ反映し運営していくことが重要であると認識してお

ります。 

このため、サービスの向上をいかに進めていくのかという点で、指定管理者と協議を進めて

きましたが、全体としましては市民の声を反映した運営がされていると考えております。 

特に、福祉センターや児童館などの社会福祉施設の中には、市民の要望に応えて土・日・祝

日にも開館したり、子育て支援事業やボランティア活動など地域の特性を考慮し、地域に密着

した独自の事業を展開している施設もあります。 

また、温泉施設においては、独自のアンケート調査に基づいて利用時間を延長したり、年末

年始の営業日を拡大したりしております。 

農産物直売施設においては、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、独自のイベント

等を開催し、市内外の人たちに交流の場を提供するとともに、地域農家の連帯感の醸成を進め

る市民主体の運営も行っております。 

さらに、公園においては、来園する市民の皆さまに、気持ちよく安全にご利用いただいてい

るものと考えております。 

こうした状況から、市民の声を反映した運営がなされているものと判断しておりますが、今

後、なお一層市民の声を反映できますよう指定管理者と協議していきたいと考えております。 

次に、温泉施設の利用時に発券される入館券に関する質問については、市指定管理の温泉施
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設は３カ所あります。 

まず、一宮ももの里温泉については、券売機が設置してあります。利用者が自ら現金を入れ

ると、機械から入館券が発行されますので、いったんそれを受付に示しますが、ご利用の時間

帯や、市内外、高齢者か否か等により料金が異なる関係上、退館するまで各自が携帯をしてい

ただいております。 

次に、なごみの湯、みさかの湯についてですが、２館とも発券機で対応しております。受付

は利用者から現金を受け取りパソコンに入力します。発行された入館券を利用者に渡しますが、

同じように利用条件が異なりますので、ご利用中は携帯していただいております。 

３館ともご利用中は利用者が携帯し、帰りの際には受付の入館券入れにて回収しているとい

う流れになっております。 

このように、３施設ともすべての利用者に対して発券されることにより、それぞれの施設に

おいて正しく入館者数が日計にカウントされております。 

なお、施設での聞き取り調査で、発券は行ったが、一部の入館者が入場券の受け取りを断っ

たケースがあると聞いておりますので、確実に渡すよう指導してまいります。 

次に、公立保育所、児童館・学童保育室への導入は、市民の理解が得られていない、やめる

べきではとのご質問でありますが、保育所につきましては、本年４月から石和第三保育所で指

定管理者による運営が始まり、児童館・学童保育については、境川児童館・学童保育室が、既

に昨年４月から指定管理者制度に移行しております。 

石和第三保育所については、保護者の十分なご理解のもとで導入をいたしました。児童数定

員９０名のところ、昨年４月の７５名に対して、今年は３４％増の１０１名でのスタートとな

り、特色ある運営が行われております。 

今後も保護者の皆さまの期待にお応えできるよう、さらなる保育サービスの充実を図ってま

いります。 

また、境川児童館・学童保育室については、従来から民間に運営委託をしており、指定管理

移行後も、地域や保護者から信頼される児童館運営が行われております。 

指定管理者制度導入後は、ともに子どもたちや保護者のために充実した運営が行われており

ます。 

今後、他の公立保育所や児童館・学童保育室への指定管理者導入につきましては、笛吹市行

政改革大綱に基づき、保護者のニーズを的確に把握しながら、地域を含め十分な話し合いを行

い、進めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁を芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

亀山和子議員の一般質問、学校教育について、にお答えいたします。 

ご質問にありますように、教育改革関連三法案につきましては、５月１８日に衆議院で可決

され、参議院に送付されておりますことは、ご案内のとおりであります。 

さて、国会で審議されている三法案でありますが、まず義務教育の目標を定め、教育内容の

充実のため、何をどのように教えるのかを表した、学習指導要領の改定の実現を目指す学校教

育法改正案。次に、教育における国、教育委員会、学校の責任を明確にし、保護者が安心して
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児童を学校に預けられる体制構築を目指す、地方教育行政法改正案。最後に教員免許更新制を

導入し、併せて不適格教員を教壇に立たせなくすることにより、教員に対する信頼を確立する

仕組みづくりを目指す、教員免許法改正案であります。 

法案に対する教育長の見解についてのお尋ねでありますが、これらの改正案の基本は、いず

れも、すべての子どもたちに教育を受ける権利を保障し、高い水準の教育を受けられる保護者

の願いの上に立脚したものであり、さらに、国民の期待する教育が行われるよう、制度、法律

を整備するものであると理解しており、慎重に、かつ関心を持って法案の推移につきましては、

見守っているところであります。 

次に、４月２４日に、４３年ぶりに実施された全国学力テストについてのご質問にお答えい

たします。 

愛知県犬山市１市を除く１，９０８市区町村で３万２千校、県内では１万８千人が参加し、

笛吹市では１，４０７名が参加したこのテストにつきましては、文部科学省が全国規模で、し

かも全員参加を前提にしたものであり、国全体の状況把握だけでなく、教育委員会や個々の学

校が、課題を把握して将来に向けての改善を図ることが、主な目的であることをかんがみ、市

教委として導入したものであります。 

申すまでもなく、学校教育は必要性、目的、理想など、さまざまな要素が組み合わされて成

り立っております。その中でも、社会を生き抜いていく上での基礎となる学業の修得、さらに

学力の向上がその第一のものであることは、ご理解いただけるものと思います。 

そのような見地から、このテストが有効に機能することを市教委としても願っております。 

今回のテストの結果につきましては、学校および児童生徒にも成績が渡されることになって

おります。テストでありますから、必然的に成績の上下が判明いたします。 

しかしながら、市教委としての基本的な考えといたしましては、テストの結果が、いたずら

に学校間、あるいは児童生徒間の競争をあおることを潔しといたしません。最も大切なことは、

各学校が、各個人の成績がどのような状況にあるか正しく把握することであると考えます。 

教育における平準化を教育の第一義としております笛吹市といたしましては、このテスト結

果を通して学力の状況を把握し、将来を担う子どもたちの学力の底上げのため、できる限りの

施策を講じていきたいと考えております。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

指定管理のところで再質問させていただきます。 

今、石川総務部長から、適宜に確認指導を行っておりまして清掃に努め美化の保持に努力し

ておるという答弁でありました。 

適宜に確認指導を行っているということでありますけれども、例えば、実際に現場へ行って

ちゃんと確認しているのか。本当にきれいになっているのか、清潔が保持されているのか、現

場に行って確認しているのかどうかということを伺いたいと思います。 

毎年、年度末３０日以内に事業報告を出してもらうわけですが、やはり文書の中だけの確認

指導ではなくて、実際に現場に行って清潔に保たれているのか、そのことも確認することが必
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要だと思いますので、そういう体制になっているのかどうか伺うということと、それから、事

業報告を受けているようでありますが、その事業報告についても議会に報告していただけたら

と、思っております。 

それから、温泉施設の発券されない件でありますが、発券されないことはないとおっしゃい

ますけれども、発券されないケースが多々あるので伺ったわけです。 

そういう状況を調査するときに、施設に行って聞くだけが本当に客観的な調査活動になるの

かどうかということも、大変疑問に思いますので、もう少し客観的な立場からこのことを調査

していただきたいと思います。 

それから、保育所や学童保育室、児童館への指定管理者導入について伺います。 

市は、これまでもずっと民間に任せればサービス向上が図れるとか、財政的にメリットがあ

るとずっと言い続けております。 

例えば、保育所に限って言えば、今の日本の保育というのは、民間も公立も厚生労働省が定

める、まったく同じ保育制度の下で運営しているわけですよね。民間の保育制度と公立の保育

制度が、違いがあるということは何もないわけです。 

このことに、基本に立って４点質問しますが、それでは民間にできて公立にできない保育と

か、公立にできて民間にできない保育が、今の保育制度の中で存在するのか、どういうふうに

認識しているのか伺います。 

２つ目は、財政的なメリットがあるとするなら、民間の運営費が公立よりも、ちょっと言葉

は悪いですけれども安く仕上がる、格安ということになりますよね。そうすると、なぜ民間の

ほうが格安になると考えるのか。 

３つ目は、少しダブりますが、保育ニーズに応えるためとか、サービス向上が望めるという

ふうなことをいつもおっしゃいますが、今の制度の中で、民間が実施して公立にできない保育

などはありません。あると考えているから民間を導入するんだと思いますが、あるとするなら

ば、それはどういう保育サービスなのか、明確に答弁していただきたいと思います。 

４つ目は、特に公立保育所に対して指定管理を導入する、しないをめぐっては、行政に対し

て関係市民から、大変行政不信の声を聞いております。現在のままでいいのに、どうして指定

管理なのかとか、どうせ私たちが意見を言ったり反対しても役所というところは、結局指定管

理にしていまうのよと、いうようなあきらめの声もたくさん聞かれます。そのような声に対し

て、どういうふうに応えていくのかということについて伺います。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

亀山議員の再質問、いくつかいただいております。 

指定管理の中で保育所につきまして、答えられる部分につきましてはお答えをさせてもらい

ますけれども、市民環境部長、福祉事務所長にも補足説明をお願いしたいと思います。 

まず、指定管理の中で、たとえば、職員が行って実際にそういった清掃作業の現場を見てい

るのかいうご質問でございますが、これにつきましては、年２回モニタリングをやっています

ので、そういった報告の中でやるのと、施設によっては年２回のモニタリングのほかにも、必

要なときには、例えば温泉施設につきましては定期的に毎月やっていますし、その他公園等の
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施設におきましても、必要なときには職員が行って現場を確認するというような、そういう体

制でおります。 

それから、事業報告につきまして議会に報告するかというご質問ですが、これにつきまして

は、それぞれ事業課の中での指定管理もそれぞれ違いもあります。総括的には総務部の総務課

の中でそういった事業実績報告、モニタリングの報告を受けていますけれども、それぞれの課

の中でのそういったものにつきましては、必要ということであれば、これは当然議会のほうに

も報告をしていかなければならないと考えております。 

それから、温泉施設の券売機の件でございますが、それは聞き取りをする中での答弁になり

ますけれども、３施設の中で１施設につきましては、先ほどの答弁でお答えしたように、１名

の方から、そのまま券は受け取らずに温泉に入ったという、そういうような結果は聞いており

ます。いずれにしましても、指導徹底はしていかなければならないと思いますが、指定管理者

側の職員の研修等につきましても必要と考えますので、指定管理の中で、このことにつきまし

ては十分、利用者から不信に思われないような対策を講じていきたいと考えております。 

それから、保育所の指定管理の件でございますが、財政的なメリットにつきましては、民間

のノウハウを活用したほうが人件費その他もろもろのことを踏まえて、メリットがあると考え

る中での指定管理をお願いしているところでございます。 

それから、サービスの面におきましても、マスコミ等を通じてサービスの面でのメリットが

報道されているように、時間の延長あるいは早朝時間の延長といったそういう時間面、あるい

は、中の保育の運営につきましても、民間の手法を取り入れる中での効果が出ているものと認

識しております。 

それから、行政不信というようなことの中のお答えですが、指定管理そのものはサービスと

それから経費の節減ということにありますから、その目的のために指定管理者を導入している

わけですから、これらにつきましても十分理解が得られているものと認識しております。 

○議長（中村善次君） 

指定管理後の調査方法についての答弁漏れがあろうかと思いますが、答弁をお願いしたいと

思います。 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

それでは、亀山議員さんの再質問の保育所に関しての補足ということで、若干お答えさせて

いただきます。 

民間も公立も保育制度は同じで、どうして民間でできて公立でできないのか。財政的なメ

リットと保育サービスの向上と言うけれど具体的にどうか。あるいはまた、行政はどうせ指定

管理を導入すると、あきらめの声があるというふうな４点の質問をいただきましたけれども、

まとめてお答えさせていただきます。 

基本的に、保育所に限らず指定管理者制度については、市で行ってもできないことはないわ

けであります。しかしながら、指定管理者制度というのは、ご承知のとおり行財政改革の流れ

の中でどうしても、国が三位一体構造改革の中で助成金・交付金が減額されるということで、

合併の本来の目的であります、行財政改革を目的として市町村が合併してきているわけであり

ますから、そうした流れの中で当然、経費の節減を図って住民へのサービスを向上するという

観点を考えれば、やはり市の行政改革大綱に基づいて、計画的に指定管理者制度というものは
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進めていかなければならないわけでありますので、そのために保育所といたしましても、どう

しても保育所の運営というのはほとんど８割が人件費でありますから、人件費の削減をするた

めには、指定管理を導入することによって、そこで経費を削減することが求められているわけ

であります。したがいまして、こうした官から民への流れの中で指定管理者制度を進めていか

なければ、行財政改革の流れにも逆行してくることになるわけであります。 

したがいまして、民間のノウハウを活用する中で、民間の特色ある保育理念や工夫によりま

して、民間のよさがでてくるわけでありますので、今後も十分適切な保育ニーズと保護者の理

解を得る中で、保育所の指定管理につきましては進めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

調査方法、調査内容についてのご質問に答弁を落としたということですが、これにつきまし

ては、十分モニタリング、事業実績のほかにも現場調査が必要ということであれば、これは随

時行って調査をし、検証、その後の管理に役立てていかなければならないと考えております。 

○議長（中村善次君） 

加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

それでは、亀山議員さんの発券されない件についてご説明させていただきます。 

先ほどの質問の中で、要するに、券を発行しないと指定管理者が潤うような発言がございま

したけれども、実際は、指定管理料は定額でございます。６０２万円、これは変わりません。

著しい経済の変動がある場合のみ見直しが可能だということでございますので、例えば、万が

一そういうことがあったとしても、その分を市が補てんするという方法にはなっておりません。

１７年度、１８年度を比較してみますと、現在ここに出てきておりますのが、１７年度に比較

して８３９万８千円の増という報告がきております。 

なおかつ、３施設ございまして、主務の責任者がございます。そのほかに各施設にサブの責

任者、それぞれの責任者が集めたものを集計して、まとめ上げて日計としてきている。そして

月の報告も市のほうにきているという状況でございますので、私どもが聞き取りをいたしまし

ても、そういうことはないという話であります。 

ただ、先ほど総務部長から説明させていただきましたように、いらないという人には渡さな

いと、こういうことがあるそうですから、それは誤解を招くので改善してほしいということで、

先ほど研修等というお話も総務部長のほうからありましたけれども、そういうことを通じて、

確実に渡して、もしいらない場合には、いらない箱を設置して、ほかの人が見ている前でそこ

に入れるようにと、そういう指導をしてまいります。 

私ども考えまして、そういうことを指定管理者があえてする必要がないのではないかという

のが、私どもの率直な気持ちであります。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 

（ な し ） 
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関連質問を許します。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

指定管理の問題について、児童館の件についてお伺いします。 

児童センターおよび学童保育、指定管理をしているところ、あるいは、前から委託を受けて

いるところ、これははっきりした責任者がいらっしゃいます。各児童センターの責任者は任命

しているかどうかということをお伺いしたいと思います。 

と申しますのは、今、その管理の日常的な責任者が誰になるかということについて、非常に

あいまいになっていて、そして、児童館についても、充実していくために日々、その現場を改

善していくということがまったく私どもに見えないわけです。 

いままでの学童保育の運動にしても、民間の人たちや公の人たちが、それぞれ力を尽くして

いいものをつくってきた。保育所もそうですけれども。ところが、今、指定管理、指定管理と

言うあまり、いままでやってきたところは指定管理のほうは熱心だけれども、その具体的な現

場を見ながらの改善というものは、私の受け止めは非常に不熱心で、しかも現場には責任者も

いないという状況ではないかと感じるわけです。 

これでは公が児童センターをよくしたり、保育所をよくしたりということはできないわけで

すが、児童センターにはちゃんと任命をしているのか、それなりの待遇をしているのかという

ことで１点お伺いします。 

次に、保育所の問題で民間活力をということで、人件費の削減を含めて民間の活力の導入で

安上がりにするというようなお話がございましたが、保育所の経費というものは、基本的に単

価が決められて措置費で賄われているわけで、安い賃金でやれば、しかもパートとか若手の不

慣れな保母さんだけで運営すれば、それは事業者の儲けにはなるけれども、市の負担の軽減に

はならないと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

以上、２点をお伺いします。 

○議長（中村善次君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

まず、指定管理者の問題について市でどう考えているか、もう一度ご確認をいただきたいの

ですけれども、私どもが指定管理に移す一番のもとというのは官から民へ、民間にできるもの

は民間に移そう、民間の活力をもっと生かそうということが大きなねらいであります。このこ

とをこっちへ置いておいて、どっちが得だどっちが損だと話しをしても、これは前に進まない

と思います。 

したがいまして、私どもとしましては、できるだけ民間の活力をどう活用するか、生かせる

か、このことが大きな課題であります。 

例えば温泉施設、３施設、全部の施設を含めると、１カ所はそこそこ黒字だったのですが、

２カ所はいままで赤字だった。ところが、全部まとめて今は黒字になりました。 

あるいは、保育所一つ取ってもそうです。いままである民間保育所、例えば八代の保育所一

つ取ってもそうですけれども、民間の保育所が先にいっぱいになって、そして公立がそれに

くっついていく。私はなぜそうか分かりませんけれども、そういうのが実態です。今度出しま

した第三保育所、これにつきましても、昨年は９０名定員に７５名しか入らなかった。今年は
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１０１名すでに応募があるわけです。なぜかよく分かりませんけれども、同じようにやってい

るわけでありますけれども。 

一番の基本は官から民へ、民間でできる、民間活力をいかに活用するか、このことが大きな

課題であると考えております。 

したがいまして、目先の得だ損だということよりも、むしろそちらのほうのところを重要視

して、いわゆる指定管理を導入しているわけであります。 

それから、学童保育でありますが、主任指導員がきちっと就いておりますから、ご確認いた

だきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

渡辺君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

まず、今の保育所の問題ですが、私はそういうことをお聞きしたのではなくて、先ほどの答

弁で、そういうことで経費が節減できると言いましたから、それは違うのではないですかとい

うお話をしたわけです。その答弁とは関係のないご答弁をいただきましたので、その点は削っ

ていただいて質問に対する答えをしていただきたいと思います。 

それから、もう１点、責任者をちゃんと決めてそれなりの待遇を、室長とかいろいろな形で

決めてやって、それなりの改善を図れる体制になっているのか。あるいは、児童課は直接日常

的によく通って、その改善のために努力できるような形になっているのか、そういう努力を放

棄して比較するならば、これは比較にはならない。公務をだめにしておいて、民間のほうがい

いぞという議論になってしまうのではないかということをお聞きしているわけです。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

まず、児童館それから学童保育クラブの管理ということでありますが、管理につきましては、

石和地区につきましては、児童課のほうで管理をしておりますし、それぞれ御坂、一宮、八代

等につきましては、支所のほうで管理をしておりまして、当然、主任の指導員を置いて運営し

ております。 

したがいまして、市といたしましても、ご質問でありますと、全然管理に携わっていないよ

うなご指摘でございますが、定期的にしっかりとした管理をしているところでございます。 

それから、保育所の人件費のメリットはということでございますが、基本的な考え方につき

ましては、先ほど市長がお答えをしたところでございまして、先ほども答弁をさせていただき

ましたけれども、やはり人件費的に市の保育士の職員と民間の職員を比較したときには、当然、

市においては正規の職員数が多いとか、あるいは、保育職員の構成年齢が高いというふうな観

点から、指定管理に出すことによりまして人件費の削減が図られるということでございます。 

以上であります。 

○議長（中村善次君） 

渡辺君、よろしいですか。 

渡辺君。 
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○１４番議員（渡辺正秀君） 

最後に１つ、児童センターについて、私も全然何もやっていないなんていうことは言ってお

りません。しかし、実際に日常的にそこへ行って見ているか、あるいは働いているかというと、

そうではないわけですね。特に支所と直接関係しているところというのは、行く回数も非常に

多いわけですが、話し合う回数も多いのですが、しかし、本庁直属でやっているところという

のは、行く回数も非常に少ないという現実があるわけです。そのことを指して言っているわけ

です。 

以上、指摘して終わります。もし、答弁があったらお願いします。 

○議長（中村善次君） 

岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

児童館・学童保育につきましては、より以上に徹底した管理をしてまいりたいと考えており

ます。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

以上で関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

再開を３時２５分といたします。 

休憩  午後 ３時１０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２５分 

○議長（中村善次君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １４番、渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

 質問通告に基づきまして、日本共産党笛吹市議団渡辺正秀が一般質問を行います。 

 同僚議員に対する大変丁寧な説明な中で、私の持ち時間は本当に少なくなってしまいまして、

再質問の時間がたぶんなくなるのではないのかなと思いますので、ぜひ、漏れのない答弁をよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 質問に入ります。 

 せめて病気のときくらい貧富の差なく、安心して医療を受けたい。この国民の願いの中で、

国民皆保険制度は確立されました。その中核は国保制度であります。 

 しかし、今、格差・貧困の拡大、高すぎる保険税、あるいは国保制度に対する認識の低下な

どによって滞納世帯が増え、一方、滞納世帯に対する資格証の発行や保険証留め置き措置によっ

て、国民皆保険制度が崩れてきている。すなわち保険証を持たない市民が生まれている。「なん

とかしなければ」この思いは市当局も同じことだと思います。 

 この問題解決のために、以下、質問いたします。 

 まず、現状はどうなっているか伺います。 

 平成１７年度とこの５月３１日、平成１８年の収税状況がまとまったと思いますので、平成
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１７年度と平成１８年度の国保税収納率、これは一般現年度のもので結構です。それから滞納

世帯率。それから短期証の発行の数、これは１７年度と、もし予定の数がすでに分かっていれ

ば１８年度の予定の数。それから資格証発行数、そして留め置き数、この数字を伺います。 

 平成１６年度までは地域別、行政区別の滞納世帯率、こういうものまでコンピューターから

打ち出されておりました。その結果、特定の地域行政区で異常に滞納世帯率が高い。これが全

体の滞納世帯率を引き上げる原因になっている。こういうことが分かりました。 

 そういう数字が分かれば、「よしこの地域は何が問題があるか」しっかりと調査をして対策を

打つことができるわけです。 

 ところが、お話を聞いていると、これは事実かどうか確認をしたいと思うんですが、滞納原

因の究明のために本当に必要なデータ、要するに地域別、世帯主、年齢、階層別、あるいは所

得階層別の滞納状況のデータ、これが今出力しているか、ちゃんとそれを分析しているかとい

うことを、２つ目に聞きたいと思います。 

 ３つ目に、病人、子ども、老人にはすべて正規の保険証を交付しているかどうか。こういう

方々には政府としても、未発行で保険証なくして悲惨なことが起こらないようにという指導を

しているわけですけれども、この点はどうかと。 

 ４つ目に、高すぎる国保税について、国保法７５条に基づく一般会計からの補助金、これが

できるということになっておりますが、これを今後、必要になってくると思うが、このへんに

ついてどう考えるか。 

 ５番目に、保険税を借金して払うというケース、多重債務で滞納するケースが増えていると

いうことです。私もそうした相談を受けました。相談に来た１例を紹介します。 

 ３人家族で、夫と子どもは重度身体障害者、これまで障害者年金と奥さんのパート収入で生

活を支えていた。奥さんは早朝と夜間のパートをしていた。しかし、奥さんも無理がたたり体

をこわして退職、年金収入のみとなったと。３人で年間３００万円の収入であります。退職１年

目、保険証はどうしてもなくては困ると、サラ金から借金をして国保税を払いました。その後、

サラ金の借金は数年間で５社２５０万円に膨れ上がり、返済額は毎月６万円となり、金融機関

からの別の借り入れの利払いを含めると、毎月１０万５千円の返済額となった。月に２５万円

程度の収入しかございませんので、これは大変なことです。 

 相談を受けて、私、利息制限法に基づく再計算をし、これは大変な払い過ぎ、返し過ぎであ

ることが分かって、その後、しかるべきところに依頼しまして手続きを取って、サラ金の借金

はなくなりました。そして、滞納していた住民税、固定資産税なども払える見通しが立ちまし

た。 

 実は、国もやっと多重債務問題改善プログラムを策定し、各自治体で相談窓口を開くよう市

町村に要請することになりました。多重債務問題が多数存在すると思われる当市では、率先し

て、この多重債務等生活相談室を設置する必要があると思いますが、この点についてのお考え

を伺いたいと思います。 

 そして、もう１つ、私どもはこれまでも国民皆保険を守るために、さまざまな提案、提言を

してまいりました。ただ、徴税体制、徴税を強化するという無知の北風の政策だけでなく、や

はり本当に親身になって、市民のことを考えていく対策も必要ではないかということで、行政

区コミュニティー単位の対策を持つことや、そうした中で相談活動をしっかり行って、先ほど

の多重債務の例のような、こういう問題も併せて解決しながら、国保税の滞納率も引き上げて
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いくということが必要ではないかと。それから高すぎる国保税問題については、医療供給体制

のコントロールと申しますか、かつて境川村が診療所を中心に医療供給をうまい具合にコント

ロールしていった、信頼で安上がりの、安上がりと言ったら語弊がございますが、信頼できる、

そして効率的な医療供給、こういうものがあったわけです。こういうことを進めていかなけれ

ばいけないという提案もしてきました。 

 そして、先ほど申しました国保法７５条に基づく国保特別会計への補助、それから申請減免

の充実、こういうことを提言してきましたけれども、私たちのこうした提言について、市とし

て検討し実施しているものはあるかどうか。もしなければ笛吹市は徴税強化以外に市民皆保険

対策、それから高すぎる国保税対策として何を検討し、行ってきたか、このことについてしっ

かりとお答えをお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 釈迦堂遺跡博物館の学校教育での利用状況についてであります。 

 子どものころ、縄文土器の破片を見つけては、遠い祖先の生活に思いをはせた思い出を持つ

方も多いのではないかと思います。 

 人はどこから来て、どこへ向かうのだろう。縄文時代は歴史と人間への関心を限りなく呼び

おこす魅力を持っていると思います。 

 さて、笛吹市には全国屈指の縄文遺跡である、釈迦堂遺跡を紹介する釈迦堂博物館がござい

ますが、この利用について、学校教育、校外学習等での利用状況をまず伺いたいと思います。 

そして、その利用できる条件を広げていただきたいと思います。 

 また、組合の課題にもなりますが、市の姿勢として、この釈迦堂遺跡について校外学習で楽

しく学べるよう、屋外体験コーナーなどを充実するために、市としても努力をしたらいかがと

思いますが、この点について市の考え方をお伺いいたします。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 渡辺正秀議員の一般質問、国民皆保険制度・国保を守る決意を問うについてお答えいたしま

す。 

 まず、ご質問の１点目、平成１７年度と１８年度の国保税収納率、滞納世帯の状況、短期証

および資格証の発行状況について、ご説明申し上げます。 

 国保税の収納率につきましては、１７年度の現年度収納率、これは一般と退職を合わせたも

のでございますけれども８９．６４％、１８年度につきましては８９．２２％で、昨年より０．

４２％の減となっておりますが、収納額につきましては、昨年度より全体で５，２００万円ほ

ど増額となっています。 

 滞納世帯の状況ですが、１７年度末時点で３，７０７世帯、１８年度末時点におきましては

３，９５８世帯となっています。 

 短期証の交付状況につきましては、１７年度が１，０２８世帯、１８年度におきましては１，

２９１世帯に交付しております。 
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 資格証明書につきましては、今のところ笛吹市では交付しておりません。 

 次に、滞納原因究明のために、地域別、世帯主の年齢階層、所得階層別のデータの出力を行っ

ているのかにつきまして、ご説明申し上げます。 

 現在の国保システムにおきましては、被保険者個人の管理を中心としたシステムとなってお

り、集計表として出力するにはかなりの加工が必要となります。現状においては、国から報告

を求められている滞納世帯の年齢階層状況については、個々のデータを吸い上げ集計してあり

ますので状況を把握しております。また、世帯ごとの所得情報については、窓口における納税

指導等に活用していますし、滞納者リストにつきましてもリストアップし、滞納整理に活用し

ているところです。 

今後におきましては、収税課に設置されます滞納整理システムが集計機能を持ち合わせてい

ますので、収税課との一層の連携を図り、さまざまな角度から滞納原因を分析し、収納率の向

上に努めてまいりたいと考えています。 

また、現年度分の収納率の向上を図るため、今年度、新たに収納対策職員が配置されました

ので、収納対策プランを策定する中で収納率の向上に努めてまいります。 

 次に、３点目のご質問であります、病人・子ども・老人には、すべて正規の保険証が交付さ

れているのかにつきましてご説明申し上げます。 

 被保険者証につきましては、毎年４月１日現在において、笛吹市の国保加入者全員に保険証

が交付されております。納税世帯には１年間有効の保険証をお渡ししてありますが、滞納のあ

る世帯には１カ月間有効の短期証を交付しております。 

 短期証世帯の方には、窓口での接触の機会を持ちながら、納税相談や納税指導を行う必要が

ありますので、１カ月ごとの短期証を交付しているところです。また、５月以降の短期証交付

につきましては、窓口において分納していただいた方には新たな短期証をお渡しし、さらに、

分割納付を誠実に履行し、完納されたときには通常の長期の保険証に切り替え交付しておりま

す。 

 ご質問の、病人・子ども・老人への保険証の交付につきましては、国民健康法施行令等で定

める災害等特別な事情で保険税を納付できない場合や、老人保健法の規定による該当者には、

資格証の交付はしてはならないこととされていますので、納税世帯には長期の保険証、滞納世

帯には短期証をお渡しし、医療機関で安心して受診できるよう対応しています。 

 次に、高すぎる保険税について、国民健康保険法第７５条に基づく一般会計からの補助金の

交付が必要と思うが、につきましてご説明申し上げます。 

 法第７５条の規定につきましては、「都道府県及び市町村は、調整交付金ならびに低所得者

の保険税軽減分の補てんのほかに、国民健康保険事業に要する費用に対し補助金を交付するこ

とができる」とされていますが、一般会計から補助金を繰り入れする場合は、総務省から示さ

れている基本的な考え方を基準として、適切な繰り入れを行うよう指導されているところです。 

 総務省が示している繰り出し基準につきましては、職員人件費を含む事務費に要する経費、

出産育児一時金への補助、また、低所得者を多く抱え保険税の負担能力が著しく不足している

場合や、高齢者が特に多いといった場合の繰り入れ、さらに低所得者の保険税軽減分に対して

補てんする場合に限り、一般会計からの繰り入れが認められていますが、あくまでも国・県・

市町村の負担基準に基づいて繰り入れられるものです。そのほかにつきましては、基準外とな

ります。 
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 笛吹市の国保事業につきましては、これらの国の繰り出し基準を踏まえ、適切な繰り入れを

行っているところでございますが、医療費の高騰、収納率の低下により国保財政は非常に厳し

い状況となっております。 

 こうした状況の中で、収納対策の一層の強化を図り、財源の確保に努めるとともに、特定健

診・特定保健指導の取り組みのなかで、市民の健康の維持増進を図り医療費の削減に努めてま

いりたいと考えます。 

 次に、５点目のご質問であります、保険税を借金して支払うというケースや、多重債務で滞

納するケースが増えている中で、多重債務等生活相談室を設置する考えはないかについて、ご

説明申し上げます。 

 サラ金、クレジット等による多重債務者に対する相談業務につきましては、法律に長けた弁

護士、金融専門家等に相談業務を依頼することになります。さらに多重債務の状況を把握し、

利息の過払い金の回収業務を行い、回収した金額から国保税等の滞納額を市町村に代理納付し

ていただくというのが、相談業務の一連の流れになろうかと思います。 

 多重債務者につきましては、国保税以外の税も絡んでいることも予想されますので、国保単

位で相談業務を実施すべきか、税一般としてとらえた中で実施すべきか研究していく必要があ

りますし、また、弁護士等の相談員につきましては、利息の過払い金の回収業務等も含めた中

で報酬額を調整する必要も生じますので、相談室を設置する場合の費用対効果も十分考慮した

中での検討課題としてまいりたいと考えます。 

 また、厚労省におきましては、１９年度の新たな収納対策として、６月から多重債務納付相

談モデル事業を全国の５都県で、国保連合会が窓口になり実施されますので、これらの成果等

も踏まえた中で研究してまいりたいと考えております。 

 以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

 ２問目の答弁を、芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

 渡辺正秀議員の一般質問、釈迦堂遺跡博物館の学校教育での利用状況はについてお答えいた

します。 

 釈迦堂遺跡は、重要文化財に指定された５，５９９点の縄文土器･土偶などを出土した日本

有数の縄文遺跡です。釈迦堂遺跡博物館は昭和６３年に旧一宮町と旧勝沼町の一部事務組合と

して開館し、合併後は笛吹市と甲州市に引き継がれました。 

 釈迦堂遺跡博物館の学校教育での利用状況についてですが、合併以前より管内小中学校で、

施設学習や社会科の歴史学習の場として学級単位の利用が行われています。 

 合併前は小中学校９校でありましたが、合併後３８校と大幅に増えました。しかし、平成

１７年、１８年度の団体利用状況は合併以前とほぼ同程度でありました。 

 そのため、平成１９年度は学校教育との連携を強化することを重点目標として、以下の３つ

の事業が行われています。 

 その１つは、校長会を通じて授業での博物館利用を依頼するとともに、出前教室を実施して

釈迦堂遺跡博物館の存在を広く周知する。 

 ２つ目は、合併以前に実施していた小学生への無料パスポートの配布事業を復活し、利用促

進を図る。 
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 ３つ目は、土偶作りなどの講座を増やし、予約不要で体験できるようにして来館した子ども

たちに対応する。 

 こうした結果、５月の連休中には約６００名の子どもの利用がありました。また、学校教育

での活用も増加してきている旨の報告を受けています。 

次に、楽しく学べる屋外体験コーナーの充実についてですが、釈迦堂遺跡博物館組合では

１９年度に縄文時代の食事作りや縄文アドベンチャー･キャンプ、博物館周辺の自然や文化財

を巡るウォークラリーなど、屋外で縄文人の生活を体験できる講座が企画されています。 

今後は、こうした講座の結果をもとに、常時体験できるコーナーへ発展できるよう博物館組

合と協議してまいります 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

 渡辺正秀君の一般質問は持ち時間が終了しました。 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

 国保税のことについて、５点ほど関連質問させていただきます。 

 今の答弁の中で、収納率がマイナス０．４２ポイントでした。金額については若干増えてい

るということでしたけれども、ポイントが下がったこととか、それから滞納世帯が増えたとい

うことは、大変深刻な問題というふうに受け止めております。 

 なお一層の担当課の職員の皆さんの努力が求められるところですけれども、そこで少し伺い

たいのですが、１８年度の１年間、担当課の職員が十分というか、ちゃんといたのかという問

題です。実は、昨年の６月議会のときに、国保会計の中で一般管理費１，４１０万４千円のマ

イナス補正がされておりました。これは職員が３名減だと説明がありまして、増員については

お願いしてあるという担当課の、部長だったか課長だったかは記憶しておりませんが、そうい

う答弁がありました。 

 しかし、９月の議会で補正はありませんで、２００６年１２月、去年の議会でようやく一般

管理費５８７万８千円の増額補正がありまして、たぶん１名増員だったと思うんですけれども、

しかし、当初予算費で考えますと、２名人員不足のまま１年間国保運営をしたということだと

理解しております。 

 この人員不足が、やはり収納率の低下に大きく影響したのではないかというようなこと、ま

ともな運営ができなかったのではないかということを、私は受け止めているわけですけれども、

そうなると市の責任は大変大きいと思います。 

 それを裏付けることとして、先日、専決になった１８年度補正予算のときも、大綱的な質問

に対して、なかなかまともな答弁が返ってこなかったということにも、そのようなことがうか

がえるのではないかと思っていますので、この点についての市の見解を求めたいと思います。 

 ２つ目ですが、高すぎる国保税、払える国保税をどういうふうにしていくかということと併

せて質問したいのですが、５月３１日の降ひょう被害のことであります。大変局地的ではあり

ますけれども、今年の収穫がほとんど見込めないということで、大変な被害を受けておられる

農家も多いと思います。 
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 国民健康保険税条例によりますと、こういった災害によって収入が落ち込んだ場合は、減免

ができるというようになっております。その減免ができるとなっている中で、どういうふうな

準備がされているのかというのが１点と、しかし、その減免を受けるためには納期の１週間前

までに申請をしなくてはいけないということになっております。第２期の納期が６月３０日で

すので、６月２３日までに申請減免を行わないと対象にならないということでありますので、

この被害農家に対してもう知らせてあるのか。知らせてなかったら、今からどういうふうに知

らせていく予定なのかということを伺います。 

 それから、収税対策として収税課が設けられたわけですけれども、この間、例えば国保税に

関して、その成果はどのくらいあったのか、何世帯いくらになったのか、ということをお伺い

します。 

 それから、病人・子ども・老人には、すべて正規の保険証を交付してほしいということでし

たけれども、先ほどの答弁では、７５歳以上には資格証明書を発行してはならないというよう

になっていますので、老人に対しては対策が取られているような答弁でしたけれども、例えば

６歳未満の子どもであるとか、抱えている世帯とか、病人を抱えている世帯に対しては、ぜひ

とも短期の保険証ではなくて、正規の保険証を交付していただきたいと思うんですけれども、

ぜひ検討課題として検討していただきたいと思いますので、その点についての見解を伺います。 

 あと、最後になりますけれども、滞納原因の究明のために地域別であるとか、世帯主の年齢

階層別であるとか、所得階層別のデータの出力のことも質問しておりましたけれども、この点

について、データとしてできないということはないというふうに、今の時代の中でというふう

に考えておりますので、やはり収納率向上のため、滞納世帯率を減らしていくためにも、何ら

かの対策を考える上でも、ぜひともこの点についても再考を促したいと思いますので、５つで

したか、６つでしたか答弁をお願いします。 

○議長（中村善次君） 

加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 それでは、関連質問、亀山議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、第１点目、人員の３名減でございます。これはたぶん収税課を設置いたしました時点

で、従来、国民健康保険課で賦課徴収等もやっていたわけですが、これを特化して収税課を設

置したと。収税業務については、そちらのほうでまとめてやったほうが効率的ではないかとい

うことで、これは３名の減になったのではないだろうかと思っております。それから１名の増

員については、今言われたとおりであります。 

 次に、２点目の５月３１日の降ひょう被害の件です。これは確かに国保税の減免規定がござ

います。ただ、これはそれぞれの状況によって適応する、適応しないという、以前の例もある

かと思いますので、これまでも降ひょう被害等は市内で旧町村時代からもありましたので、そ

れらの例を参考にしながら、必要ということであれば、これまでの例と照らして、比較しなが

ら、必要ということであれば対応を取っていきたいと思います。 

 それから、３点目の収税課の設置による国保税の成果でございますが、大変申し訳ございま

せんが、その成果というか、金額については、私、手元に持ち合わせてございませんので、ど

ちらかという収税課で集計をされていると思いますので、その数値は収税課へ聞く中で報告を

させていただければと思います。 
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 それから、老人世帯、それから６歳未満の子どもさんへの保険証でございますけれども、こ

れについては、老人については法で決まっております。それからあと、病人についてもそうい

うことで保険証を渡さなければならないと、これは法で決まっております。ただ、子どもにつ

いては、特にそういう規定がございません。ただ、この趣旨等を生かしながら、要するに子ど

もが例えば病気とかで、そういう状況で受けられないということがないような、対応をしてい

かなければならないということでございます。 

 ただ、それは短期証等の対応でも十分できることだと思いますし、例えば分割等をやった場

合についても、特別な事情がある場合については猶予するということも、それも可能でありま

すので、それらの実態に即す中で対応をしてまいりたいと思っています。 

 それから、滞納原因のデータの出力の件でございますが、現在のシステムではできません。

できないというか手数が非常にかかるということです。今、収税課で滞納管理システムを導入

しております。これが７月１日の稼動になります。この中で国保も対象になりますので、相当

統計的な、例えば地域別等、年齢別等も出るようでありますので、それらを参考にしながら対

策を立てていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 関連質問の時間が終わりました。 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 続いて、２６番、新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 

 清新会の新田治江です。 

 通告に従いまして、１件質問いたします。 

 寺尾地域が直面している課題、ごみ処理最終処分場への住民意見の再確認を。 

 現在、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が立ち上がり、６月からは地質や周辺環境など

の概況調査に入ることになっています。 

 既に地区住民、地権者に対して環境アセスメントに入るチラシが配られています。県におい

ては、最終処分場に関する概況調査をし、秋ころには候補地として適切かの調査結果が出され

ることになっています。 

 候補地として、適切かということも検討において必要なことですが、最も大切にしなければ

ならないことは、そこに住む地域住民の理解と合意、納得です。 

 上寺尾区の応募により話は進められていますが、今もなお不安の声があるのも現状です。現

在、新しい間門区の区長さんが選出されました。区民からも不安の声が寄せられていると、区

長は会うごとに言います。そこから考えられますことは、地域住民の最終処分場に対する理解

が、まだできていないと取れます。かつて平成元年にさかのぼりますが、間門上流に産業廃棄

物埋め立てによる開発に反対した経過があります。そのときは、境川は以後、産業廃棄物は文

化の里として受け付けないとしてきた経過があります。 

 平成１６年に上寺尾区より、農業従事者の高齢化、後継者不足、イノシシの出没と農業のあ

り方に苦慮していると、開発案を出してきました。そのときの条件として、最終処分場を含む

開発には同意しないということでした。最終処分場は来ないと信じていましたが、１７年４月
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最終処分場を含むということが付いてきました。１８年５月、市より今回は初めてのスタート

ということで説明会がなされました。１１月には県環境整備事業団より地区住民の説明会があ

りました。 

 ここにきて、まだ不安の声が出ているということは、納得ができていないということであり、

地域住民の真実の再確認の必要性を強く感じます。 

 最終処分場への、地域住民へ絶対安全と言い切れない不安への対応策、説明会などを要請し、

また、その件について、市、県の対応をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 新田治江議員の一般質問、ごみ最終処分場への住民意見の再確認を、についてお答えいたし

ます。 

 県が計画している廃棄物最終処分場整備事業につきましては、２月８日に上寺尾区から最終

処分場の候補地に係る応募書の提出があり、市としては、議会への説明等必要な手続きを行い、

３月２７日に知事に対し応募書を提出したところであります。 

 この応募書の提出を受け、５月１８日開催の峡東地区整備検討委員会において、最終処分場

の候補地として、今後、検討を行っていくこととし、その検討のための基礎資料を作成する概

況調査の実施を決定したところです。 

 ここで、上寺尾区からの応募の内容について改めて説明しますと、応募のあった土地は、昔

は桑園であり近年では果樹や野菜が栽培されていますが、農業従事者の高齢化またイノシシの

被害などにより農地が荒れ始め、大変ご苦労されている状況であります。そこで何とかこの地

区を有効に活用したいということで、地域振興施設の建設を核として周辺環境整備を行う等、

中寺尾区、間門区を含めた寺尾地区全体の開発につなげていきたいというのが住民の要望であ

り、市としても広域的ごみ処理施設や廃棄物最終処分場の誘致という苦渋の選択をしたところ

であります。 

ご承知のとおり、最終処分場や広域的ごみ処理施設は、われわれの生活にとって必要な施設

であります。一方、施設の近隣で日常生活を営む住民には、安心・安全な施設であることが必

要となります。 

こうした状況を踏まえ、県および環境整備事業団では地元の理解を深めていただくため、上

寺尾区、中寺尾区、間門区および地権者等に対し、計１３回におよぶ説明会を開催するととも

に、１１月には、新潟県の「エコパークいずもざき」への先進地視察も実施していただいたと

ころであります。 

こうした中、上寺尾区が実施した最終処分場に関するアンケート調査では、約９０％の賛成

が得られたという結果でありますが、最終処分場に対する住民の理解を深めるため、市といた

しましても、土地の地質および環境影響調査等について十分な調査期間をもうけ、４市で行う

広域的ごみ処理施設と同じエリア内であることから、寺尾地区全体の意見等をお聞きする中で、

安全性を最重要視した施設建設を目指すべく、説明会等の開催を含め県にも積極的な働きかけ

を行いたいと考えております。 



 ７８

 以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

 再質問を許します。 

 新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 

 地域の人たちも同じ寺尾地区ということで、必要な施設だからこそ、また同じ地域の開発と

いうことで、大きな声で反対はしていませんが、でも不安ということは、まだまだ残っていま

す。残っているからこそ、今日こうしてそういう実態を知っていただきたく発言いたしました。 

 質問ですが、環境アセスメントのチラシを配布して、その反応などいかがでしたか。また、

そういうアセスメントの便りの発行など、いろいろな情報公開をこれから密にしていただきた

いと思います。 

 前の新聞にも、県では今後、整備検討委員会を開くということが新聞に載っていましたが、

そのような中にも３区長を取り入れた委員会にしてほしいと思いますが、その点についてお答

えいただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

 新田議員の再質問にお答えいたします。 

 環境アセスメントのチラシを配ったあとの反応はということでございますが、これは寺尾地

域全体に配布いたしまして、現在のところ、これは甲府・峡東地域のごみ処理施設組合名で配

布がしてございますが、そちらのほうに特に反対とか、そういった意見は寄せられていない状

況でございます。 

 それから、情報公開でございますが、当然先ほどの答弁でも申し上げましたように、地域の

安全・安心ということが第一ということになるかと思いますので、そのことにつきましては、

またそのごみ処理組合等とも、あるいは県等ともそういう話をする中で、皆さんが安心してい

ただけるような対応をしてまいりたいと思っております。 

 それから、整備検討委員会でございますが、これは先ほど答弁申し上げた整備検討委員会で

ありますと、これは構成メンバーが決まっておりまして、７名の構成メンバーでございます。

これは規則ですか、要綱ですか、それに基づいて設置されているものでありますので、別の方

がその中に加わっていただくということは、できないとなっておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（中村善次君） 

 再々質問がございますか。 

 新田君。 

○２６番議員（新田治江君） 

 整備検討委員会のほうに枠が入れないということですが、それは地域のほうでまた声を出し

ていきたいと思います。 

 ごみ処理問題は、みんなの問題ととらえていただきたいと思います。そして甲府・笛吹・山

梨・甲州の４市で、ごみ処理の広域化について、４市で減量についても同一歩調というか、ご
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み施策についても、同じように自分たちのごみの問題だというとらえ方で、ごみを減らしてい

くということでは、そういう問題、４市での横の連携もしていっていただきたいと思います。 

 最後に、やはり同じ地域で開発ということですから、地域住民の気持ちを大事にして、この

大きな事業を進めていく上で地域住民の気持ちを大切にして、この事業を進めていってほしい

と思います。できるだけ、できるだけよりも粘り強いくらいに、不安を取り除くような努力を

今後していってほしいと思います。 

 以上で終わります。 

 （「答弁は」の声あり） 

 ４市のほうの答弁ができたらお願いします。 

○議長（中村善次君） 

 加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 

ごみの減量ということでよろしいでしょうか。 

 これについては、この施設をどのくらいの規模にするのかという段階において、減量を目標

の中で施設を考えていこうという、そういう全体計画が出来上がっておりますので、それはそ

ちらの方向で今後努力をしていくということで、意見が一致しているかと思います。 

 それから、地域住民の気持ちを大切にということでございますので、これは私が言うより市

長さん言うといいかもしれませんけれども、これは当然不安を取り除いていかなければならん

ということでございますので、それは十分承っておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

 以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 

 新和会の前田初男です。 

 通告に基づきまして、２点質問させていただきます。 

 最初に、石和温泉駅舎と周辺整備事業についてですが、４月１０日全員協議会において、石

和温泉駅周辺整備事業検討結果報告書（案）が示されましたが、その検討委員会のご意見を尊

重した上で質問いたします。 

 石和温泉駅舎につきましては、築７０年を経過して老朽化も進んでおり、また笛吹市の玄関

口として改築は必要だと思い、進めるべきだと思います。 

 しかし、駅舎だけでも多額の事業費が必要になります。合併特例債を使うにしても、市の一

般財源からの支出もあります。笛吹市の厳しい財政状況を思い、北口開発、散策道路、温泉活

用施設など、駅周辺整備事業については合併特例債の期限内で、まちづくり交付金も事業費に

対して最大４０％の交付を受けられ、５年間で事業を終わらせることとなっています。 

 市の財政も考えますと、石和温泉駅と周辺整備事業は段階的に検討してはと思いますが、市
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の考えを伺います。 

 次に、山梨百名山のうち、笛吹市の９山について質問をいたします。 

 山梨百名山の制定から１０年を迎え、笛吹市にもそのうちの９山があり、私も何年か前に芦

川の大石峠から新道峠、黒岳を経て御坂峠へのコースを歩きましたが、尾根伝いのコースでし

たので、どの場所からも雄大な富士山が見られました。９山の位置を考えますと、富士山がど

の山からも見られると思います。 

 そのことを、ＰＲ等しながら春の新緑から、秋の紅葉の季節まで登山客の誘致を図ったらと

思い、質問いたします。 

 現在、それぞれの山の案内板、ハイキングコースの整備はどのように行われているのか、お

伺いいたします。 

 次に、若者から中高年の皆さんの登山、ハイキングは最近ブームとなっております。９名山

へ初めて登られる人もいます。その人たちのためにも、ガイドの育成も大事ではないかと思い

ます。当局のお考えを伺います。 

 以上、一般質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 

 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

 前田初男議員の一般質問、石和温泉駅舎建設と周辺整備事業について、お答えをさせていた

だきます。 

 去る、５月２日、石和温泉駅周辺整備検討委員会の４回にわたる検討結果について、検討委

員会委員長と副委員長により、ご報告をいただいたところであります。 

 市といたしましては、検討委員会の皆さまのご努力に感謝申し上げるとともに、検討委員会

で出されました、多額の事業費が必要となる事業であり、慎重に進めるべきとの一部の意見も

ある中、この報告内容を基本としつつ、慎重な取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 この事業につきましては、本市の鉄道玄関口である石和温泉駅舎の改修とともに、北側国道

１４０号からのアクセス道路や駐車場の整備など、市民の利便性を高める一方、観光客など交

流人口の増加のためにも必要とされ、また、その周辺整備につきましても、現在進めておりま

す区画整理事業のほか、近い将来整備を必要とされる事業であって、笛吹市誕生時からの懸案

事項であります。 

 しかしながら、その実現にはいくつかの課題がございます。関係機関との協議を重ね、また、

その状況を議会にもご説明をさせていただく中で、対応してまいりたいと存じます。 

 また、厳しい財政状況の中、段階的に進めてはどうかについてでございますけれども、私ど

もも異論のないところでございますが、現在、検討いたしておりますのは、本市にとって有効

と考えられる、国のまちづくり交付金事業の採択を受ける中で進めることを検討しております。 

 まちづくり交付金事業については、概要をご説明申し上げますと、この事業は、地方分権の

趣旨を踏まえ、補助制度を活用する市町村にとって、より一層使い勝手のよい制度として、平

成１６年に創設されたものであります。 

 既に、本市におきましては、平成１６年度から１８年度にかけて、この事業を取り入れ、春

日居町駅周辺整備事業を実施いたしました。 
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 事業としては、まちづくり活動などのソフト事業や、提案事業と基幹事業などのハード事業

による「都市再生整備計画」を作成し、国の採択を受けることができれば、対象事業費の最大

４割の交付金の交付を受けられるというものであります。 

 ただし、この交付金対象事業は、事業採択を受けてから３年から５年以内に終了することが

前提となっておりまして、このため段階的に進めるということにしましても、５年間という期

間しかございません。 

 また、５年を超えるようなものは、事業期間を第１期と第２期に分けて実施することも可能

ではありますが、この場所は第１期事業の事業評価を行ってから、改めて第２期の計画を策定

することとなります。 

 ただ、このことも本市の財政計画や他の事業計画等も勘案しながら検討してまいります。 

 また、まちづくり交付金対象事業費には、合併特例債を充当することもできます。 

 仮に、ＪＲの負担分を除く整備事業費のすべてが、まちづくり交付金対象事業として採択さ

れ、最大４割の交付金を受け、残りの６割を、合併特例債を充当して実施した場合、実質負担

割合は、整備事業費の約２０．１％となります。 

 しかし、まちづくり交付金を受けずに、長期計画の中で実施するとした場合には、ある程度

弾力的な対応ができますが、合併特例債の対象事業として実施するにしましても、まちづくり

交付金を受ける場合に比べて、市の負担は増加いたします。 

 なお、合併特例債には、各種事業に充当できる限度額が定められておりまして、期限も平成

２６年度までとなっております。 

 この事業の取り組みにつきましては、先に申し上げたように、関係機関との協議を進めつつ、

議会にもご報告、ご説明をさせていただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

 ２問目の答弁を、保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 

 前田初男議員の山梨百名山のうち笛吹市の９山について、お答えいたします。 

 現在、市内には黒岳、釈迦ヶ岳、節刀ヶ岳、大栃山、達沢山、春日山、滝戸山、兜山、大蔵

経寺山の９つの山梨百名山があり、それぞれにハイキングコースを設定しています。 

 山梨百名山については、平成９年２月に制定され、本年２月で１０年を迎えたところでござ

います。山頂には、山の名前と標高を記した標柱が設置されていますが、１０年の風雪に耐え

る中で一部標柱根本が腐食したものもあります。 

 昨年秋には、担当職員によるコースの状況確認を行ったところですが、現状としましては旧

町村時代の道標が設置されており、十分とは言えませんが、ルート案内等には不都合はない状

況と思われます。 

 しかし、道標によっては文字が薄くなっているものもあることから、順次、立て替え・修繕

を行っていきたいと考えております。立て替えの折りには、９山統一したサインとして笛吹市

の名前を入れていきたいと考えます。 

 また、コースの草刈り等については、地元行政区・共有林組合・神社総代などと委託契約を

結び実施しているところや、業者委託により実施しているところもあります。 
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 また、ボランティア・ハイキングガイドの育成についてはのご質問でございますが、市内の

登山愛好家等に呼びかけを行う中で、現在行っているボランティア観光ガイド育成と併せて

行っていきたいと考えております。 

 具体的には、観光登山ガイド隊、仮称ではありますけれども、市民から募り、研修を行い、

ハイカーにコース案内のサービスができるように考えるとともに、地元の受け皿としエージェ

ントにもＰＲを行い、誘客につなげていきたいと考えております。 

 なお、先般市内山梨百名山のコース案内として「笛吹市トレッキングガイド」を作成し、各

支所、市内観光案内所等に置いたところです。ぜひご利用いただく中で、多くの方々が笛吹市

の山に親しんでいただけるようにと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

 再質問を許します。 

 前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 

 駅舎建設にはＪＲの負担分もあると思いますが、ＪＲの負担、またＪＲの貨物用地の買い上

げも計画にあるということですので、現在、ＪＲとの交渉はどのように進んでいるのか伺いま

す。 

○議長（中村善次君） 

 池田室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 

 結論から申し上げます。 

 ＪＲとの協議は進んでおりません。 

理由を申し上げます。 

実は、国におきまして、まちづくり交付金は大変使い勝手のよい制度であるというところか

ら、これまでの先進自治体におきましては、駅舎改修の多くの部分を自治体が負担していたと

いうことでございまして、それが国におきまして疑問を持ってきたというものでございます。 

 具体的には、３月２９日、いわゆる昨年度末でございます。夕方、国から県に駅舎の負担割

合がおかしいというような話がされまして、それを私どもは受けまして、５月２８日に県との

ヒヤリング、それから６月６日に国に出向きまして相談をいたしてきました。 

 国の考え方といたしましては、いわゆる駅舎、関連施設の設置目的、その後の管理、それが

誰にでも分かるような判断基準を持って協定に望んでいただきたいと、いうことが１点ござい

ます。 

 それから、ＪＲとの協定協議に入ります前に、国に原案を示していただいて、国が審査して

ＯＫであれば、協定協議に入っていただきたいと。 

 ３点目でございますけれども、ＪＲとの協定協議が困難、いわゆる考え方に隔たりがある場

合につきましては、国が中に入っていきますよというようなことのようでございます。 

 具体的に、国は既に５月の中旬からＪＲと協議に入っておりますけれども、やはり各地域に

よりまして、規模、その他もろもろ違いますから、国も統一した基準づくりが、これからつくっ

ていくということでございますけれども、大変なようでございます。 

 その点、本市の取り組みについては、国のいい資料になるのではないかというようなことで
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もございますけれども、従来の先進自治体と比較いたしますと、国との協議は少し時間がかか

るのかなというところでございます。 

 あと１点、ＪＲもこれまでかなりの部分を自治体にお願いしてきたということもございまし

て、今回の国の方針に基づきまして、これまでと違うぞというところでございまして、いずれ

にしてもＪＲ、それから国との協議に、より多くの時間を投入せざるを得ないという状況でご

ざいます。 

 国は、原案を先に国に示してから協議に入っていただきたいということでございますけれど

も、これからの本市のスケジュールといたしましては、その前に国の考え方をＪＲに示させて

いただいて、その反応を一つひとつ確認しながら、原案づくりをしていきたいと考えておりま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 

 再々質問はありますか。 

 前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 

 ただいまの室長の答弁、私も、もう少し勉強したいと思います。 

 南北自由通路も設計に載っているということは、北口開発の計画の中にあると思います。費

用対効果も考える中、合併特例債、まちづくり交付金の使い方、また笛吹市の財政も考えなが

ら、よく検討して進めていっていただきたいと思います。 

 それから、ハイキングコースのことですが、ここにありますトレッキングガイドですが、こ

れは、よくできていまして、自分でコースを想定して、見ているだけで楽しくなってきます。 

各支所、観光関係の事業所などにおいて活用してほしいものです。 

すずらん祭りのとき、市長のごあいさつの中で、新道峠から見た富士山の映像をインター

ネットで流していて、数多くの問い合わせがきていると申しておりましたが、観光連盟と協議、

相談して、笛吹市への誘客を図り、笛吹市の自然をぜひ楽しんでいただきたいと思います。 

 この２点は要望ですので、答弁は結構です。 

 以上、終わります。 

○議長（中村善次君） 

 以上で、前田初男君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日１２日から１５日および１８日から２０日は、議案調査のため休会としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、１２日から１５日および１８日から２０日は、休会とすることに決定しました。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 次の本会議は、２１日午後１時３０分から再開いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ４時３０分 
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再開  午後 １時３０分 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

ただいまの出席議員は２９名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

念のため申し上げます。 

本日も、議場での上着の着用は必要ありません。 

直ちに、日程に入ります。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

報告事項を申し上げます。 

風間好美君より欠席届が提出され、これを受理いたしましたので報告いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第１ 議案第５７号から、日程第１８ 議案第７５号までを一括議題とします。 

本案については、今定例会初日の８日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあります

ので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 

ただいま、議長より報告を求められましたので委員長報告をさせていただきます。 

去る、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１４日、１５日、

全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 

審査にあたりまして、いくつかの質問等がありましたので報告いたします。 

まず、総務部所管については、市税の滞納整理の状況について説明がありましたが、税の滞

納が多くなっている。市民からも納めなければ時効になるという意識が出てきている。公平な

課税のため未納者に対し強い姿勢で臨んでいただきたい。また、住民に収納に対する取り組み

等について周知することや、滞納内容の整理や調査を行うことなど、要望がありました。 

また、旧峡東病院の改修については、市民からも利用したいとの要望があるがとの質問があ

り、市民の要望に応えるべく検討していくとの説明がありました。 

経営政策室所管については、市の循環バスについての状況について質問がありましたが、現

在、境川、一宮の２地区で実施しているが、交通不便地区３路線についての試行運転について、

検討中であるとの回答がありました。 

消防本部所管においては、職員の退職により人員が少なくなっているが不都合はないか、有

事の場合は大丈夫かという質問に対し、現在、通常勤務ではつつがなく勤務が進んでいる。消

防団との連携も考える中で、あらゆるパターンで合理的・効率的な面を模索しなから検証して

いるとの説明がありました。 

以上、本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な意見の報告を終わります。 

続いて、審査結果については次のとおりでございます。 

議案第５７号 「政治倫理の確立のための笛吹市長の資産等の公開に関する条例の一部改正

について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第５９号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６１号 「笛吹市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部改正につい

て」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６３号 「笛吹市火災予防条例の一部改正について」、賛成全員で、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

議案第６４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」のうち総務常任委員会

の担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第７５号 「東山梨行政事務組合規約の変更について」、賛成全員で、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 

以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

この際、申し上げます。 

総務常任委員会に付託されております、議案第６４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正

予算（第１号）」につきましては、各常任委員会に分割付託しておりますので、三常任委員長

の報告終了後に、討論および採決を行います。 

それでは、議案第５７号、議案第５９号、議案第６１号、議案第６３号を一括議題といたし

ます。 

お諮りします。 

本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本４案件に対する委員長報告は可決です。 

本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第５７号、議案第５９号、議案第６１号、議案第６３号は、原案のとおり可決

されました。 

続いて、議案第７５号を議題といたします。 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本件に対する委員長報告は可決であります。 

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

次に、教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 

教育厚生常任委員会委員長、中川稔夫君。 

○教育厚生常任委員長（中川稔夫君） 

それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

去る、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１４日および

１５日の２日間にわたり、全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 

審査の過程において出ました主な質疑等について報告いたします。 

保健福祉部所管では、保健衛生総務費の中で人件費の補正が大きく増えているとの内容につ

いて質問があり、従来、支所に所属していた保健師を本年４月より健康づくり課の配属にした

ため、総勢３０名分の人件費の補正増を行ったとの回答がありました。 

また、支所の保健業務について連絡等がスムーズに行われるかとの質問に、本庁から直接連絡

のほうが指示が伝わりやすいための改編であるとの回答でした。 

市民環境部所管では、環境対策費の中で環境施設事業費に予算計上されている事業内容の説

明をとの質問に、旧石和町時代の富士見地区内の恵比寿区を除く９区に対して、甲府市ごみ焼

却場建設に伴う富士見地区環境整備事業として、各区３千万円を上限とし、土地開発基金より

ごみ集積場の取得を行ってきました。今回、一般会計に富士見地区の井戸区で取得した土地の

造成工事費として、３千万円の範囲で予算計上したとの説明がありました。 

教育委員会所管では、学校の生ごみ保管施設を撤去し処理委託で予算計上しているが、ごみ

処理機を各地区に設置している、ごみ減量課との横の連携はとの質問があり、一宮地区におい

て堆肥処理を行う団体があり、従来より半額以下で処理できるので委託するものであり、担当

課とは今後も連携をとりながら実施していくとの回答がありました。 

以上、教育厚生常任委員会で審議されました主な内容についての報告を終ります。 

それでは、審査の結果について報告いたします。 

議案第５８号 「笛吹市いさわふれあいセンター条例の一部改正について」は、賛成全員で、

原案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第６２号 「笛吹市芦川グリーンロッジ条例の一部改正について」は、賛成全員で、原

案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第６４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」のうち教育厚生常任委

員会担当項目については、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第６５号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」

は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。 
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議案第６６号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第１号）について」は、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第６７号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」は、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定。 

以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 

以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論および採決を行いますが、議案第６４号につきましては、先般申し上げたと

おり、各常任委員会に分割付託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 

それでは、議案第５８号および議案第６２号を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本２案件に対する委員長報告は可決です。 

本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第５８号および議案第６２号は、原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第６５号から議案第６７号までを一括議題といたします。 

お諮りいたします。 

本３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本３案件に対する委員長報告は可決です。 

本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本３案件は原案のとおり可決されました。 

次に、建設経済常任委員会に付託しております案件につきまして、常任委員長から審査結果

についての報告を求めます。 
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建設経済常任委員会委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 

それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

去る、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１４日、１５日、

全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 

審査にあたり、いくつかの質問等がありましたので報告いたします。 

産業観光部所管では、市のバイオマスタウン構想策定についてのスケジュール・報告書作成

についての質問があり、本年８月中に策定し、頑張る地方応援プログラム等の交付金を申請し

ながら、来年から事業展開していきたいとの説明がありました。 

また、春日居ふれあい農園整備については、区画面積・区画数についての質問があり、１区

画３０平方メートル、７２区画整備するとの説明がありました。 

今後、駐車場やトイレ整備、水源の確保を考えてほしいとの意見がありました。 

建設部所管では、近津ふれあい公園の維持管理について、指定管理者制度を導入する考えは

あるかとの質問があり、公園の管理については今後まちづくり整備課が行い、また、地域と無

償の管理協定を結んでおり、指定管理は考えていないとの説明がありました。 

また、今回の土木関係予算を補正することで、地区からの要望事項はどのくらい対応できる

のかとの質問があり、今後、各支所担当とヒアリングを行い、公平性・緊急性を考慮し決定し

ていきたいとの説明がありました。 

その他市営住宅漏水事故の経緯について、いままでの協議内容や経過をまとめて、最終的な

ものを再度委員会に報告して欲しいとの要望がありました。 

公営企業部所管では、下水道加入率などは上がっているのかとの質問があり、５月末の資料

で、水洗化率７２．５％、普及率５１％という状況であり、今後も普及に努めていくとの説明

がありました。 

なお、加入率アップのための具体的方策、行動計画を委員会に示してもらいたいとの要望が

ありました。 

また、水道料金等の未納問題に対する意見があり、公営企業部全職員で戸別訪問等を行い、

滞納整理に対応するよう現在検討中であり、追って検討結果を報告したいとの説明がありまし

た。 

以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

それでは、審査結果については次のとおりです。 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第

１０１条の規定により報告します。 

議案第６０号 「笛吹市都市公園条例の一部改正について」は、賛成全員で、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」のうち建設経済常任委

員会担当項目について、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６８号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）について」は、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６９号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」は、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第７０号 ｛平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第１号）について｝は、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第７１号 「平成１９年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第７２号 「市道の廃止について」は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

議案第７３号 「市道の認定について」は、賛成全員で、原案のとおり認定すべきものと決

定いたしました。 

以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論および採決を行いますが、議案第６４号につきましては、先般申し上げまし

たとおりです。 

それでは、議案第６０号を議題とします。 

お諮りいたします。 

本件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本件に対する委員長報告は可決です。 

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第６８号から議案第７１号を一括議題といたします。 

お諮りいたします。 

本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本４案件に対する委員長報告は可決です。 

本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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よって、議案第６８号から議案第７１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第７２号および議案第７３号を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本２案件に対する委員長報告は可決です。 

本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第７２号および議案第７３号は、原案のとおり可決されました。 

以上、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了しましたが、最後に、各常任委員

会に分割付託いたしました、議案第６４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」

についてを議題とします。 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本件に対する各委員長報告は可決であります。 

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第１９ 請願第１号を議題とします。 

ただいま、議題となっております請願第１号については、定例会初日に建設経済常任委員会

に付託いたしました。 

審査の結果について建設経済常任委員長から報告を求めます。 

建設経済常任委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 

ただいま、議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会に付託されました請願

について、６月１５日に審査をいたしましたので、その審査結果について報告いたします。 

請願第１号 「異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書の提

出を求める請願について」は、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 
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○議長（中村善次君） 

本件について質疑を行います。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

続いて、討論を行います。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

これより、請願第１号を採決します。 

この請願に対する委員長の報告は、採択です。 

本件は、これを採択することに賛成の方は挙手を願います。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

よって、請願第１号は、委員長報告のとおり採択することに決しました。 

後刻、日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第２０ 議案第７４号についてを議題とします。 

本件について、質疑を行います。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本件は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することとし、直ちに討論・採決を行います。 

これより、議案第７４号の討論を行います。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

議案第７４号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

賛成全員です。 

したがって、議案第７４号は、原案のとおり承認することに決しました。 

暫時休憩いたします。 

再開を２時１５分といたします。 

休憩  午後 ２時００分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時１５分 
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○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

ただいま、市長より議案第７６号および同意第７号が、また、建設経済常任委員長ほか３名

から発議第４号が提出されました。 

これを日程に追加し議題としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

追加日程第２１ 議案第７６号および日程第２２ 同意第７号を一括議題といたし、提案理由の

説明を求めます。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

本日、提出させていただきました案件につきまして、ご説明を申し上げます。 

まず、動産の取得についてでありますが、笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分の範囲を定める条例第３条の規定により、災害時対応特殊はしご付き消防ポンプ自

動車の取得について議決を求めるものであります。 

入札の方式につきましては、事後審査型条件付き一般競争入札を採用し、その結果、１億５，

０１５万円をもって、日本機械工業株式会社と契約を締結しようとするものであります。 

次に、教育委員会委員の任命についてでありますが、現教育長芦原正純氏が６月３０日付け

をもって辞任することに伴い、その後任として山田武人氏を任命したいので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意をお願いするものでありま

す。 

山田氏は、昭和４２年に教諭として県教育委員会に任用され、峡東教育事務所長、一宮南小

学校校長などを歴任し、平成１７年３月、一宮中学校校長を退職するまで３８年間、教育行政

の振興に尽力され、現在は学校教育アドバイザーとして、笛吹市学校教育の向上の一翼を担っ

ているところであります。 

任期は平成２２年１１月２９日まで、前任者の残任期間を務めていただくものであります。 

以上、提案理由の説明を述べさせていただきました。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

ただいま、説明のあった議案第７６号について質疑を行います。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本件は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することとし、直ちに討論・採決を行います。 

これより、議案第７６号の討論を行います。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

議案第７６号を採決します。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

賛成全員です。 

したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

続いて、同意第７号について質疑を行います。 

（ な し ） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本件は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することとし、直ちに討論・採決を行います。 

これより、同意第７号の討論を行います。 

（ な し ） 

討論なしと認めます。 

同意第７号を採決します。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 起 立 全 員 ） 

賛成全員です。 

したがって、同意第７号は原案のとおり同意することに決しました。 

なお、ただいま同意されました件について、山田新教育委員から、議場での発言の申し出が

ありましたので、これを許可したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

山田君の入場を許します。 

（山田新教育委員・入場） 

山田君の発言を許します。 

山田武人君。 

○新教育委員（山田武人君） 

ただいま、ご紹介にあずかりました山田でございます。 

私の教育委員就任に対しましてご同意をいただきまして、心から感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 
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私は、３８年間、教育は人づくりをモットーに学校現場に勤め、また、教育行政に携わって

まいりました。そんな経験や、退職後、この笛吹市の教育アドバイザーとして務めさせていた

だきました。そんな経験を生かしながら、笛吹市の教育のさらなる向上発展のために精いっぱ

い、力いっぱい取り組んでいきたいと思っております。 

今、こうして議場に立たせていただきまして、そんな思いをますます強くすると同時に、責

任の重さをひしひしと感じておる次第でございます。 

もとより微力な私でございますので、ぜひ、今後ともご支援、ご協力、ご指導のほどをよろ

しくお願い申し上げます。 

はなはだ簡単ではございますけれども、御礼と私の決意の一端を述べさせていただき、あい

さつとさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

山田君の退場を求めます。 

（山田新教育委員・退場） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第２３ 発議第４号を議題とします。 

提案者の建設経済常任委員長から説明を求めます。 

建設経済常任委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 

発議第４号 

笛吹市議会議長 中村善次殿 

提案者 笛吹市議会議員 小林 始 

賛同者    〃    堀内文藏 

賛同者    〃    中川稔夫 

「異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書の提出について」 

上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

提案理由 

  このところ頻発している異常気象に伴う洪水や土砂災害、集中豪雨や竜巻などにより、

多くの人命が失われ、家屋や農産物に甚大な被害をもたらしている。 

こうした異常気象や海岸浸食の進行、猛暑などは地球温暖化による疑いが濃く、このよ

うな状況下、防災対策や地球温暖化対策のさらなる強化、拡充を政府に求める必要がある

ため。 

以上でございます。 

意見書については、別紙のとおりでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 

お諮りします。 

本件については、質疑・討論、および、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託

を省略したいと思います。 

これに異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、発議第４号を採決します。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、発議第４号は原案のとおり可決いたしました。 

追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中村善次君） 

日程第２４ 「閉会中の継続審査について」を議題とします｡ 

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出

されております｡ 

お諮りします｡ 

本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません

か｡ 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました｡ 

以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了しました。 

ここで、今般、退任される芦原教育長からあいさつの申し出がありましたので、これを許し

ます｡ 

教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 

議長のお許しをいただきましたので、一言あいさつをさせていただきます。 

一身上の都合によりまして、６月３０日をもちまして、笛吹市教育委員会教育長を辞任させ

ていただくことになりました。 

平成１６年１０月１２日、笛吹市誕生とともに暫定教育長に就任させていただきました。

１１月３０日、市議会のご同意をいただいて教育長に就任させていただきました。以来、２年

７カ月、議場においでの議員各位、また、笛吹市職員をはじめ多くの方々に支えられて、今日

まで過ごしてくることができました。 

私の任期は、昨年１１月２９日に一応満了いたしました。本年５月２４、２５日の両日にわ

たる全国都市教育長協議会総会・研究大会笛吹大会、その終了までというようなことで、再任

をさせていただきました。 

全国都市教育長協議会に加盟する７９２の都市中、４７０都市の教育長をお迎えして、この

笛吹大会も無事終了することができました。残すは報告書の作成というようなことになりまし

て、一応の区切りがついたと思っております。 

教育委員会の所管事項というのは、学校教育をはじめとして社会教育、社会体育と幅広くあ

りますが、就任いたしまして手がけたこと、それは旧町村の違いをなくすこと、適当な言葉で

はないかもしれませんけれども、その格差をなくすことにありました。 
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学校教育、生涯学習、スポーツ振興、文化財、図書館、学校給食関係等々、すべての問題に

結論が出たわけではありませんが、いままで皆さま方から寄せられましたご指導・ご鞭撻に感

謝申し上げるとともに、皆さま方のご健勝と笛吹市のますますのご発展をご祈念申し上げまし

て、教育長を辞任するにあたりまして、お礼の言葉とさせていただきます。 

本当にありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

市長より、閉会に際しあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

平成１９年第２回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本市議会は、６月８日から本日までの１４日間に及ぶ日程で開催されました。 

正副議長さまをはじめ市議会議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、

慎重かつ熱心なご審議に努めていただき、誠にありがとうございます。 

本議会に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案どおりご議決・ご承認を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

また、本定例会から議会改革検討委員会の取り決めにより、６月および１２月定例会におけ

る質問については、一般質問のみという進行の中で行われました。 

議会改革に取り組まれている議長はじめ議員各位に対し、敬意と感謝を申し上げます。 

市におきましても、財務諸表の公表義務付けや財政健全化が求められる中、これから本格的

に行財政改革を進めていかなければいけません。 

市民第一主義を行政経営の柱としている私にとりまして、市民の皆さまに対し、いかに情報

を公開し、それをいかにご理解いただくかを常に考え、新しい取り組みにチャレンジしてまい

りました。 

例えば、選挙の開票作業では、他の自治体から見本とされるほど効果が得られました。入札

に関しましては、一部ご批判もいただいておりますが、いち早く新たな制度に取り組むことで、

透明性の確保とともに職員の行革に対する意識の高揚も図られております。 

これからも、住民の視点に立ち積極的に行財政改革を進めてまいりたいと思います。 

次に、県が６月１２日に発表いたしました観光客動態調査の結果によりますと、２００６年

に県内を訪れた観光客数は４，４０４万人で、前年より２．８％増加しております。そのうち

外国人客は６８万９千人で、前年度比１５．７％増となっており、５年連続の増加であります。 

県は、東南アジアからの観光客誘致に力を入れているところですが、本市でも台湾観光果実プ

ロモーションと銘打ち、６月３０日から７月４日まで、ＪＡふえふき、石和温泉観光旅館組合

の皆さまと共に台湾に赴き、果実販路拡大・観光誘客プロモーションを行う予定です。正副議

長、建設経済常任委員長にもご同行いただく中で、文字どおり私自身がトップセールスマンと

なり、笛吹市の魅力を十分に発信してまいります。 

さて、７月下旬になりますと、市内各地で夏祭りが始まります。 

市役所本庁舎前笛吹川河川敷きの特設会場では、７月１６日から８月１９日までの水・木・

土・日の夜８時から、７００年の歴史を持つ笛吹川石和鵜飼が実演されます。また、この期間

中、毎晩８時５０分から連夜花火を打上げ、夕食後のひととき、涼を求めて市内外から大勢の

見物客が集まってまいります。 
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８月に入りますと、１６日に甲斐一宮大文字焼きが、１９日から２１日にかけては石和温泉

祭りが開催されます。特に２１日の花火大会は、河川敷き階段が新たに設けられ、有料観覧席

を設置して初めての大会となります。大河ドラマ「風林火山」の追い風と併せて、県内外から

多くの観光客の来訪が見込まれ、昨年以上の混雑が予想されます。いままで培ってきた観光イ

ベントをさらに進化させ、笛吹市を代表する観光戦略イベントとして、広くアピールしてまい

りたいと思いますので、議員各位におかれましてもＰＲとご協力をお願い申し上げます。 

さて、新聞でも報道されましたが、八代町北地内の堀川に多数のホタルが自然発生している

との情報をいただき、早々、私も見てまいりました。まさに、多数のホタルが群舞しておりま

した、その情景は、忘れかけた日本人の心を思い出させる懐かしいものでありました。 

市内には、御坂町の御坂ホタルの会、八代町の稲山ホタル銀河の会など、ホタルの繁殖にご

尽力いただいている市民グループもございますが、この堀川のように自然発生しているところ

も何カ所かございます。これは地域の皆さまの環境美化に対する取り組みが、ホタルの自然発

生という形で表れたものだと、非常にうれしく感じております。 

最後に、これから梅雨も本番になると同時に厳しい暑さの時期を向かえます。くれぐれもご

自愛の上、ご健勝にてご活躍くださいますことをお祈り申し上げ、閉会のあいさつとさせてい

ただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

これをもちまして、平成１９年第２回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ２時４０分 
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