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平成１８年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成１８年３月７日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ２ 会期の決定 
 日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
 日程第 ４ 施政方針及び提出議案要旨説明 

 日程第 ５ 承認第 １号 甲府市と笛吹市との間における教育に関する一部事務委託の
専決処分の承認について 

 日程第 ６ 承認第 ２号 甲府市・中央市中学校組合と笛吹市との間における教育に関
する一部事務委託の専決処分の承認について 

 日程第 ７ 議案第 ２号 笛吹市総合計画審議会条例について 
 日程第 ８ 議案第 ３号 笛吹市職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例につい

て 
 日程第 ９ 議案第 ４号 笛吹市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例につ

いて 
 日程第１０ 議案第 ５号 笛吹市国民保護協議会条例について 
 日程第１１ 議案第 ６号 笛吹市八代増田ふれあい広場条例について 
 日程第１２ 議案第 ７号 笛吹市御坂東部地区コミュニティー施設条例について 
 日程第１３ 議案第 ８号 笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
 日程第１４ 議案第 ９号 笛吹市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について 
 日程第１５ 議案第１０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

する条例の一部を改正する条例について 
 日程第１６ 議案第１１号 笛吹市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改

正する条例について 
 日程第１７ 議案第１２号 笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例について 
 日程第１８ 議案第１３号 笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例について 
 日程第１９ 議案第１４号 笛吹市特別会計条例の一部を改正する条例について 
 日程第２０ 議案第１５号 笛吹市手数料条例の一部を改正する条例について 
 
 



 ２ 

 
 日程第２１ 議案第１６号 笛吹市八代総合会館条例の一部を改正する条例について 
 日程第２２ 議案第１７号 笛吹市若彦路ふれあいセンター条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第２３ 議案第１８号 笛吹市文化財保護条例の一部を改正する条例について 
 日程第２４ 議案第１９号 笛吹市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正す

る条例について 
 日程第２５ 議案第２０号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第２６ 議案第２１号 笛吹市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について 
 日程第２７ 議案第２２号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例

について 
 日程第２８ 議案第２３号 笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例について 
 日程第２９ 議案第２４号 笛吹市地下水資源の保全及び採取適正化条例の一部を改正す

る条例について 
 日程第３０ 議案第２５号 笛吹市八代地域振興交流センター条例の一部を改正する条例

について 
 日程第３１ 議案第２６号 笛吹市下水道条例の一部を改正する条例について 
 日程第３２ 議案第２７号 笛吹市学びの杜みさか条例の一部を改正する条例について 
 日程第３３ 議案第２８号 笛吹市健康増進施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第３４ 議案第２９号 笛吹市いさわふれあいセンター条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第３５ 議案第３０号 笛吹市みさかふれあい交流センター条例の一部を改正する条

例について 
 日程第３６ 議案第３１号 笛吹市スコレーセンター条例の一部を改正する条例について 
 日程第３７ 議案第３２号 笛吹市一宮有線テレビ条例の一部を改正する条例について 
 日程第３８ 議案第３３号 笛吹市花鳥児童館条例の一部を改正する条例について 
 日程第３９ 議案第３４号 笛吹市御坂林業センター条例の一部を改正する条例について 
 日程第４０ 議案第３５号 笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化館条例の一部を改正す

る条例について 
 日程第４１ 議案第３６号 笛吹市スコレーパリオ条例の一部を改正する条例について 
 日程第４２ 議案第３７号 笛吹市八田御朱印公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第４３ 議案第３８号 笛吹市福祉センター条例の一部を改正する条例について 
 日程第４４ 議案第３９号 笛吹市児童館条例の一部を改正する条例について 
 日程第４５ 議案第４０号 笛吹市学童保育室条例の一部を改正する条例について 
 日程第４６ 議案第４１号 笛吹市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第４７ 議案第４２号 笛吹市し尿処理施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第４８ 議案第４３号 笛吹市石和恵比寿公園条例の一部を改正する条例について 
 
 



 ３ 

 
 日程第４９ 議案第４４号 笛吹市境川地域振興交流センター条例の一部を改正する条例

について 
 日程第５０ 議案第４５号 笛吹市春日居産地形成促進施設条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第５１ 議案第４６号 笛吹市境川農産物加工センター条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第５２ 議案第４７号 笛吹市石和温泉駅前観光案内所条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第５３ 議案第４８号 笛吹市都市公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５４ 議案第４９号 笛吹市御坂路さくら公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５５ 議案第５０号 笛吹市みさか桃源郷公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５６ 議案第５１号 笛吹市八代ふるさと公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５７ 議案第５２号 笛吹市八代農産物加工センター条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第５８ 議案第５３号 平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 
 日程第５９ 議案第５４号 平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について 
 日程第６０ 議案第５５号 平成１７年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
 日程第６１ 議案第５６号 平成１７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
 日程第６２ 議案第５７号 平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 
 日程第６３ 議案第５８号 平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）に

ついて 
 日程第６４ 議案第５９号 平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
 日程第６５ 議案第６０号 平成１７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）につい

て 
 日程第６６ 議案第６１号 平成１８年度笛吹市一般会計予算について 
 日程第６７ 議案第６２号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
 日程第６８ 議案第６３号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計予算について 
 日程第６９ 議案第６４号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
 日程第７０ 議案第６５号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
 日程第７１ 議案第６６号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
 日程第７２ 議案第６７号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
 日程第７３ 議案第６８号  平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計予算について 
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 日程第 ７４ 議案第６９号 平成１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
 日程第 ７５ 議案第７０号 平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計予算について 
 日程第 ７６ 議案第７１号 平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 
 日程第 ７７ 議案第７２号 平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
 日程第 ７８ 議案第７３号 平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
 日程第 ７９ 議案第７４号 平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 
 日程第 ８０ 議案第７５号 平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
 日程第 ８１ 議案第７６号 平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
 日程第 ８２ 議案第７７号 平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計予算について 
 日程第 ８３ 議案第７８号 平成１８年度笛吹市水道事業会計当初予算について 
 日程第 ８４ 議案第７９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８５ 議案第８０号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８６ 議案第８１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８７ 議案第８２号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８８ 議案第８３号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８９ 議案第８４号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９０ 議案第８５号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９１ 議案第８６号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９２ 議案第８７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９３ 議案第８８号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９４ 議案第８９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９５ 議案第９０号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９６ 議案第９１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９７ 議案第９２号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９８ 議案第９３号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９９ 議案第９４号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１００ 議案第９５号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１０１ 議案第９６号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１０２ 議案第９７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１０３ 議案第９８号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
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 日程第１０４ 議案第 ９９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１０５ 議案第１００号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１０６ 議案第１０１号 市川三郷町、甲州市及び中央市の設置、中道町及び上九

一色村の区域の一部を甲府市に編入したこと、上九一色

村の区域の一部を富士河口湖町に編入したこと並びに小

淵沢町を北杜市に編入することに伴う山梨県市町村自治

センターを組織する地方公共団体の数の変更について 
 日程第１０７ 議案第１０２号 東八代広域行政事務組合規約の変更について 
 日程第１０８ 議案第１０３号 東八代広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴

う財産処分について 
 日程第１０９ 議案第１０４号 中央市の脱退に伴う笛吹市外二市村ことばの教室を共同

設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更につい

て 
 日程第１１０ 議案第１０５号 中央市の脱退に伴う笛吹市外三市村等指導主事を共同設

置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について 
 日程第１１１ 議案第１０６号 市道認定について 

 
 
２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 ３番 上 野   稔  ４番 山 本 富 貴 
 ５番 石 倉 泰 明 ６番 亀 山 和 子 
 ７番 寳    修 ８番 雨 宮 四 郎 
 ９番 大 久 保 俊 雄 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 内 藤 武 寛 １２番 中 川 稔 夫 
 １３番 海 野 利 比 古 １４番 渡 辺 正 秀 
 １５番 野 沢 勝 利 １６番 小 林   始 
 １７番 杉 岡 喜 美 雄 １８番 中 川 秀 哉 
 １９番 松 澤 隆 一 ２０番 降 矢 好 文 
 ２１番 前 島 敏 彦 ２２番 風 間 好 美 
 ２３番 志 村 勢 喜 ２４番 中 村 善 次 
 ２５番 日 髙 せ い 子 ２６番 新 田 治 江 
 ２７番 渡 邉 清 美 ２８番 川 村 惠 子 
 ２９番 山 﨑 光 世 ３０番 龍 澤   敦 
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３．欠席議員  
 

（ な し ） 
                        
 
４．会議録署名議員 

 
 ２１番 前 島 敏 彦 ２２番 風 間 好 美 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 小 宮 山 文 明 
 助 役 望 月 健 二 収 入 役 羽 中 田 弘 已

 教 育 長 芦 原 正 純 秘書政策室長 保 坂 利 定

 総 務 部 長 石 川 光 次 市民環境部長 堀 内 正 徽

 保健福祉部長 内 藤 運 富 福祉事務所長 加 藤 寿 一

 産業経済部長 斉 藤  宏 建 設 部 長 芦 澤 憲 一 郎

 公営企業部長 伊 藤  実 教 育 次 長 高 野 あ け み

 総 務 課 長 梶 原  清 財政システム課長  中 川 啓 次

 農業委員会事務局長  佐 藤 貞 雄 代表監査委員 金 井 豊 明 
 教 育 委 員 長 宇 野 耕 二 
 
 

６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 
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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

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１８年第１回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
暦の上では啓蟄ということで、いよいよ生命の目覚めを感じる今日このころでございます。 
また、この冬は２０年ぶりの大雪が降りまして、被害に遭われました各地の皆さま方に心よ

りお見舞いを申し上げます。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
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

い申し上げます。 
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（龍澤敦君） 
   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２１番 前島敏彦君 
 議席第２２番 風間好美君 
の２名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２４日までの１８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） 
 ご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２４日までの１８日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 
  荻野農業委員会長から、本日公務のため欠席との届が提出されておりますので、ご報告いた

します。 
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監査委員から、平成１７年１１月分から平成１８年１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、ご了承を願います。 
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（龍澤敦君） 
   日程第４ 市長より施政方針、ならびに、日程第５ 承認第１号から日程第１１１ 議案第

１０６号までの１０７案件を一括議題とし、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） 
 ご苦労さまでございます。 
本日、ここに平成１８年３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、併せて私の所信の一端を述べさせていただき、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。 
国内外の情勢を振り返りますと、国際的には混迷が続くイラク情勢をはじめ、イランの核開

発問題、フィリピン中部レイテ島の大規模な地滑りによる大災害等、世界情勢は不安定な状態

が続いております。 
国内の経済情勢については、平成１７年１０月から１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値

は、年率５．５％増とプラス成長になり、個人消費や設備投資の回復が定着し、輸出も増加す

るなど明るい話題の一方で、先行きの懸念材料についての指摘もされております。 
また、今年の冬は東北地方から日本海側の地方にかけて、例年にない大雪が降り、その被害

に遭われた地域の方々に対し、心からお見舞いを申し上げます。 
また、一昨年、発生した新潟中越地震では、被災地の復興支援に本市から、昨年４月より職

員を派遣してまいりましたが、先日その報告を受け、改めて万が一の災害発生時への備え、さ

らには先日、発生いたしました滋賀県２園児殺傷事件や、県内で多発しておりますコンビニ強

盗事件など、社会情勢の不安定を感じ、危機管理体制の点検を行う必要を強く感じました。 
さて、全国の自治体では、国の三位一体改革や交付税改革に伴う地方交付税の減額分を、臨

時財政対策債の発行や基金の取り崩しにより補ってきました。その結果、基金残額が減少し、

公債残高が増加するなど、財政運営が硬直化し、極めて厳しい財政状況に直面しております。

こうした厳しい財政環境が進む中で、無駄を省き少ない経費で市民サービスを低下させずに、

市民の満足度を高めるためには、いかに人材を育成していくかが最大の課題であります。行財

政改革・職員の意識改革を強力に進めていくことが急務であります。 
本市においても、昨年７月に行財政改革推進委員さんを委嘱申し上げ、幾多の協議を重ねて

いただき、去る２月２１日に「第１次笛吹市行財政改革大綱」および「笛吹市集中改革プラン

２００５」の答申を受け、この３月のうちに策定を終えることとしております。 
地方分権の推進、三位一体の構造改革など厳しい状況下、市民サービスの維持向上を原則と

し、求められる課題に取り組みやすいよう、行政組織の再編・改廃、各部門の役割分担の見直

し、適材適所など、スクラップ・アンド・ビルドによる組織改革が必要と考えております。 
合併後、約１年半が経過いたしましたが、新年度を迎えるにあたり、適正化計画による職員
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数の減少を踏まえ、また芦川村との合併も視野に入れ、事務組織・人事配置等の検証を行い、

現状の問題点・課題を改善するため、事務組織、人事配置等の一部見直しを検討しております。 
今回の見直しでは、事務の効率化・サービスの維持向上・行政経費削減といったことに主眼

を置き、事務量にあった職員配置の適正化、支所長を配置するなど、支所機能の充実などを検

討してまいりたいと考えております。 
今後は改革の成果を随時チェックするなど、ＰＤＣＡ（プラン・ドゥ・チェック・アクショ

ン）サイクルに沿って改革を推進してまいりたいと考えております。また、事務事業評価の導

入を進め、限られた財源の中で最大の効果が上げられますよう、事務事業を見直す予定であり

ます。 
さて、本格的な地方分権時代を迎え、市の指針となる総合計画については、１８年度に「第

１次笛吹市総合計画」の策定に入りたいと思います。また、その総合計画を最上部計画とし、

それぞれ福祉、都市計画、農業振興等個別計画と整合性を図りながら、２１世紀のまちづくり

の方針にしていきたいと考えております。 
一方、これからのコミュニティー事業に欠かすことのできない一つとして、男女共同参画社

会推進事業があります。市では、昨年６月に笛吹市男女共同参画委員４０名を委嘱させていた

だき、「笛吹市男女共同参画プラン」の策定をいただいたところであります。今後、このプラ

ンに沿って、男女それぞれお互いが人権を尊重し、役割を持ちながら女性の参画の拡大、さら

には市民と行政のパートナーシップによる市政の推進を目指してまいります。 
次に、「安全・安心のまちづくり」についてですが、市民の皆さまにとって関心が高く、重

要な施策の一つと考えております。 
懸念される東海地震の発生をはじめ、風水害等の災害に備え、平成１７年度に「地域防災計

画」を樹立したところでございます。今後、計画に沿った施策を展開してまいります。 
もとより、防災は「地域は自ら守る」という地域住民の意識が最大の防災力になるという観

点から、平成１８年度においては、自主防災組織が実施する防災資機材の整備事業について、

申請に基づき補助する制度を創設いたします。 
また、防災行政無線の平成２１年度デジタル統合化に先駆け、現状の調査・分析を実施し、

より効果的で効率的なシステム構築のモデル検討を行う予定であります。 
市民への防災情報伝達手段として、災害に対する心構えや避難所の案内を行うホームページ

の開設を計画し、住民の「危機管理意識」の高揚に努めていきたいと考えております。災害時

の有事への対応も視野に入れ、消防団の施設・設備の充実や耐震性貯水槽の整備も継続的に実

施していく予定であります。 
次に、「快適な生活環境づくり」として、「ふえふき・ごみ減量化５３％作戦」についてで

あります。 
深刻化する財政状況において、増え続けるごみの排出量、それを処理する多額な費用にストッ

プをかけるため、平成１８年度から２２年度の５年間をかけ、年度ごとに達成数値目標を定め、

最終的に平成１７年度比で５３％のごみ減量化を目指すものであります。平成１８年度は

１０％の減量を目指します。ごみ減量化に一番欠かせないのが、市民の皆さまのご理解と意識

の高まりであります。 
そのため、市ではごみ減量の基本であります、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・

リサイクル）の推進、分別の徹底化等を強力に推し進め、他に実効あるいくつかの手立てを講
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じ、５３％減量という全国的にも最も高いハードルのクリアを目指します。 
次に、小型バイオディーゼル製造プラント導入についてであります。 
家庭、施設等から廃棄物として処理されている、使用済みてんぷら油を原料として精製し、

ディーゼル燃料に再加工するプラントを設置します。製品は「ＢＤＦ（バイオ・ディーゼル・

フュエル）」と呼ばれ、いままでのディーゼル油（軽油）と異なり、使用に伴う硫黄酸化物や

煤塵が少なく、クリーンエネルギーとして注目を浴びております。 
平成１８年度は手始めとして、原料の使用済みてんぷら油を市内の学校給食・保育所給食等

から調達し、日量５０リットルのＢＤＦの生産を予定しております。出来上がったＢＤＦをス

クールバスや市バスおよび、ごみ収集車の燃料としても使用し、次世代の児童・生徒たちに体

感できる環境教育の一環として考えております。 
次に、太陽光発電設置（家庭用）補助事業についてであります。 
この事業は、国（新エネルギー財団）が行う補助額に基づき、市が個別に設置者に補助を行っ

てきたものでございますが、昨年、国（新エネルギー財団）の補助が打ち切られました。地球

温暖化防止等の環境問題を考える中で、クリーンエネルギーそのものである太陽光発電の普及

が待たれるところであります。 
そこで、市では引き続き実施するため単独の補助制度を発足し、太陽光発電設置へ後押しを

してまいります。同時に、こうした笛吹市の環境保護に対する積極的な姿勢を内外に発信して

いきたいと考えております。 
次に、「快適で安心な暮らしづくり」として、障害者福祉についてであります。 
１２月定例会の行政報告でも触れましたが、身体、知的、精神の３障害の福祉サービスを一

元化し、定率の利用者負担を導入する障害者自立支援法が１０月３１日に成立いたしました。

この自立支援法の施行期間は利用者負担、自立支援医療費の見直しが平成１８年４月１日、新

たな支給決定の市町村での完全実施などが１０月１日となっています。 
この間、障害者の皆さまから、法の制定に伴ってのご心配の声や、ご要望が数多く寄せられ

ております。市といたしましては、これらの声やご要望を大切にしながら、事務の見直し、シ

ステムの変更、市民への周知を積極的に進め、スムーズな実施を目指しております。 
次に、子育て支援についてであります。 
乳幼児の病気の早期発見・早期治療の促進と子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、乳

幼児医療費助成を実施しておりますが、１８年４月診療分より、国民健康保険加入世帯の乳幼

児は、市内医療機関受診に限り、保険診療に係る一部負担金の窓口無料化を予定し、現在、シ

ステムの構築を行っており、医療機関との協議も終わり、４月診療よりスムーズに実施できる

よう準備をしております。 
次に、現在、石和東小地区に石和地区としては最初になります児童館の建設をしており、４月

に開所予定であります。児童館の名称については、東小学校児童の公募により「はなぶさ・ふ

れあい児童館」と決定されました。この児童館は学童保育室を併設しておりますが、地域の児

童の健全育成の拠点としての活用を図ってまいりたいと考えております。 
次に、都市化や核家族化に伴い、地域全体で子育てを支援する基盤を形成することが求めら

れております。子育て家庭に対する育児相談、子育てサークルへの支援など実施し、地域全体

で子育て家庭の育児支援を行う「地域子育て支援センター」を設置する必要があるとして、次

世代育成支援行動計画の中で、国の特定１４項目に子育て支援センター設置が指定されており
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ます。 
これを受けまして、先ごろ策定の笛吹市次世代育成行動計画におきましても、２１年度まで

の目標数値を４カ所と定め、国に報告をさせていただきました。この計画に基づき、１８年度

には１カ所設置開所を計画いたしております。 
また、地域で子育て支援をする重要な観点から、一時的に子どもを預かるファミリーサポー

トセンター設立の必要があると認識しており、１８年度につきましては、これにかかわる保育

サポーター、約７０名の養成講座を開催する予定であります。 
次に、笛吹市合併前、旧春日居町からの懸案となっておりました、春日居地内の保育所施設

建て替えについては、去る２月２０日に「春日居地区保育所建設検討委員会」を立ち上げ、調

査・検討を始めました。結果によりまして、平成１８年度において基本設計を行う予算もお願

いしたところであります。 
次に、介護保険制度についてであります。 
介護保険制度については、施行後５年間の状況の検証と、新たな課題にも対応した将来展望

という基本的な方向性に基づき、介護保険制度改革が行われました。基本的視点は、「制度の

持続可能性」「明るく活力ある超高齢社会の構築」を目指すというものです。 
改革の主な内容は、予防重視型システムへの転換、施設給付の見直し、新たなサービス体系

の確立、サービスの質の確保・向上、第１号被保険者の保険料の見直し、保険者機能の強化と

なっております。 
予防重視型システムへの転換については、軽度の要介護者に対した新予防給付と、要支援・

要介護になる恐れのあるハイリスク高齢者に対する地域支援事業を行うもので、ともに介護予

防事業を中心に取り組んでまいります。そのため、新予防給付については、新たに介護サービ

ス特別会計を設け、地域支援事業については、現行の介護保険特別会計の中で事業を行ってま

いります。 
施設給付の見直しについては、地域において必要となる介護保険施設、認知症高齢者グルー

プホームなど、新たに設置する地域密着型サービスと併せて基盤整備を図るものであります。 
新たなサービス体系の確立については、市が指定を行う地域密着型サービスの創設と、現在

の在宅介護支援センターに代わる地域包括支援センターの創設が盛り込まれました。市では、

地域のケアシステムを総合的に担う中核機関として、地域包括支援センターを本年４月１日か

ら直営で１カ所立ち上げることにいたします。 
サービスの質の確保・向上、保険料の見直しについては、地域のあらゆる保健福祉サービス、

地域社会の共助力等を総合的に進展させることによって、住みなれた地域で安心して、在宅で

の生活を継続することができるようにすることを目標とするものであり、そのため保険料を見

直し、保険機能の強化を図るものであります。 
以上のことを踏まえ、今年、平成１８年度を初年度とし、平成２０年度までの３年間を計画

期間とする「高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画」を策定いたしました。 
安全・安心で、いきいきと暮らせる高齢社会を実現するためには、状況に的確に対応してい

く必要があると考えております。 
主な施策としては、①高齢者の尊厳あるケアを実現するための地域体制づくり、②健康づく

りと介護予防への支援、③介護保険事業の推進、④高齢者福祉サービスの充実、⑤高齢者の生

きがいづくり、⑥高齢者を支える関連施策、⑦計画の円滑な推進等を掲げ、これらをもとに事
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業を推進してまいります。 
数年後には、いわゆる団塊の世代がいよいよ高齢者の仲間入りをいたします。このような中

で、７５歳以上の高齢者全員の皆さまに支給してまいりました市の敬老祝金につきましては、

支給年齢・支給金額の見直しを行いました。 
厳しい財政状況の中での苦渋の選択ではありますが、ご長寿の皆さまへの敬老の精神は、こ

れからも大切にしながら、これからの少子高齢社会にふさわしい施策を展開し、健康で安心し

て暮らすことのできる高齢社会への実現に向けて取り組んでまいります。 
次に、健康づくり対策ですが、現在、市民と行政の共同作業による「笛吹市健康増進計画」

を策定中であります。新年度も引き続き取り組んでまいります。今後は、ワーキンググループ

の意見を聞き、健康実態調査の実施や計画素案の作成、健康づくり推進協議会での検討やパブ

リックコメントをいただきながら、本年中の策定を目指しております。 
なお、特色ある事業として、市の資源である温泉を利用した市民の健康づくりを促進すべく、

笛吹市スコレー大学の１つとして、「健康づくり大学笛吹キャンパス」を実施いたします。ま

た、高齢者の健康づくり、介護予防の観点から、高齢者に適した健康体操やレクリエーション

活動を普及するための「シルバー体操指導員養成事業」に取り組みます。具体的実施方法等、

詳細については新年度早々から検討してまいります。 
次に、母子保健については、一貫した育児支援システムに基づき、引き続き市内３ブロック

単位で健診、相談事業を実施いたします。 
成人保健につきましても、各種健康診査の実施およびその結果、結果に基づく健康教育、健

康相談事業に取り組みます。なお、６５歳以上の高齢者につきましては、介護保険制度の改正

に伴う介護予防事業への取り組みの必要性から、基本健診に生活機能評価項目を加えた健診を

行ってまいります。 
次に、「活力と交流の都市基盤づくり」についてです。 
先月７日、第２回国土開発幹線自動車道建設会議（略称 国幹会議）において、新直轄区間

が確定し、先日、中部横断自動車道の新直轄方式での整備方針が決定された報道がありました。 
また、新山梨環状道路は東側区間につきましては、平成１８年度早々には２５０メートル幅

のおおむねのルート帯や構造などが決まります。中部横断自動車道や新山梨環状道路は、物流

や観光などのほか、災害時にも重要な道路であり、災害対策面からその効果が期待されており

ます。 
建設事業につきましては、緊急地方道整備事業により整備を進めてまいりました。市道野呂

千米寺線（一宮地区）は、平成１７年度で事業が完了いたしますが、市道境川１０号線（境川

地区）や塩田金沢線（一宮地区）、準用河川成田川改修事業（御坂地区）など、引き続き整備

を進めてまいります。 
さらに、市道石和３８号線（石和地区）、市道八代５２１号線拡幅改良工事（八代地区）、

市道春日居３－５９号線交差点改良工事（春日居地区）など、通学路となっている道路の改良

工事に着手してまいります。 
私は市政の執行にあたり、「市民の安全・安心のための災害対策」につきましては、最優先

の課題ととらえ取り組んでおります。木造住宅耐震診断事業や木造住宅耐震改修事業を、平成

１８年度も引き続き進めてまいります。 
「その時 あなたは どこへ避難しますか」と題しました、笛吹市ハザードマップにつきま
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しては、５月末までに公表し、全戸配布してまいります。同時にホームページで公表いたしま

す。 
次に、笛吹市都市計画マスタープランの策定についてであります。 
笛吹市として広域的かつ一体的なまちづくりの推進を図るため、市民の皆さまに、合併した

笛吹市の将来に向けたまちづくりの目標等を示した「笛吹市都市計画マスタープラン」を、平

成２０年度を目途に策定いたします。 
次に、石和駅前土地区画整理事業についてであります。 
平成４年度から始まりましたこの区画整理事業は、初期の目的達成に向けて着々と整備が進

められてまいります。「躍動するふれあい文化都市」笛吹市の玄関口として、公共施設整備と

住環境の整った健全かつ良好な市街地の形成が図られるところであります。この区画整理事業

につきましては、平成２０年度の最終年度を控え、平成１８年度は駅前広場の整備を中心に周

辺道路網の整備完成を目指しております。 
また、笛吹市の鉄道玄関口である石和温泉駅を中心とした、まちづくりを進めるため、「ま

ちづくり交付金」の活用を視野に入れ、駅舎や南北通路の整備促進などによる、一体的なまち

づくりを進める都市再生整備計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 
次に、上下水道の整備についてであります。 
平成１８年度総事業費は上水道事業、簡易水道事業、合わせて２７億５，３３４万８千円を

計上してあります。主なる事業につきましては、平成１９年度、水道事業への統一を図るべき

事業認可の取得のために資料の準備作成事務と併せて、上水道事業として新設の配水管布設や

石綿管の布設替え工事等で、石和町、八代町、御坂町、合わせて７，６１２メートル布設いた

します。 
また、簡易水道事業においては、統合整備事業を進める中で、一宮町、春日居町、境川町に

おいて新設の配水管の布設工事を行う予定で、総延長８，０５４メートル布設いたします。施

設建設事業として、石和町松本配水場の外構工事と春日居町のＲＣ造り１５０トンの配水池の

築造工事を実施いたします。 
また、下水道事業につきましては、旧合併町村の下水道事業全体計画が平成２２年度に完成

予定でありましたが、ここで見直しを行い１０年延長し、平成３２年を完成目標に、改めて笛

吹市下水道計画認可業務を行ってまいります。 
なお、旧町村におきましては、今年度をもって計画された下水道事業が完成する区域もあり、

市全体として当該工事は順調に推移しております。さらに、事業の進捗率を上げると同時に、

供用開始された地区につきましては、全戸が３年以内に下水道へ接続するなど、さらなる水洗

化率の向上を目指してまいります。 
次に、「活力と交流の産業づくり」についてであります。 
近年は鉄道が通り、道路交通網が整備されつつあり、大都市である京浜地方との時間距離が

縮まり、自然環境の良さも相まって、人・物の交流が盛んな土地となっております。市の面積

は１６４平方キロメートル、そのうち森林が５０％、農耕地が２１％、３，５００ヘクタール

であり、第一次産業である多くの農家が観光果樹および果実直売所を営み、第三次産業化した

実態となっております。切り離すことのできない果樹と観光に、自然環境と相まって本市を支

える礎となっております。 
そこで、産業全体を押し上げるために、本年度、以下の施策を展開してまいります。 
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まず、農業振興については、「桃・ぶどう日本一の郷」を担う農業後継者の支援、および農

業経営の合理化・近代化を図るため、農業生産法人設立への支援を図ってまいります。また、

春日居の桃、一宮の桃・ぶどう、石和の柿など、全国に知られたブランドのさらなる周知に努

めるにはもちろんのこと、改めて「桃・ぶどう日本一の郷 笛吹市」のＰＲ、消費拡大対策を

ＪＡと共に推進いたします。それには、笛吹市で生産されるみずみずしい果実と野菜の、さら

なるイメージアップが大事であります。 
ホタルの舞う、清らかで豊かな水系、恵まれた自然環境をアピールしていくためにも、安ら

ぎ空間整備事業として、ホタル保護育成団体への活動支援を図ってまいります。 
また、これまでも多くの果樹生産農家は、エコファーマーとして低農薬・有機肥料栽培に努

め、食の安全・安心がクローズアップされる中、その果実は消費者に好評であります。 
そこで、これからもその拡大と地産地消事業推進のため、市内の農産物直売所、農産物加工

所の充実に努めてまいります。 
また、山地に近い農業経営支援策として、最近、増加しつつあるイノシシ等の有害鳥獣被害

防止策として、柵の設置を地域の協力を得て、御坂町の一部と境川の２７キロメートルについ

て進めてまいります。 
続いて、土地改良事業についてであります。 
農業の生産・流通・農地農村環境の向上等につながる農道・水路等の改修などの農業基盤整

備については、昨年に引き続き地域からの要望も踏まえ、その必要性・緊急性などを勘案し、

積極的かつ計画的に進めてまいります。 
また、今年度は地域ぐるみで、農地や水を守る効果の高い共同活動や、自然保全に向けた営

農活動への支援事業の実効性検証施策を実施してまいります。 
次に、観光事業であります。 
合併前から検討事項でありました、観光協会の一本化については、協議の結果、笛吹市観光

連盟として発足することになりました。当面、各観光協会としての組織体制は残すものの、早

い機会に統合していくこととしております。また、連盟の体制整備づくりと強化策として、法

人化に向けて準備も進めてまいりたいと考えております。 
さて、来年はＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映の年であります。県では、この機会にと

大型観光キャンペーンを市町村とともに展開することとしております。それには、「甲斐の国 

千年の都 笛吹市」の歴史遺産として、文化財を改めて調べなおし、市民それぞれの共有の財

産とし、また訪れる観光客の皆さまにも、この地に伝わる歴史ロマンに浸っていただきたいも

のだと思っております。 
幸いにして、昨年１０月には県立博物館が御坂町地区にオープンし、既存の釈迦堂遺跡博物

館等、施設が充実してまいり、市内の多くの遺跡など合わせて見所がたくさんあります。多く

の観光客に訪れていただくためにも、もてなす心とその環境整備が大事であります。 
そこで、本年は、清流・笛吹川を舞台にした石和温泉花火大会で席取り争いの回避、石和鵜

飼などのイベント対応、年間を通して川の自然から与えられる安らぎ・癒し機能への対応とし

て、笛吹川河川敷内に観覧席を設置することといたしました。観光客誘致に努め、本市として

これからも「住んでよし、訪れてよし」のまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 
次に、「個性輝く自立した人づくり」についてであります。 
まず、学校関係でありますが、情報化社会の中で子どもたちの成長ぶりには目を見張るもの
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があります。その反面、運動能力の低下や肥満傾向の子どもたちが増加したり、心身のバラン

スが取れない人格形成上の課題も指摘されております。これからの教育の支援対策等、各学校

と協議を重ねてまいります。 
また、何の罪もない子どもたちが殺害されてしまう凶悪事件が発生し、心が痛みます。この

問題は、学校や警察だけでなく、地域住民全体で、わが事と受け止めていただき、犯罪防止に

あたることが大切であると思います。特に、通学路での事件につきましては、車の通行が少な

いことから選ばれた通学路が、逆に死角をつくってしまったこともあり、既に各学校で調査し

ている通学路の見直しを早急に検討を進めてまいります。 
また、スクールガードリーダーを中心にボランティアとして、登下校時の声掛けやパトロー

ル等、それぞれの地域において、それぞれの人ができることを実行してほしいと願っておりま

す。 
平成１７年度に配置しました市単講師等につきましては、平成１８年度も必要な人員を確保

し、さらに効果が上がるよう配置していきたいと考えております。 
また、施設関係につきましては、一宮中耐震診断、石和中学体育館整備事業、富士見小体育

館屋根改修工事、浅川中暖房設備改修工事、さらに一宮中校庭整備事業等を計画いたしました。

さらに、通学区域再編の検討を進めるための調査を行います。また社会科副読本関係事業、小

学校ＡＬＴ設置関係事業等を進めてまいります。 
緊急時の対応に資するための自動体外式除細動器の設置につきましては、学校も含めて市全

体として効果的な施設への設置を考えております。 
次に、社会教育についてであります。 
自治体の発展のバロメーターの一つは人口の増加といわれております。そして、将来を託す

青少年の健全な育成は新市建設の基本でもあります。特に、少子高齢化の今日、家庭、地域、

学校などが連携し、安全な生活環境を保つことが大切であります。 
そこで、「笛吹市青少年育成推進協議会」を設置し、地域の伝統文化を受け継ぎ、笛吹市が

目指す「躍動するふれあい文化都市」建設に参加してくれる青少年の健全育成に努めてまいり

ます。 
また、市民講座につきましては、スコレー大学をベースに各施設を利用し、生きがいづくり、

健康づくりを目的に、全体で１５０の講座を計画しました。文化協会や愛好者の会など、講座

開設希望のありました団体にも、講師として講座の運営をしていただき、市民の皆さまに自主・

自立した活動をしていただきたいと考えております。 
また、社会教育施設の改修工事につきましては、境川総合体育館の雨漏り等がひどくなって

きておりますので、外壁塗装および防水工事を計画いたしております。 
さらに、文化財関係につきましては、史跡甲斐国分寺跡の整備を国庫補助等を受ける中で執

行いたします。なお、今後も市内に数多く分布しております埋蔵文化財等の保護、および出土

品の活用等に関し、適切な管理に努めてまいります。 
スポーツ振興につきましては、２月に行われましたトリノオリンピックに、市内在住の逸見

佳代さんが出場されました。これは、市民全体の喜びでもあり、名誉でもあります。逸見選手

は小さいころからの夢が、オリンピックへの出場であったと聞いております。実現には、彼女

自身の努力と家族や周りの人の協力があってのことでございますが、市としても次代を担う子

どもたちの夢に対して支援ができれば、うれしいことだと思います。 
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そこで、１，７２０人が参加している、市内６３団体のスポーツ少年団への補助を積極的に

行い、その活動に期待したいと思います。 
４月には、第１回となります「笛吹市体育祭り」の計画が進行しております。また、いちの

みやマラソン大会、みさか全国ゲートボール大会、水ウォーク等も開催予定でありまして、全

国からたくさんの参加者が、笛吹市を訪れてくださることを期待しております。 
また、図書館につきましては、利用者のニーズが高度化されてきており、現在では図書館使

用等も本ばかりではなくＣＤやＤＶＤ等も要求されます。登録者数も約５万１，５００人、昨

年の年間貸出件数は５６万３００件でありました。これは県内においても類を見ない数であり

ます。 
それぞれの地域を生かしたイベント等も積極的に開催しており、これからも利用者のニーズ

に応えることができる図書館にしていきたいと考えております。 
以上、私の市政運営にあたって所信の一端を述べさせていただきました。 
いずれにいたしましても、市の将来構想であります“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍

動するふれあい文化都市」を目指し、事業展開を図ってまいります。 
議員各位をはじめ市民の皆さまの積極的なご支援、ご協力をお願いする次第であります。 
続きまして、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。 
今回、専決処分の報告が２件、条例案５１件、予算案２６件、指定管理者の指定案件２２件

など、合わせて１０７件となっておりますが、主なるものの概略を申し上げます。 
まず、専決処分の承認についてであります。 
専決処分させていただきました案件は、「甲府市との間における小学校の義務教育に関する

事務委託」および「甲府市・中央市中学校組合との間における中学校の義務教育に関する事務

委託」についてであります。 
この事務委託につきましては、境川町寺尾地域の一部の児童・生徒が、旧中道町にある小学

校および中学校に引き続き区域外通学することに関して、規約を定めて行うものであり、中道

町が甲府市に編入合併した３月１日から施行する必要があったため、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、専決処分を行いましたので、これを報告し、承認をお願いするものであり

ます。 
次に、条例案についてでありますが、今回、提案する条例案５１件のうち、指定管理者制度

導入に関する条例案が２６件、その他の条例案が２５件となっております。 
はじめに、指定管理者制度の導入にかかわる条例の制定および改正についてであります。 
指定管理者制度を導入するにあたって、公の施設を指定管理者に行わせることができる旨、

指定管理者が行う業務の範囲、秘密保持、利用料金制などについて定める必要があることから、

笛吹市健康増進施設条例ほか２５件の公の施設の条例の改正、または制定を行うものでありま

す。 
指定管理者については、昨年９月に基本条例を制定し、より効率的な管理運営に民間のノウ

ハウを活用し、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的として、本年４月１日から

の導入に向けて、今回、指定管理者の指定議案２２件とともに提案させていただくものであり

ます。 
次に、笛吹市職員給与条例の一部改正でありますが、人事院勧告および給与構造改革に伴い、

職員の給与の改定等にかんがみ所要の改正を行うものであります。議会議員の報酬ならびに市
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長、助役、収入役および教育長の給与についても、同様の措置を講ずるものであります。 
また、笛吹市職員給与の特例に関する条例の廃止であります。昨年７月から給与の特例によ

り、職員等の給与の減額を行ってまいりましたが、特例期間が終了すること、および給与条例

が改正されることに伴って、本条例を廃止するものであります。 
笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部改正でありますが、現在、国保世帯の乳幼児医療

費の保護者負担の部分について市の負担としておりますが、平成１８年４月から国保世帯の乳

幼児が市内医療機関で診療を受ける場合について、窓口無料化を実施するため、所要の改正を

行うものであります。 
笛吹市手数料条例の一部改正ですが、石綿による健康被害の救済に関する法律が施行された

ことに伴い、特別遺族給付金を受けようとする者に対して、戸籍に関して無料証明を行うこと

ができるように定めるものであります。 
笛吹市介護保険条例の一部改正でありますが、平成１８年度から平成２０年度までの３カ年

を１期とする、第３次介護保険事業会計の策定に伴い、保険料率の改正、税制改正による激変

の緩和措置など、所要の改正を行うものであります。 
次に、平成１８年度当初予算につきまして概略をご説明申し上げます。 
平成１８年度当初予算編成におきましては、引き続き厳しい財政運営が予想される中で、歳

入の確保と経費節減に努め、市財政の健全性を確保しながら、行政水準の維持向上を図るもの

とし、限られた財源の中で効果的な予算とするため、新たに各部局へ予算枠配分方式を導入し、

予算編成を行ったところであります。 
平成１８年度笛吹市一般会計予算でありますが、総額を２５５億１００万円と定めるもので

あり、前年度当初予算との比較ではマイナス３．１％、８億２，１００万円の減額予算となっ

ております。 
このうち、歳入では、市税は定率減税の縮減等により、３．４％増の８２億５千万円とし、

地方交付税は昨年と同額の６７億円を見込む中で、財政調整基金等からの繰入金は２８％減の

７億６千万円としております。 
また、歳出では、１０８億８千万円を義務的経費とし、投資的経費は３５億３千万円として

おります。 
このうち、主な事業は、まず総務費の４１億２千万円は、主に職員人件費、庁舎管理費、電

算システムの維持管理費などであります。総合計画策定費７４０万円、芦川村との市町村合併

準備費１億８００万円も、ここで予定しております。 
次に、民生費の６８億９千万円は、社会福祉費、児童福祉費、生活保護費などであります。

このうち、生活保護などの扶助費は総額で３５億２千万円を予定しております。 
次に、衛生費の１７億６千万円は、保健衛生費、環境衛生費、清掃費などでありますが、こ

のうち塵芥処理などの清掃費は８億４千万円を予定しております。 
次に、農林水産費１６億７千万円は、御坂、一宮などの樹園地内農道・水路改修の畑地総合

整備事業に３億７千万円、笛吹川沿岸土地改良事業などに７億４千万円を予定しております。 
次に、商工費の４億２千万円は、商工関係団体への補助事業に３，２００万円、観光宣伝、

観光イベント事業に１億３千万円、観光施設整備事業に１億２千万円が予定されております。 
次に、土木費の３９億７００万円は、道路架橋費、都市計画費などでありますが、このうち

一宮、境川などの緊急地方道整備事業に３億６千万円、準用河川成田川の改修事業に１億円、
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また石和駅前土地区画整理事業に２億８千万円のほか、八代南ふれあい公園整備事業も予定し

ております。 
次に、消防費の１０億２千万円は、常備消防負担金が６億７千万円、消防施設費１億６千万

円となっております。 
次に、教育費の２６億２，７００万円の主なものといたしまして、小学校費に５億９，７００万

円、中学校費に３億５，４００万円、社会教育費に９億７，７００万円となっております。 
また、地方債につきましては、減税補填債を７，５００万円、臨時財政対策債を１０億５千

万円、合併特例債を９億９千万円など９件を定めるものであります。 
次に、笛吹市国民健康保険特別会計ほか６特別会計の平成１８年度の予算でありますが、国

民健康保険特別会計は総額を７４億７千万円に、老人保健特別会計は総額を６０億８千万円に、

介護保険特別会計は総額を３７億円に、新規に設置する介護保険サービス特別会計は４，

１００万円に、公共下水道会計は総額を３９億７千万円に、簡易水道特別会計は総額を１０億

７千万円に、温泉事業特別会計は総額を６，４００万円とするものであります。 
また、黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきましては、総額を３，９００万円とするもの

であります。 
平成１８年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入および支出を１０億１千万円

に、資本的収入を２億３千万円、同支出を６億６千万円とするものであります。 
次に、補正予算につきまして、概略を説明申し上げます。 
本年度基本目標に掲げました使い切り予算をやめて、一つひとつの事業の目的をしっかり見

極め、成果を十分に上げようという合言葉に、今年度の予算の執行をしてまいりました。その

結果、大幅な減額となりましたので、今議会におきまして補正予算の計上をさせていただきま

す。 
 平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）でありますが、平成１７年度の事業確定に

伴う予算となっており、補正額を１２億１，６００万円の減額とし、総額を２７４億９００万

円としております。 
 まず、歳入の主なものでありますが、市税を６，７００万円、地方交付税を１億５，１００万

円、県支出金を１億４００万円それぞれ増額し、国庫支出金を３千万円、繰入金を１３億２，

４００万円、市債を１億８，２００万円それぞれ減額するものであります。 
 また、歳出の主なものでありますが、職員人件費など総務費を１億１，７００万円、国保・

老人会計拠出金など民生費を１億６，５００万円、道路新設改良費、下水道繰出金など土木費

を４億４，７００万円、学校施設改修費残額など教育費を１億８００万円、それぞれ減額させ

ていただくものであります。 
 なお、今回の補正予算は年度末の予算残額の調整もあり、財政調整基金ならびに減債基金か

らの繰入金を減額調整し、年度当初と同額に戻す中で、新たに公共施設整備基金に３億円の積

立金も併せて行うものとしております。 
 次に、笛吹市国民健康保険特別会計ほか５特別会計の１７年度補正予算案でありますが、国

民健康保険特別会計では５，９００万円、老人保健特別会計では７７０万円、介護保険特別会

計では１億９千万円をそれぞれ増額し、公共下水道特別会計では４億５，３００万円、簡易水

道事業特別会計では１億９，４００万円、温泉事業特別会計では２５万６千円、それぞれ減額

としております。 
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 平成１７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）でありますが、収益的収入を１，

４００万円の減額、資本的収入を１億７，１００万円の減額、同支出を２億６，５００万円の

減額とするものであります。 
 次に、公の施設に係る指定管理者の指定でありますが、公募施設２０件、非公募施設９件に

ついて、指定管理者の選定を行い、市と指定管理者の協議、協定内容により、本年４月１日か

ら指定管理者に管理を行わせるため、今回、提出の２２案件について、地方自治法第２４２条

の２第６項の規定により、議決をお願いするものであります。 
 そのほか案件につきましては、議案書に提案理由を付記しておりますので、それによりまし

て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、ご議決をいただきますようお願い申し上げまして、あいさつと提案理

由の説明に代えさせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 

 続いて、承認第１号および承認第２号について、補足説明を求めます。 
 説明を教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
 承認第１号 「甲府市と笛吹市の間における義務教育に関する一部事務委託の専決処分の承

認を求めること」および、承認第２号 「甲府市・中央市中学校組合と笛吹市との間における

義務教育に関する一部事務委託の専決処分の承認を求めること」について、説明をさせていた

だきます。 
 境川町間門地域の小中学生は、昔から中道北小、笛南中学校に通学しておりますが、平成

１８年３月１日に中道町が甲府市に編入することに伴い、区域外就学の扱いになります。甲府

市としては、昭和２９年から昭和町の清水新居地区の児童生徒が国母小、貢川小、富竹中、甲

府南西中への通学につきまして、甲府市と昭和町の間で事務委託に関する規約を定めておりま

した。 
 これに基づいて、笛吹市とも規約を定めることとなりましたが、３月１日に中道町がなくな

り、甲府市の小学校、甲府市と中央市との組合立中学校への通学に関し、一部事務の委託に関

する規約を平成１８年３月１日から施行し、児童・生徒を受け入れてもらうために、議会を招

集していただく時間的な余裕がありませんでしたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第７９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。 
 以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
 これより、承認案件２件についての質疑を行います。 
 （ な し ） 
 以上で質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題となっております２件については、委員会付託を省略し、直ちに討論・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） 
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 ご異議なしと認めます。 
 これより、承認第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 採決を行います。 
 本件について、承認すること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、本件については承認することに決しました。 
 続いて、承認第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 採決を行います。 
 本件について、承認すること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、本件については承認することと決しました。 
 この際、申し上げます。 
 議案第２号から議案第１０６号の案件については、審査を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、それらの案件につきましては、大綱的な質疑にとどめたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱的な発言を許します。 
 （ な し ） 
 以上で質疑を終結いたします。 
 ただいま、議題になっております日程第７ 議案第２号から、日程第１１１ 議案第

１０６号までの１０５案件については、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。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りいたします。 
 明日８日は議案審査のため休会といたします。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 ご異議なしと認めます。 
 したがって、明日８日は休会とすることに決定いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 次の本会議は、９日午前１０時から再開いたします。 
大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ２時４５分 
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再開  午前１０時００分 
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

おはようございます。 
再開いたします。 
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、これより本日の会議を開きます。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
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。 
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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第１ 「代表質問」を行います。 
念のため申し上げます。 
質問については、申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 
なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして、議事進行にご協

力をお願い申し上げます。 
まず、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
ただいま、議長の許可をいただきました、日本共産党の渡辺正秀でございます。 
日本共産党笛吹市議団を代表いたしまして質問いたします。 
まず、最初に、行革大綱および集中改革プランについてであります。 
行革大綱を読みまして、それに対する私の感想は、［官から民へ］強調されておりますが、

要するに自治体の縮小だなと。それから、企業の経営手法を自治体運営に生かしていく、自治

体の企業化が進む、そして満足度調査という言葉もございます。ここで浮かび上がる笛吹市の

姿は、市民は主権者から消費者に格下げして、市はサービスを売るスーパーマーケット型自治

体、こういう印象だと、これが、私が読んだ感想でございます。 
そういうことで、以下、伺いたいと思います。 
まず、第１の質問は、大綱の性格についてであります。 
あえて、こうした質問をするのは、昨今は国でも地方でも諮問委員会ばやり、諮問委員会の

答申は、学識経験者と市民代表でつくられたと言って、天の声であるかのように扱われます。

これは議会制民主主義の補強でも民主主義の発展でもないと、私は考えます。 
そこで、大綱は市民の総意を結集して策定されたか、また、大綱は議会と市民を含む市全体

の総意と位置付けられるかどうか、伺いたいと思います。 
第２の質問は、行革大綱は自治体の役割と今日的課題をどのようにとらえているかという問

題であります。また、何のための行革と行革大綱には記されているか。この点については、行
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革推進委員会の最後の会議でも、何のためかというのが非常に不明確ではないかという意見も

出されていると思います。行革大綱実施後の自治体像をどうとらえているのか伺いたいと思い

ます。 
第３に、公共施設運営の見直しに関して伺います。 
私たちは、指定管理者制度には基本的に反対でありますが、自治法に定められた今、慎重な

運用を求めるものであります。その立場から、以下、３点について伺います。 
第１は、直営にすべきもの、指名による指定管理者の選定とすべきもの、公募によるべきも

の、この区別の基準をしっかり定めることが必要と思うが、いかがでしょうか。 
２つ目に、市民の協力のもと発展してきた施設も多いのではないでしょうか。例えば、あの

素晴らしいみさかの湯のバラは、地域住民のボランティアの協力で育てられました。また、そ

のことが地域の和、地域と行政の和を育んでいるのであります。営利企業が指定管理者になっ

た場合、従前どおりの市民と行政の関係が得られるのか。その例に限らず、指定管理者の導入

の検討にあたっては、利用者、関係者の意見を事前に聞く、こうした制度が必要と思うが、い

かがでしょうか。 
３つ目に、指定管理者制度導入による経費削減効果を１８年度、２月２１日の議会への説明

の資料では５，３００万円、集中改革プランではおよそ９，５３０万円としておりますが、比

較基準年の支出見込額などを精査した正しい試算かどうか、伺いたいと思います。例えば、平

成１７年収支見込額で指定管理者の経費に移行しない大型改修費や地元交付金など。２つ目に

人件費・経費の過大な見積り。３つ目に収入の計上漏れ、４つ目に料金引き上げなど、別の要

因が入っていなかったか、伺います。 
これらを精査すると、１８年度の指定管理者導入効果は、２月２１日の資料および集中改革

プランに比べて、どの程度の下方修正が必要になるか伺います。 
２番目に、平成１８年度予算案と市民生活について伺います。 
まず、第１は、歳入の減がございますが、この減の主なものは、１つは指定管理者制度導入

による使用料・手数料の減、２つ目に１７年度基金積立増による繰越金の減、３つ目に繰入金

の減、要するに基金の取り崩しの減、そして、４つ目に市の借金・市債の減、この４点が歳入

の減の主なものと、このように見てよろしいかどうか伺います。 
２つ目に、歳出の主な減は金額で、まず総務費の人件費・物件費、それから、２つ目に衛生

費で水道会計への出資、３番目に教育費のうち物件費、このように見てよろしいかどうか伺い

ます。 
３つ目に、事務事業評価事業委託に２４８万円が計上されておりますが、このことは自治体

固有の基本的な仕事でございます。職員と市民の手で行うべきではないか、伺いたいと思いま

す。 
以上で、私の代表質問を終わらせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
おはようございます。 
ご苦労さまでございます。 



 ２５ 

日本共産党の渡辺議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 
質問の要旨で、行政改革大綱の集中プランに対するご意見・感想をいただいたわけでありま

すけれども、ちょっと私に理解できない点がございました。「市民は主権者から消費者に格下

げ」という言葉をお使いになりましたけれども、私は、市民と主権者そして消費者、全部一つ

で一緒ではないかと思います。 
私が常に申し上げておりますのは、市民第一主義でものを考えていこうということで、今、

職員にも申し上げております。これはどういうことかと申しますと、いままでの行政のあり方、

それを大きく変えるのが行財政改革であります。その中の一番大きなポイントというのは、意

識改革をしない限り行政改革はできないと、私は思っております。 
したがいまして、渡辺議員さんが今回の行政改革大綱の中で、消費者に格下げをしたと、こ

ういう見方をされるのは非常に､私としては不本意でございますし、なおかつ、日本共産党の

中で、消費者というのは市民よりも、いわゆる格差があるんだと、こういう見方に対しても、

大変疑問に思うわけであります。 
また、笛吹市の将来像はスーパーマーケットになるというふうなご指摘でございますが、私

が今申し上げておりますのは、これからの行政というのは、行政経営というような言葉も大変

使われておりますし、なおかつ、それぞれ一人ひとりの職員が公共ビジネスマンになろうと、

こういうことも大きく掲げております。これはなぜかと申しますと、いままである官の良さ、

いままでやってきたことも大変素晴らしいうこともたくさんありますけれども、確かに、幾つ

か民間の技法を導入しながらやらなければならない点というのも、たくさんございます。 
今回の行財政改革、やはり費用対コスト、こういったことが非常に大きな形でクローズアッ

プしてきているわけでございますから、私としては一人ひとりの職員が公共ビジネスマン、こ

ういうことをしっかりと勉強した上で、行財政改革を進めていきましょうと、こういうことを

申し上げているわけであります。 
ぜひとも、そういった点についてそれぞれの立場で今のような、消費者というのは差別があ

るのかどうか、そういう格差があるのかどうか、そのへんについての言葉の意味をしっかりと

ご説明いただければ、ありがたいと思います。 
それでは、内容についてのお答えを申し上げます。 
はじめに、行政改革大綱および集中プランについてでございます。 
まず、大綱は市民の総意を結集し策定されたか、大綱は市長の行政改革方針か、あるいは、

議会と市民を含む市全体のものと位置付けられるかとのご質問でございます。 
今回の大綱案には、市民も市職員も含んだ市民と行政のもとに位置付け、市民と市職員の参

加のもとに策定をさせていただきました。市民の参加につきましては、市内の学識経験者と公

募市民、区長連合会、団体役員で構成され、行政改革推進委員会を設置し、７回に及ぶ会議を

公開で開催し、十分に議論を行っていただきました。渡辺議員さんも会議の傍聴に来られたと

聞いております。 
なお、当委員会の会議録は、市のホームページにすべて公表をさせていただいております。

また、大綱および集中改革プランの素案策定後は、市のホームページや市役所窓口におきまし

て、パブリックコメントの手続きを実施しいたしました。その結果、市民２人の方から素案に

ついてご意見をいただいております。いただきましたご意見の中には、参考になる提案も含ま

れております。こうした提案を真摯に受け止め、計画の一部に反映させていただく予定であり
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ます。 
次に、議会のものと位置付けられるかというご質問でございますが、市議会に対しましても、

ご案内のとおり２月３日の全員協議会において報告させていただき、ご意見をちょうだいした

ところでございます。ありがとうございました。 
その際に、お気付きかと思いますが、今回の行政改革大綱案では市議会の改革については触

れておりません。市議会の改革につきましては、その必要性の有無も含めまして、議員各位が

現状を最もよく認識されておりますのではないかと思います。議会自らの判断で改革を進めて

いくかどうかを検討していただきたいと、こんなふうに考えております。なお、行政改革推進

委員会の中でも、市民の代表の方から市議会の改革についての意見が出されましたが、今回は

市議会議員の判断に任せるという結論にいたしましたので、ご報告を申し上げておきます。 
次に、行政改革大綱は自治体の役割と今日的課題をどうとらえるか、あるいは、何のための

行政改革かが記されているか、行政改革大綱実施後の自治体像を問うというご質問でございま

す。 
行政改革の最終目的は、市政の理念や政策目標を効率的に実現するために、市行政の持てる

力と資源を最大限に引き出すことができるよう、行財政の仕組み、つまり制度や組織、また運

用を大きく改めることであります。市政の政策目標については、新市建設計画に掲げてありま

す「躍動するふれあい文化都市」の実現であり、効率的に実現するには、地方自治法の第２条

第１４項に「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては住民の福祉の増進に努めるも

のと、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。」と規定されております。

また、同１５条にも「地方公共団体は既にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の

地方公共団体に協力を求めて、規模の適正化を図らなければならない。」と規定されておりま

す。 
国・地方の財源不足、高齢化の進展、人口減少社会の到来といった今日的な課題の中で、６町

村の合併により誕生した笛吹市が市政の目標を実現するためには、時代に即した自治体像を実

現する必要があります。 
そこで、人・物・金・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ため目標を

掲げ、本大綱を策定いたしました。 
次に、渡辺議員の代表質問の中に、本大綱が官から民へ、企業の経営手法が自治体の企業化

に結びつくとの説明がございましたが、官が民に向っていくのではなく、民間の素晴らしいと

ころを行政に積極的に取り入れるということでございます。また、官の素晴らしいところ、民

の素晴らしいところを、それぞれ一長一短あると思いますので、ベターな方法を取り入れるこ

とにより、市民サービスとコスト削減を両立していくということが可能であると思います。こ

れからの自治体運営には必要な視点だと私は考えております。 
続きまして、公共施設運営の見直しについてでございます。 
まず、公の施設の管理運営を直営にすべきもの、指定管理者制度に移行するもの、また、指

定管理者に移行する場合に公募にすべきもの、公募によらずに指定によるものの区別の基準を

定めるべきでは、とのご質問でございますが、ご承知のように、指定管理者制度は公の施設の

管理に民間業者や団体等の能力・ノウハウを幅広く活用し、利用者に対するサービスの向上を

図るとともに、行政経費の縮減を図ることを目的とするものであります。 
これまで直営や外郭団体等に管理委託を行ってきた公の施設について、管理経費やその管理
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運営のあり方を見直すよい機会であると考えております。 
笛吹市には、１２５の指定管理者制度の対象となる施設がございます。これらの施設は、法

的に指定管理者制度へ移行が可能な施設でございます。 
区別の基準を作るべきではとのことでございますが、市では昨年４月に検討委員会を立ち上

げ、制度導入の基本方針を策定し、検討を重ねてまいりました。この基本方針が基準にあたる

と考えております。その施設が直営のままがよいのか、指定管理者制度に移行することのほう

がよいのか、基本方針をもとに一定の判断をしてまいりました。 
指定管理者を導入した場合、市民が利用するにあたって平等性・公平性を確保できるか、民

間に任せることに法令上の制約がないかどうかなどを前提にとしながら、基本方針では現に管

理委託をしている施設につきましては、法の趣旨を踏まえ、原則的に指定管理者へ移行する方

針で検討してまいりました。 
また、直営施設につきましては、制度を導入することにより、利用者に対するサービスの向

上と人件費や管理経費の節減といった、指定管理者制度の導入メリットが見込まれることを条

件に検討を行い、そうした検討の中におきまして、２９の施設につきましては、１８年４月か

らの指定管理者制度導入に向け準備を進めているところでございます。 
したがいまして、導入メリットが期待できない施設、指定管理者になじみにくい施設もござ

いますので、今後も公の施設の管理をどのような方向で行えば、施設をより効果的・効率的に

管理運営できるかなどの点について十分議論し、市民の皆さまの理解をいただきながら進めて

まいりたいと思います。 
また、導入にあたりまして、公募か非公募かの区別でございますが、法の趣旨からいたしま

しても、原則的には公募すべきと考えております。ただ、例外的に地域の集会施設など地域に

密着している公の施設につきましては、公募はなじまないと思います。いわゆる、指定という

方法によることがよろしいのではないかと考えております。 
次に、市民の協力のもと発展してきた施設が多いが、営利企業が指定管理者になった場合、

従来どおり市民の協力が得られるか。利用者、関係者の意見を事前に聞く必要はないかとのご

質問でございます。 
指定管理者を導入することにより、文化施設、福祉施設、公園などの管理を株式会社や公益

法人、その他の団体等の民間事業者が行うことにより、公の施設が十分に活用され市民にとっ

てより使いやすいものになること、管理費用が低廉になること、市民活動が盛んになることが

期待されております。 
施設の設置目的が従前と変わるものではございませんので、市民と行政と指定管理者の協力

のもとに、これまで以上、有効活用されますよう期待しております。 
また、４月から導入する施設につきましては、チェック体制はもちろんのこと、利用者のモ

ニタリング等も行い、市民の意見を十分に反映させながら、情報を積極的に開示しながら進め

てまいりたいと考えております。 
次に、指定管理者制度による経費節減見込みについてご質問でございます。 
去る、２月２１日と３月８日に開催されました議員研修の際に関係部局から、よく精査しご

説明申し上げたところでございます。経費節減見込みは、改修工事費、積立金、地元交付金な

どは除いて算定してございます。人件費につきましては平均的な額での算定となっております。

給料、手当、共済費、負担金等々含め、正職員の場合は７００万円、臨時職員の場合は２５０万
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円の算定となっております。そのほかの経費につきましても決算見込額で比較しておりますの

で、過大ではないと思います。収入につきまして、使用料収入、あくまでも見込みでございま

すが、当然計上してございます。 
料金引き上げ等、別の要因が含まれていないかとのご質問もございますが、基本的には指定

管理者導入による利用料金の引き上げはございません。市の条例で定められた額の範囲内で協

議を行っております。 
これらを精査した中で、１８年度の指定管理者導入効果はどの程度の下方修正になるかとの

ご質問でございますが、導入初年度の１８年度、約３，７００万円程度の経費節減を見込んで

おります。温泉施設や文化施設、公園など指定管理者制度を導入することによって、会館時間

延長や接遇等運営内容、公共サービスの質の向上、他の民間サービスとの相乗効果の比較力や

施設の魅力がアップし、集客力の向上が期待できるなど、導入効果が図られるのと考えており

ますので、利用者増加、集客力の向上等によりまして、２年目以降、さらに行政経費の縮減が

期待できるところであります。 
次に、平成１８年度予算と市民生活についてお答えいたします。 
まず、歳入の減の主なものは何かということで、指定管理者制度導入に伴う使用料、手数料、

基金積立金に伴う繰越金あるいは繰入金、市債等の減によるものか、とのご質問でございます

が、この内容につきましては、市内温泉４施設の使用料および分湯料が１億４千万円の減額と

なります。ほか福祉センター、農産物加工センター、スコレーセンター、桃の里ふれあい館等

の使用料、および一宮有線テレビ使用料などが３，４００万円の減額となっております。さら

に、クリーンセンターの管理委託に伴いまして、し尿処理手数料につきましても１，１５０万

円の減額としております。 
また、基金積立に伴う繰越金の減額につきましては、３月補正で各事業を精査した結果、不

用額が出ておりますので、財政調整基金につきましては、１７年度の繰入額１２億２，９００万

円は減額し、積立を予算化した５億円もここに減額することで、１６年度末の基金総額の

２１億円に戻すこととしながら、公共施設整備基金に３億円の積立をすることで、１７年度か

らの繰越金はできる限り見込まないこととして減額をしております。さらに、市債の減額につ

きましては、主に総務債となっておりますが、上水道事業債の笛吹畑かん広域水道事業整備債

が１７年度の単年度事業であったため、新年度は減額となっております。 
次に、歳出の主な減額につきましては、総務費の人件費・物件費が大きく減額となっており、

特に職員人件費につきましては、前年比２億２，１５０万円の減額となっております。これは

１７年度末退職者予定２０名分の人件費を除いているためが主な要因であります。また、物件

費につきましては、臨時職員の賃金および事務事業の見直し等による需用費・役務費等の減と

なっております。さらに、衛生費では水道会計への出資金の減、教育費は事務事業の見直し等

による経費節減分も大きな減額となっております。 
次に、事務事業評価事業についてのご質問でございますが、事務事業評価とは、市が現在実

施している各事務事業について、年度当初に目標を立て、事業執行の必要性・有効性・効率性

などを職員自らが客観的に評価し、次年度以降の事務事業の見直しや予算編成に活用していく

方法です。 
本市といたしましては、平成１８年度導入に向けまして、本年１月に職員によるワーキング

グループを立ち上げ、４月を目標に管理職員以上の評価研修を計画しています。当初予算計上
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いたしました２４８万円につきましては、この研修委託料となります。また、ご質問にもあっ

たように、これらを内部だけの評価にとどめず外部評価委員会の導入や、市民や議会にも公表

し、意見を聴取した上で、執行中の事業の見直しや次年度の計画に反映させていきたいと考え

ております。 
以上、渡辺議員の質問の答弁とさせていただきます。 
よろしくご理解をお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
残り時間も少ないようですから、行政改革全般については、既に私も市長のところにパブ

リックコメントを出してございます。その中で丁寧に質問したり意見を述べておりますので、

また別な機会にその点については、どのような考えか、ホームページ等で紹介していただけれ

ばありがたいと思います。 
ここに資料をお配りしていただいておりますが、市長は先ほど、指定管理者に移行しない経

費等は含まれていないという話だったわけですが、これは集中改革プラン、および２月２１日

の資料に対して、担当課や総務に行って散々こういうものは外すべきだということを言って、

やっと昨日になってある程度外されたというのが、３，７００万円の指定管理者導入効果とい

うことですが。集中改革プランの導入効果はここにありますように９，５００万円、それから

２月２１日の資料には５，２００万円、昨日の資料によりますと３，７００万円。 
これ以外に、この下に書いてありますとおり、さらに修正しなければならない部分というの

はございます。例えば、スコレーセンター、スコレーパリオ等を見ますと、運営の実態はほと

んど変わらないわけですが、いままで教育委員会の職員１．２人分を、例えばスコレーセンター

の管理に充てていた、費用に充てていた。それを名目的に外して､今度は教育委員会だけの費

用というようにする。要するに付け替えです。総費用は変わらないわけです。そういう点では、

こういうものが果たして導入効果と言えるかどうか。また、みさか桃源郷公園、この点は非常

に安くなっているわけですが、安全性が確保されていないのではないか。そして、この点につ

いては、私のさらに修正が必要とする数字には反映しておらないわけです。 
そんな具合で、導入効果というのは、金額で言うと１，６００万円以下になるのではないか

と見込んでいるわけですが、この間の計画からして、そのへんについての感想を一言、もしあ

ればお聞かせ願いたい。 
そして、こうした点を踏まえてもう一度、最終的な導入効果の試算を行う考えがあるかどう

か１点、聞きたいと思います。 
２つ目に、行革大綱とこのプラン、ずいぶん数字が現時点で、１８年度の見通しから大幅に

ずれているわけです。なぜこういう事態が起こるかと言いますと、官から民へというのが、効

率的で正しいことだという思い込みがあるのではないかと。その思い込みで現場を軽視、そし

て精査をしていないということが、こういう見込み違いになったと思うわけです。そういう意

味で、集中改革プランについても、初年度から数字が大きく狂っているわけですから、早急に

見直す必要がある。考え方も含めて見直す必要があるのではないかということです。その点に

ついてどう考えるかお聞きしたいと思います。 
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それから、２つ目の質問に対してですが、丁寧に説明していただいたのですが、結局、予算

規模が縮小した原因というのは、一般的な歳入が減ったからではなくて、１７年度に全部基金

にしてしまったとか、そういうことで政策的、人為的な歳入減、歳出減であることが分かった

ということ、これは答弁を聞いた私の感想ですけれども、これは分かりましたということをお

話ししておきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

渡辺議員さんの再質問でございますが、私は、予算の執行あるいは１つの事業の執行に対し

て、基本的にこんなふうに考えております。 
１つの事業をするときには、できる限り細かいところまで、できる限りの計画を作る、これ

はもちろんでございます。もちろんでございますが、予測がどこまでできるかという部分で、

大変疑問に思うところもございます。実は、ここが改革を進める上で大きなポイントでござい

ますが、一つひとつの事業をする中で、必ずきちんと精査し、そして検証していく、このこと

が一番大事ではないかと思います。 
ですから、例えば、今年度約８億円に上る使い切り予算をしなくて済んだ。これにつきまし

ても、後ほどご質問がございますけれども、こんなに余らせていいのかと、思うとおりの成果

が上がったのかと、こういうふうなご質問も恐らく出ると思います。 
私は、そういうことを一つひとつ実践しながら、どこがよくてどこがまずかったか、このこ

とを今一生懸命にやろうとしているわけであります。 
特に、昨年からやってまいりました月次行動計画、月次予算、月次決算、これをやりましょ

うと申し上げています。これはやっていく中で、１カ月の中で問題はないか。間違っていたら

次にはこうしようと、市民からこういう意見でここが困っているよと、ではここを直していき

ましょうと、こういう形で進めてまいりたいと考えております。 
したがいまして、そういうことをしなければ恐らく、現場は軽視されるでしょうし、数字だ

けにとらわれてものが進まないでしょうし、そういうことがございますけれども、できる限り

意識改革をしながら、そういう方向で進めさせていただきたいと、こんなふうに思っておりま

すから、ご理解をいただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
再々質問ではなくて、今の質問は２項目だったわけですが、その２項目に答えていないので

よろしくお願いします。 
この表に書いたとおりだと思いますが、そういうことを踏まえて、もう一度、最終的な導入

効果の試算が必要ではないかということと、もう１つは、なぜこういう大幅な狂いが生じたか

ということで、考えるところを教えてくださいという２点です。 
○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 
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○総務部長（石川光次君） 
 指定管理者制度導入についての導入効果というご質問に、お答え申し上げます。 
再三、市長の答弁の中でもお答えをしたわけですが、その中で判断基準、何を基準に行うか。

当然それが導入効果にも結びついていくわけですけれども、まず必要性、それからサービスの

水準が維持できるか、あるいは公平・公正なサービス、あるいは安全性ができるか。 
（「質問に答えていないです」の声あり） 
そういったことの中で、コスト削減の効果が期待できるか、そういったことを踏まえての導

入効果を見ているわけです。 
また、その中でさらに、渡辺議員の試算した数字と行政が出しました数字で、下方修正が必

要ではないかというご質問ですが、これにつきましては、やはり導入効果というものは、その

場で出てくるものもございます。あるいは２年、３年で出てくるものもあるわけですから、そ

ういったことの中で、トータル的にものは考えていかなければならないと、そういったことの

中で、今回、議員さんの出した数字と多少違うところがあるわけですが、これは一定の基準の

中で判断した数字ですので、ご理解をお願いしたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

的確な答弁を求めます。 
再々質問を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
時間がございませんので、予算に関しては、財政が厳しいと、人為的・政策的なもので結果

的に小さく見えているわけですが、その結果、教育現場や福祉現場で、例えば十数パーセント

の備品購入費が減ってしまったということで、教育関係者も大変苦労しておりますし、また福

祉の現場でも、福祉のまちづくりをするために、削減されて苦労しているなと、そういう点で

は、しっかりそういうことを支えていただきたいことをお願いいたしまして、私の質問を終わ

りたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
（「答弁は・・・」の声あり） 
いらないですか。 
以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。 
次に、笛政クラブの代表質問を行います。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
議長の許可をいただきましたので、平成１８年第１回笛吹市議会定例会におきまして、笛政

クラブを代表しまして質問させていただきます。 
質問に入る前に、笛吹市も合併からはや１年半が経過いたしました。市長におかれましては、

日ごろの公務等に対し労をねぎらいたいと思います。また、８月には芦川村も合併となり、ま

すます多忙極めるかと思いますが、より良い笛吹市のためにご活躍を期待するところでありま

す。 
さて、先般３月５日、Ｊ１に昇格したヴァンフォーレ甲府は、小瀬競技場ではＪ１デビュー
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開幕戦を行い結果は惜敗したものの、１万５千人を超える県内外のサポーターを動員し、早く

も平日の２倍から３倍の経済効果が表れたと報道されました。 
このあとの質問にもありますが、来年からＮＨＫ大河ドラマが山梨を舞台に始まるわけであ

ります。われわれとしても、山梨への経済効果を大いに期待したいと思います。 
質問に入らせていただきます。 
総合計画の早期策定をでございます。 
平成１８年度を迎えますが、いまだに笛吹市のあるべき姿、いわゆる将来像が策定されてお

りません。合併協議の中で新市将来構想が策定され、活力ある交流都市の創造として、豊かな

地域資源と実り多い産業、人々の往来によるにぎわいのある都市づくり、快適な生活都市の創

造として、自然環境と呼応して安心して健やかに暮らせる安らぎのある都市づくり、個性輝く

自立都市の創造として、個性輝く人々が育ち個性光る地域経営をする、きらめきのある都市づ

くりの３つを基本理念として、新市の将来像として、“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍動

する ふれあい文化都市」を掲げましたが、これはあくまでも合併後における笛吹市の進むべ

き基本的な方向を定めたものであります。 
地方自治法第２条第４項には、「市町村は、その事務を処理するにあたって議会の議決を経

て、その地域における総合的、かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想を定め、これに

則して行うようにしなければならない。」と規定されております。 
基本構想は、笛吹市の将来のあるべき姿を定め、その実現に向って基本方針、施策の方向が

定められます。 
一般的には、計画の期間は、基本構想は１０カ年、基本計画が５カ年、さらに３年間程度の

具体的な施策を示す実施計画が一般的であり、この３つを合わせたものが総合計画であります。 
総合計画は、笛吹市の将来像・長期目標を定め、かつ、まちづくりに計画性を示し、その実

現に向かってどんな事業を展開するのかという、市行政の姿勢と施策を明らかにするものであ

り、行政の効率的運営を図るための計画であり、さらに総合計画は市のさまざまな計画を策定

する上で、根幹をなす計画であります。 
総合計画は、市の行政を行う上で重要な計画であり、総合計画を早期に策定することにより、

市民や企業などに、まちづくりに対し理解と協力を得ることができるものであります。 
こうしたことから、いっときも早く笛吹市総合計画を策定し、市の進むべき方向を市民に示

し、市民と一体となったまちづくりを進めるべきであると考えますが、市長は総合計画を早期

に策定する考えがあるのか、伺います。 
次に、観光振興についてであります。 
はじめに、先ほども申しましたけれども、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映による、観

光振興について伺います。 
平成１９年のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」が放映予定されており、昭和６３年に放映され

た「武田信玄」以来、１９年ぶりに山梨県が主要舞台となります。 
戦国武将として、今も県民から「信玄公」「信玄さん」と慕われる武田信玄の年間平均視聴

率は３９．２％と、歴代第２位の高い視聴率となり、当時は信玄公ブームによって、県内に多

くの観光客が訪れました。「風林火山」の放映は、全国の皆さまに山梨県の魅力や歴史・文化

などを広くアピールでき、観光客の増大を図る絶好の機会であります。 
ＮＨＫが放映した大河ドラマの主人公ゆかりの県や市町村では、多彩なイベントや企画展が
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なされております。平成１６年の大河ドラマ「新撰組」が京都観光に与えた効果は、日本銀行

京都支店の調査によりますと、観光客の増加数は１１７万人、経済効果は約２０３億円となっ

ており、今回の「風林火山」の放映は、県内の観光振興と経済効果に果たす役割は非常に大き

いものがあると思います。 
現在、放映中の「功名が辻」ゆかりの高知県や高知市、静岡県の掛川市でも、イベントや企

画展が開かれているところであります。 
山梨県観光客実態調査によりますと、石和温泉・果実郷周辺への平成１５年の年間観光客の

延べ人数は４３９万８，６９１人が訪れております。「風林火山」の放映により観光客は増加

すると思われます。笛吹市の観光客の増加による、観光振興や経済効果を図ることが重要であ

ります。 
こうした観点に立ち、５点について市の取り組みと考え方について伺います。 
１点は、「風林火山」のロケーションの場所は把握しておられるのか。旧石和町においては

昭和５４年から、武田信玄軍、上杉謙信軍に分かれ、信州川中島合戦で繰り広げられたものを

再現するイベントを行っております。県内外から年々多くの観光客が訪れております。笛吹市

をロケーションの場所として誘致活動を行っているのか。 
２点として、観光の振興は市が単独で取り組んでも効果が薄いと考えますが、県との連携は

どのように取り組んでいくか。 
３点として、全国に放映される「風林火山」は、新生笛吹市をＰＲするよい機会と思います

が、どのような方法を持って市のＰＲを行っていくのか。 
４点目として、「風林火山」を活用した観光振興策は、どのような考えを持って取り組むの

か。 
５点として、放映によって見込まれる観光客数の動向と、経済への波及効果はどの程度予測

しているのか、お伺いいたします。 
次に、合併と同時に観光商工課が設置され、観光行政に対しての市の推進体制は整っており

ますが、市としての観光行政は何を目指しているのか。特に観光振興の基本的な考えを伺いま

す。 
市となっても、いままでは観光協会は合併前の町村が独自の体制で活動しておりました。

２月末日には市長をはじめ関係機関や関係者のご尽力によって、笛吹市観光連盟が発足されま

した。観光行政が一元化をもって振興が図られるよう望みます。 
次に、外国人観光客の対応についてお伺いします。 
笛吹市を訪れる外国人観光客は年々増加している傾向にあると思いますが、市を訪れる外国

人観光客で、国ごとの旅行客の人数は把握しておられるのか。その中でアジアからの観光客数

の動向と、今後の推移はどの程度見込んでいるのか。外国人観光客が増加傾向の中で、市とし

て外国人観光客の受入れ態勢は整っているのか。また、外国人観光客の増加にどのような方策

を持って取り組んでいかれるのか、伺います。 
次に、石和温泉駅舎の整備促進についてであります。 
石和温泉駅舎の整備促進の質問につきましては、２月２７日に笛政クラブとして代表質問を

通告いたしましたが、３月６日の山梨日日新聞におきまして掲載されました「石和温泉駅舎建

て替え検討」との報道がされました。質問通告がしてあるにもかかわらず、市としての取り組

みが報道されてしまうということは、議員が質問通告したものについて、前もって市としての
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姿勢を報道してしまうことを遺憾に思います。新聞報道は報道して、議会の場におきまして改

めて石和温泉駅舎の整備促進について質問いたします。 
ＪＲ東日本中央本線石和温泉駅舎は、笛吹市民の多くが利用する駅であり笛吹市の中心的な

駅であります。特急スーパー「あずさ」の一部と「かいじ」が停車し、石和温泉への駅として

観光客の利用も多い駅であります。 
石和温泉駅の歴史は、明治３６年６月１１日に鉄道開通と同時に開業されました。平成５年

４月１日、石和温泉駅に改称されました。駅が開業して１０３年の月日が流れております。そ

の間、改築も行われたようでありますが、現在の駅舎は、ＪＲを利用する多くの人々が乗り入

れる笛吹市の玄関口、いわゆる笛吹市の顔であります。その形態が整っていないようにも思わ

れます。 
平成１７年第２回定例会で山本議員も質問されましたが、国土交通省・関東運輸局・山梨県・

笛吹市の発行による「平成１６年度国土施策創発調査報告書」の中で、鉄道利用の主要な玄関

口となる石和温泉駅のあり方が課題となるとされており、かつ、石和温泉への観光客の交通手

段のアンケート調査では、５２．２％が自家用車ないしレンタカー、３０．６％が鉄道利用、

４．８％が高速バスとなっております。 
ＪＲの駅別乗車人員の統計によりますと、平成１６年度の石和温泉駅を利用する定期乗車人

員は３９万１，４５１人、普通乗車人員は５５万２，３９４人で、定期と普通乗車の年間利用

者は９４万３，８４５人で、非常に多くの方が利用されております。 
甲斐市の新しい顔となるＪＲ竜王駅舎も３月には着工となることであり、笛吹市は一大観光

地である石和・春日居温泉郷、桃・ぶどう生産日本一・フルーツ王国を有し、四季折々に多く

の観光客が訪れ、さらに日々利用する乗降客に優しいバリアフリー化を図り、笛吹市の玄関

口・顔となる石和温泉駅舎を北口開設も併せた整備促進を図るべきであると考えますが、新聞

報道でもされていることから、市長として具体的に駅舎整備にどのように取り組んでいかれる

のか伺います。 
次に、石和温泉駅への市民バスの乗り入れについてでありますが、先ほども申しましたよう

に、統計の数値においても多くの市民が通勤や通学と、さまざまな利用形態により石和温泉駅

を利用しております。市民の方々から、石和温泉駅へバスを乗り入れてほしいとの声も多く聞

かれます。さらに、石和温泉駅を利用したくても、現在の石和温泉駅は駐車場も少ないため、

やむを得なくほかの駅を利用されておられる方も多いようであります。新市将来構想の交通環

境の充実の中で、子どもや高齢者などの移動に伴う利便性や安全性を高めるために、市内循環

バスの運行や新交通システムの導入なども視野に入れた中で、公共交通のネットワークの整備

を促進するとしております。 
高齢者や交通弱者といわれる方々、通勤・通学者の利便性を図る観点から、財政状況も厳し

いとは思いますが、関係機関や運行関係者などのご意見も聞きながら、市民バスを石和温泉駅

に乗り入れていただくことを望みます。乗り入れる考えがあるのか伺います。 
最後に、少子化対策と子育て支援についてであります。 
わが国における平成１６年の合計特殊出生率、女性が一生のうちに平均何人の子どもを生む

かでございますが、１．２９であり、一般に合計特殊出生率の数値が２．０８を下回ると、少

子化が進んでいるといわれ、現在の人口を維持できないばかりか、労働人口の減少、消費市場

の縮小による経済全般、社会保障、特に年金問題への影響が懸念されております。 
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国においては、少子化担当大臣を設け、少子化対策について国と地方が緊密に連携し、少子

化対策を最優先で推進していく必要性を強調しております。 
県においても、平成１８年度の主要事業として、少子化子育て対策の拡充を掲げております。 
自治体においては、積極的な少子化対策や多彩な育児支援を行っているところも、山梨県に

おきましては、少子化による子育て支援策として、保護者の急病や急用・育児疲れの解消など

を理由に、一時的に保育が必要となる幼児や就学前の児童を預かる一時保育を行う市町村は、

１７年度は１９市町村あり、１０１の保育所で実施しております。 
笛吹市におきましても、平成１７年３月に次世代育成支援行動計画が策定されました。計画

の期間を平成１７年度から平成２６年度までの１０年間とし、計画の対象を子どもとその家庭

を中心に地域、企業、行政として、「すくすく・いきいき・子育てのまち笛吹」を基本理念と

定めました。基本理念に基づき、７項目の基本目標によって施策の推進を図るとされておりま

す。 
施策の体系を①地域における子育ての支援、②母親ならびに乳幼児等の健康の確保および増

進、③子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、④子育てを支援する生活環境の

整備、⑤職業生活と家庭生活との両立の支援、⑥子どもの安全の確保、⑦要保護児童への対応

など、きめ細かな取り組みの推進とし、それぞれの施策によって現状と課題をとらえる中、取

り組むべき事業と今後の方針、中には前期計画の２１年度までの実施する事業などが明記され

ておりますが、計画実現のため、さまざまな関係機関との連携を図り、本計画の事業の実施を

望むものであります。 
この計画の中で市長も述べられておりますが、子どもを生み育てることは有意義で楽しいと

思え、住んで良かったと実感できる笛吹市実現を目指していただきたいと思います。 
市においては、地域における子育て支援の保育サービスの充実の中で、既に一時保育事業を

実施とのことでありますが、核家族の中、子育て中のお母さんはどうしてもとじこもりがちに

なりますが、お母さん方が少しでも自分の時間が持て、暮らすことのできる環境づくりを図る

ために、一時保育事業の拡大を望むものであります。拡大する考えがあるのか伺います。 
少子化が著しく進行する中で、行政としての対応が求められておりますが、市として少子化

対策にどのような施策・姿勢で取り組んでいくのか伺います。 
国や県においても、子育て支援のためにさまざまな事業を展開しております。市として、子

育て支援への取り組みが求められている現在、平成１８年度の主要施策の一つして、子育て支

援拡充のために子育て支援を担当する係を望むものでありますが、設置をするお考えがあるか

お伺いいたします。 
以上をもちまして、笛政クラブの代表質問を終わらせていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問、総合計画の早期策定についてお答えさせていただき

ます。 
新生「笛吹市」が発足して、はや１年半が過ぎようとしております。 
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合併後の行政指針は、新市の将来構想を基に定められた、「新市建設計画」の基本方針によ

り、一体的なまちづくりを速やかに確立するよう行政運営を行ってまいりました。 

新市総合計画につきましては、私は来年度実施しようと、こんなふうに思っております。と

申しますのは、それぞれの町村の実態、あるいは合併後の混乱、そういったことがどのくらい

続くかという観点から、２年くらいは置いたほうがいいのできないかと、こんなふうに考えて

おりましたけれども、合併しまして１年半過ぎた今日、今回、こうして代表質問もいただくよ

うな、新市総合計画を早く作ったほうがいいじゃないかと、こんなふうな協議を重ねてまいり

まして、平成１８年度より今後の市の方針を示す、仮称「第一次笛吹市総合計画」の策定に入

りたいと考えております。 
ご案内のように、総合計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」からなります。先ほども

ありましたけれども、地方自治法第２条第４項に、「市町村はその事務を処理するにあたって

は議会の議決を経て、その地域における総合的かつ、計画的な行政の運営を図るための基本構

想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」とあります。 
総合計画は、市の将来像や将来の目標を設定し、それを実現するための方法を体系的に表す

ものであります。新たな市の誕生に伴い策定するものでありますので、今後１０年の間に、本

市が向かうべき姿を明確にするばかりでなく、多くの市民にとって、合併してよかったと感じ

られるようなまちづくりを推進していくため、基本的な方針を策定していきたいと考えており

ます。 

また、その総合計画を市の最上位計画とし、それぞれ福祉、都市計画、農業振興等個別計画

との整合性を図りながら、２１世紀初頭のまちづくりの指針にしていきたいと考えております。 
策定にあたっては、３月議会におきまして笛吹市総合計画審議会設置条例の制定をお願いし、

住民参加のもと多くの市民や有識者の英知を結集し、限られた財源の中で、事業の重要性や必

要性、緊急性などを勘案しながら、望ましいまちづくりに向け行政を推進していく計画にして

いきたいと考えております。 
次に、観光振興についての「風林火山」放映への対応、および外国人観光客への対応につい

てであります。 

まず、「風林火山」放映への対応についてお答えします。 

ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映については、現在、脚本の制作中だそうであります。

まとまったところでロケーション現場の選定に入り、夏ころから撮影開始の予定で、平成１９年

１月から放映されることになっております。 

市といたしましては、こういった情報がなるべく早く入ることと、なおかつ、市の観光行政

を前進させるために、新年度から１年間、職員を県に派遣し、さらに観光行政を進めたいと、

このように考えております。 

また、ロケの話に戻りますけれども、ロケ誘致に向けては、笛吹市で行っている川中島合戦

戦国絵巻の情報提供も、過日、ＮＨＫの局長さんを呼びましてご覧いただきました。また、八

田御朱印屋敷や八代民俗資料館等々、利用できそうな場所について、「富士の国やまなしフィル

ムコミッション」事務局に登録等をお願いしております。 

県観光キャンペーン推進協議会においても、本県への一層の誘客を図るため年間を通じて事

業展開を行っております。中でも、「富士の国やまなし ときめき観光キャンペーン」では、観

光情報の発信や自然の魅力・歴史・文化などの、山梨らしさを生かしたイベント等を開催して
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おり、これに参加・協力する中で笛吹市をアピールし、知名度アップに結びつけたいと考えて

おります。 

また、「風林火山」の放映に伴い、県大型キャンペーンを平成１８年度から平成２０年度まで

の３年間、行うことが決定いたしました。その中でＰＲの展開やイベント、受け入れ態勢の整

備を官民一体となって進めていくこととし、その間、ＪＲあるいは中日本高速道路（株）とも

連携を取る中、併せて限られた事業費を生かすよう、効率的かつ効果的な宣伝活動を行う予定

であります。 

ドラマ放映による石和・春日居温泉郷への観光客数は、昭和６３年のＮＨＫ大河ドラマ「武

田信玄」の放映時には、平成元年から平成３年にかけて宿泊客数が約１８０万人台に迫りまし

たが、その後、バブル経済崩壊や、それに続く景気の長期低迷により客足を減らし、現在では

１００万人を割ろうしております。そのため来年の「風林火山」の放映をきっかけとして、「武

田信玄」放映時のような観光客の集客に向け、笛吹市全体が一つになり、合併前の各地域の特

色を生かしながら、設立された笛吹市観光連盟と行政が一丸となり、それぞれの知恵を出し合

い観光行政を推進してまいりたいと考えております。 

次に、外国人観光客への対応についてでございます。 

国のビジット・ジャパンキャンペーン事業と連携して、県においても訪日外国人の誘客を図

るため、富士の国山梨の魅力を紹介する宣伝活動を実施しております。現在私のつけているこ

のバッジもその一環でございます。 

特に、平成１７年７月２５日より中国からの訪日団体観光ビザ発給対象地域が、これまでの

３市５省から中国全土に拡大し、対象人口が約３億７千万人から約１３億人になったことも手

伝って、平成１６年には全国ベースで訪日外国人旅行者が全国で約６２０万人、山梨県におい

ては約４９万人に達しております。今後、国では平成２２年までに１千万人を目標に掲げ、誘

客の推進をしてまいります。それに笛吹市も乗り遅れることのないよう、当市といたしまして

も積極的に市を挙げ、歓迎に努めてまいりたいと考えております。旅館組合でもインバウンド

部会を立ち上げ、県の指導の下、おもてなし講習会、説明会など、受け入れ態勢を整えており

ます。 

また、当市を訪れていただいた観光客数については、３万人程度と報告されております。主

に中国・韓国・台湾がほとんどを占めており、今後はさらに集客誘致に向けて、訪日観光客向

けパンフレット等の作成も進めていきたいと考えております。 

次に、石和温泉駅舎の整備促進についてのご質問です。 

質問の冒頭の中で、先に新聞に発表されたというご指摘がございましたけれども、これにつ

きましては、私も実はびっくりしておりまして、某新聞の内容によりますと、かなり数字的に、

あるいは具体的な計画に至るまで書いてございました。内容について問いただしましたけれど

も、情報の出先は分かりませんでした。その数日後に、某紙に書かれたことに関しましては、

ああいう記事を書かれては市としては困りますからと、議会の答弁前でございましたけれども、

内容についてのコメントを出させていただきました。ご理解を賜りたいと思います。 

さて、石和温泉駅は本市の鉄道駅（２駅）の主要駅であり、１日平均５千人以上の乗降客が

あり、早くから駅を中心に市街化が進み商業施設も多く、また温泉や観光農園を訪れる観光客

も多くあることはご承知のとおりであります。 

ご質問内容にもありましたとおり、本市を訪れる観光客の交通手段の３０．６％が鉄道利用
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であり、今後、進展するとみられる高齢化や手軽な旅行の志向の高まりなどを考えると、特に

鉄道利用の場合の主要な玄関口となる駅の重要性が高まっております。 

しかし、ご案内のとおり、石和温泉駅舎は老朽化しておりまして、既に７０年が経っており

ます。温泉、歴史、自然など駅頭に降り立った観光客に、すぐさま、おもてなしの心が伝わる

ような、ふさわしい雰囲気や装いを持っているかというと、疑問を持つところであります。 

 そこで、商工観光の発展および市の活性化と住民のよりどころとして、石和駅前土地区画整

理事業が平成４年度より始まりまして、平成２０年度に完成することとになっております。逐

次整備をしてきていることはご案内のとおりでございます。 

しかし、駅前広場も南口のみであり、周辺住民および駅利用者からも多くの要望をいただい

ている、南北自由通路や北口広場の整備等駅舎を含め、周辺整備を行う必要があるのではない

かというご意見をたくさんいただいております。 

 今後、市では、まちづくり交付金の活用を視野に入れ基本調査を行い、都市再生整備計画の

策定を進めてまいりたいと考えております。 

次に、石和温泉駅への市民バスの乗り入れについてのご質問でございます。 

 市営バス運営につきましては、議員の皆さまにも、何かとご心配やご助言をいただき感謝を

申し上げております。 

 現在、市営バスにつきましては、旧一宮町と旧境川村で運行されていた、２系統を合併後も

引き継ぐ形で運行いたしております。運行エリアにつきましても、旧町村の中を運行している

ため、ご指摘のとおり石和温泉駅へ接続している路線はございません。市営バス以外で石和温

泉駅に乗り入れているバス路線は、敷島－英和大学－県立博物館線、敷島－甲府駅－石和温泉

駅線、および芦川鶯宿－石和温泉駅の民間バス路線の３路線ありますが、利用できる地域が限

定されたものとなっております。 

 市では、平成１７年度事業として、バス路線および公共交通の必要性や整備の方向を導き出

すために、「市営バスの現状調査及び再編整備に関する調査」を行いました。本調査については、

バスに対する市民の皆さんの意識や行動、考え方をお聞きするための市民アンケートと、バス

交通を中心とする公共交通の現状整備とその評価を行いました。 

市民アンケートについては、市内に居住する１６歳以上の市民にご協力をお願いし実施した

ところ、６３．８％という非常に高い回収率となり、市民の皆さんのバスに関する意識の高さ

も感じたところであります。このアンケート結果につきましては、「広報ふえふき」やホームペー

ジに掲載・公表させていただきました。 

また、市内の公共交通ネットワークの現状や、公共交通不便地帯の発生状況などを明らかに

するため、人口の偏在や高齢者の居住状況、鉄道駅や民間バス路線の運行状況などについて調

査・分析も行ったところであります。 

市では、今後、進展する高齢化社会やマイカー依存型社会による弊害などの社会情勢と、こ

れまでの分析結果および市民アンケートによる意向などを十分に踏まえ、利便性の高い公共交

通ネットワークの整備･充実に向け、さらなる検討を行ってまいりたいと考えております。

１８年度事業において、具体的な整備手法や運行経路などに併せて石和温泉駅との接続なども

含め、検討を行ってまいりたいと考えております。 

続きまして、少子化対策と子育て支援についてでございます。 

はじめに、一時保育事業の拡大についてのご質問でございます。 
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市においても、少子化や核家族化が進む中、保護者の急病や急用、育児疲れの解消などによ

り、一時的に児童の保育を求める保護者も増加してきていると思われます。市内での一時保育

は、現在、一宮、八代、境川地区の３つの私立保育園にお願いして実施しております。 

今後、石和地区におきましては、現在検討中であります指定管理者制度の導入について、そ

の準備を進めておりますけれども、内定者におきましては２カ所、いずれもが保護者より希望

があれば一時保育事業を行ってもよいと、お答えもいただいております。他の地域におきまし

ても、次世代育成行動支援計画において定められた目標事業量に基づき、対応をしていきたい

と考えております。 
次に、市として少子化対策にどのような施策、姿勢で取り組んでいくのかの質問でございま

す。 
少子化の認識が一般化したのは、平成２年の１．５７ショックで、昭和４１年の丙午の１．

５８を下回ったことが契機だと考えております。国におきましても、少子化問題を最重要課題

として取り組んできております。 

少子化の要因は、経済的、あるいは晩婚化、未婚化等さまざまでありますが、少子化の進行

は、わが国の社会経済や子どもの健全な育成に大きな影響を与えることが懸念されており、真

剣に対策を講じる必要があると認識しております。 

市におきましても、次世代育成支援対策推進法が国において制定されたのに伴い、「すくす

く・いきいき・子育てのまち・笛吹」を基本理念に笛吹市次世代育成支援行動計画を策定いた

しました。 

この計画に基づきまして、本市では昨年、旧石和保健所をお借りいたしまして、県下に先が

けてＮＰＯ法人に委託し、「つどいの広場」を開設いたしました。 

親子が気軽に集い交流できる場として、大勢の親子の皆さまにご利用いただいております。 

また、平成１８年度におきましても、地域子育て支援センターの設置、およびファミリーサ

ポートセンターの設置に伴う人材の育成を行うため、新規の予算も計上させていただいており

ます。さらに、経済的支援では、１８年４月より国保加入の乳幼児医療費の完全窓口無料化を

実施する予定になっております。 

また、この計画において、児童・生徒の放課後および週末、さらに長期の休暇等の居場所づ

くりの確保を進めておりますことから、今現在、市内２地区から児童館建設に対する要望書が

提出されております。これらの要望を受けて、平成１８年度に当該地域への児童館建設につい

ての検討組織を立ち上げてまいりたいと、考えております。 

少子化問題への対応は、保健・福祉・教育・労働等幅広い分野にわたることでありますので、

総合的に推進していくことが重要だと考えます。 

したがいまして、関係機関とも充分な連携を図り、地域ぐるみで子育て支援ができる仕組み

づくりをすることが、必要であると考えております。 

「生んでよかった」「育ててよかった」「住んでよかった」と実感できる環境整備に向けて、

地域行動計画に基づき、地域、家庭、行政が一体となり取り組んでまいりたいと思います。 

次に、子育て支援担当の設置についてのご質問です。 

子育て支援を円滑に推進していくためには、庁舎内での連携が重要でありますが、現在、児

童課児童家庭担当が子育て支援の対応窓口として対応しておりますが、担当業務としては、子

育てイベントの開催、放課後児童健全育成、乳幼児支援などとなっております。課内の保育所
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担当による保育サービスの実施や、健康づくり課の保健師・栄養士の協力を得て、乳幼児の健

康、食育指導等、関係課が連携を密にして取り組んでおります。 

子育て支援は広範囲に及ぶことから、さらに、他の関係課との連携を深め、積極的に対応し

てまいりたいと考えております。 

以上、前島議員のご質問の答弁とさせていただきます。 

よろしくご理解をお願いいたしまして、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 

ただいま、市長の答弁の中で、総合計画については早期に策定するよう考えているというこ

とでございますので、ぜひ、事務事業も大変かとは思いますけれども、お願いしたいと思いま

す。 

次に、２問目の観光振興についてでございますが、笛吹市はこれだけ有数な観光地でござい

ます。観光ボランティアガイドの養成について伺います。 

市では、桃の花の期間中、「桃の花バス」が石和温泉駅から３ルート、今回、市内を巡回い

たしますけれども、笛吹市に観光に訪れる方々に対し、笛吹市の歴史や文化・産業を案内し、

広く知っていただくための案内。今、県でも「甲府城御案内仕隊」ですとか、やはりボランティ

アさんを募集しているというお話も聞いております。笛吹市においても、そういった形の中で

募集し、やはり地域の方々のご協力をいただく中で、県外から来たお客さんに対して、そういっ

たおもてなしも必要ではないかと思います。そのへん考えているのか。その点と、先ほどの駅

舎の整備についてでございますが、市長の施政方針の中には、都市再生整備事業として石和温

泉駅を中心としたまちづくりを進めるため、まちづくり交付金の活用を視野に入れ、駅舎や南

北通路の整備促進などによる一体的なまちづくりを進める、都市再生整備計画を作成するとい

われました。 

手元にあります資料におきましては、当初予算概要・主要事業一覧表の都市再生整備事業の

事業説明は、地域の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施、都市再生を推進すること

により、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るため、まちづくり交付金

を活用した事業の検討を要する提示となっており、市長が申された施政方針の中に、石和温泉

駅舎の整備促進等の字句は一行もありません。誰にも分かるように事業説明の中に石和温泉駅

舎の整備の字句を入れなかったのか、この説明の文言をもって駅舎南北通路などの整備促進に

よる一体的なまちづくりを進める、都市再生整備計画策定に置き換えるのか伺います。 

あと１点でございますが少子化対策、先ほども市長の答弁の中に、児童館建設も検討してい

るというお話も聞きました。少子化対策につきまして、一時保育の場や託児所の設置について

伺います。 

市では、今のところさまざまな教養講座ですとか、各種のイベントを開催しております。男

女共同参画社会といわれている現在、子育て中のお母さん方が、教養講座やイベントに関心や

興味があっても核家族化の中で、参加したくても一時保育や託児所が設けられていないため、

参加できないという声もよく耳にいたします。乳幼児を持つお母さん方が安心して教養講座、

イベント等に参加できるよう、あまり大きな場所は要しないと思いますが、行政としてそう
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いった託児所的なものも設けていただいて、子育て支援の一助にすべきであると思いますが、

市としてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

前島議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

まず、観光ボランティアガイドについてでございます。 

これにつきましては、今、笛吹市の観光連盟をつくり、一体となった笛吹市の観光行政を進

めていきたいと、２月末日でございましたが、連盟を発足させていただき、一日も早くいまま

である観光協会が一つになるように、努力をまずしていきたいということをここで表明させて

いただきます。 

そして、観光につきまして、特にボランティアガイドにつきましては、観光を進めていく上

で大きなテーマだと思います。 

今年度から、観光ボランティアガイドの育成につきまして、特に今、合併した笛吹市をじっ

くりと振り返ってみますと、１つは、縄文時代から続いております釈迦堂遺跡博物館を中心に

して、あそこに重要文化財が５，５９９点ございます。それからずっと曽根丘陵まで延びてい

く古墳群、こういったものを市民一人ひとりがまず理解する。そして、訪れた方々にこの事を

ご説明申し上げる。このことは笛吹市にとって大きな財産だと思います。 

なおかつ、平安時代前後でございますが、甲斐国分寺でありますとか、御坂の国衙ですとか、

あるいは春日居の寺本廃寺ですとか、石和町の武田の館跡、八田御朱印公園等々を中心にする、

武田の館が甲府に移る前の千年間、これが実は山梨県の中心地であったと、こういうことが判

明しております。これは笛吹市になったからこのことが一つになって、観光客の方にご説明で

きるという状況だと私は判断いたしまして、今年度からスコレー大学の中に歴史講座を設けさ

せていただき、そして、この人たちにボランティアガイドになっていただくような方向で、指

導ができたらと思っております。 

なおかつ、今、遺跡がたくさん出てまいります。この遺跡を発掘するときに大勢の市民の方

に手伝っていただいております。この方たちは出てきた遺跡に対して非常に詳しいんです。こ

の遺跡はここからこういう形で出てきたと、いつころのものかと、自分の掘ったものに対して

は大変詳しいわけであります。こういったこともガイドをしていただくのに大きく役に立つの

ではないかと、こういう視点からボランティアガイドの育成については、たぶん時間がかかる

とは思いますけれども、進めてまいりたいと思っておりすまから、ご理解をいただきたいと思

います。 

次に、駅舎の問題でございます。 

施政方針の中でもはっきり述べさせていただきましたけれども、都市計画整備事業という形

で予算の中に載っているわけでありますが、これは実は、駅舎だけを入れた場合は、本当に駅

舎だけになってしまう。実際には、まちづくり交付金をどこまで拡大するか分かりませんけれ

ども、できますれば、笛吹市全域の中で一つのまちづくりができないかと考えまして、あえて

駅舎だけを載せますと、それだけがクローズアップしてしまいますから、そんな形で載せさせ

ていただきました。あとから考えまして、そういう言葉が入っていないから誤解を招いてはい

けないなということで、施政方針演説の中では、はっきり申し上げさせていただいたと、こん
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なふうにご理解をいただきたいと思います。 

次に、少子化対策につきましては、保健福祉部長がお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

前島議員の再質問にお答えいたします。 
子育て支援事業といたしましては、過日、市では親子で楽しめるコンサートを開催いたしま

した。ふるさとふれあい文化館で行いました。会場いっぱいになるほどの盛況なコンサートで

ございました。 
今回、開催いたしました「なかよしコンサート」につきましては、普段、小さなお子さんが

いますので、なかなかコンサートに行けないとの声が多くございまして、これらを考えまして、

親子で楽しめる企画としてやったものでございます。 
子育て中のお母さん方より、先ほど議員さんからもご指摘がありましたように、市で開催す

る講座や講習会・研修等に参加したいが、子どもの面倒を見てくれる人の確保ができないため

に、なかなか参加できない等の意見が確かにございます。そうした中で、子育て中の保護者が

イベントや、また講座・講習会に気軽に参加できますように、そのような環境を整えるために、

高校生も含めた幅広い世代の託児ボランティアを広報等で募り、また、運営方法や安全対策な

どを考慮しながら今後検討してまいりたいと、このように考えております。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
再々質問を許します。 
前島敏彦君。 

○２１番議員区（前島敏彦君） 
ここに、本年度の一般会計予算の歳出の中で商工費に関する予算がずいぶん、よその市から

見ますと、これだけの笛吹市、石和・春日居、また一大果実郷の中で、ずいぶん少ないのでは

ないかと思います。 
ちょっと参考に、富士河口湖町におきましては総額１２６億円の中の４億４千万円、全体の

割合で３．５％、山梨市あたりも、それといった観光は少ないわけでございますが、農業のほ

うに振り変わっているのかどうかそのへんは分かりませんけれども、山梨市が４億３，

６００万円、２．７％、南アルプス市が４億６，０５４万円、１．８％、当この笛吹市は２５５億

円の中の４億２，２６８０万円ということで、１．７％。 
やはりこのへんも、せっかく笛吹市になったわけでございますし、全国的に観光で売ってい

く上には、やはり商工費をもっと盛る考えがあるのか、そのへん担当課のほうへお聞きしたい

と思います。 
あと１点は、要望で結構ですが、駅舎関連についてでございますが、北口の整備も早期実現

が望まれますが、起債等市民の借金が増加することは相違ない。まちづくり交付金の有効活用

をはじめ合併特例債活用等財政措置を考える上で、最も将来的につけを残さない手段も選択し

て欲しい。特例債は１０年経過しますと活用できないし、計画から実現までの期間と、交付金・

起債の期間を併せて慎重に検討していただきたいと思います。これは要望で結構ですが、商工

費に関しての質問に答弁をお願いしたいと思います。 
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○議長（龍澤敦君） 
斉藤産業経済部長。 

○産業経済部長（斉藤宏君） 
前島議員のご質問にお答え申し上げたいと思いますが、今回の１８年度当初予算で商工観光

予算というくくりで見ますと、４億２，６８０万２千円、約１．７％。その中でも観光予算の

みを取り上げてみますと、３億１，８７２万３千円、割合は１．３％という数値でございまし

て、ほかの市町村との比較はなかなか、商工費とか商工観光というようなくくりですから、観

光そのものとの比較がなかなか難しい点はあるわけでございますが、今、議員の話にございま

したように、それから、先ほどからの答弁にもありますように、いよいよ「風林火山」、それ

から訪日観光客の誘致という大きな課題がございまして、笛吹市の観光連盟もここで立ち上

がってまいりました。新たに独立した事務所も設けながら、いよいよ観光の事業実施本部的な

態勢を整えているところでございます。 
これから、そういう面で連盟を中心にして、この市の観光を発展的に取り組んでまいりたい

と思いますので、これからいろいろ、厳しい財政の中ではございますが、ぜひご理解いただい

て観光を含めた市の産業全体が活発化し、また、それがはね返って、財政的にも市民にとって

も、豊かな社会が実現できるように努力してまいりたいと思っております｡ 
○議長（龍澤敦君） 

以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は午後１時３０分より行います。 

休憩  午前１１時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
次に、正鵠会の代表質問を行います。 
野沢勝利君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 
正鵠会に所属しております野沢でございます。 
正鵠会を代表いたしまして、今定例市議会に提出されました案件ならびに市政全般について、

通告に基づき質問させていただきます。 
午前中の共産党の渡辺議員さん、笛政クラブの前島議員さんと質問が重複する部分があろう

かと思いますが、若干、角度を変えて質問させていただきますが、よろしくお願いいたします。 
団塊の世代という言葉は、いわゆる昭和２２年から２４年までの３年間に生まれた年代の

方々のことを指す、社会用語であります｡ 
２００７年をあたかも暗い時代の始まりのように、２００７年問題として取り上げる方々が

おりますが、私は決してそのような暗い問題ではないと考えております。 
確かに、高齢化社会を迎え年金受給者の増加、市街地の空洞化等、大きなイメージダウンが

予想できますが、私はこの団塊の世代が今後１０年間の新しい時代をつくる礎になると考えて

おります。なぜなら、自由な労働力が大量に出現することにより、地方に移住する者、これま
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でなかなか余暇を夫婦で過ごすことのできなかった方々、勤務時代忙しくてできなかった趣味

を大いに楽しみながら、見方を変えることにより大きな市場であると考えております。 
先ごろの新聞に、県でも団塊の世代の方々の取り組みに、日本橋に開設されました「富士の

国 山梨館」において、農山村地域での暮らしを望む方々の相談窓口を開設するという記事が

載っておりました。 
本市におきましても、このような大きな労働力を見逃すことなく、全国の多くの方々に第二

の人生をこの「温泉と果実の郷 笛吹市」にお越しいただき、積極的な行動が期待されている

のではないでしょうか。 
荻野市長の行動力に大いに期待し、以下、質問に入らせていただきます｡ 
まず、はじめに、平成１８年度当初予算についてお伺いいたします。 
国においては、三位一体改革のもと医療制度改革・構造改革をより一層推進すべく、今年度

予算が編成されました。そのため国庫補助金については、平成１８年までに総額４兆円を上回

る廃止・縮減等が行われることになっております。また、地方財源の大きな柱である地方交付

税におきましては、平成１９年度以降、大幅な削減が行われることから、地方における行政運

営はますます厳しさを増すことは確実であります。 
こうした中、県の今年度予算でも、県税収入の若干の増加が見込まれますが、１，１４０億

円の大幅な基金の取り崩しにより、予算が編成なされたと伺っております。 
さて、本市におきましては、今年度の当初予算の原案は、２５５億１００万円であり、前年

度対比マイナス３．１％であります。合併により各町村におかれた現状を十分に検討しながら、

予算編成がなされたと考えますが、その中で、今予算の基本的な考え方、ならびに、いくつか

大きな重点施策があると考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。 
また、厳しい財政運営の中で予算編成がなされたと思いますが、財政調整基金等から７億６千

万円の取り崩し等が予定されておりますが、取り崩した基金等の内訳をお伺いいたします。ま

た、今後、これまで以上に基金の取り崩しが行われると予想されますが、今後の本市の財政の

見通しを分かりやすくお聞かせください。 
次に、行政改革についてお伺いいたします。 
本市・笛吹市が誕生して１年５カ月余りが経過いたしました。この間、荻野市長におかれま

しては、合併において一番大きな懸案事項でありました行財政改革に、全身全霊を傾注し取り

組んでこられました。今予算においてもその一端がうかがえますが、今後、改革を大きく前進

させていく上で考えていかなければならない点がいくつかありますが、お伺いいたします。 
はじめに、職員削減による行政サービス低下であります。 
この問題は、合併をした全国各地の町村において聞かれる言葉でありますが、本市において

も私の耳に入ってくるのが現状であります。財政等のバランスの中で、住民がどのようなサー

ビスを望んでいるのかを十分把握した中で、サービスの低下を防いでいく必要があると考えま

すが、お考えをお尋ねいたします。 
また、各支所ならびに出先機関の組織の見直しについてであります。 
先月、私ども正鵠会は各支所を視察させていただきました。各支所長から多岐にわたり現状

報告をいただきながら、私たちが感じたことは、一宮支所が他の支所に比べ効率よく運営され

ているかどうかであります。各支所には教育委員会、上下水道の公営事業の担当、議会関係な

ど、それぞれの役割を担っておりますが、一宮支所におかれましたは、担当する組織がないの
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が現状であります。市役所の本庁舎の検討を含め、こうしたまだまだスペースのある支所の活

性化、また現在出先機関として点在している幾つかの機関を含め、全体構想の中から見直す必

要があるのではと思いますが、荻野市長のお考えをお尋ねいたします。荻野市長の考えである

選択と集中の理念の遂行にあるのではないかと思いますが、この点について詳しくご説明をい

ただきたいと思います。 

また、組織を活性化させるため人材育成も大いに必要ではないでしょうか。特に、前にも触

れましたように、団塊の世代の多くの素晴らしい人材が退職される中、その知識・経験・判断

力・洞察力など多くの点において、後輩の市職員に引き継いでいただくことも必要かと思いま

す。また、現在の多様化する住民ニーズに対応するため、新しい考え方も大いに学ばなければ

ならないと考えますが、お考えをお伺いいたします。そして、長期的な行政運営の指針となる

笛吹市の総合計画の策定が必要であると考えますが、いかがでしょうか。 

先ほどより質問させていただいた項目は、長期的ビジョンに立ち、一つひとつ丁寧に進めて

いく必要があると思います。そして、総合計画を基本に具体的な改革の作業が進んでいくので

はないでしょうか。目標を決め、いつまでにどれだけの効率を上げ、また、その評価をいただ

き、さらなる改革を進めるための計画づくりの作業が必要と考えます。待ったなしの行政改革

をどのように進めていくのか、お考えをお伺いいたします。 

次に、ごみ処理施設の建設に向けての進捗状況についてお伺いいたします。 

生活様式の変化に伴い、ごみの量・質ともに多様化が進み、ごみの処理においては各自治体

の大きな問題であり、また大きな責任でもあります。この大きな責任を果たすために、リサイ

クルを含めたごみの減量化に取り組むことが、限りある資源の有効活用からも大変重要である

と、私は考えております。 

荻野市長におかれましては、既に５年間で、ごみ５３％削減という目標を掲げ、他の自治体

に先駆けて積極的に取り組んでおられることに期待をいたしております。 

県では、平成１１年に山梨県分別収集促進計画を策定し、市町村に対して分別収集の促進を

図り、県民・事業者・行政が一体となって、ごみの減量化、再資源化を各自治体に呼びかけ、

取り組みが進められております。 

そうした中、本市の取り組みに私の知人であります県議は、本市のごみ分別収集の取り組み

に大いに感銘し、地元の住民・商工会等を通じこの笛吹方式を学ぼうと、笛吹市に負けない取

り組みを進めているということをお聞きいたしました。 

さて、本市に目を向けて見ますと、現在検討されておりますごみ処理施設建設地は、建設候

補地として決定された御坂町八千蔵・八代町高家地区について、建設に向けた関係市町村と協

議が行われていると伺っておりますが、私ども正鵠会の意見集約の中で見ますと、なかなか協

議が進んでいないという結論に達しましたけれども、この件について今後、市長はどのような

お考えかお伺いいたします。 
このような中で、境川町寺尾地区から最終処分場を併設したごみ処理施設の陳情を本市が受

け、昨年１２月には山梨県主催のごみ処理の広域化計画の会議が開催され、その会議の中で県

より、甲州市および山梨市を含めた広域による、ごみ処理施設の検討ができないかとの提案が

なされたと、新聞報道がなされております。甲州市においては、現在、ごみ処理を他地区に依

存しており、山梨市におきましても、現在の処理施設の運用が平成２２年までと伺っておりま

す。 
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こうした中、建設候補地として誘致の要望があった境川町寺尾地区の扱いについて、今後ど

のような進め方をされるのか。また、建設候補地として既に決定している御坂町八千蔵・八代

町高家地区については、今後の対応をどのように進めていくのか。また、広域計画の枠組みの

中である甲州市、山梨市と今後の連携を含め、この問題をどのように進めていくのか、市長の

お考えをお伺いいたします。 
次に、今後の本市の観光振興についてお伺いいたします。 
先ほど申したとおり、観光振興施策につきましては、午前中の前島議員の質問にも詳しくご

答弁いただいておりますけれども、私が他県の方々とお話しをする中で、山梨県にいろんな観

光資源やおいしい果物が大変ある中、多くの方々があまり山梨県の特産品を知らないのが現状

であります。私はそうした中で、いま少し広範に宣伝を広げ、山梨県の、笛吹市の特産品を全

国的に宣伝する必要があろうかと思いますが、いかがでしょうか。 
現在、小泉総理の下、観光戦略の一つとして、海外の観光客の方々を日本に誘致しようと、

ビジット・ジャパンキャンペーンが繰り広げられております。 
本市におきましても、石和温泉観光協会また石和旅館協同組合が県の指導の下、積極的な取

り組みが行われていると聞いております。 
中国においては、昨年より観光ビザが解禁となり、多くの観光客の皆さまが日本に訪れてい

ると聞いております。また、個人の所得の増加、日本と同様に週休二日制が導入され、年々、

観光を楽しむ方々が増加すると伺っております。また、旅館業者に伺うと、中国のほかに韓国、

台湾などアジア各国からの観光客が多く見受けられると聞いております。 
こうした観点から、日本国内だけでなく海外の観光客の方々の誘致を積極的に行っていく、

笛吹市独自の観光施策が必要ではないかと考えます。 
そこで、本市を訪れる外国人観光客はどのくらいいるのか。また、その内訳など詳しくお聞

きしたいと思います。また、中国を中心としたアジアからの観光客の動向は、ここ数年どのよ

うな形でお客さんが増えているのかお聞かせください。そして、今後海外からの観光客の受け

入れについて、本市としてどのような体制で取り組んでいかれるのか。また、今後増加してい

くと見られる海外からの観光客に対して、どのような誘客策を図っていくのか、重ねてお伺い

いたします。 
さて、海外だけでなく日本国内に目を向けると、来年より本県の偉大な武将「武田信玄」の

家臣「山本勘助」を題材にした大河ドラマ「風林火山」が放映されると、予定されております。

県においても、多くの観光客の誘致に動き出したとも伺っておりますが、来ていただいたお客

さまに山梨県の素晴らしさを大いに知っていただくための方策、そして来ていただいたお客さ

まにおもてなしの心を持って対応する指導など、各観光関連の団体に指導を促していると伺っ

ております。 
大河ドラマの波及効果により多くの観光客が本市に訪れることが予想されますが、幾つか本

市の取り組みについてお伺いいたします。 
大河ドラマの撮影場所は、昭和６３年に放映された大河ドラマ「武田信玄」の当時を振り返

りますと、その撮影場所が放送時には、観光地として大きくクローズアップされております。

このことは大河ドラマに限らず、映画・テレビ等の放送により、その撮影場所に多くの観光客

が訪れることは、お分かりのことと存じます。 
そこで、今回の大河ドラマがどのような地域でロケーションが撮影されるのか。また、市と
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して、このロケーションの撮影の誘致にどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 
次に、県を挙げてこの大きな観光振興の目玉となっておる大河ドラマの活用を県とどのよう

に、具体的な連携を図っているのかお伺いいたします。また、本市・笛吹市を大いにアピール

するときであり、大河ドラマに便乗したＰＲ方法、また大河ドラマによる観光消費額、観光客

数の見込み、経済波及効果など、市として予測していることをお聞かせください。 
そして、今後、本市の観光行政は何を目指し進んでいくのか。そして、観光行政を進める上

で必要とされている観光に関する基本計画を策定し、その計画に基づいて具体的な事業を行っ

ていく必要があろうかと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。 
最後に、少子化対策についてお伺いいたします。 
本県の出生児童数は、昭和２２年の２万６，３０５人をピークとする、いわゆる第一次ベビー

ブームを境に急激な減少に転じ、昭和５６年には１万人を切り、平成１５年には７，７２０人

と減少いたしております。また、１人の女性が一生に生む子どもの数を表す合計特殊出生率に

ついては、平成１５年の本県は１．３７であり、過去最低の水準にあります。現在の人口を維

持していくために必要とされる２．０８と比較すると、大変大きな問題であります。 
本市においても、荻野市長を中心に「すくすく・いきいき・子育てのまち笛吹市」を目指し

て、昨年３月に笛吹市次世代育成支援行動計画を策定されました。この計画は、地域の次世代

を担う子どもたちが、将来に希望を持ち自信を持って大人になっていただくための計画であり

ます。 
そこで、この計画を基に、社会問題となっております少子化対策をどのように本市として取

り組んでいくのか、幾つかお伺いいたします。 
少子化対策は大変多岐にわたり地域・行政・家庭が一体となり、施策・事業にあたっていか

なければ、なかなか効果を発揮することは難しいと考えます｡ 
そこで、次世代育成計画の中から地域における子育て支援サービスの充実について、乳児健

康支援一次預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、地域子育て支援センター事業、放

課後児童保育室事業などが、今後の事業として計画されておりますが、今後、具体的にはどの

ような目標を持ってこの計画に取り組んでいくのかお考えをお伺いいたします。 
次に、保育サービスの充実でありますが、指定管理者の導入により、新しい形態の取り組み

がなされようとしておりますが、地域の声は声として大切に耳を傾け、新たな管理を委託する

事業者には素晴らしい施策運営をお願いしたいと思います。 
そこで、次世代育成計画では２１年度までに、待機児童の削減、延長保育の拡大、休日保育

の実施などが計画されておりますが、具体的にどのような計画をお持ちなのかお伺いいたしま

す。 
次に、小児医療の充実についてお伺いいたします。 
全国の小児科の医師が少ないため、国・県においても小児科医院の確保に向けての取り組み

が、積極的に行われると伺っておりますが、乳児や小さな子どもは急な発熱など、大人が予測

のつかない状況が起きることがよくあります。小児科医院が少ない現状、各関係団体の連携を

保ち、急な患者に対応できるシステムの導入が必要と考えますが、お伺いいたします。 
そこで、関係救急指定病院、また消防署等の連携を強化し、迅速な対応がなされるよう、市

として関係機関への具体的な取り組みが必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。 
次に、生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備については、障害児童ならびに特別
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支援教育、また社会問題として取り上げられている不登校児童生徒の支援、いじめ等青少年問

題等の事業が計画されておりますが、今後の取り組みについてお伺いいたします。 
次に、子どもの安全確保についてでは、各地域と学校、ＰＴＡ等が協力により体制づくりに

取り組んでおりますが、今後、さらなる体制強化を図る必要があろうかと思います。 

 そこで、スクールガードの導入などが必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。 
 以上をもって、正鵠会の代表質問として代えさせていただきますが、ご清聴ありがとうござ

いました。 
○議長（龍澤敦君） 

答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野直正君） 
 正鵠会、野沢勝利議員の代表質問にお答えをさせていただきます。 
 はじめに、平成１８年度当初予算について、今予算の重点施策と基金等の取り崩し、さらに

今後の財政見通しについての問いでございます。 
まず、平成１８年度の予算における方向性としましては、新市の基本をつくるべきソフト重

視型予算とさせていただきました。市政方針の中で申し上げました内容を反映させていただく

ものでございます。予算としましては、総合計画、都市再生整備計画、都市計画マスタープラ

ン等の計画策定費をはじめといたしまして、芦川村との合併準備費、福祉・環境・農政等にお

けるソフト事業、および環境施設、学校施設整備費などを政策予算として計上させていただい

ております。 
また、基金の取り崩しにつきましては、財政調整基金からの繰入金を６億４，３００万円と

し、観光施設整備基金から１億２千万円を繰り入れさせていただくこととしております。 
さらに、今後の基金取り崩しを含めた財政の見通しにつきましては、厳しい経済情勢の中で

国の三位一体改革などによりまして、地方への税源移譲も行われておりますが、財源不足を十

分に補うまでには至らないと考えております。 
そうしたことから、財源不足は今後さらに深刻になることが予測されております。現在、取

り組みを始めております、定員適正化計画に基づく職員の削減、事務事業の再編整理、公共施

設の整理見直し等の行政改革を強力に推進する必要があるものと考えております。 
ただ、こうしたコスト削減を見込む中で、なおかつ基金の取り崩しは避けられないものと考

えておりまして、現状では平成１８年度から平成２２年度までの５年間で、およそ２０億円は

基金からの繰入金が必要となってくるものと予想しております。 
 したがいまして、今後もさらに、なお一層のきめ細かな財政運営が必要になってくるものと

考えております。 
 次に、行政改革についての質問についてお答えをいたします。 
本市が限られた財源のもとで、新市建設計画の将来像に掲げる「躍動するふれあい文化都市」

を実現するために、スクラップ・アンド・ビルドによる組織改革が必要であると考えておりま

す。 
組織の見直しや人材育成については、現在、策定中の笛吹市第１次行財政改革大綱の中に位

置付けられておりますが、本大綱は新市建設計画に掲げる「躍動するふれあい文化都市」の実

現を目指して、これまでの自治体の運用を見直して新たな仕組みを構築するものであります。 
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 なお、平成１８年度から笛吹市の長期的な行政運営の指針である総合計画の策定に取り掛か

る予定ですが、庁舎建設や組織の見直し、人材育成についても検討していく予定であります。 
 続いて、ごみ処理施設建設に向けての進捗状況について、お答えをいたします。 
 今年、甲府市と共同によりまして、八千蔵高家地区に建設すべく準備を進めてまいりました

が、県からの提案等がありまして、ここで大きく状況が変化してまいりました。私としまして

は苦渋の選択、そして、ご協力いただきました関係者の方たちには、大変なご無理を申し上げ

なければならない、そんな状況にあります。 
現在、市では甲府市を含めた関係市町村で、新ごみ処理建設に向け御坂町八千蔵・八代町高

家地区を建設候補地として決定し、作業を進めてまいりましたところ、昨年１２月、県環境整

備課主催によります、甲府・峡東地域ごみ処理広域化検討会議が開催されました。 
この会議では、ごみ処理施設建設に向けて、広域で対応するようにとの指導がございました。

県の説明では、ごみ処理施設設置について、従来の補助金制度での対応から、平成１７年度よ

り広域的対応を求められる、循環型社会形成推進交付金での対応に制度が改められ、かつ循環

型社会構築の考え方が色濃く反映される基本構想、地域計画が策定されていることが、必須条

件となりました。 
市では、平成１８年度を笛吹市ごみ減量元年と位置付け、５年間で生活系可燃ごみを５３％

削減する目標に向け、現在、数値目標を取り入れながら年次計画を策定中であります。 
このような状況の中、広域で実施することにより、財政上の負担軽減や稼動施設の熱回収等

の効率化など、一定規模の施設が必要となってくることから、国や県が強く推進している広域

化での流れの中で対応していくことが望ましいという位置付けから、いわゆるＣブロックの枠

組みであります、甲府市、甲州市および山梨市を含めた４市で、寺尾地区も建設候補地の選択

肢の一つとして、事務レベルで現在協議を行っております。 
 また、仮に寺尾地区にシフトした場合についての八千蔵・高家地区の対応につきましては、

これまでご理解とご協力をいただく中で進めてまいりました経過がございますので、地元住民

の皆さまや地権者の方々に対しては、甲府市と十分協議を重ねながら、行政責任はしっかりと

果たさせていただく考えでございます。 
 続きまして、今後の観光振興についてでございます。 
 海外観光客への今後の対応、大河ドラマ「風林火山」放映の活用策について、本市の観光行

政は何を目指して進んでいくのか。その必要な観光に関する基本計画の作成を考えているのか

について、お答えいたします。 
 まず、海外観光客への今後の対応についてでありますが、本市を訪れた海外観光客数は約

３万人であります。中国、韓国、台湾から観光客、視察団旅行者が主なもので、特に昨年、中

国での訪日団体観光ビザ発給地域が全国に拡大されたこと、訪日教育旅行団の視察等の増加な

どから、今後さらに多くの海外からのお客さまが訪れていただけるものと思われます。 
 受け入れ側としましても、宿泊施設については十分確保できると思われますが、教育旅行団

にかかわる交流事業においては、学校側への協力体制の調整がこれからの課題と考えます。 
次に、大河ドラマ「風林火山」放映の活用策については、笛吹市全域において、調査および

踏査を行い、「富士の国やまなしフィルムコミッション事務局」に登録を行っており、その活

用についてお願いしているところでありますが、まだロケ現場等、具体的なことは分かってい

ないのが現状であります。 
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この放映の前後の年において、さらに笛吹市の宣伝ＰＲ活動を積極的に行い、観光客数の増

加を図り、笛吹市の活性化に結び付けられるよう事業を展開してまいりたいと考えております。 
 次に、本市の観光行政は何を目指して進んでいくのか。その必要な観光に関する基本計画の

作成を考えているのかについてであります。 
 現在、本市では平成１６年度において策定した国土創発事業、従来型観光地の地域の魅力の

再発見、または、創出と、それを生かした集客力回復と、まちの再構築に関する調査報告書に

基づき、実施計画を進めてまいりました。例えば、遊歩道でありますが、桜通り温泉街にウッ

ドデッキの設置、あるいは温泉活用プログラム型健康増進施設等々を取り入れて研究を進めて

おります。 
また、平成１８年度におきましては、総合計画・都市計画マスタープラン等の策定のため調

査を行うことになっており、将来的には、これらをもとに観光基本計画の策定も検討してまい

ります。観光振興につきましては、笛吹市観光連盟が設立されましたので、連盟の組織づくり

とともに、各観光協会の強化を図りたいと考えております。特に、これからは観光連盟が中心

となりイベント等の開催、事業活動の実施を行ってまいります。 
また、観光商工課においても、新年度に企画部門担当を新設し、企画立案を積極的に行い、

笛吹市を全国にＰＲし、認識を深めてもらうようにしてまいりたいと考えております。 
 次に、今後の少子化対策についてお答えいたします。 
まず、子育てサービスの充実については、既に笛吹市次世代育成支援行動計画の策定をいた

しました。 
ご質問の事業につきましては、特定１４項目の中に挙げてあり、目標事業量を明確にし、そ

の取り組みを進めているところであります。 
 まず、乳幼児健康支援一時預かり事業についてでありますが、これは児童等が病気の回復期

にあり、集団保育が困難な時期に一時的に預かるものであり、訪問型と派遣型とがあります。

市では派遣型で実施することとし、平成２１年度目標値は７５０回となっております。 
 次に、ファミリーサポートセンター事業についてでありますが、これは働く人々の仕事と子

育ての両立を支援する目的で、育児・介護の援助を受けたい人と、行いたい人が相互に援助す

る会員組織によるものであり、平成２１年度目標値が２カ所となっており、平成１８年度には

保育サポーターの養成を実施し、平成１９年度にファミリーサポートセンターの開設を目指し

てまいります。 
 次に、子育て支援センター事業についてでありますが、この事業は、子育て家庭の支援を目

的としたものであり、平成２１年度目標値は４カ所設置となっております。平成１８年度中に

１カ所を設置する予定であります。 
次に、放課後児童健全育成事業についてでありますが、これは保護者が昼間、仕事で家庭に

いない児童を預かるものであり、現在、市内に１０カ所で６００名の児童が利用しており、平

成２１年度目標値は１３カ所、８９５名に設定しております。これに向けて計画的に整備を考

えてまいります。 
平成１７年度につきましては、条件を満たしている児童全員の利用を許可したところであり、

平成１８年度につきましても、大勢の申し込みがあり、これを受け、入所選考委員会を３月１日

に開催し、学童保育室が不足する個所について、学校のご理解を得る中で、現在の教室に加え

て、２校については教室等をお借りする予定となっております。 
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市におきましても、保護者の要望等にできる限りお応えするよう、現在、準備を進めている

ところであります。 
核家族化などにより、地域とのかかわりが希薄になりがちな昨今、積極的な子育て支援サー

ビスが求められており、平成１７年度においては、ちびっ子祭り、親子で楽しむコンサート等

を開催してまいりました。今後、子育て支援事業の平成２１年度目標値の達成がされるよう、

取り組んでまいります。 
 次に、保育サービスの充実についてのご質問でございます。 
 まず、最初の待機児童の削減につきましては、新年度の保育所入所児童数が本年度に比べて

若干減少していることなど、保育所の定員をオーバーし、入所をお断りしたケースがないこと

などから、今のところ待機児童はないとの判断であります。 
 次に、延長保育の拡大につきましては、現在実施している保育所は公立が７カ所、私立保育

所が５カ所であり、次世代育成支援行動計画の中で、平成２１年度までに現在の１２カ所から

１９カ所に目標を定めており、今後も保護者の要望にお応えしながら、実施個所の拡大や時間

延長に努めていきたいと考えております。 
 次に、休日保育の実施については、現在、実施している保育園はございませんので、平成

２１年度までには３カ所での実施を目指しております。保護者の就労形態の把握や要望などを

お聞きするとともに、指定管理者制度導入も視野に入れ、民間の持てる力を活用するなど、早

期に実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、小児救急の充実についてのご質問ですが、小児救急医療患者の増大、病状が急変しや

すいなどの小児医療の特殊性、小児科専門医の不足等、近年の状況の中で、既に山梨県にあっ

ては、平成１６年５月の国の救急医療対策実施要項の改正を受け、平成１７年３月から小児初

期救急医療センターおよび小児病院群輪番制などの体制を設けたところであります。 
 この制度の基本的な考え方としては、小児科専門医の不足等から、県全体を１つとした広域

的な区域として設定されていること。このため県内各地からの交通アクセスの良い甲府市内に

設けること。医療は休日・準夜間・深夜を通して実施することとされております。小児初期救

急医療センターは甲府市医師会に委託されており、甲府市医師会救急医療センター内に設けら

れております。 
また、入院などの二次救急医療機関につきましては、甲府市内の４つの病院の輪番制で実施

されております。 
ちなみに、平成１７年３月から本年１月までの県全体での患者数は１万５，３１２人で、こ

のうち笛吹市の患者は１，８３５人となっております。なお、笛吹市の保護者への啓発といた

しまして、ゼロ歳児から３歳児までの乳幼児健診の折に、子ども救急ガイドブックを配布し、

子どもが病気になったときの応急対応や、休日・夜間の救急医療受診の仕方等、周知を進めて

おり、また、広報ふえふきカレンダーに「休日・夜間医療機関のお知らせ」として掲載もして

おります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
 ご理解をお願いしたいと思います。 
 なお、教育関係につきましては教育長がお答えをいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
続いて、芦原教育長。 



 ５２ 

○教育長（芦原正純君） 
 生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備について、野沢議員の代表質問にお答えい

たします。 
 変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに、身に付けさせたい、「知」確かな学力、

「徳」豊かな心、「体」健康・体力の３つの要素を「生きる力」といい、文部科学省では自ら

考え、理解して行動することができる力を学習指導要領に示しています。 
 笛吹市では、ご質問にあります特別支援教育は日常的に教育相談を充実させ、対象児童の早

期発見と、その関係機関とも連携して適切な指導を行い、発達相談や学習障害に対しての学習

支援ができるよう努めています。 
 平成１９年度からは、特殊教育から特別支援教育への転換を図るべく、特別な教育ニーズの

ある児童・生徒に対する支援体制の整備の取り組みを進めているところです。また、問題行動

の児童・生徒の自立支援のため、問題行動を起こす個々の児童・生徒に着目して、石和町にお

きましては、平成１４年からサポートチームを設置しております。 
 また、自立支援教室は２年間の実践活動を展開してまいりましたが、最近は、遊び非行の不

登校児童・生徒や、学校内外で深刻な問題行動を起こす児童・生徒に対応するために、学校内

外での支援を保護者、関係機関と連携を密にして取り組んでいるところです。 
次に、子どもの安全確保について、スクールガードの導入は考えているのかのご質問でござ

います。 
スクールガードリーダーですが、文部科学省と警察庁が連携し、学校内外の安全体制の確保

のため、平成１７年４月１日、スポーツ・青少年局長決定による、地域ぐるみの学校安全体制

整備推進事業委託実施要綱を受けて、山梨県教育委員会の委託事業として、スクールガード

リーダーを笛吹市においては２名の配置割り当てに基づいて、昨年１０月に配置いたしました。 
養成講習会を終了して、学校の巡回指導、安全に対する評価、校内パトロール、教職員・児

童・保護者への危機管理意識の啓発、不審者に関する情報の整理、児童の安全指導等を役割と

して現在、活動をしております。 
子どもの安全は、地域との連携を重視して、地域ボランティアの協力など、地域社会全体で

取り組む体制が肝要かと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
野沢勝利君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 
 冒頭、お話しをしたとおり、重複する部分につきましてもご丁寧な、また積極的なご答弁を

いただきましてありがとうございました。 
 再質問でございますけれども、使い切り予算の見直しということでございますが、私も決し

てこの方法を否定するものではありません。素晴らしいことだなというふうに思いますし、先

にスコレーセンターでも説明会があり、また市長からも施政方針の中で、事細かに説明をして

いただきましたけれども、若干、危惧する点は、予算の執行率が低下しないかどうかというこ

とであります。職員の中に、もし残ったら送ればいいやというふうな安易な気持ちの中で、そ

の事業に積極的に取り組む姿勢が損なわれないかという心配があるわけですが、この１点につ
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いても、市長さんの改革プランは大変素晴らしいわけでございますけれども、職員が果たして

市長のお考えどおりに、理解をして進んでいくかどうかなということが１つ、私は心配される

わけですが、このことについてお伺いいたします。 
 それから、今度、東八代合同事務所が、東山梨との統合について東八代合同庁舎が空くので

はないかという予測の中で、県のほうで東八代合同庁舎のあとの利用計画が、どのようになさ

れているのか、もし、そうした中で笛吹市として利用を考えているのかどうか、この点につい

ても、お伺いしたいと思います。 
 それから、環境行政でありますけれども、市長さんの環境対策には、先ほど代表質問の中で

もお話しをしましたけれども、積極的に取り組んでおられ、他の自治体に先駆けて取り組んで

いる姿は評価するわけですが、今年度の予算の中に、バイオディーゼルの製造というふうなこ

との中で、学校・保育所の廃油というふうなことでありますけれども、本市におきましては、

ホテル・旅館・飲食店などがたくさんある中において、廃油を今は有料で処理していただいて

いるわけですが、今後、リサイクルとか有価物の利用というふうなことを考えたときに、もっ

と規模を大きくした中で、この事業を進める考えがあるのかどうか。そして、事業者が手を挙

げたときに、行政としてのお手伝いができるのかどうか、この点についてもお聞きしたいと思

います。 
 それから、観光連盟の件でありますけれども、各観光協会のご尽力の中で観光連盟が発足し

たわけでございますけれども、いままでの各観光協会に対する事業計画とか予算的なもの、連

盟から各観光協会への支出金があるのかどうか、このへんについてもお考えをお聞きしたいと

思います。 
 次に、子育て支援の件ですけれども、国でも、いよいよ少子化対策に真剣に取り組む時代に

なりまして、午前中の質問でもありましたけれども、国でも少子化担当大臣を設置して、この

問題に取り組んでおるわけでございますけれども、市から県へ、また国へ子育て支援として要

望を出されているのかどうか。私も簡単に子育て支援というふうなことで質問をさせていただ

く中で、若干、勉強させていただいた中においても、幅が広くてなかなか取り組みは難しいと

いうことを痛切に感じましたけれども、市のほうでも子育てプランを立てて積極的に取り組ん

でいる姿を拝見させていただくに、市独自の支援策があるのかどうか。この点についてもお伺

いしたいと思います。 
 以上、再質問とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野直正君） 
 野沢議員からの再質問でございますけれども、最初に使い切り予算をなくそうというふうな

ことで、今年度１年間、取り組んできたわけでありますけれども、これにつきまして、初年度

としては大変成果があったというふうに自負しております。 
これにつきましては、今ご指摘のように事業をどういうふうにしていくかということ、ある

いは事業の成果をどう見るか。予算を１００％使わなくて手抜きがあったのではないか。ある

いは目的どおりの事業ができなかったのではないかと、恐らくこういうご心配をいただいてい

ると思います。 
今、行財政改革の一環の中で事務事業を評価しましょうと、こういうことも１つのテーマに
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挙げております。 
 それから、なおかつ今年度の予算を作る過程におきまして、枠配分予算ということをさせて

いただきました。この枠配分予算というのは、いわゆる予算の編成ということに重きを置かな

いで、事業の編成に力を入れましょうと、こういうことでございます。 
 したがいまして、ご心配いただくようなことは、絶対にないとは私申し上げられませんけれ

ども、方向性としては自分たちの事業が目的を達成したならば、その予算については財務のほ

うにお返しをいただく。事業を進めてきましたけれども、足りないということも出てくると思

います。そのときは補正という形でしっかりと提出していただき、そして目的をしっかり達成

させていくということが大きな目標であります。 
 したがいまして、単なるお金を使い切らなくて残せばいいと、こんなふうに短絡的にお考え

いただくと大きな間違いだということを、職員に常々申し上げております。また、議員各位に

おかれましても、そのような目で、一つひとつの事業が１つの目的と予算の範囲内で、あるい

は、その予算をどれだけ節約してもきちっと目的どおり達成できているかどうか、そういった

ご評価、あるいは見方をしていただければありがたいと思っております。 
 よろしくお願いいたします。 
 次に、環境対策のバイオディーゼルの件でございますけれども、今回は約１，８００万円ほ

どの機械を購入するということで、今、予算計上させていただいてあるわけでありますけれど

も、当初目的は、まず実験をしていこうというようなことで発表させていただきました。発表

いたしましたら、いろいろなところから実はご意見をいただいております。例えば、青年会議

所、これは笛吹市の合併１年記念事業を青年会議所でやっていただきました。そのときに実は

バイオディーゼルの模擬実験をしていただき、こんなになるんですよと、環境にやさしい社会

をみんなでつくろうという形で、青年会議所でも提案をしていただきました。 
また、旅館組合の青年部におきましてもバイオディーゼル、いわゆる、ごみの減量化作戦に

自ら取り組もうと、こういうことを今研究していただいている。市だけでやるのではなくて、

われわれもそのプロジェクトに入れてくださいと、こういうふうな要望をいただいております。 
これにつきましては、今年度の新しい事業でありますから、そういう方たちもプロジェクト

に、できれば入っていただくというようなことも視野に入れながら進めてまいりたいと、かよ

うに思っておりますから、ご理解をいただきたいと思います。 
 次に、観光連盟でございますけれども、観光連盟につきましては説明を一部いたしましたけ

れども、当初、今年度におきましては、まず連盟を結成して、そして笛吹市が一本化した形で

観光行政に取り組んでいくと、これが第１前提の目標であります。 
 しかし、それぞれの地区におきまして、観光協会が現在も現存してございます。それぞれの

規模もまちまちであります。３８０名からの会員を抱えているところから、会員数１０名のと

ころまでございます。こういったものをどういう形で一本化していくかというのが大きな課題

でもございますし、なおかつ向かっている観光という、言葉では一緒でございますけれども、

内容がそれぞれ異なります。 
 したがいまして、この連盟を一本化するのに、どのくらい期間がかかりますか分かりません

けれども、観光連盟に一本化するための専門委員会を連盟の中で、近々に立ち上げる予定であ

ります。そして皆さんの意見を聞きながら観光連盟の一体化を図っていきたい。 
 そして、なおかつ、ご質問の中にありました、観光協会の予算はどうなるかということでご
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ざいますけれども、これは昨年同様に各観光協会には今年は出させていただく。そして、今申

し上げました専門委員会で検討していただいた結果、この事業については連盟でやろうと、こ

の事業については各支部でやろうと、順次、色分けをしながら観光連盟が一本化していくとい

うふうにしていきたいと考えております。 
 以下につきましては、各担当部長より説明させていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
 東八代の合同庁舎の利用、笛吹市で活用する考えはというご質問でございますけれども、県

も県としての利用を検討するとともに、地元笛吹市の希望も調査し、もし活用策があるのであ

れば検討をするという、そういった市の希望を調査し検討をしていくという、そういったスタ

ンスでございます。 
 特に、笛吹市としましても、現在のところはその利用についてはございません。 

○議長（龍澤敦君） 
内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 今後の少子化対策についての再質問にお答えいたします。 
 野沢議員も申されましたとおり、少子化対策につきましては、現在、国におきましても少子

化・男女共同参画大臣を任命し、対策に取り組んでいるところでございますが、笛吹市といた

しましても、先ほど答弁で申し上げましたとおり、１６年度に笛吹市次世代育成支援行動計画

を策定いたしましたが、この計画の策定にあたりましては、策定委員および関係各課など多方

面からの意見を伺い策定をいたしたものでございます。 
 したがいまして、今後は、国・県の計画と併せる中で、市が独自で定めました次世代育成支

援行動計画の達成に向け進めてまいりますが、特に保護者の理解を前提にしての、公立保育所

への指定管理者制度導入による保育サービスの充実・拡大、また保護者等から要望のある児童

館未設置区への児童館の建設推進等、子育て支援の環境整備に努めてまいりたいと、このよう

に考えております。 
 以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
再々質問を許します。 
野沢勝利君。 

○１５番議員（野沢勝利君） 
 環境行政で１点だけお聞きしたいわけですが、現在、甲府市と笛吹市との共同ごみ処理の中

に、笛吹市から新清掃工場建設のための事務局を設け、職員が１人派遣されているという記憶

ですけれども、こうした状況の中で境川を含めた事業を進める中での体制に移行するのか、職

員を戻すのかどうなのか、この点を１点お聞きしたいと思います。 
 それから、市長も常日ごろ、安心・安全なまちづくりということで、積極的に取り組んでい

ただいておるわけでございますけれども、石和町の時代から長い懸案でありました駅前の派出

所の件であります。午前中の質問でもありましたとおり、駅舎の改築・建て替え等も議論され

ておるわけでございますけれども、石和町時代には本署と駅前が近すぎるので、なかなか派出
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所の設置は難しいということで先送りされてきているわけですが、笛吹署も移転し駅までの距

離が長くなったということで、私はやはりこういう時代でありますから、駅前の防犯というも

のも大変重要ではないかと思いますから、この機会に駅周辺の整備に取りかかる中において、

派出所の問題をどういうふうに考えておられるのか。 
 それから、春日居町も今度、恐らく笛吹署管内に移行するのではないかと思いますが、現在

の警察官の数の中において、今度、春日居町が編入されるというふうなことになれば、区域も

広がるわけですし人口増加等もある中において、警察官の増員計画があるのかどうか。 
そして、富士見駐在所はご存じのとおり、今、駐在所ということですから２人の体制にはなっ

ておりますが、以前は家族で駐在勤務で、お巡りさんが外へ回っているときには家族が留守番

をしながら、その役割を果たしたというようなことでありましたが、最近は２人体制にはなっ

ておりますけれども、現実は赴任してもすぐにいろいろな学校に入るとか、研修ということで、

１人で行っているのが現実でありますけれども、その筋からの情報ですと、今の駐在所は

５１年に建て替えられて、もう３０年になるということで、建て替えも計画されているようで

ございますが、今の駐在所を格上げして交番体制にしたいということも伺いました。 
交番体制というのは６人体制で、２人１組で２４時間ということでありますから、今の富士

見の駐在所、子どものころからのああいう姿の中で、人口も１０倍に増えたということやら、

戸数も増えたということの中で、地域の住環境の悪化というものは大変申告であります。そう

した中で、やはり行政の力を借りながら富士見駐在所が一日も早く建て替えられたり、また、

駐在所から交番になるような形の中で、市長さんの力も借りたり、また地域の皆さんがどれだ

けこの問題に関心を持って、地域の安全を守るかということで、関心を持っていただくという

ことも大変重要ではないかと思いますけれども、市として駅前の派出所、また、富士見の駐在

所の建て替え等の情報が入っているかどうなのか、この点についてもお伺いしたいと思います。 
それから、教育委員会につきまして１点だけお聞きしますけれども、小中学校、いままでで

すと学校教育施設は地域・社会に開放するということで、時には三世代交流の施設として、ま

た、地域の社会教育なんかにも利用されていたわけですけれども、先ほど話をしたとおり、学

校にも不審者が侵入して大きな事件が起きているわけですが、各学校によりきり、まだその体

制が整っていないように見受けられるわけですが、開放型でいいのか、また、そうした問題を

考慮する中において、順次こうした問題も整備していくのかどうか、この点についてもお伺い

したいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

 荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

野沢議員さんの再々質問でございますが、まず、甲府市との環境センターへの職員の派遣の

件でございますが、現在、１名派遣させていただいておりまして、甲府市が３名出しておりま

して４名で新清掃工場の準備にあたっております。 
今年、基本計画と総合整備計画が出来上がりまして、新年度からは環境影響調査に入れると

いう状況になってまいりましたけれども、先ほども申し上げましたように、県の指導によりま

して、Ｃブロック構想というのが立ち上がってまいりました。 
今回、２つの大きな課題があるわけでありますが、１つは、八千蔵、高家の皆さんが、本当

に深いご理解をいただいて、そこに造っていただけるという話、これをシフトしなければなら
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ない状況になるのか、いま事務レベルでの話ですけれども、仮にやる場合、どちらをする場合

でも、平成２２年度までに甲府の清掃工場を閉鎖しろと、こういう一つの大きな命題がござい

ますから、大変、事が急がれるということでございます。 
したがいまして、現在、甲府市に派遣しております職員は、次年度につきましても引き続き

派遣をさせていただきたいと思っております。今月中には結論が出るはずですが、もし、Ｃブ

ロック構想という形で出た場合には、山梨市からも甲州市からも出ていただいて、そして詰め

ていかなければ、時間的に間に合わないのではないかと、こんなふうな予測をさせていただい

ております。 
次に、駅前の派出所の件でございますが、駅前の派出所につきましては、県におきましても

警察の内部におきましても、あそこに派出所を造ってもいいということの内定をいただいてお

ります。内定をいただいておりますけれども、今、私どものほうで駅前広場の改装をどういう

ふうにするかという１つのプランと、それからもう１つは、先ほどからも話がありましたよう

に、駅舎を含めたまちづくりをどうするかというプランが出ておりますから、案がいろいろご

ざいまして、別棟で派出所を造ったほうがいいというご意見もありますし、そうではなくて、

駅舎の中に一緒に派出所を造ったほうがいいという意見もございますから、そういったことを

十分議論する中で、この点については進めていきたいと、かように思っております。 
ですから、基本的には、あそこに派出所ができるということだけは内定をしているというこ

とは、お伝えできると思います。 
それから、春日居の件でございますが、平成１９年度からという話は笛吹警察署長から伺っ

ておりますけれども、具体的に何人が望ましいというような話については、まだ言及してござ

いません。 
それから、富士見の駐在所の件でありますが、これにつきましても、まだ詳しい話を聞いて

おりませんから、今日ここでお答えすることはできないわけでありますけれども、先ほど野沢

議員さんのほうから、人口も増えたし、体制としては派出所体制にしたらどうかというご提案

でございますから、ご意見として受け止めていきたいと思います。 
以上であります。 
教育問題については、教育長からいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
再々質問についてお答えしたいと思います。 
開かれた学校ということと学校の案全ということは、一体で考えていかなければならないこ

とだと思います。 
現在の取り組みの状況ですが、学校においては子どもの安全ということを最優先に考えてい

く必要があると思っております。それぞれの地域によって、この取り組み方にだいぶ差がござ

います。ただいま防犯カメラを取り付けるところもありますし、それから、サスマタのような

ものを準備しているところ。さらに緊急通報装置、エリアサイレンと言っておりますけれども、

これは先生方がリモコンを持って授業へも出かけています。そのリモコンを押すことによって

校内の放送に、どこに不審者が現われたかというようなことが全校に伝わるような、そういう

ような方法もとられております。 
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さらに、笛吹署と笛吹市内の建設業協力会の方たちからご協力をいただきまして、アタック

スプレー、要するに催涙スプレーを市内の全小学校に配布したということもございます。 
それから、学校の敷地を全部塀で囲めばというお話も聞くわけですが、学校によっては、学

校の敷地の中に道路・農道が走っているというようなところがございましたりして、全体を囲

うというようなことはちょっと今のところ無理かなと考えております。 
いずれにしても、学校の安全ということを重点的に考え、これからもいろいろな方策をとっ

ていきたいと思っております。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、正鵠会の代表質問は終わります。 
暫時休憩いたします。約１０分間。 

休憩  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時００分 
○議長（龍澤敦君） 

 再開いたします。 
次に、清新会の代表質問を行います。 
井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
清新会の井上と申します。 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、私は、清新会を代表いたしまして質問をさせ

ていただきます。 
質問の前に、去る３月３日、スコレーセンターにおきまして市長の平成１８年度予算説明会

がございましたが、その折、新潟県山古志村に派遣されている２名の職員の方から、事細かに

災害の復興状況を報告していただきました。復興いまだ半ば、自然災害の恐ろしさを改めて痛

感いたしました。職員の２名の方のご労苦に感謝するとともに、一日も早く復興されるようお

祈り申し上げたいと存じます。 
また、北イタリアの古都トリノを舞台に、１７日間にわたりまして展開され、２月２６日に

閉幕した冬季オリンピック、わが笛吹市出身でフリースタイル・エアリアルに、日本代表選手

として出場を果たしました逸見佳代選手、上位進出こそ逃しましたが、私たち市民に夢と感動

を与えてくれました。逸見選手の健闘をたたえるとともに今後のご活躍を心よりお祈り申し上

げます。 
さて、私は２つの質問をさせていただきます。 
１つは、ごみの減量化に向けての市の具体的な対策と、もう１つは、昨年３月議会におきま

して、いただいた答弁にかかわる質問であります｡ 
まず、ごみの数量と処理について伺いたいと思います。 
私たちの生活は、豊かで便利なものとなりました。一方で、資源やエネルギーなどを大量に

消費するため、ごみや深刻な環境の問題に直面をしています。この問題の解決のためには、大

量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式、そして産業構造を根本から見直すことが必要であり

ましょう。また、廃棄物を貴重な資源ととらえて、生産の段階からリサイクルと廃棄物の減量
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化を考えた産業活動を行うこと。廃棄物はリサイクルして資源として利用すること。環境に優

しいリサイクル製品を率先して使うことなど、循環型の生活様式、産業構造の社会へ変えてい

かなければなりません。 
さて、笛吹市において、ごみの収集は環境指導員の方々を中心として、市民の皆さんの協力

と努力によってスムーズに行われています。最近、トラブルや苦情は私には聞こえてきません。 
私の家の近くに可燃ごみ・その他のプラスチック（白色トレイを含む）を収集するステーショ

ンがあります。６時から８時までの待ち出し時間に役員さんは出労しています。冬の温度は零

下になりますが、身にこたえる寒さの中、世話をしている姿を目にしています。少し離れたと

ころにある粗大ごみ・資源ごみの分別はもっと大変であります。それでも役員の方々は親切に

笑顔を浮かべて対応してくれます。 
本市のごみは、環境指導員を中心に市民の善意と協力によって収集が行われていますが、そ

の量と収集・処分に要する費用は想像をはるかに超える数値になると思いますが、そこで１点

目、平成１６年度の可燃ごみと不燃ごみの数量と処理費をお伺いします。２点目でありますが、

全廃棄物の数量と処理費の総額について伺います。 
２つ目、ごみの減量化について伺います｡ 
県は去る２月２０日、一般廃棄物の排出量を１割削減し、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を

２割削減する行動目標を盛り込んだ、県廃棄物総合計画５カ年計画を策定しました。全国的に

は一般廃棄物、産業廃棄物も排出量の減少傾向にあるのに対し、県内では増加傾向。県は県民

に対しまして、具体的な指標を示しながら、１人１日当たり７４グラムの削減を促すことにし

ています。 
本市においても、ごみの減量化対策は緊急課題の一つでありますが、笛吹市のごみ排出量は

増えつづけているといわれています。それゆえ、環境への負担も増大しています。減量化する

ためには行政の適切な指導、笛吹市１２８の行政区の中から選出された環境指導員の皆さんに

よる強力なリーダーシップの発揮と啓蒙、そして、市民１人一人がリデュース（減らす）、リ

ユース（再利用の促進）、リサイクル（再生利用の促進）、リフューズ（断る）、例えば過剰包

装を断る等でありますが、４Ｒ作戦を日々実践していくという意識と自覚が、最も必要であり

ましょう。 
市内のある地域に、ＪＡ笛吹の計らいでつくられたピーチアンドグレイプスという女性団体

があります。その中の２７団体が可燃ごみのうち広告紙・牛乳パック等を集め、農協を通して

リサイクル工場に委託し、ティッシュ、トイレットペーパーと換える活動を行っています。素

晴らしい活動だと思うのでありますが、１年１回の収集でありますが、その量は１万１，

４８０キロにも上るということであります。 
得た収入はわずかでありますが、ここが素晴らしいと思うのですが、団体の活動費に充てて

います。料理教室を開く、絵手紙教室を開く、水彩画・花の寄せ植え等の研修会も行う、こう

いうところに使っていることであります。 
市内には、このようなグループがたくさん結成されていると聞いています。こうしてごみの

減量化につながっていくのではないかと思うのであります。 
増え続けるごみの減量化と処理費の削減は、重要な課題の一つでありますが、ごみの建設地

の確保・施設規模の決定にも重大な影響を及ぼすと考えられている、ごみの減量化をどのよう

に進めていくのか、市の取り組みについて伺いたいと思います。 
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３つ目に、環境教育について伺います。 
今の社会、価値観の多様化、倫理・道徳の低下、協調性・連帯感の欠如等々、心の問題が提

起されています。 
時代は流れ世は変わっても、変えてはいけないものは倫理・道徳でありましょう。不易流行

という言葉がありますが、古い言葉で恐縮でございますが、「朋友相信じ恭倹己を持し博愛衆

に及ぼし学を修め業を習い以って智能を啓発し・・・」という古き言葉があります。これは不

易流行の不易にあたる言葉でありましょう。 
江戸時代の儒学者、中江藤樹の書物の中に「倹約は人の美徳なり 古よりいみじき聖賢明王

皆倹約を行い給えり。よき人の倹約ならざるはなし」、この言葉は時代を超えて現代にも通用

する人間として修めていくべき目標、徳目であると考えます。 
笛吹市で行っている環境教育は、環境保全への取り組みと意識を育てる時代の要請に応える

ための教育でありましょうが、私はこの環境教育の中に、心をはぐくむ営みのあることも見出

しているのであります。環境教育の中で行っている具体的な活動は「花を育てる」「緑を育て

る」、こうして思いやりのある心が育つと思うのです。 
２番目、発電・節水を励行する。子どもたちが一生懸命にやっているようですが、こうして

倹約をする心を培う。 
３番目として、牛乳パックの収集と整理をしております。清掃作業をしておりますが、この

ように共同作業によって協調性を高める、公徳心を高める、こういうふうな心を育てていくこ

とになるのではないかと思うのであります。 
学校ではぐくんだ心は家庭にも持ち込まれ、さらに、この心は地域社会の中にも持ち込まれ

る。そして、地域社会の中でこのような心は大きく花開いていく。地域で学んだ心を持ってま

た学校に行く。このようにして環境教育の中で、心をはぐくむ循環型社会が構築されればと

願っているのであります。 
かつて古い時代というふうに言うのでありますが、学校で誉められる・怒られる。そうしま

すと、家庭でも怒られる・誉められる、地域でも怒られる・誉められる。そして学校へ行く。

こういう道徳教育がすべて社会で行われていたんであります。環境教育の中で、自然体の中で

心をはぐくむこのような教育が行われるのではないかと、私は感じているのであります。 
心をはぐくむ循環型社会が構築されればと願っているのであります。 
環境問題は、限りなく続く課題であります。大人ばかりでなく、子どもたちにも教えていか

なければならない重要なテーマであります。 
市は学校と連携を図りながら、そして学校現場の先生方の意見もよく聞きながら、環境教育

を進めていると聞き及んでいますが、その取り組みの現状を伺いたいと思います。 
次に、昨年、平成１７年３月議会におきまして行った私の４つの質問に対して、すべて前向

きの答弁をいただき感謝しております。その中の１つ、「文化財を生かしたまちづくりをどの

ように考えていますか」という私の質問に対して、「文化財を生かしてまちづくりを進めてい

きたい」との前向きの答弁をいただきいたのであります。 
一昨日、３月７日開会の今議会におきまして、市長は行政報告の中で、「甲斐の国 千年の

都 笛吹市」の歴史遺産を温泉や果物と連携させ、観光客の誘致に努めると、言明しています。

素晴らしい言葉だと私は聞きました。 
市長のおっしゃるとおり、笛吹市は歴史をひも解けば、縄文時代から弥生時代、古墳・白鳳・
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奈良・平安・鎌倉・室町、そして戦国の世を経て江戸時代へと、千年を超える年月が流れる中

で、本市に残された文化遺産は数多いのであります。本市は、まさに文化財の宝庫であります。

その中から人の心を打ち、甲斐の国・山梨を訪れる人々を引きつける特色あるものを選び、そ

れを核に整備していくことが肝要と考えます。 
国宝、国の重要文化財、県の重要文化財、国指定の史跡、県指定の史跡等々の順で整備する

のも、一つの方法と思うのであります。市は何を核に整備したいと考えているのか、具体的に

示していただきたいと思うのであります。 
２つ目に、一大文化ゾーンの形成についてでありますが、３月に質問した内容の要点だけを

申し上げたいと思います。 
本市は、県下有数の文化財と史跡が存在する地域であります。一宮町には国の指定史跡「甲

斐国分寺・国分尼寺」、おみゆきさんで知られています旧国幣中社「浅間神社」、国の重要文化

財に指定されている真言宗の「慈眼寺」、縄文・弥生時代の埋蔵文化財を保存・展示する「釈

迦堂遺跡博物館」、油絵・書道・短歌等をよくし筆力に優れた多彩な画伯・津田青楓画伯「青

楓美術館」。春日居町には、魔除けの神として江戸時代に最も崇敬を集めた「き」の神を祀る

「山梨岡神社」、古来の甲斐の国の役所であった「国府遺跡」、そして「春日居郷土館」。石和

町には、絹本着色仏涅槃図を所蔵する「大蔵経寺」、そして「八田家書院」。御坂町には、

１４００年も前の地方豪族の墓といわれる「姥塚古墳」、二之宮とよばれ国の重要文化財に指

定されている彫刻を所有する「美和神社」。八代には、県指定史跡「岡銚子塚古墳」「竜塚古墳」。

境川には、県指定の彫刻のある「智光寺」、そして「一の沢遺跡」等があり、まさに、わが市

は文化財の宝庫であります。このように、市内各町に点在する文化財を結び付け、文化的・施

設的・文化ゾーンをつくることはいかがでありましょうか。と、前の議会で申し上げたのであ

ります。 
旧６カ町村に点在する建物を線で結ぶ、そして道路で結ぶ。さらに旧６カ町村に点在する名

高い神社・仏閣を線で結ぶ、道路で結ぶ。本市はこのようにして、いにしえの薫り高い文化の

里、一大文化ゾーンが形成されると思うのであります。この道は思い出をつくり、やすらぎの

いにしえをたどる道になること、間違いありません。文化財の整備は町の姿を変え、新市笛吹

市の姿に新たな魅力と価値を付け加えるに違いありません。 
笛吹市は、東京からの玄関口であります。この大事業の完成は、東京の玄関口としての価値

をより一層高めることになるでありましょう。整備の仕方、運用の仕方によっては、プラスの

財産を残すこと、間違いありません。笛吹市が目指す「にぎわい・やすらぎ・きらめきの都市・

千年の都」が必ずつくり出されると信じています。文化財、文化施設を生かしたまちづくりに

ついて、市当局の考えを伺います。と、私は前回の議会において質問をさせていただいたので

ありますが、この質問に対して市は、文化財を効果的に結び付け、一大文化ゾーンを形成した

い。そのために、まず、案内板、誘導板、道路を整備するとの考えを示していただきました。 
前回の質問から１年が経過した今、次の２点を伺います。 
１点目、何をどのように整備したか具体的に伺いたい。 
２点目、本年度の整備計画を伺いたいのであります。 
３番目に、国指定の史跡「甲斐国分寺跡・国分尼寺跡」の整備についてであります。 
本市は、県下有数の文化財と史跡が存在する地域であるとは、いままで申し上げたとおりで

ありますが、特に一宮町にある金光明四天王護国之寺と呼ばれる「甲斐国分寺」、法華滅罪之
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寺と呼ばれる「甲斐国分尼寺跡」は、県下にただ一つ。全国にも誇ることのできる国指定の史

跡であります。この史跡を整備するための保存整備活用委員会を立ち上げる考えはありますか

と、私は前回質問をいたしました。この質問に対しまして、前向きの考えを示していただいた

のであります。 
市長の前回の答弁を踏まえまして、次の点を伺います。 
１点目、保存整備活用委員会の設置はどうなっているのでありましょうか。 
２点目、その後の整備進捗状況について答弁をいただきたいと思うのであります。 
終わりに、平成１８年度の予算の中に文化財保護費、文化財保存整備費ならびに埋蔵文化財

発掘調査等１０件に対する予算付けと、特に史跡甲斐国分寺跡整備費として、国・県・市合わ

せて２億１，４３１万４千円を計上していただきました。このことに対しまして心より感謝申

し上げ、清新会の代表質問を終わらせていだきます。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 清新会、井上一已議員の代表質問にお答えさせていただきます。 
 ごみの減量化に向けて市の具体的な対策を問う、についてでございます。 

まず、ごみの数量と処理費についてのご質問でございますが、平成１６年度実績で、可燃ご

みにつきましては収集量が約１万２千トン、処理費は約２億５千万円、不燃ごみは収集量が約

２，８００トンで処理費は約２，２００万円であり、資源化を行うものについては２，４００ト

ンの収集がございました。 

次に、ごみ減量化についてでありますが、今、環境行政に求められている喫緊の課題は、二

酸化炭素やメタンそしてフロン等などの、オゾン層破壊による地球高熱化問題を含めた地球環

境の負荷軽減であります。 

この問題は、気候変動枠組条約締約国会議、いわゆる京都議定書などの地球規模での取り組

みが重要であり、一自治体では効果が薄く限界もありますが、市民の方々のご理解とご協力に

より、ごみの分別と再資源化による減量化を図り、ごみの焼却処分量の減量を、他の自治体を

も巻き込みながら推進することは可能であり、また必要であると考えております。 

また、市廃棄物減量等推進審議会の中で、ごみ減量部会および環境教育部会に分かれ、それ

ぞれ協議検討を行っていただき、平成１７年度の諮問に対し、「やってみるじゃん、ごみ減量

５３パーセント」の答申をいただきました。 

この答申は、平成１８年度から５年の間に、生活系可燃ごみを５３パーセント減量するとい

う、大きな指標を求められた内容のものであります。 

現在、市では平成１８年度を笛吹市ごみ減量元年と位置付け、この目標に向かって現在、数

値目標を取り入れながらの５年間の年次計画を策定中でありますが、この目標の達成には市民

一人ひとりの意識の改革を期待しつつ、啓発活動にも力点を置き、地区説明会などの機会を有

効に利用した推進を図っていきたいと考えております。 

次に、環境教育についてでございますが、次世代を担う子どもたちへの環境教育につきまし

ては、重要課題の一つであると位置付け推進しておりますが、笛吹市環境にやさしい学校づく
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りでは、昨年度の富士見小学校に続き、本年度は春日居小学校に認定証の交付を行いました。 

省エネ、省資源やリサイクル行動の計画を立てていただき、環境学習を通じて、生ごみ処理

機でできた堆肥を使用しての花の育成栽培や、電気の消し忘れをしないこと、あるいは水道の

出しっぱなしはしないよう、なるべく給食は残さずに食べるよう努力をし、消しゴムは小さく

なるまで使うなど、身近な行動をとおして環境問題に興味を持っていただくことにより、子ど

もたちの１０年後、２０年後に大いに期待を寄せております。 

これら共同作業や奉仕活動などの一連の行動を通して、連帯意識も高まり、結果として道徳

教育の推進にも役立つものと考えておりますので、教育委員会との協議の中で推進拡大してい

きたいと考えております。 

また、新年度は小・中学校や保育所の調理場から出る、廃天ぷら油を精製してのバイオ・ディー

ゼル燃料の利活用や啓発事業を計画いたしております。これはリサイクル精神の最たるものの

一つととらえ、教育委員会などの協力を得る中、積極的に教育現場での啓発に役立てるよう努

めてまいります。 

いずれにいたしましても、「やってみるじゃん、ごみ減量５３パーセント」の目標達成に向け、

子どもたちから大人まで、市民と行政が一体となった取り組みが特に重要な課題であると考え

ておりますので、皆さま方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、文化財についてございますが、観光面からの考え方、そして、教育、保存としての考

え方と両方ございますが、昨年お答えしたとおりでございますけれども、今年度の進捗状況等

については、教育長がお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

井上議員の代表質問、平成１７年第1回笛吹市議会定例会代表質問事項の進捗状況について

問う、これにお答えさせていただきたいと思います。 

昨年の第１回笛吹市議会定例会におきまして、井上一已議員の代表質問に対しまして、笛吹

市内の豊かな自然の中に点在する多くの文化財の状況に関しまして、お話をさせていただきま

した。 

その主な内容は、一宮町にございます「釈迦堂遺跡」、御坂町の「桂野遺跡」、境川町の「一

の沢遺跡」、そして八代町の「岡・銚子塚古墳」「竜塚古墳」、御坂町の「姥塚古墳」、そして古

代宗教の中心地であった「国分寺・国分尼寺遺跡」などについてであります。 

これらすべてを市民にご紹介するため、「笛吹市文化財ガイドマップ」を作成し、全戸配布を

させていただきました。 

文化財は、指定別に国指定文化財１４件、県指定５１件、さらに市指定は１３８件を数えて

おります。また、５，５９９点の重要埋蔵文化財を有する「釈迦堂遺跡博物館」は、国指定文

化財１４件中の1つとしてカウントしてありますので、保有する総数では、まさに笛吹市は国

内屈指であると言うとができます。 

また、このガイドマップは観光案内用として、観光課において増刷をしていただき、活用し

ております。 

ところで、どの文化財を中心とするのかでございますが、それぞれの文化財の持つ特徴や、

また、所在地も広範に及んでおりますことから、特定には苦慮いたしておりますが、既存の博



 ６４ 

物館がいかがであろうかと考えております。 

また、ガイドマップや説明板などの必要なものは、関係する部局で共同作成し、活用に向け

た取り組みを行うべきものと考えております。 

保存に向けての対応といたしましては、当面は、既に国・県の補助事業採択を受け整備事業

に着手しています、史跡「甲斐国分寺跡」「甲斐国分尼寺跡」保存整備を完成させることが肝要

かと存じます。 

「甲斐国分寺跡」の規模でありますが、伽藍地区画施設のうち確認されているのは、北辺築

地塀・南門跡・南辺溝でありますが、周辺地の状況から見まして、南北３００メートル、東西

２９０メートルの伽藍地が想定でき、この規模は国内有数なものといわれております。 

また、「国分尼寺」に関しましては、伽藍地は１８０メートル四方の範囲が確認されており、

規模的には国内の尼寺の平均的な規模といわれております。しかし、尼寺の所在が確認されて

いるところが少ないため、その希少価値は高い評価をいただいているところであります。 

保存整備事業の進捗状況でありますが、合併前の一宮町におきまして、これまでに１３億５，

４７８万円を投入し、合併後の笛吹市におきましても、平成１６年度には２億２，７７０万円、 

平成１７年度には２億４，２３４万円を充当いたしました。そして、平成１８年度には２億１，

４３１万円を計上させていただく予定でございます。さらに平成１９年度以降でも２４億９，

７３４万円の事業費が見込まれております。この経費の財源内訳は、８０％が国費、１０％が

県費で、残り１０％が笛吹市の負担となるものでございます。 

このような金額を投入しているにもかかわらず、現地をご覧いただきましても、形状に大き

な変化が現れている状況ではございません。 

これは、整備計画が土地公有化事業・発掘調査事業・整備事業の３事業に区分し、計画完成

年度において、平成２８年を目途とする長期的な計画であるからであります。 

事業は、用地取得が大きな比重を占めておりますが、平成１７年度末における「国分寺跡」

の用地取得は、必要な面積の５５％に達しており、概ね順調に推移をしているものと存じてお

ります。 

次に、発掘調査事業でありますが、庫裏の跡地に関し、平成１７年度において状況調査をい

たしましたが、正式な発掘調査は平成１９年度から着手の計画になっております。 

しかしながら、２カ年先の財政状況なども含め、予測できないところもあろうかと存じます

が、国・県に対し積極的な働きかけを行い、事業の推進に努めてまいりたいと考えております。 

整備事業に関しましても、平成１９年度から着手の予定でありますが、用地取得と発掘調査

の進捗状況を勘案しつつ、整備計画を作成したいと考えておりますので、平成１８年度におき

まして整備検討委員会を開催し、整備・活用についての検討を始めたいと考えております。 

ご存じのように、遺跡などの文化財は、その保存に多くの時間と多額の経費を要するところ

でございますが、貴重な財産を守り活用してゆくことが、笛吹市が果たすべき役割と考えてお

ります。 

そこで、平成１８年度において、新たに文化財課を設置し、積極的な対応を図ってまいりた

いと考えております。どうぞ、ご理解を賜りたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 
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井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 

会派の時間の関係で、１点だけお伺いしたいと思います。 

幾つかあるわけですが、「甲斐国分寺跡」が今お花見会場になっているわけです。市になっ

てから２年目になるわけですが、去年、ここにいらっしゃる方々はご覧になったかもしれませ

んが、いずれにしても、あそこをご覧になっていただきますと分かるのであります。 

今、答弁の中にもありましたように、普段は更地のような状態になっています。そして、本

堂の移転、庫裏の移転等が行われまして本堂は完成に近い。庫裏は仮のものを造って和尚さん

たちは住んでいるわけでありますが、墓地の移転は１９年度でしょうか、完成するということ

になっています。 

そういう中で、お花見会場として全国のお客さんたちを招いているわけです。観光課の調べ

によりますと、私どもも４月１日から１６日ころまで約２週間くらいでありますが、毎年、２日

くらい行っているわけでありますが、観光バスが来て、大きいものも小さいものもあるわけで

すが、大体貸切観光バスで来るお客さんたちが２万人から２万５千人と推定しております。こ

れは観光課の調べであります。乗用車等で来るお客さんたちはカウントされておりませんので、

だからこの倍になるかもしれません。ですから、約２週間で２万から２万５千人のお客さんた

ちが来るわけです。 

そういうお客さんたちの声をときどき耳にするのです。これは１０年も前と今も同じ声を聞

くのです。お花見会場というからきれいに整備されていると思って来たら、なんと墓地が見え

るじゃないですかと、そして周りが全然整備してないじゃないですかと。いわゆる田舎ですか

ら、田園風景、自然の風景が非常にきれいなんです。花は咲いているけれども、そのへんは整

備していませんから、非常にがっかりしてお帰りになるお客さんたちが、いまだにあるという

ことです。 

このへんを観光協会とも相談をしながら、国の指定史跡ですから、内部を整備するというわ

けにはいかないと思いますが、整備することができるところは整備する。例えば、墓地を隠す

塀を造るとか。あるいは、資財がいっぱい置いてある、それを隠す塀を造るとか。あるいは、

今はパイプを組み立てて、小屋でもありませんがテント形式で売店を造っておりますが、それ

でもお客さんたちがいっぱい、笑顔を浮かべて来ていただける、予約もしていただけるという

ことで、非常にありがたいと思うわけであります。 

ですから、そのへんを整備していただければ、もっともっとお客さんたちに来ていただける

のではないかと思うわけであります。２万から２万５千人で約倍くらいは、４月いっぱい、通

して来ていただけるのではないかと思っております。 

あの辺に私の畑もあるわけですが、いっぱい通るわけです。整備していかなければいけない

なと思うわけでありますが、そのへんをぜひお考えになっていただければと思います。 

全部でなくて恐縮でありますが、お客さんがどのくらい来るかということでありますが、午

前中の市長の答弁の中にありましたように、石和温泉の宿泊数ですが、平成元年をピークとし

て１７７万１，６９０人です。そして１５年度は１１７万９，８８２人、１６年度は１０５万

１，７６１人、今年は３月の集計がされていませんので９１万９，８２９人、だんだんダウン

しています。 
県立博物館は１０月１５日にオープンしまして、つい１週間くらい前に問い合わせて聞いた
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わけですが、５万７，２１４人、まあまあ順調にお客さんたちに見に来ていただいている。い

ろいろご意見があるようですが、いずれにしても、今は予想を上回る入館者があるというお答

えでありました。 
釈迦堂遺跡博物館でありますが、平成６年がピークでありまして３万７，０４８人、１６年

は１万７，３４９人、１７年は１万５，７０４人、いまちょっと増えると思いますが、大体１万

５千人前後で推移しています。あれだけの博物館で年間を通して、これだけのお客さんしか来

ていただけないと言ってもいいのではないかなと。 
春日居の郷土館でありますが、１３年が９，３９７人、１４年が９，４７８人、１５年が６，

０４０人、１６年が８，５１３人、こんなところです。非常に素晴らしい郷土館であると思い

ますが、入館者はこれだけということであります。 
青楓美術館でありますが、非常に狭いところにありますから自動車も入れないということで、

１３年が６３３人、１４年が６１９人、１５年は７６６人、１６年は５３５人で、１年間の入

館者です。もちろん無料の入館者は除いていますから、いま少し増えると考えていただければ

いいと思います。 
甲斐の国・浅間神社でありますが、これは神社・仏閣でありますから、ここで申し上げてど

うかと思いますが、今年の１月中の参拝客ですが１０万から１５万人ということです。初詣の

方々は列をなしています。３時間くらい列が全然途切れることがないくらいであります。そし

て、おみゆきさんは、去年、議員の皆さん方にもご参加をいただいたのでありますが、約１万

人、そして、年間を通してぼつぼつ来るお客さんは、宮司さんのお話だと３万５千人は固いで

しょうと、こうおっしゃっていました。１月の初詣客は１０万から１５万人だと、本当かなと

思うわけであります。だけれども、予算書・決算書を見せていただくと、そうかなと思うわけ

であります。集客力があるんですね。だけれども、この辺は整備をしたいなということがいっ

ぱいあるんですね。 
それから、石和の花火大会でありますが、２５万人という報告を受けました。川中島合戦は

５万人という。一宮のマラソン大会は、去年までは３千人、今年は４千人ということで公募し

ています。家族の方々も来ますから、大体２倍から３倍くらいで１万人くらい。マラソン大会

１日の行事なんです。御坂の全国ゲートボール大会は２００チームと言われております。杉岡

議員に確かめていただいたわけでありますが、５人ですから、２００チームで１千人、それに

補欠が入りますから１，５００人だろう。全国大会をやって１，５００人です。 
こうして見ると、今、国・県レベルのお客さんたちを迎えてみたいという、笛吹市の施設あ

るいは建物等は、こんなところなんです。だからもっと集客を考えないといけないのではとい

うことを痛感したわけであります。 
国分寺の花見会場につきまして、そんな思いがありますので、そのへんをご検討いただけれ

ばありがたいと思います。答弁はもう結構です、時間がありませんので。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、清新会の代表質問を終わります。 
次に、新和会の代表質問を行います。 
堀内文藏君。 
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○１０番議員（堀内文藏君） 
新和会の堀内文藏でございます。 
議長の許可をいただきましたので、通告に従い、新和会を代表いたしまして代表質問をさせ

ていただきますが、その前に、皆さま方にお礼を申し上げたいと思います。 
先般、議員協議会の席上において、私たち４名、内藤議員、風間議員、前田議員と私・堀内

が新しい会派を立ち上げました旨をお願いしたところ、議長さまをはじめ、中川笛政クラブ会

長さま、議運の委員長さま、ならびに各議員の皆さん方には、温かくご理解をいただき誠にあ

りがとうございました。 
今後、新和会という名称をもって議員活動、議会活動を行っていくことになりますが、なに

ぶんにも新しく船出したばかりの会派だけに不安も多くあります。皆さん方には温かいご指導

を切にお願いし、代表質問に入らせていただきます。 
まず、第１の質問でございますが、境川町上寺尾地区へのごみ処理施設の建設は。 
ごみ問題は、高度経済成長期の下で表面化し、２０世紀内の解決ができないまま、ますます

深刻化し、現在へと受け継がれているわけですが、大量廃棄型社会から循環型社会へシステム

を選択するものの、なかなか進まないのが現状であります。 
当時、東八代郡下町村は、青木が原ごみ処理場が使用できなくなることから、地元から出る

ごみの処理場を確保するために、大変な苦労をしてまいりました。そして、検討の結果、甲府

市に依頼することになりましたが、甲府の地元住民の対策協においては、ほかの町村のごみを

処理することはできないとの強い反対があり、交渉の結果、甲府市における地元協との約束で

ある、次期の処理場について東八代地域内に建設が約束されるなら、甲府市においての処理が

可能になるとのことでした。 
これを基に各町村は、ごみ処理場建設の建設候補地を見つけることで検討に入り、当時、境

川村における上寺尾地区もその候補地であったと記憶しております。また、御坂町八千蔵・八

代町高家地区も、かつて斎場建設の候補地であったことから、候補地として選定にした経過が

ございます。 
しかし、その後、具体的な検討がなされる前に、県の計画によるエコパーク構想が米倉山に

なされ、これが実現した場合は、県下のごみ処理問題は一挙に解決するとのことから、町村間

の候補地問題は米倉山を次期候補地として、甲府市地元対策協に申し入れました。 
その後、米倉山が旧中道町の住民の強い反対にあったことから、この構想は頓挫し、甲府市

の地元対策協においても、できるかできないか分からないエコパーク構想を次期候補地にする

ことは、受け入れることはできないとのことでした。これにより、管内ごみ処理対策は行き詰

まりましたが、急きょ、御坂町八千蔵、八代町高家地区・増田地区が名乗りを上げてください

ました。 
甲府市を含む関係町村との検討の結果、御坂町八千蔵、八代町高家地区を次期ごみ処理施設

の建設地とすることで決定いたしました。 
このあと、東八代地域の合併もあり、現在は甲府市と笛吹市で、ごみ処理施設の建設計画が

進められてきました。 
しかし、昨年１２月、境川上寺尾地区の住民より、地域振興の一環として、同地区内にごみ

処理施設の建設をと陳情があり、その旨が、市議会に対し市より発表がありました。 
このことにより、既に建設地として決定していた御坂町八千蔵・八代町高家地区への処理施
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設の建設は、振り出しに戻ったと感じられますが、次に挙げます点を市長はどのように対応す

るのか、お考えをお聞かせください。 
第１点として、甲府市の処理場の期限である平成２２年までに、施設の建設が実現すること

は物理的に不可能であり、その期限を延長したとしても限度があると考えられるが、その点、

甲府市との話し合いができていて、対策はあるのか伺います。 
第２点、仮に上寺尾地区に建設地が決定した場合、既に、御坂町八千蔵・八代町高家地区に、

この建設に併せ改植を控えたり、他に代替地を求めた地権者に対し、行政の道義的責任をどう

考えるか伺うとともに、５ヘクタールのこの決定地をどのように活用していくのか、お考えを

併せてお伺いいたします。 
第３点、上寺尾地区の地元住民は、地域振興の一環として、ごみ処理施設の誘致を要望して

おりますが、搬入道路等の確保や、関係地域の住民との話し合いがどの程度進んでいるのか、

まず、この三点をお伺いいたします。 
次に、第２問目、公共建物の耐震化と防災対策について。 
阪神淡路大震災や一昨年の新潟県中越地震など、記憶に新しいところでありますが、いつ起

きてもおかしくないと言われている東海地震などの発生が心配される中で、一部マンション等

における耐震強度偽装事件が発覚し、大きく報道されたところであります。 
９５年に発生した阪神淡路大震災では、水や食料がなくて亡くなられた方は一人もいなく、

亡くなられた方の約８０％は、家が壊れたり家具や電化製品の下敷きになったことが原因であ

ると分かっております。これを教訓とするならば、建物の耐震性の強化が第一ではないかと考

えます。 
笛吹市において、震災時の指定避難場所となっている小・中・高の学校の体育館や校舎、本

庁舎や各支所、各地区の公民館、農村センターおよび社会福祉施設等、１９８１年制定の新基

準により、以前に造られた建物の耐震改修などの対策がとられていないものが、全体の３割近

くあります。これらの建物の耐震診断と補強工事や建て替え計画をどのように進められている

のか。また、併せて併せて地震発生時におけるハザードマップの作成と、それに伴う市民の避

難誘導訓練をどのように実施していくのかお伺いいたします。 
次に、第３問目になりますが、遊休農地対策にクラインガルテン事業の導入を。 
クラインガルテンとは、ドイツ語で小さな庭という意味の市民農園であります。 
団塊世代の退職を迎え、都会に住む人たちの間で、田舎の豊かな自然を楽しみ、地域の人々

との温かい人情や文化に触れながら、田舎暮らしの体験を楽しむグリーンツーリズムへの関心

が高まっております。 
笛吹市は、首都圏と１時間から２時間の近距離に位置し、緑豊かな自然と、温泉と果実と美

しい景観があり、都会の人たちにとって最高に魅力的なところと思います。 
そこで、滞在型と日帰り型のふたとおりの市民農園を開設し、都市生活者が野菜や花や果物

を作り、農村生活を楽しむことにより、遊休農地の解消が図られ、地域農業の活性化にも役立

つと思いますが、市長のお考えをお伺いし、新和会の代表質問といたします。 
○議長（龍澤敦君） 

答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 
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○市長（荻野正直君） 
新会派・新和会の堀内議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
最初に、ごみ問題、環境センターの問題でございますが、この問題については大変苦渋な選

択をしなければならない。今回の問題が挙がったときも、私はつくづく思ったわけでございま

すが、どうしてこんなに次から次へと状況が変化し、本当にどこに基準を置いてやるべきか、

ずいぶん悩んでおります。 

と申しますのは、せっかく御坂町の八千蔵あるいは八代町の高家地区の皆さま方、あるいは

蕎麦塚地区、あるいは八代の北の皆さまにご理解をいただき、私も数回行って、対策協の方た

ちとお話をさせていただきました。 

第１回目にお伺いしたときには、大変びっくりしたことがございました。というのは、ある

一部の地区から、１５年経ったらここから出て行ってくださいと、こういう大変厳しい注文を

いただきました。それならばまた振り出しに戻って、この問題は協議をしなければならないと

いうふうに、いきなり大変厳しい問題をつき付けられました。 

その後、関係者を通じまして、ちょっと厳しいことを申し上げすぎたと、環境整備の条件は

申し上げるけれども、そこまでは言いませんというお言葉をいただいて、ほっとしておりまし

た。なおかつ、平成１７年度におきましては、先ほど申し上げましたけれども、甲府市から３名、

笛吹市から１名の職員が出まして、建設計画あるいは基本的な計画について詰めてまいりまし

た。来年度は環境アセスに入れるのではないかと、こんな状況まできた矢先に、境川のこの問

題が持ち上がったわけであります。 

理屈だけで考えますと、確かに境川地区につきましては、最終処分場も含めた２５ヘクター

ルという広大な土地でございますから、立地的には大変いいなと思っているわけでありますが、

実際的には、今、堀内議員さんからもご質問がありますように、平成２２年度までにそんなこ

とができるんだろうかと、こういう課題でございます。 

私は、こういった問題については、百年の計を立てた形で取り組むべきだなと、こんなふう

な角度で腹を決めさせていただくように思っております。 

先ほどから再三お話が出ておりますように、笛吹市の中でも５３％のごみの減量作戦をやろ

うと、かなりの覚悟でございますし、皆さま方に話を聞きますと、この間もある人が、「市長

もでっかいことを言うけどそんなことができるわけがないじゃないか」といわれる方もありま

した。 

しかし、私は目標を掲げて、ごみ減量化推進委員の方たちから、「やればできる」と、「やっ

てみるじゃんか」と、こういうふうな強い後押しをしていただいておりますから、ぜひ、それ

に向って前進をする。そして、結果が出たときに、なぜできなかったか、どうしたらうまくい

くのかと、こういうことについてもしっかりと検証をしながら進めてまいりたいと、こんなふ

うの思っております。 

そういうことを積み重ねていきますと、広域的にごみ処理をすることがベターではないかと、

こんなふうに思っております。 

今は事務レベルでのお話でございますから、今月中に４市長が集まりまして、最終的にこう

いう方向でいこうと結論が出ると思いますが、方向としては、その方向で私も考えていきたい

と思っております。 

そして、大きな問題として、今ご質問がありました、平成２２年度末までに、増坪地区にあ
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る処理場のことはどうするんだということでございますが、やはり全速力でこれに向って、

２２年度末が最終の期日でございますけれども、どこまで工事が進むか分かりませんけれども、

それまでにはできるだけ具現化したい。そして、地域の方たちにその過程を見ていただいて、

そしてご理解をいただくと、こういう方向で進めざるを得ないのではないかと、こんなふうに

考えております。 

また、決定した八千蔵・高家地区については、どうするかというご質問でございますが、こ

れまでご理解をいただき、あるいはご協力をいただく中で、今申し上げましたように進めてま

いりました。こういう経過の中で地元の皆さまや地権者の方たちに対しまして、行政的責任を

果たしていかなければいけないと、このように甲府の市長とも、この話が出たときに、一番先

にこの話をさせていただきました。ここで話すときは、私は行政の立場でお話しをしますけれ

ども、甲府の市長とお話しをするときには、地元の立場でするということでございますが、一

番先に「市長どうするんですか」という話をさせていただきました。甲府の市長も、これにつ

いては広い角度で考えていただいて「市長どう思うのですか」と、私は「何があっても道義的

責任あるいは行政的責任を果たさなければいけない」と、こういうふうな発言をしました。「そ

のとおりだ」と、それについては「一緒になってやろうじゃないか」ということで一致いたし

ました。 

今、まだこの時期におきまして、これをどういう形で具体的にしていくかということでござ

いますが、これについては各方面からのご意見をいただきながら、例えば、もしこの土地を求

めるということになりました場合でも、行政で土地を求める場合には、目的のない土地は購入

できないわけでありますから、そういったことを地域の方たちの意見を聞きましたり、あるい

は、市議会議員の皆さま方のご意見を聞いたり、どういう形が一番ベターか。市内にも幾つも

いろんな課題を私のところへいただいております。例えば、大きな総合グラウンドを造って欲

しいとか、あるいは、文化ホールを造って欲しいとか、あるいは、環境的な関連施設を造って

欲しいとか、いろんな角度でご意見をいただいております。 

そういったものを皆さま方のご意見をちょうだいしながら、この場所については、政治的責

任をしっかり果しながら、進めてまいりたいと思いますので、よろしくご理解をいただきたい

と思います。 

次に、寺尾地区の地元住民との話し合いがどこまで進んでいるのかのご質問でございますが、

現時点では、ごみ処理施設の建設候補地としては正式に決定していない現状でありますが、広

域で実施することによる、財政上の負担軽減や稼動施設の熱回収等の効率化など、国や県が強

く推進している、広域化の流れの中で対応していくことが望ましいと考えられます。いわゆる

Ｃブロックの枠組みの中で、甲府市、甲州市および山梨市を含めた４市で、寺尾地区も建設候

補地の選択肢の一つとして、今、事務レベルで協議中でございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

これにつきましては、時間も迫っておりますから、できるだけ早い時期に決定させていただ

きたいと考えております。 

次に、公共建物の耐震化と防災対策についてです。 

本市は、東海地震の発生により広範囲で相当の被害が生ずると想定される、東海地震防災対

策強化地域に指定されています。 

旧６町村で施行していた地域防災計画を本年度、統合樹立する笛吹市地域防災計画の中で、
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指定避難所として３４施設、福祉避難所として７施設を近々に指定する予定です。 

この笛吹市防災計画は、災害対策基本法の規定に基づき、笛吹市の防災に関する基本的事項

を総合的に定め、市民の生命、身体および財産の安全と保護を図ることを目的に、笛吹市防災

会議が策定する計画であります。 

この計画の中で指定避難場所としては、石和町が小学校５校、中学校、スコレーセンターの

計7施設。御坂町が小学校２校、中学校、福祉センター、みさかの湯の計５施設。一宮町が小

学校３校、中学校、公民館２カ所の計６施設。八代町が小・中学校と総合会館と若彦路ふれあ

いスポーツ館の計４施設。境川町が小学校、防災センター、スポーツセンター体育館、公民館

４カ所の計７施設。春日居町は小・中学校、保育所、福祉会館、福祉保健センターの計５施設。

合計３４施設となります。 

福祉避難所としては、石和スコレーパリオ、清流公園清流舘、御坂福祉センター、一宮福祉

センター、八代福祉センター、境川坊ケ峯ふれあいセンター、春日居福祉会館の７施設の、原

則耐震基準を満たしている建物を指定するものです。 

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、人口の集中、高度化した土地利用、増

加する危険物等の社会的条件をあわせもつ本市の地勢ならびに住民の生命、身体および財産を

災害から保護する行政上、最も重要な施策です。 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、

それぞれの段階において、国、地方公共団体、公共機関、住民等が一体になって最善の対策を

とることが被害の軽減につながるものと考えております。 

次に、耐震化について、建築基準法が昭和２５年に施行され、その後、昭和４３年耐震基準

の見直しがなされ、さらに昭和５３年の宮城沖地震などの地震被害の経験を踏まえ、昭和

５６年に新耐震基準が施行されました。 

新耐震基準については、建築基準法、建築基準法施行令、国土交通省告示などによって、地

震に対して建物をどのように造っていくかということが、これらの法律によって定められてお

ります。 

現在、建物はこの基準に沿って建てられています。 

学校・保育所について、昭和５６年耐震基準以前の建物につきましては、学校施設を優先に、

平成１８年度に一宮西小学校の校舎南館の耐震補強実施設計、石和中学校の校舎技術科棟の耐

震補強の実施設計、一宮中学校の管理棟の耐震診断、浅川中学校の技術科棟の耐震診断、同体

育館の耐震診断実施設計を行う予定しております。また、石和第一保育所においては耐震工事

を予定しています。それ以外の建物についても今後検討してまいりたいと思います。 

地震ハザードマップに関する質問ですが、笛吹市地域防災計画の市民啓発用パンフレットを

作成する中で、市民が最低限知っておかねばならない地震に対する心構えと、地区ごとに最寄

りの指定避難所の位置等を記した防災マップを掲載する予定です。また、市のホームページに

も同様の情報を開設し、いつでも市民の目に触れることができるよう配慮したいと考えており

ます。 

次に、遊休農地対策にクラインガルテン事業導入についでございます。 

近年、農村における農業従事者の減少や、高齢化等による遊休農地の増加への対応と、地域

農業の活性化を目的とした滞在型の市民農園、いわゆるクラインガルテンへの取り組みがされ

ている自治体があります。 
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本市における現在の遊休農地対策は、農業委員会等の協力を得て、意欲ある農業者への利用

集積を推進する農地流動化奨励補助金交付事業や、県の補助事業を取り入れた地域提案型遊休

農地活用推進事業での取り組みを進めております。 

クラインガルテンやグリーンツーリズムの事業は、都市と農村の農業体験を通じた交流を図

ることを主な目的としております。いわれるとおり、最近は農地をはじめ、農村に近在する河

川や森林を含めた周囲の自然景観が、特に都会に住む人々から注目されるようになってまいり

ました。 

本市も自然景観が豊かであり、他に誇る果樹中心の農業地帯で、首都圏・京浜に近く位置し、

恵まれた条件を有しております。 

平成１８年度から、いままで地域活動として取り組みがされていた、八代町岡地区四つ沢川

をはじめ、御坂町の桃源郷公園などのほたるの里づくり活動を、地域環境資源活用・やすらぎ

空間整備事業として積極的に支援し、ほたるの舞う里・緑豊かな自然環境の笛吹市で生産され

た日本一の桃･ぶどうを強調し、消費拡大宣伝、各種交流事業等をはじめ、農業の活性化につ

なげていきたいと考えております。 

今後、これと関連づけた、遊休農地等を活用した農業体験を含めた交流事業等のあり方につ

いて、補助・交付金事業のメニューの把握をはじめ、クラインガルテン、グリーンツーリズム

の取り組みがされている自治体の実績や実態も調べ、なお広く調査・研究を行っていきたいと

思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

どうぞご理解をいただきたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

ただいま、市長より、御坂町八千蔵・八代町高家地区の皆さんには行政責任をとっていくと、

甲府市の市長とも話し合われているということで、力強く思っております。この点をひとつよ

ろしくお願いいたします。 

また、それとともに具体的にという質問も出ていたわけですが、いまひとつそのへんも明確

に答えてもらえればありがたいと思っておりますが、先ほどちょっと、その中に環境関連施設

ということとか、スポーツグラウンドとか、そういうものも出ていました。そういう中にこれ

から入れていってもらいたいのが、これからの健康増進ということの中で、健康増進施設とい

うようなものも、できましたら考えながら、こうした地域へそういうものも加えていただいて、

笛吹市のこれからの健康づくりのためにも、ぜひひとつお願いしたいと思っております。 

再質問に入ります。 

先ほど、市長の答弁にもありましたけれども、最近の新聞にも東八代地域のごみ処理施設の

問題が記載されて、山梨市三富の徳和地区との協議も進めるという形の中で、東八代地域の甲

州市、山梨市では申しているようですが、また、その半面、山梨市、甲州市、笛吹市の議員の

席上において、処理施設の広域化についても話し合いがなされているようでありまして、甲府

市と峡東地域を１ブロックとする県のごみ処理場の施設、これが非常にクローズアップされて

いるようでございます。また、山梨市や甲州市の動きによっては、笛吹市に処理場がくる比重
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が非常に高くなるような感じを受けます。 

こうしたときに、市長としてはどのような考えを持って事業推進を行っていくのか、そのへ

んのお考えがありましたらお願いします。 

次に、公共建物耐震化の問題ですが、指定避難場所として市長は３４施設を指定していると、

ただいま申されました。この指定避難場所をどのような基準を持って選定して、指定している

のか伺うとともに、笛吹市の防災計画の中で指定避難場所として、３４施設の中で福祉施設も

７施設は入っていると言いますけれども、市の人口からみますと、災害の大小にかかわらず、

指定避難場所の数が全体的には少ないような感を受けます。現在指定されていない御坂町町民

体育館や一宮町の桃の里体育館、これらをはじめ各地のコミュニティーセンターや公民館等、

耐震強化対策のとられている施設が市内の中に多くあると思います。できましたら再調査し、

新たな指定避難場所として拡大を図っていくべきと思いますが、この点を伺います。 

もう１つ、防災訓練も昨年行われました。旧町村ごとバラバラになっているような気がいた

します。今後、このような防災訓練をどういう形で進めていくのか、その点もお伺いいたしま

す。 

次に、クラインガルテン事業についてですが、笛吹市には旧町村からの事業の続きで、緊急

畑そう事業が各地で進んでおりますが、農道関係は平成１８年度で完成とも聞いております。

そうした中で、せっかく良い農道ができても、若者の農業離れや農業者の高齢化が進み、厳し

い環境の中で荒廃地が年々増えております。これは全国的な傾向で、荒廃地解消に国や県をは

じめ多くの市町村も頭を痛めているのが現状であると思います。国は、中山間地事業など補助

金を出しての対策も、なかなか思うに任せないのが現状だと思います。 

このような現状で生まれてきたのが、都市市民の人々が自宅から通園して利用する日帰り型

の市民農園と、休日の余暇を利用して農村に滞在しながら農園を利用する滞在型のクラインガ

ルテンの事業、市民農園であると思います。 

１つ例を申し上げますが、山梨県内でも２カ所、甲斐市と北杜市がこの事業を行っておりま

す。甲斐市は、日帰り型と都市生活向けの宿泊施設付き農園「甲斐敷島梅の里クラインガルテ

ン」を開設しております。１区画が約３００平方メートル、農園が３０区画あります。入会金

は３０万円、５年間有効、年間費４０万円で借りられます。３００平方メートルの中には、区

画の中に宿泊用の約５０平方メートルのラウベ・家があります。これは年間を通して借りられ、

年間を通してここで生活、利用することもできるのです。ラウベは約８００万円だそうです。

こうした立派な建物が建てられておりますが、これは市が農家から２０年の借地として土地を

借り、地元の農家がサークスを組んで運営しているそうでございます。２区画に１軒のお助け

農家が付いて農業の指導をしている。畑を荒さないことと、地元の農家と交流をすることが条

件だそうですが、現在、３０区画全部が満杯、今２０区画を建設中で５０区画を運営していく

予定だそうでございます。募集すると２００組くらいは集まるそうでございます。 

最近、この事業については農林省も乗り気でして、補助金の対象にもなって、新山村振興事

業として５０％の補助金をこの甲斐市では受けているそうでございます。いままでは県からも

５％の補助があったそうですが、これからはちょっと無理だという話ですが、これに特例債も

一部加えて、総事業費８億円の事業として甲斐市が行っているそうでございます。 

笛吹市においても、春日居地区の中山間地域は真正面に富士山があり、近くに温泉やゴルフ

場もあり、また、一宮町、御坂、八代、境川地域は、南アルプスを正面に大パノラマが開け、
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春の桃の花、桜の花、夏・秋の桃やぶどうをはじめとする果物、この大自然は都市生活者にとっ

て最高の場所と思います。 

ぜひ、笛吹市もこうした事業をよく研究して、取り入れていただきたいのですが。先ほど、

市長の答弁の中にも、十分研究してやっていくというような言葉もいただきました。ぜひ、ひ

とつこのような事業も推進できて、中山間地域農業の振興にも役立てたらと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

先ほど、お答えさせていただきました。ちょっと誤解をされると困るのですが、市民から寄

せられている、八千蔵・高家地区のあとをどうするかと。これは一言で政治的・道義的責任は

しっかり果たさせていただくということで、ご理解をいただきたいと思います。それをどうす

るかという話については、市民からそういう話を聞いているということでございますから、私

はまだ、それについてはどうするということではございませんから、そのへん誤解のないよう

に、ひとつお願いしたいと思います。うしろに記者もおりまして、そのへん誤解して書かれた

ら大変なことになりますからぜひとも。 

なぜかと言うと、候補地としてまだ現存しているわけでありますから。もし万が一といった

場合には、跡地をどういう形で考えるかというときに、そういう話が出たとたんに、市民から

そういういろんな意見をいただいた。そして、今、堀内議員からも健康づくりの施設も考えて

いただけないかと、こういうようなご要望として承りましたと、こういうふうにご理解をいた

だきたいと思います。このへんのところについては、非常に微妙なニュアンスでございますか

ら、私もなかなか表現がつい、ずばりと申し上げるくせがございますから、ぜひそのへん誤解

のないように、はっきりとお約束申し上げるのは、甲府の市長ともそういう話をさせていただ

いておりますけれども。政治的・道義的責任は、これだけご理解をいただき、そしてここまで

進めさせていただいた事業でございますから、しっかりと果たすということで、ご理解をいた

だきたいと思います。 

それから、もう１つ、笛吹市の中でごみ処理施設が２つ挙がっているわけでありますが、こ

れについて一番苦慮しなければならないのは、安全で安心な施設を造るということでございま

す。それから、地域の方たちにできる限りご迷惑をかけないで施設を造る。そして、なおかつ

安心して市民の皆さんにお使いいただけるような環境にしていくと、このことが私に課せられ

た、笛吹市の中にこういうものができるという、施設に対して私の責任だと、こんなふうに思っ

ております。ご理解をいただきたいと思います。 

それから、防災に関しましては総務部長がお答えいたします。 

クラインガルテン、グリーンツーリズムでございますが、県内にも、あるいは国内にもたく

さんの施設がございます。 

今、笛吹市で一義的に進めているのは、遊休農地をできるだけ、意欲ある農家の後継者の方

に活用していただく、これが１つと。それから、もう１つは、今年大きく前に出したいなと思っ

ておりますのは、農業法人をいくつか立ち上げていただければいいなと、こういうふうに思い

ます。 

なぜ、このことに力を入れるかと申しますと、やはり日本一の果物、いわゆる桃とぶどうの
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郷、これを維持していくためには、それだけの作付け面積がなければならないからであります。 

先ほど、私は前向きにというお話をさせていただいた、その裏には、芦川村との合併が控え

ております。やはり芦川村を入れた場合にはグリーンツーリズム、あるいはクラインガルテン、

こういったものを考えなければいけないのではないかと、こんなような意味も含めまして、笛

吹市としても前向きに、あるいはエリアごとにもう少し分析をしていきますと、このエリアに

ついては、今私が申し上げましたように、桃とかぶどうではなくてクラインガルテン、あるい

はグリーンツーリズムの方向のほうがいいんじゃないかという地区も、あるかもしれません。

そういうことについては、これから検討し、前向きにさせていただきたいと、こんなふうにご

理解いただきたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

堀内議員の再質問の防災関係２点、ご質問いただいております。 

まず、指定避難場所の件ですが、指定の避難場所につきましては、旧町村の地域防災計画で

指定されております施設を原則として継承しております。しかし、これらの避難所の中には耐

震が不十分な施設も指定されていたために、今回、笛吹市地域防災計画の中で見直しを図って

おります。 

避難所の数でございますが、これは平成１６年度版の山梨県の東海地域被害想定調査、この

データによりまして笛吹市で想定される避難民が２万４千人を一つの基準として選定してお

ります。確かに、耐震が完了している施設、コミュニティー施設とか体育館とか、また児童館、

保育所など福祉施設も存在するわけですが、施設の指定の数が少ないというご質問であります

が、今回、３４の指定を計画している施設につきましては、学校などの文教施設の立地と合わ

せますと一地域へ集中していることもあり、今回の計画では指定がないということでございま

す。しかし、避難所としてまったく利用しないということではなく、はるかに想定を超える被

害があった場合は、言うまでもなく避難所としての機能を担っていく施設であることは間違い

ないわけです。 

また、避難所は災害規模によって、市民が一定の期間そこで生活をしなければならないとい

うことが想定されるわけです。当然、災害対策本部である市においても、食料・飲料・医薬医

療等生活物資の供給を行うわけですが、避難民が拡散することにより、状況の把握が困難にな

るという弊害も心配されますので、この点ご理解をお願いしたいと思います。 

次に、防災訓練の実施でございますが、昨年は旧町村ごと実施日が違っておりました。本年

度におきましては、地域の実態に合った参加しやすいことを条件に、各地区の状況を把握する

中で計画を進めております。いずれにいたしましても、住民の参加がなければ意味がないわけ

ですから、仮に統一した場合でも、そういった参加状況が少ないという懸念もありますので、

統一の方向ではいますけれども、各地域の実態に合った参加しやすい防災訓練とするために、

消防団あるいは地区区長会を通じまして、この点をお話し、防災訓練の日につきましては決定

させていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 

堀内文藏君。 
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○１０番議員（堀内文藏君） 

処分場の問題ですが、こうした事業は、県で行っている明野村の問題もあり、また、身延町

における処分場の建設問題、いずれにしても住民の賛否両論の中で闘争が行われております。

このへんを十分慎重に市長にお願いしながら、順調にものが進むことをお願いいたします。 

次に、建物の関係になりますけれども、学校は有事の際に避難場所として一番重要視される

施設であります。笛吹市にも２つの高校がございます。そのうち石和高等学校については、校

舎および体育館とも耐震調査をするまでもなく、既に建て替えの時期にきているのが現状であ

ります。ＰＴＡの皆さんや同窓会の皆さん、校舎の建て替えに強い要望を県のほうへ言ってお

りますけれども、知ってのとおり合併の問題もありまして、なかなかことが進みません。 

しかし、子どもたちにとっては、安心して学べる環境が絶対必要であります。今、授業中に

地震がきたということを考えると、非常に怖さを感じるものであります。そうした中で安心し

て勉学に励める学校づくり、環境づくり、また有事の際には、市民の人たちもそこを避難場所

として利用させていただくと、そういうことも踏まえまして、これは県の施設ですけれども、

ぜひ市も力を貸していただいて、県のほうへ力強くお願いしたいところでございますが、市長

いかがでしょうか。 

これをもって終わりといたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

石和高校の校舎の老朽化の問題でございますが、これについては旧石和町時代にも県のほう

に、そんな話をさせていただいた経緯がございます。 

今、これは私としても、困ったなと思っているんですけれども、校舎の建て替えと、それか

ら石和高校と園芸高校の合併の問題を並行に出されてしまったので、このことについて苦慮し

ているわけでありますけれども、今、堀内議員のご指摘のように、それとこれとは切り離した

形で、さらに石和高校の安全・安心のために、建て替えに対してのお願いをしていきたいと、

こんなふうに考えております。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、新和会の代表質問を終わります。 

続いて、公明党の代表質問を行います。 

中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

議長より許可をいただきましたので、これより公明党会派を代表いたしまして質問させてい

ただきます、中川秀哉でございます。 

はじめに、公明党の政策綱領・マニフェスト２００５、１２３項目のうち、これまで実現も

しくは大きく前進したのは、前回の代表質問の６月以降、１０項目増えまして５１項目、また、

進行中が７１項目に達し、全体の９９％が実現に向け動き始めております。 

また、今国会で審議されております平成１８年度予算案の中にも、公明党の強い主張により

無駄を省き歳出削減を徹底した一方で、子育て支援や国民の安全・安心を確保する分野へ重点

的に配分された、メリハリのついた予算案となりました。中でも、政府予算案に盛り込まれま

した子育て支援策の最大のポイントは、児童手当の大幅拡充でございます。支給対象を現行の
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小学校３年終了前までから、小学校６年終了前までに拡大、さらに所得制限を夫婦と子ども

２人の給与所得家庭の場合で、約７８０万円から８６０万円まで、自営業者の場合は約

５９６万円から７８０万円に緩和されております。この結果、支給率は約８５％から９０％に

引き上げられ、平成１７年度で約９４０万人の支給対象児童の数が、約３７０万人増えまして

１，３１０万人に支給されることになりました。総額も平成１７年度、６，４２５億円から約

４１％増の９，０２０億円となります。 

ますます、政策実現政党として公明党の存在感が高まっております。 

さて、笛吹市におかれましては、平成１８年度一般会計予算が、前年度の当初予算に比較し

まして８億２，１００万円減額し、いわゆる使い切り予算を見直して、限られた財源の中で効

果的な予算とするため、新たに各部局へ予算枠配分方式を導入して予算の編成を行ったという

ことで、効果的な緊縮型予算とされたことは、大変評価されるものと考えます。 

その中で、本年４月より、先ほど答弁にもございましたが、国保世帯の乳幼児医療費の窓口

無料化が実施されることは、公明党会派の公約目標でもあり、また、このたび児童手当の拡充

と合わせてマニフェスト実現に向け、大いなる一歩となりました。これも常にいち早く、私た

ち議員の主張に耳を傾けご精査いただいている、市長をはじめとして関係職員の皆さまのご尽

力によるものと感謝申し上げます。 

それでは、これより公明党会派を代表いたしまして、以下のとおり質問させていただきます

が、市民のために少しでも早く政策を実現できるようにご提案させていただくため、多少進ん

だ質問もあると思いますが、どうかご精査いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

はじめに、山梨県が平成１７年２月に策定した、次世代育成支援対策地域行動計画「やまな

し子育て支援プラン」、これには出生率の低下の要因と背景として、平成１５年の平均初婚年

齢が男性２９．７歳、女性２７．６歳、昭和５０年に比べ男性２．２歳、女性２．６歳の上昇

と。また、母親が第一子を出産した平均年齢を見ると、昭和５０年の２５．７歳から、平成１５年

には２８．６歳まで上昇していることから結婚の高年齢化、いわゆる晩婚化が出産の高年齢化

になっていると警鐘を鳴らしています。 

また、同支援プランの将来人口では、国立社会保障人口問題研究所調べによると、日本の総

人口は、平成１８年の１億２，７７４万人をピークに減少に転じ、平成６２年、２０５０年に

は１億６０万人となると推計。 

このように、ますます深刻化する少子化を防ぐための支援制度の充実が求められる中、国の

健康保険法改正案など医療制度改正関連法案が本年２月１０日に閣議決定、今通常国会での成

立を目指しておりますが、同法案には出産育児一時金の増額が盛り込まれております。その内

容は、平成１８年１０月から出産育児一時金を現行の３０万円から３５万円に増額するという

ものでございます。これによって政管健保は平成１８年１０月スタートとなる予定です。主な

出産育児一時金の財源は以下のとおりでございます。 

政管健保と組合建保では保険料、また、市町村国保は保険料および一般財源、国保組合は保

険料および国庫補助金となっております。 

そこで、各市町村国保においても、同時期にスタートできるように推進するため、財源確保

も含め本市の早急な準備等が必要と考えますが、市長のお考えを伺います。 

次に、近年、登下校中の子どもを狙った、許しがたい凶悪犯罪が相次いでおります。万全の

対策を講じるため、政府は昨年１２月２０日に犯罪対策閣僚会議を開き、登下校の安全を確保
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するため緊急対策を決定いたしました。 

その内容は、全通学路の緊急安全点検、すべての学校における防犯教室の緊急開催、すべて

の地域における情報共有体制の緊急立ち上げ、学校ボランティアの充実等を３月までに実施す

るほか、スクールバス導入の検討や国民への協力を呼びかけるとのことでございます。 

これを受けて、平成１８年度政府予算案でも、文部科学省の子ども安心プロジェクトに前年

度比２．５倍、約２６億円の予算が計上されました。中でも１４億円を投入する、地域ぐるみ

の学校安全体制整備推進事業の具体的な施策では、防犯の専門家や警察官ＯＢらを登用した、

地域学校安全指導員・スクールガードリーダーが、９００人から２，４００人に大幅に増員さ

れます。このスクールガードリーダーは、１人当たり約１０校程度の小学校を受け持ち、定期

的な巡回、専門的な視点から防犯対策の指導などを行うそうです。同時に、学校の巡回・警備

などにあたる学校安全ボランティア、いわゆるスクールガードの養成・研修も推進されます。 

今回の予算措置によって、私立小学校を含む、約２万３千の全小学校をカバーできる見通し

が立っているそうでございます。さらに、同予算案では、新たに子ども待機スペース交流活動

推進事業に７億円が創設されます。これは最近の痛ましい誘拐殺害事件を踏まえ、学校の終業

時間の早い低学年児童が空き教室で地域住民らと交流を深めながら待機し、高学年児童と一緒

に集団下校できるようにするための事業だそうです。 

さらに、携帯電話やパソコンを活用し、不審者情報などを保護者や教職員が共有するシステ

ムの調査研究に２億円、全国各地で実施されている子どもを見守る活動の状況や効果などの情

報を一元的に集約し、都道府県別などで検索・閲覧できるシステムの構築、これに５千万円を

計上するなど、多面的な事業が計画されております。 

未来を担う子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、あらゆる面から地域の防犯意識を

高め、安全な犯罪防止対策に取り組んでいただくとともに、子ども自身が危険を予測し回避で

きるよう、防犯教育の充実を図っていただきたいと思っております｡ 

まずは、笛吹市といたしましても、地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業を受け、学校安

全ボランティアの養成・研修や防犯の専門家による巡回指導と評価など、地域学校安全指導員

と協力して、市内１３の各小学校の安全・安心な登下校が必要と考えますが、市長のお考えを

伺います。 

続いて、まちづくり交付金制度は、平成１６年３月の都市再生特別措置法の改正により創設

されました。現在、全国５０４市町村、７４２地区で実施されております。平成１８年度予算

において、公明党が力を入れている課題の１つである、地域再生・都市再生の推進策として、

この制度の拡充の推進を図り、前年度比約１．３５倍の２，６００億円が計上されております。 

まちづくり交付金は、市町村が主体となって、個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再

生を効率的・効果的に推進することを目的とした交付金でございます。交付対象は市町村で、

交付期間はおおむね３年から５年、交付金の限度額は交付対象事業費のおおむね４割となって

おります。交付金の大きな特長として、自主性の尊重、利便性の向上、目標・指標の設定が挙

げられております。 

公共施設の整備維持管理事業ほか、市町村の提案に基づく事業も記載できるなど、地域の創

意工夫を生かしたオーダーメイド型の計画を作成することができます。 

都市再生整備計画では、記載する事業を１つ基幹事業、２つ提案事業、３つ関連事業の３事

業に区分し、そのうち基幹事業と提案事業を交付限度額の算定対象としております。 
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基幹事業とは、道路・公園・河川・下水道・緑地や広場などの、いわゆる基盤整備、また、

地域交流センターや観光交流センターなどの施設の整備、また、土地区画整理事業や市街地再

生開発事業、公営住宅の整備などにあたります。また、提案事業とは、まちづくり活動推進事

業、市町村の提案に基づく地域創造支援事業などをいいます。 

そこで、笛吹市といたしましても、個性あふれるまちづくりを目指し、市の将来構想である

“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍動する ふれあい文化都市」の建設のため、本定例会

へ市長よりお示しのありました、平成１８年度予算の施政方針のうち、まちづくり交付金を活

用される予定のある基幹事業について、市長のお考えを伺います。 

以上で、公明党会派の代表質問をおわらせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 

申し上げます。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

続いて、答弁を求めます。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

公明党の中川議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

はじめに、出産育児一時金についてでございます。 

わが国の医療制度は、急速な少子高齢化や経済の低成長等、大きな環境変化に直面している

ところであります。 

政府は、医療制度を将来にわたり堅持することを目的として医療制度改革に着手し、今国会

において、医療制度改革法案を提出し、早期の成立を目指しております。出産育児一時金の額

の見直しも、この法案に含まれているところでございます。 

ご質問の実施時期につきましては、改定時期が平成１８年１０月とされているため、市の国

保においても、法案が成立しますと同時期に実施となる見込みです。 

出産育児一時金の改定後の額は３５万円で、３分の１が国保税で賄われ、残りの３分の２が

一般財源からの繰り出しとなっています。 

現行では、繰出金については交付税措置がされているところですが、増額分についての予算

付けは、これからの協議であり、法案成立を見ながら適正に対応していく予定であります。 

次に、まちづくり交付金の活用についてお答えをさせていただきます。 

まちづくり交付金は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の、個性あ

ふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生

活の質の向上と、地域経済・社会の活性化を図ることを目的に制定された制度です。 

その目玉となるのが、都市再生整備計画に位置づけられた事業の実施に必要な事業費の、約

４０％を交付金として交付されることです。 

現在、本市では、このまちづくり交付金事業として、春日居町駅周辺地区整備事業として、

コミュニティー道路、駐輪・駐車場設置およびモニュメント等整備を平成１６年度から実施し

ております。 

今後の計画ですが、まちづくり交付金を活用して、本市ならびに石和温泉郷の鉄道の玄関口

にふさわしい石和温泉駅周辺整備のための調査費を、平成１８年度当初予算に計上させていた
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だいております。 

平成１９年度には、まちづくり交付金事業の採択を受けるために必要な、都市再生整備計画

を作成し、まちづくり交付金による駅舎ならびに、その周辺の整備を進め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が、子ども安心プログラムにつきましては、教育長がお答

えをさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

中川議員の、学校の案全対策の推進についてお答えをさせていただきます。 

山梨県教育委員会では、学校安全の指導に当たるスクールガードリーダーを平成１７年度か

ら、県内２３市町村の公立小中学校１５０校を対象に配置してまいりました。笛吹市でも２名

の配置をいたしております。 

先般、山梨県でも文部科学省のスクールガードリーダー委託事業費の増額を受けて、県下全

市町村に設置を拡大する方針を打ち出しました。これに伴いまして、笛吹市としましても継続

して設置の要望をいたしたところであります。 

安全な登下校対策といたしましては、市内の小学校では、既に通学路の再点検として、安全

マップの作成を行い、地域住民による下校時の見守り対策として、ワンワンパトロール、また

低学年児童の付き添い下校、最終下校時の地区放送を行うなど、地域と連携を取り、巡回や見

守り活動を実施いたしております。地域で子どもを守る機運が熟成されてまいりました。 

今後も、地域全体に防犯への活動・関心が広がるよう環境整備に努めてまいりたいと思って

おります。 

以上、答弁に代えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

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、誠にありがとうございました。 
再質問に入らせていただきます。 
まず、２問目の学校の安全対策の推進についてでございます。 
山梨県警察本部のホームページには、「ふじくん安全安心マップ」というものがございまし

て、こちらの調べによりますと、県内において、いわゆる声かけの犯罪ですが、被害に遭った

事件が、平成１８年１月の１カ月だけですが、前年比プラス６件の２３件となっておりまして、

また、同じアンケートの中によりますと、声かけの犯罪の発生時間が、学校の下校時を含む午

後１２時から６時に集中しているということでございまして、ますます子どもの安全確保が急

務と考えております。 
昨年１２月の第４回定例会におきまして、笛政クラブの大久保議員の代表質問に対しまして、

教育長よりのご答弁の中で、地域ぐるみの学校安全体制整備事業を展開し、地域ボランティア

の協力も得て低学年児童の下校時の安全確保に努めているとありました。 
先ほどもご答弁の中で、既にスクールガードリーダーが２名、市内にいらっしゃるというこ
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とでございますが、このご協力の中で、地域ボランティアは今どのくらい集まっているのか。

また、低学年児童の下校時の安全確保は、具体的にどのような対策をされているのか、お伺い

したいと思います。 
続きまして、３つ目のまちづくり交付金の活用についてでございます。 
国土交通省は、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した、高齢者・障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律案、いわゆる、新バリアフリー法を今国会に提出しております。 
このポイントとしまして、交通バリアフリー法の見直しに伴い、ハートビル法との一本化を

決め、バリアを最初からつくらないとする、ユニバーサルデザインの観点を踏まえた生活環境

のインフラ整備について、より総合的にバリアフリー対策を進めていくことを目的とされてお

ります。 
これにより、今後のバリアフリー化は、各市町村が定める基本構想に対して、市町村の設け

る、いわゆる協議会に高齢者や障害者団体の関係者を加えて進められ、その内容は重点的整備

地区を指定するほか、バリアフリー化する施設や車両・経路、事業の主体者について決められ

るものとする、いわゆる住民や利用者参加型の仕組みとなる模様でございます。 
今後、当法の施行に伴い市町村の提案事業として、ハードまたソフトの幅広い事業を対象と

して、地方の自由度の高いまちづくりに対し、まちづくり交付金を活用できますが、笛吹市と

してどのようにお考えでございますか。 
以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
特に下校時の安全についてでございますが、現在、ボランティアというようなことで、市内

の学校全体を合わせますと、約５５０人の方が登録といいますか、協力をしていただいており

ます。 
帰り道というのは、どうしても１人になるようなところが出てきますので、そういうような

ところについては、家庭からの迎えとか、そういうようなことを学校ごとにお願いをいたして

おります。 
それから、安全マップというようなものにつきましては、市内１３校全部がつくっておりま

して、非常に細かいところまで記されているようなもの。１つの例をお見せいたしますと、各

地区ごとに地図を書きまして、その中にどの辺が危ないよとか、ここには１１０番の家があり

ますよとか、そういうようなことが全部記されております。これが各家庭全部に行き渡ってお

ります。 
そういうふうなことで、ともかく安全第一にということで、いろんな方法を講じております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
中川議員の再質問でございますが、ハートビル法あるいは新バリアフリー法、さらにユニ

バーサルデザイン等についてのご質問でございます。 
バリアフリーにつきましては、駅前土地区画整理につきまして、あるいは市部通りの整備に
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つきましては、このバリアフリー法で実施をさせていただいております。 
なお、ユニバーサルデザイン等につきましても、関係機関からいろいろな要望をいただいて

おりまして、私、市長になりましてから既に２回実施をいたしておりますけれども、視覚・聴

覚障害者の団体の方と、親しくひざを交えてお話しをする機会をつくらせていただいておりま

す。その中でも信号機の問題、あるいは横断歩道の問題、あるいは道路にいろんな障害物があ

る問題等々、幾つかちょうだいしております。 
新しい市のまちづくり等につきましても、そういった意見をできるだけ取り上げて、ユニ

バーサルデザイン、こういったものの採用も積極的に進めてまいりたいと考えております。 
○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
ありがとうございます。 
最後に１つだけお願いがございます。 
実は、２問目の学校の安全対策の推進の中で、先ほども申し上げました、山梨県警察本部の

生活安全企画課というところで、子どもの声かけ等の事案に関する不審者情報として、子ども

の安全情報をホームページ上に公開しております。既に他市においても、市のホームページ上

で、同ページのバナーをリンクさせて、市民へ情報公開して実績も上がっております。 
この件は、早速本市の秘書政策室の広聴広報担当に相談しましたところ、なんと即日、笛吹

市のホームページのバナーをリンクしていただきまして、このとおりここに入れていただきま

した。本当に即時の対応、誠にありがとうございました。 
つきましては、この情報を市民の皆さんに早急に周知するために、広報ふえふきなどでお知

らせいただくように、ご提案いたしますけれども、いかがでございましょうか。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
保坂秘書政策室長。 

○秘書政策室長（保坂利定君） 
中川議員の再々質問ということですので、広報活動にも積極的に取り入れてまいりたいと思い

ます。 
よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、公明党の代表質問を終わります。 
本日の議事はすべて終了いたしました。 
本日は、これにて散会いたします。 
なお、明日１０日は午前１０時から再開いたします。 
大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ５時０５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

おはようございます。 
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、これより本日の会議を開きます。 
本日、金井代表監査委員から、公務のため欠席の届出が提出され、それを受理いたしました。 
このため、本日は職務代理者の飯田監査委員に説明員として出席いただいておりますので、

ご承知おき願います。 
また、加藤福祉事務所長は、公務のため午後退席をいたしますが、よろしくお願いいたしま

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。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第１ 「一般質問」を行います。 
今議会へは９名から１６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、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。 
議長より許可をいただきましたので、通告に基づきまして質問させていただきます。 
２００５年度、年度末を迎え、われわれを取り巻く経済環境も、回復力に格差が見られてい

た地域経済の底上げが進んでまいりました。 
先月２７日に、内閣府が公表した３カ月ごとの地域経済動向によりますと、２月の景況判断

は全国１１地域のうち７地域で改善、全国で生産が上向き、大都市圏を中心としていた消費の

伸びも地方に浸透していると示しています。 
さらに、従来は自動車をはじめ輸出産業を持っていた地域の回復が早く進み、その他の地域

の改善が遅れがちでありましたが、ここ数カ月、内需の拡大によって全国的に設備投資が、非

製造業や中小企業にも裾野が広がり、都市と地方という格差も徐々にではありますが縮小して

おり、景気も原油高などの海外要因で急速に腰折れしない限り、地方経済も底上げが続くと分

析しております。 
そして、昨日、日銀は政策委員会・金融政策決定会合で、量的金融緩和策の解除を決定しま
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した。いよいよ景気回復上昇、待ったなしであります。 
桃もほころび、花も景気も待ちに待った春、今度こそ、うたかたの夢・バブルではなく、実

態を伴った暮しむきのアップにつながることを祈念してやみません。 
一方、景気回復基調に水をさすような事件も、年明け何件も発生しております。ライブドア、

耐震強度偽装、防衛庁施設談合に東横イン、ＢＳＥと、出るわ出るわ。錬金術に長けていても、

企業として、人としての品格と誇りとは何かを痛感させられただけでなく、消費者および住民

の視点に立った資本市場の健全には何が必要か、役所も政治も民間も、知恵を絞り行動するこ

とが求められているのではないでしょうか。 
新年度に向け、笛吹市でも合併して良かった、にぎわいのある、住んでいて良かったと思え

る「躍動するふれあい文化都市」のさらなる実現に向けた強固な意思を荻野市長のリーダー

シップの下、市民全体で共有することの重要性を認識しつつ、質問に入らせていただきます。 
まず、商店街の活性化支援策について伺います。 
昨年３月、大店立地法の指針見直しが終わったことを受け、４月から「まちづくり三法」の

検証ががなされました。 
そもそも中心市街地・商店街の活性化を目的に１９９８年に制定された「まちづくり三法」

すなわち大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法および都市計画法が成立後７年を経過し、

中心市街地、地方の商店街は活性化するどころか空洞化の一方であります。 
わが笛吹市を見ましても、旧町村の幹線道路沿いに広がっていた、文化と歴史の凝縮された

商店街は様変わりし、よく言われるところのシャッター通りに。まだシャッターがあれば良い

ほうで、気がついたら空き地・駐車場が目立つ街並みになってしまいました。 
そして、郊外のバイパス道路沿いをはじめ、いたるところに大型スーパーが乱立、専門店で

ある衣料品店も酒屋も、すし屋も焼肉屋も写真屋も、ほとんどが市外に本社のある上場企業、

大手資本一色となってしまいました。 
市内の商工業者も「まちづくり三法」が施行される前年の１９９７年３月と、２００６年２月

で比較しても、商工業者数は５％減、休業中も含めると約２割近くが営業をしておりません。

そこで、大店立地法の指針見直しという小手先の対応だけでは、問題の解決にならないとして、

自民党の中心市街地再活性化調査会、公明党、民主党などの政党および経済産業省、国土交通

省等関係省庁、日本商工会議所等各種経済団体で、本件について議論がなされ、それを受けて

本年２月６日、郊外への大型店の出店規制を柱とする「まちづくり三法」改正案が閣議決定さ

れ、今通常国会に提出し、本年中に施行する予定であります。 
改正趣旨は、シャッター通りに象徴される地方都市、地方商店街の衰退に歯止めを掛けるの

が狙いで、郊外で床面積１万平方メートル超の大型商業施設の出店について、従来の原則自由

から、原則禁止へと大転換されます。 
しかしながら、中心商店街衰退の責任を大型店に押し付ける、この規制強化には、さまざま

な問題がありましょう。 
地方都市がモータリゼーションの進歩・車社会となり、核家族化、人口減少と相まって、住

宅も郊外に広がった結果であり、消費者にとっても便利な複合商業施設である、幹線道路沿い

の郊外型大型店が発展したのは、当然でありました。しかし、今や各地域の商店街の荒廃は、

放置できない状態になっており、郊外地域が無秩序に開発された結果、私たちはもとより、お

年寄りにとっては大変住みにくく、景観上もひどい街になってしまいました。 
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本「まちづくり三法」改正においては、大型店出店規制のような経済規制をいくら強化して

も、止められるものではないと思われますし、衰退が続くようでは、なお一層大都市部と地方

の格差が広がり、地方経済は一段と疲弊しかねません。 
私たち商店主も、いったん遠のいた客足を取り戻すのは容易ではありませんけれども、商工

会等と連携し、一店逸品運動を展開し、必要なものが手に入るという街の機能と、歩いて楽し

いという街の魅力を演出すべく努力をしております。そして、何より今回の「まちづくり三法」

改正の柱は、都市計画法の改正でもあります。この結果、都市計画区域内で、大型点が立地で

きる地域の面積は８７％から３．４％に急減するわけでありまして、しかも出店規制の具体的

な対象範囲は、各自治体、市町村の判断などで柔軟に変更できるようになります。つまるとこ

ろ、本改正は国レベルの制度設計でありまして、実際の意思決定は地方で行われます。各地域

の現状を踏まえた適切な選択がなされるためには、周到な政策評価、費用便益分析が必要であ

ると思料されます。 
そこで、各地域の商店街活性化・再生に向けた商工業者支援策、および１７年度以降の地方

活性化のための都市計画のビジョンをお伺いします。 
さらに、モータリゼーションの発展に伴いまして、商圏も多くの市町村にまたがる広域的な

ものになっており、規制対象以下の大型ショッピングセンターや郊外の大型店舗については、

県等に広域調整審議会等の設置を求めることも必要ではないかと考えます。 
笛吹市も「まちづくり三法」改正を受けて、開発行為の規制と合わせて、市独自のルール化、

すなわち、まちづくり条例として制定する必要があると思慮されますが、いかがでしょうか。 
そして、地域商店街の活性化には、従来から行われている歴史と伝統のあるイベント・祭り

が各地で行われ、観光客増加にも直結するこのイベント・祭りについても、さらなる支援・広

報活動が望まれますが、当局の見解を伺います。 
続きまして、２問目としまして、福祉有償輸送についてお伺いいたします。 
本格的な高齢化社会の到来を迎え、要介護者や身体障害者・障害児等、単独では公共交通機

関を利用することが困難な移動制約者にドア・ツー・ドアの移動を提供するＳＴＳ（スペシャ

ル・トランスポート・サービス）についての利用が昨今急増しております。 
ＳＴＳにつきましては、平成１２年１１月に施行された「交通バリア法」の付帯決議や、平

成１４年２月に施行された「改正道路運送法」の付帯決議において、その導入・充足を図るこ

とが盛り込まれており、さらに昨年、平成１７年７月に国土交通省で策定した、ユニバーサル

デザイン大綱、ユニバーサルデザイン政策大綱におきましても、ＳＴＳの提供・促進すること

が最も緊急性の高い政策課題となっております。 
どこでも・誰でも・自由に使いやすくという、その考え方を踏まえ、本市でも身体的状況、

年齢などを問わず、可能な限りすべての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、

いきいきと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面

から継続して整備・改善する必要があります。その実現の一環として、ＮＰＯ等によるボラン

ティア福祉有償輸送については、厚生労働省および国土交通省のパブリックコメントを踏まえ、

平成１６年３月、国土交通省自動車交通局旅客課第２４０号通達によって、市町村等の主催す

る運営協議会で協議が整った場合に、道路運送法第８０号第１項に基づく自家用自動車の有償

輸送の許可を行うことを可能とし、ＮＰＯ等による福祉有償輸送を合法的に行うことが可能と

なりました。 
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福祉車両等の公共交通機関によって、移動制約者の十分な輸送サービスが確保できない場合

に、それを補完するものとしての役割が大変期待されているものであります。 
簡単に言いますと、市で協議会を立ち上げ、国交省に申請し許可されれば、福祉協議会やＮ

ＰＯ等誰でも自家用車で人を輸送し、料金を収受できる制度であります。 
本制度の実現に向けて、道路運送法の改正法案が本通常国会でも提出される見通しで、改正

法案が成立した際の施行時期については、法案の成立後に政令で定める予定で、早ければ今年

１０月に施行予定であります。 
各自治体、市町村においても格差はありますが、本運送に向けた協議会の立ち上げがなされ

ておりまして、笛吹市においても２月２０日に第１回協議会準備会が開催されましたが、それ

を受けて、今後の具体的導入のスケジュールをまずお伺いします。 
さらに、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、一人でも多くの方が安全に、かつタイム

リーに移動することの実現が望まれますが、その輸送の対象者・範囲、例えば、知的障害者・

障害児、身体障害者・障害児、本人または家族も含め、何人くらいが本市において対象となる

のか。また、事業主体は、レスパイト事業者や社会福祉協議会等、具体的な計画があるのかお

伺いします。 
また、多くの利用者のニーズに応えるための利便性は確保されているのか。そして、最も重

要な安全性の確保、および安心なサービスとして、安定的に普及されるための具体的方策を伺

うとともに、昨年１１月にアンケート実施された総合的な公共交通サービスについて、昨日の

代表質問で若干重複するところもあろうかと思いますが、今後の施策の進捗状況をお伺いして

質問を終わります。 
ご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を斉藤産業経済部長。 

○産業経済部長（斉藤宏君） 
大久保議員のご質問にお答えいたします。 
平成１０年６月、旧大店法（大規模小売店舗法）が廃止され、「まちづくり三法」（大店立地

法・中心市街地活性化法・改正都市計画法）が成立し、平成１２年６月に施行されました。そ

の中で届出が必要な基準面積、地元商工会等関係機関に対しての説明会の開催、地元市町村の

意見を聴取することなどが必要とされ、現在に至っているところであります。 

ご質問の「まちづくり三法」の改正と商店街活性化に向けてでありますが、今国会に提出さ

れた改正案につきましては、平成１８年６月下旬ころの法律成立に向けて進んでおります。 

基本的には、都市計画法、中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法の見直しであります。

都市計画制度等の見直し案につきましては、市街化区域・用途地域における大規模集客施設（床

面積合計が１万平方メートル超える施設）について、商業地域、近隣商業区域および準工業地

域において立地可能になり、非線引き都市計画区域の用途地域（白地地域）においては、大規

模集客施設は、原則として立地できないことになります。 

市といたしましては、中心商店街活性化に向けて、労働基準局を窓口に案内を行っている支

援事業（地域雇用創造支援事業）、笛吹市小規模企業者小口資金融資、商工会が窓口となって

いる各種融資資金等での資金運用面、および山梨県魅力ある商店街創出事業などの支援を行っ
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ております。 

地方自治体が主体となる「まちづくり」につきましては、市として広域的かつ一体的なまち

づくりの推進を図るため、地域住民に、合併した市の将来に向けたまちづくりの目標等を示し

た、市の都市計画マスタープランを策定し、今後のまちづくりの具体的な目標を示して住民の

参加を促し、住民との協働による「まちづくり」を進めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

２問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
大久保議員の一般質問、福祉有償運送導入に伴う利用者の利便性・輸送の安全性確保の具体

的な方策は、についてお答えいたします。 
ご指摘のとおり、単独では公共交通機関の利用が困難な高齢者、要介護者、身体障害者等の

みなさんの、安全で利便性の高い移動手段を確保することは、高齢化社会を迎えた今日、緊急

不可欠な課題となっております。 

ご存じのとおり、道路運送法第８０条では、自家用自動車は国土交通大臣の許可を受けたと

きでなければ、有償で運送してはならないことになっております。しかし、現実には、単独で

は公共交通機関の利用が困難な高齢者、要介護者、身体障害者等のみなさんが、自家用の福祉

車両やセダンを有償で利用しております。 

本市におきましても、一時養護サービスで約９０名、外出支援サービスで約６５名が現在利

用しております。 

そこで、国が規制緩和の一環としまして、セダン型乗用車の利用許可と併せて、福祉有償運

送を正式に認めようと協議を重ねてきたところであります。 

さて、ご質問の本市における福祉有償運送の取り組みにつきましては、本市と山梨市、甲州

市の３市が共同で設置しました「峡東地区福祉有償運送運営協議会」で、４月実施を目指して

最終的な詰めを検討しているところでございます。 

本市といたしましては、一時養護サービス利用者に加えて、近くに適切な治療を受けられる

病院がなく、頻回な通院が必要な障害者、要介護者、および要支援者等のみなさんにご利用し

ていただけるよう、協議しているところでございます。 

申請を予定しております事業者は、笛吹市社会福祉協議会を含めまして５つの事業者であり

まして、その利用料金につきましては、タクシー料金のおおむね半額と見込まれておりますが、

これにつきましても協議中であります。 

また、安全性の確保につきましては、すべての運転手が運転協力者研修を受講するとともに、

運行管理マニュアルに基づき、協議会におきまして監督・指導を徹底し、安全・安心の輸送サー

ビスを展開してまいります。 

さらに、福祉有償運送以外にも、平成１８年度から新しい外出支援サービス事業を実施する

ための予算を、当初予算に計上させていただいております。 

その内容につきましては、合併以前から、八代町、御坂町、春日居町で実施しておりました

外出支援サービスを全市に拡大し、近くに適切な治療を受けられる病院がなく、頻回な通院が

必要な低所得の透析患者等の移動を確保するものであります。 

また、総合的な交通輸送施策につきましては、タクシー業界のみなさんのご理解とご協力を
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いただきながら、今後検討させていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

 再質問を許します。 

大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

商店街の活性化については、幾つか回答をいただいたわけですが、やはり地域コミュニ

ティーと申しましょうか、おじいちゃん、おばあちゃんから子どもまで、地域に住む以上は、

商店街は単に企業の利益・利潤の追求ではなくて、これからも必要だと思うわけでして、その

地域コミュニティーの維持発展には商店街が非常に重要だということは、われわれも認識して

おりますが、また行政サイドでも再認識することが重要ではないかと思うわけでありまして、

笛吹市にも観光商工課というのがございまして、当然、観光と商工業者の発展にはセクション

が必要ですけれども、まず、商工会に補助金を渡すだけでなくて、政策的な連携を取ったり、

タイムリーに住民がどういうことを要求しているのかと、いうような視点からも考えほしいと

いうことをお伺いするとともに、商店街によっては整備協議会ＮＰＯですとか、まちづくりク

ラブというような団体がありまして、このあと、アダプトプログラムというのが一般質問にも

ございますので、これ以上深くは申しませんけれども、管理をする団体にも支援策を出すとか、

各地域、旧町村でイベント・お祭りがありますので、商工会と連携したお祭りというのもポス

ターに入れていただくなり、細かくお祭りというのも調べていただいて、観光パンフレットの

中にも入れていただきたいということもあるわけです。 

やはり美化活動と商工会の発展というのは、セクション、部とか課を超えた横の垣根をとっ

て、セクト主義というのではないのですが、部・係の垣根をとっての施策も必要ではないかと

思いますけれども、そのへん１点お伺いするとともに、もう１点、指定管理者導入１２５のう

ち３１施設が内定し、２９施設が４月から導入されるわけですが、現時点では、対象施設の取

引業者として、多くの地元の事業者、例えば衣料品店ですとか、飲料店、保守整備・修繕業者

というものが存在しているわけでして、指定管理者になり市から民間に変わったということで、

取り引きがまったくなくなるのではないかと戦々恐々、危惧していると、心配事を耳にするわ

けですけれども。 

そういったことも、基本は商行為、商法に基づくいろいろなことでしょうけれども、地元業

者がさらに、指定管理者導入によって衰退することのないように、商店街がますます寂れるこ

とのないように、そのバランスも考慮して指定管理者の導入はお願いしたいと思うわけです。

そこの見解を１点お伺いしたいわけです。 

もう１点、福祉有償輸送に関しまして、安全性の確保の面で１点お伺いしたいわけですが、

現在、許可を受けた運送業者というものは、運転の要件として、公安委員会の厳しいペーパー

試験、実技試験、二種免許を持つことが義務付けられておりますし、安全確保の措置としては、

損害賠償責任は自賠責以外に任意でも対人８千万円、対物２００万円以上を掛けることが法律

で義務付けられております。例えば、運行管理体制も運行日報、運転日報というものがあるわ

けですが、細かく言えば、昼飯はどこで食べたとか、夕食はどこでとったというのも、日報を

備えることが法的な要件で求められているわけです。そのほかにも、指導・監督体制ですとか、

苦情の処理体制というものも法で厳しく規定されておるわけでして、安全確保の面に関して、
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ちょっとした事故が起きないように、ましてや、運転される方もレスパイト事業者ですとか、

場合によってはシルバーとか、社会福祉協議会とか運転されるほうも高齢者、当然、車に乗る

方もいろいろなハンディキャップをお持ちの方ということであればこそ、そこらへんの安全性

が確実に担保されないと、使うほうも市民も不安になるのではないかという思いがするわけで

す。その安全面に関して１点お伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

斉藤産業経済部長。 

○産業経済部長（斉藤宏君） 

大久保議員の再質問にお答えいたします。 

議員のご指摘のとおり、商工会とは、商工業発展のため、常に情報を取り合い商工業者の生

活安定のため、協働しながら連携等をとる必要は大事なことと思っております。 

そこで、まずは、笛吹市に数多くの観光客が訪れていただくことが、商工業者および観光業

者にとっても必要な課題でありますので、商工会、旅館協同組合関係者と協力をとりながら、

各種イベント、宣伝活動を行って誘客に努めている現状であり、より有効的な試案等も出しあ

いながら、笛吹市の発展に努めてまいります。 

また、最近、旧一宮町地区内に立地する事業者団体で、地域の活性化と産業発展に取り組む

活動を展開してまいりました経済懇話会が、発展的に笛吹市経済懇話会を設置する準備を進め

ております。商工会員はもとより法人会などを通じ、市内の各事業者に加入を呼びかけ、市内

の商工業者を網羅する１１４社が申し込みをしております。 

市内の事業者の相互の情報交換の中から、市として提言を受け、施策に反映してまいりたい

と考えておりますとともに、今後、商工会とも連携・協調して産業発展に取り組んでまいるつ

もりであります。 

次に、本市には市部通り推進協議会が設立されていて、その中に「市部まちづくりクラブ」

がありまして、市部通りの活性化、さらには市の発展に向け活動を行っている団体があります。

そのほか、環境美化活動を行っている団体もあります。そうした中、一部の団体には市の支援

も行っているところもございますが、そうした団体に対するさらなる支援については、関係部

局とも連携を図る中で、今後検討してまいりたいと思っております。 

次に、指定管理者についてでありますが、平成１８年４月に導入を予定している施設の中で

は、温泉施設、公園施設および一宮ふれあい文化館などが、これまでの委託先が変わる予定で

ございます。また、今後も民間業者に変わる施設も増えてくることと考えております。 

大久保議員が言われるように、指定管理者の導入によって、これまで業務委託を行ってきた

民間業者および物品等納入業者は、引き続き受託できるとは限られません。したがって、民間

業者等は指定管理者から引き続き業務を受託するには、サービス向上、業務内容の充実などを

図る必要があります。 

市とすれば、こうした地元業者が成長することは非常に喜ばしいことであります。地域活性

化の観点から、地元業者の育成を図っていく必要がございますが、一方、競争原理を働かせる

必要も時代の要請で考えていかなければなりません。さらには、合併により笛吹市のエリアが

広くなりましたので、そのあたりの要因もございます。なるべく地元業者と協力しながら、公

の施設の管理運営をしていただくというのが、市の基本スタンスでございます。 
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できるだけ地域での雇用の確保や地元業者の育成につきまして、指定管理者とも今後協議し、

要請もしてまいり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（龍澤敦君） 

内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

大久保議員の再質問にお答えいたします。 

ご指摘のとおり、福祉有償運送につきましては、実践していく段階では、安全性をいかに確

保していくか、これは最も重要な課題の一つと考えております｡ 

福祉有償運送の運営協議会におきましても、厳しい許可要件を設けております。まず、運転

の要件といたしましては、すべての運転手が国土交通省のガイドラインに基づく運転協力者研

修を受講することが必要になっております。 

また、安全確保にあたりましては、損害賠償措置といたしまして、対人８千万円、対物

２００万円が義務付けられております。さらに、これに加えまして管理体制につきましても、

運行の管理、また指揮命令、運転者に対する監督および指揮、事故発生時の対応ならびに苦情

の処理体制等、その他安全の確保を行ってまいりますが、それら１１項目が許可要件となって

おります。 
本市といたしましても、運営協議会とともに利用者の安全確保のために万全を期してまいり

たいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
大久保議員さんの質問に対して、補足をさせていただきたいと思います。 
実は、商店街の活性化につきましては、私も大変心配をいたしておりまして、今、できれば

一つのモデルをつくっていきたいと、こんなふうに考えております。特に今、市部通りの道路

区画整備がバリアフリーを基本にして行われております。先ほど、お話がありましたように、

ここは確か商店だったのが駐車場になってしまったりと、大変苦慮しております。 
そういう中にありまして、明るい見通しとしてひとつ、まちづくり委員会等をつくっていた

だいて、特に若者を中心にいろいろな企画をつくっていただいております。 
例えば、あそこに新しい高速バスのバス停ができました。バス停で降りたところに、湯のま

ち石和の足湯があったらどうかと、こんなご提案をいただきまして、早速、あそこに足湯を造

らせていただきました。大変ご好評をいただいておりますけれども。 
一つひとつそういう形でご提案をいただきながら、市としてできることは何だろうかと、あ

るいは、商店街として、しなければならないことは何だろうかと、こういうことについての議

論をさらに深めてまいりたいと思います。 
一店逸品運動、これにつきましても、商店というのは、親父のお客さんがずっと上へいきま

して、その店主が終わりますと、そのままお客さんが少なくなって、新しい二世が誕生したと

きは、二世なりにお客さんを集客しなければ、個人商店というのはなかなかうまく回っていか

ない、こういう非常に厳しい面があるわけであります。 
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そういった面を市部通りの中で一つのモデルとして、ぜひがんばっていただきたいと、こん

なふうに思いますし、市としてできることは、できる限り応援をさせていただきたいと思って

おります。 
それから、指定管理者にかかわる業者の扱いでございますが、これにつきましても、市のルー

ルといたしまして、きちんと指定業者に指定をさせていただかないと指名ができない、あるい

は見積りもいただけないというのが、今のルールでありますから。私も気がつくたびに、業界

等にぜひ登録をしていただきたいと、これは２年にいっぺんの登録ですから。あるいは、個人

でできない場合は業界でも結構でございますから、登録をしていただきたいと、こんなふうな

話もさせていただいております。 
つい先日も、例を挙げていいかどうか、塗装の業界というのは１人、２人でやっております

から、大きい仕事がなかなか取れないわけですね。いろんな話を聞きましたら、今度は何社か

が一緒になって、次のときには指名参加願いを出していただけると、こんなお話も伺っており

ます。ぜひ、そういう形で育てていきたい。 
もう１つ例を挙げますと、修理工場の業界がありますが、この中で特に消防車なんかを買う

場合は、メーカーにすべてお願いをしております。ところが、いろんな注文が出てまいりまし

て、まさかそこまでいくとは思わなかったのですが、例えば１つの車を買うときに、シャーシ

はここがよくて、運転室はここがよくてと、いろんなものを組み合わせてつくるわけです。そ

うしますとずいぶん高いものになります。こんなふうなものを聞いてみましたら、ある業者の

方が、「俺に相談すればそんなものは７掛けで十分できるよ」なんていう話をしていただきま

したけれども。 
やはり、市内にいろんなことができる人、業界がいっぱいあります。そういうふうな話を聞

くたびに、登録しておいていただければお話ができるわけですから、できるだけ、そういうこ

とについても積極的にお話をさせていただきたいと思いますし、また、議員の皆さま方にも、

そういった点についてのご協力をいただけますれば、この中で地産地消がさらに進んでいくの

ではないかと思っておりますから、よろしくご協力をいただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
大久保議員のまちづくりに関係しまして、２つほど質問させていただきます。 
第１点は、昨年から開通しました西関東道路、現在のところは甲府市の桜井町からの鎮目ラ

ンプ、その後、春日居町の下岩下ランプ、２カ所が開通し、トンネルが通れるようになりまし

た。この結果、１４０号は非常に緩和されました。しかし、緩和されすぎて通る車が半減して、

このために桜井町からずっと石和の松本、春日居の鎮目、徳条、その周辺両側の商店街、いわ

ゆるガソリンスタンドにしろ、コンビニにしろ、そうした店の数十軒が大きい被害を受け、既

に店じまいをしなければならないというほどの事態になってきております。これをどうして救

うかということは、一つの道ができれば一方の道の商店は沈んでいくと、如何ともし難い事態

でありますが、昨日から論議になっております、石和温泉駅の改修が一つの救いではないかと

いうのは、昨日の答弁の中に市長も、北口がないために、北のエリアは狭いけれども、北方へ
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の商店化ができなかったという話がありました。確かに、昔から北口だって欲しかったはずで

すが、一つには中央線をつくるために、北口のさらに山の地帯の大蔵経寺山の近くに採石場が

あったわけです。その採石を使って中央線の敷石に搬出されていた。私が子どものころからト

ラックで石が運ばれているのをいつも見たし、線路の敷石に使われていた。さらに、中央線の

複線化によって、その敷石を採る場所が山へ山へと伸びたために、現在の大蔵経寺山があのよ

うな、一見醜い姿になっているわけです。非常に醜いですが、実際は中央線を建設するための

犠牲になった山でもあります。そういう中におきまして、中央線の北口の開設の中に、パーク

アンドレイルの方式をぜひとも採用していただき、少しでも１４０号の通行量が増え、そうし

た商店街が少しずつでも潤っていくことが、これからの救済の道であろうかと思います。 
昨日の議論の中で、その資金としてはまちづくりの資金をということで、昨日の最後の中川

議員の質問の中で市長のほうからは、１９年度からその資金の導入を考えたいと。それ以前に

駅舎改築のためには、多くの知恵を集めたいということで、駅舎建設検討委員会なるもの立ち

上げるというような話がありましたが、この建設検討委員会は、どの程度のメンバーにより、

いつころ立ち上げ、その結論はいつごろを目指しているのか、第１点はその点をお伺いします。 
話は変わりますが、第２点のまちづくりでありますが、最近、全国の自治体が非常に注目し

ているのがネットのまちづくり、いわゆるインターネットを利用してのまちづくりというもの

を競い合っています。私も本市におけるインターネットの活用ぶりはどうかと、最近見たとこ

ろが、いろいろと確かに本市においても多くの面においてなされております。 
しかし、観光を売りものにする本市としては、観光面の案内がちょっと物足りないではない

かと思われます。昨日も井上議員のほうからは、本市の文化財において何十点もの提示がなさ

れておりました。しかし、本市におけるインターネットは、観光ルートとしては４ルート、紹

介されているのが１５カ所、それから観光スポットとして取り上げているのが１０カ所くらい

ですが、これについては笛吹市に来たことがない人、笛吹市のおすすめのイベント等を厳選し

て掲載してあります。厳選されてしまっているんです、１５カ所に。井上議員が挙げたあれだ

けの文化財のうち数点しか、ここでは紹介されていないわけです。厳選されてしまったらどう

しようもないと思うわけですが、厳選するほどのことはない。かえって宣伝はより多くしなけ

ればおかしいじゃないかなと思うわけです。 
それから、もう１点は、ここにありますが、ライブカメラが市内には一宮町に２カ所と八代

の１カ所という紹介でありますが、こうしたものは、相当金がかかるのなら仕方がないことで

すが、あまり金がかからないものならば、もっと増やしたらどうかと思うし、また、観光イベ

ントの案内にしましても、例えば、笈形焼きはわずか２行の説明だけで終わっている。これも

「春日居温泉祭りに合わせて、御室山に点灯し幻想的な炎が浮かび上がります」とありますが、

当初の考えは、山梨岡神社の祭典に合わせて灯りはつけ始めたものであるし、４月４日、５日

を中心につけて、その前後の日曜日が温泉祭りになったので、そこにも合わせてつけているの

が実態だと思うし、この笈形焼きのいわれについても、これも昔、こっちの鳥居を向こうに持っ

て行かれて焼かれてしまったから、こっちの人たちが行って大善寺の笈形を奪ってきて、こっ

ちで焼き直したといういわれが一般的に、通説になっておりますから、この欄には相当空きが

あるんです、その説明を入れる。そのへんにそうしたことを入れてやると、見るほうでも非常

に楽しく読むのではないか。 
ただ、観光でこれはさすがだと思ったのは、リンク集がありまして、その中に業者は業者ら
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しく石和観光協会などは、さすが石和温泉だなというようなページを開いております。 
そうしたことを参考にしながら、もう少し本市におけるホームページも力を入れてほしいな

と、こんなふうに思いまして、それは要望で結構ですからよろしくお願いしたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

２つの大きな質問をいただきました。 
西関東自動車道路ができまして、桜井・鎮目間の交通量の減少による商店街の痛手、このへ

んは、大変判断が苦しいところなんです。というのは、つい秋にも御坂町で同じことが起きま

して、バイパスができて黒駒地区の観光農園が大変打撃を受けたと、こういう現象がございま

して、早速、信号へ方向を、いわゆる、こちらへ行っても大丈夫ですよという案内を看板でさ

せていただいたり、あるいは、大きい看板を取り付けるとか、そんなふうなことをさせていた

だきましたけれども、やはり通行量は増えないですね。結局、どういう手立てがあるかという

と、やはりそれぞれの企業努力をしていただく、そして、なおかつ、今、後段にもありました

ように、どういう形で情報を発信していくか、このことに頼らざるを得ないのではないかと、

こんなふうに思います。 
これからも新しいバイパス、あるいは道路をつくっていくというときに、そういった点で議

論、恐らく、いままであまりそういう議論をしなかったのではないかと、私は思います。 
特に、鎮目・桜井間の話については、どの程度打撃を受けたか、まだ数字的にはつかんでい

ないのですが、特に御坂路につきましては、ひどいところでは３分の１になったというような

数字も伺っておりますから、やはり、つくる前にそういった議論をする。そして、そうならな

いために、ではどういうふうにするかという議論をしながら進めていきたいなと、こんなふう

に感じている次第でございます。 
それから、ホームページの件でございますが、これにつきましては、議員のご指摘のように、

内容についてはまだ完璧でないということを私も承知しておりますし、今、ご指摘がありまし

たように、見てここがおかしいという点がありましたら、これはこうしたほうがいいよという

形で教えていただければ、大変甘えた言葉で申し訳ないのですが、さらにありがたいと思いま

す。 
観光連盟を立ち上げましたから、連盟の中でもさらにインターネットの活用については、注

意を払っていきたいと思いますし、ボリュウムを増やしていきたいと思います。これは市の

ホームページでも同じだと思います。 
市のホームページと観光のホームページと、なおかつ、もっと具体的に旅館の案内とか、あ

るいは、個々の観光農園の案内というのは、ある程度くくりまして、そこから流せるような形

のホームページの立ち上げ、そういうリンクができるような形にしていきたいと、このように

考えております。 
それから、ライブカメラでございますが、現在、一宮町それから八代町にございますけれど

も、近々完成の予定だと聞いておりますが、本庁の屋上にライブカメラを１つ付けたいと考え

ております。これは目的としては、１つは、桃の咲く時期、これは西から撮るのはなかなか、

東から撮る絵は多いのですが、下から撮る絵が少なかったものですから。あるいは、川中島の

合戦とか、屋上へ行きますと、今言いました笈形焼きも映りますし、あるいは大文字焼きも映
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りますし、ぐるぐるっと笛吹市内が見渡せるところへ１台、ライブカメラを設置したい。 
１台設置しますと、大体１５０万円くらいかかります。これにつきましても、ご好評でした

ら、さらにその点についても話を進めていきたいと、こんなふうに考えております。ご理解を

いただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

関連質問の発言の持ち時間が終了しましたので、山本富貴君の質問を終了させていただきま

す。 
（「答弁漏れがあります」の声あり） 

○４番議員（山本富貴君） 
駅舎の建築検討委員会は、どのようにするかを１点お願いします。 

○市長（荻野正直君） 
駅舎の検討委員会でございますが、都市計画整備検討委員会という形で、駅舎も含めた周辺

の検討委員会の立ち上げについては、目下、検討中であります。人数があまり多すぎても話が

進まないと思いますし、少なくても駄目だと思いますし、ですから、幾つかに分けて検討をし

たらどうかと、こんなふうな意見もちょうだいしておりますから、これにつきましては、もち

ろん新年度の予算に調査費が盛られておりますから、早急にそういうことについて研究して立

ち上げたいと、かように考えておりますからご理解いただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
３番、上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
笛政クラブの上野でございます。 
議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきますが、通告

１の登下校における小学校の安全確保について、①の笛吹市でスクールガード制度を導入する

考えは。②各小学校で実施している安全対策は。③ボランティアを活用した安全対策は可能か

でありますが、昨日の代表質問で、正鵠会の野沢議員の子どもの安全対策、公明党の中川議員

の学校安全対策の推進についての質問があり、答弁が出ております。重複しておりますので、

一部角度を変えて昨日の再質問のような形で質問させていただきます。 
昨日の答弁の中で、学校安全ボランティアの構築が各学校の働きで出来上がっていると答弁

されておりますが、具体的にどのような形のボランティアであるのか。また、各学校にある細

かい部分での、どのような取り組み、ボランティアの団体数、参加人員が分かりましたらお知

らせください。 
また、子どもたちの安全のためには学校、保護者ばかりでなく地域住民のお力をお借りする

ことが重要であるのは当然でありますが、地域住民のボランティアにはどのようなものがある

のか。昨日のお答えにありましたけれども、「ワンワンパトロール隊」とおっしゃっておりま

したが、どんなものなのか。また、どんな形でのボランティアが可能なのか。現在ある地域ボ

ランティアの数・人員もお分かりでしたらお答えをお願いいたします。 
次に、芦川村の学校存続についてお伺いいたします。 
芦川村との合併は８月１日に決まっております。また、３月１日に法定協が立ち上がり、そ
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の中に協定項目２６で学校教育の取扱いの項目があります。これから芦川村との協議に入るわ

けですが、笛吹市の基本的なお考えをお伺いいたします。 
芦川村は、ご案内のように人口５００人余り過疎化の進んでいる村です。そのような中で現

在、児童・生徒数は小学生１１名、中学生１１名ということです。しかし、教育には特に熱心

であり、複式学級を避けるために村単独で教員を雇用していると聞いております。また、過疎

対策を含めて、親子山村留学や区域外通学も積極的に進めていると聞いております。 
親子山村留学とは、保護者と留学児童・生徒、あるいは家族全員で住宅を借りて住み、学校

に通うという制度であります。区域外通学とは、所定の手続きのあと、今住んでいる市町村以

外の小中学校に通学させることであります。 
芦川村では、委託の路線バスの定期券の購入費を助成しているそうです。小学校では山村留

学４名、中学校では山村留学２名、区域外通学４名と聞いております。 
不登校の児童・生徒が増え続ける中で、どうしても大勢の中では学べないという子どもたち

もあります。そういう子どもたちを村全体で受け入れております。 
学校の存続についてはどの地域でも同じですが、次の時代の地域を担う中心は地域で育てら

れ、地域に誇りを持つ子どもたちと考えております。その中心に位置するのは学校であります。 
市長は、前の６町村の合併のとき、「合併して組織がいくら大きくなっても基本は地域であ

る。地域がまとまってがんばってもらえば笛吹市の未来は明るい」とおっしゃっておりました。

そういう意味においても、地域の存続とこれからの地域づくりの人材ということを考えるとき、

やはりその地域における学校の存在は不可欠であると思います。 
また、現在、文部科学省の進めている制度改革に学校選択制があります。この制度は子ども

たちのために学校の選択権を与え、そういう中で学校間の競争・特色づくりが生まれ、総じて

学校教育の多様性を培っていこうというものです。 
将来の笛吹市の学校教育の多様性に、大いに期待できるものと確信しております。既に区域

外通学の子どもたちの実績が示すように、市外からも多くのこどもたちが山の学校に通うと考

えられます。 
こういう芦川村の積極的な取り組みに対して、笛吹市として財政上あるいは効率の問題だけ

で学校問題を考えていないでしょうか。芦川村民のこれまでの独自の努力でもあること、また、

良い環境で子どもたちを学ばせたいという取り組みをどう考えているのか。学校は存続してい

くのか、あるいは将来的な展望に立って統合していくのか、市長のお考えをお伺いして、私の

質問は終わります。 
○議長（龍澤敦君） 

当局の答弁を求めます。 
１問目、２問目とも答弁を高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
上野議員の一般質問にお答えいたしますが、質問の方向が少し違っておりますので、それに

付きましてはあとでお答えをさせていただきます。 

登下校時における小・中学校の安全確保についてのご質問の中の、笛吹市でスクールガード

制度を導入する考えは、につきましては、近年、子どもを巻き込んだ悲惨な事件が多発し、子

どもの安全確保が大きな問題となっています。 

このような事件の発生を防止し、子どもを犯罪の被害から守るためには、学校、家庭、地域
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社会、関係機関、団体が連携し、子どもの安全を地域全体で見守る体制を整備していくことが

必要と思われます。 

ご質問のスクールガードリーダーは、平成１７年１０月に山梨県教育委員会の委託を受け、

地域ぐるみ学校安全体制整備事業として立ち上がり、学校の管理下における事故・事件が大き

な問題となっている状況を踏まえまして、子どもたちが安心して教育を受けられるよう、家庭

や地域の関係機関・団体と連携しながら、学校の安全管理に関する取り組みを行ってまいりま

した。 

また、地域ボランティア等を活用するなど地域社会全体で取り組む体制を整備し、安全で安

心できる学校が確立できるよう、各種取り組みを行う地域学校安全指導員、いわゆるスクール

ガードリーダーを県下で３５名が委嘱されました。 

笛吹市においても２名の推薦を行い、市内２ブロックに分けまして、それぞれの担当地区内

の学校巡回指導をはじめとする、学校施設の点検、安全パトロール、危機管理意識の啓発、不

審者に関する情報の整理等、防犯上の異なる視点に立ち指導を実施しているところです。 

次の、各小・中学校で実施している安全対策はと、ボランティアを活用した安全対策は可能

か、のご質問ですが、関連がございますので一括してお答えさせていただきます。 
小学校においては、平成１７年度から子どもと高齢者帰り道ふれあい事業として、主に低学

年児童の下校時刻に合わせ地域の高齢者が、通学路を巡回や同行し、児童の安全を図るととも

に小学生と高齢者との交流を推進する事業の導入や、各学校単位においては、学校ボランティ

アとしてＰＴＡ役員を中心に、全保護者による学校敷地・周辺部のパトロールの実施をしてお

ります。また通学路安全の再点検として、交通事故対策のみでなく、注意・危険な場所等の潜

在的危険要因を記入した安全マップの作成や、下校時を地域に知らせる工夫等、いつでも・ど

こでも・誰かが子どもを見守って、安心して学校へ通い、地域で過ごせるように対策を講じて

おります。 

さらに、多くの方々が互いに連携を取りながら巡回や見守り活動を行っていただけるような、

学校安全ボランティア（スクールガード）の構築が各学校の働きで出来上がってきております。 

犯罪者に対する防犯への工夫や活動が地域全体に広がり、住民の関心や参加行動の高まりが、

子どもたちの安全につながることになりますので、ぜひ、ご理解とご協力をお願いしたいと思

います。 

ご質問の中にございました、具体的なボランティアの件でございますが、先ほど上野議員も

おっしゃいましたように「ワンワンパトロール」、これは散歩の時間を下校時に合わせていただ

くとか、それから、洗濯物を取り込む時間をその時間に合わせていただくというような、地域

のボランティアでございます。あと老人会の見守りですとか、保護者が各要所に立っていただ

いて、子どもを見守っていただくというようなことがございますが、人数といたしましては、

約５５０人がその取り組みに参加していただいております。それから地域の巡回指導等もして

いただいておりますが、あとは車にマグネットを貼っていただいて、パトロールをしていただ

くというような取り組みもございます。 

それから、昨日、教育長のほうで答弁をさせていただきましたが「安全マップ」、これは各家

庭に持ち帰っていただいて、子どもさんと家庭の皆さんで、危険なところを確認していただく

というような取り組みもいたしております。 

次に、芦川小・中学校の存続についてのご質問でございますが、現在、合併協議会にて検討
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課題となっております、合併の意義・目的を基本と考え、また、教育的な視点や学校機能とし

ての効率等を考慮しつつ、芦川村と協議検討を進めているところですので、ご理解をお願いい

たします。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 

安全対策についてでありますが、各学校での取り組みに対して、各学校の独自の取り組みだ

というふうに私は思っております。だから学校によってばらつきがあろうかと思いますが、教

育委員会として、良いものはほかの学校へ普及するとか、助言・指導ということは考えている

のか、お聞かせください。 

また、芦川村の小・中学校の存続についてでありますが、言いづらい部分もあろうかと思い

ますが、市長の基本的な考え方をぜひお知らせいただけたらと思っていますけれども。たぶん、

これは首長の考えがポイントになろうかと思っています。そのへん、細かくではないのですが、

基本的には存続していくのか、将来は統合していくのか、そのへんの考えをもしお聞かせくだ

されるのなら、聞かせてください。 

また、昨日の新和会の堀内議員への答弁の中で、芦川村との合併ができたら、グリーンツー

リズム、クラインガルテン事業も考えていきたいというようなお答えがありましたけれども、

ぜひ、その中に山村留学制度という素晴らしい制度がありますので、そういうものを全国に発

信していただけたらと思いますが、そのお答えは結構ですが、ぜひ小中学校の存続の部分につ

いてはお答えをお願いいたします。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

上野議員の再質問にお答えいたします。 

先ほど私が述べましたのは、各学校での取り組みが主でございます。学校、地域それぞれ環

境も違いますしボランティアですので、学校に任せてあるという部分もございますが、校長会

のほうへは教育長等が入りまして、まとめておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

芦川小・中学校の存続の件でございますが、今、芦川の方たちからも、それから、いろんな

意見をいただき過ぎまして、私としても大変苦慮しております。と申しますのは、それぞれの

小・中学校、市内の学校もそうですが、それぞれ特色ある学校づくりということに主眼を置い

て、取り組んでいただいております。芦川小中学校もやはりその範ちゅうにございまして、良

い点、悪い点、なかなか判断に苦しむところであります。 

先ほど、教育次長がお答え申し上げましたように、合併の中での大きなテーマの一つでござ

います。軽率に私がここでどっちがいい、あっちがいいという発言ができないくらい、議論が
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集中しておりまして、ある方は、「市長、いろいろ難しいことはわれわれは何も言わない、コ

ストのかかるものはどんどん統合したほうがいいよ」と、こういう方もありますし、さきほど

上野議員のおっしゃるように、「いままで培ってきた芦川の小・中学校というのは、やはり合

併しても残していただかないと困るよ」と、こういうふうなこともございますから、これは議

論を尽くして、そして最終的には芦川村の小学生、中学生が一番いい方法で結論を出していた

だきたいと思っておりますし、どうしても、最終的には笛吹の市長が決めろということであり

ますれば、それは皆さま方にもお話しをさせていただきながら決めさせていただきたいな、こ

んなふうに思います。 

また、芦川村は今後どうしていくんだろうと、大変、大きな課題もございます。例えば、具

体的な例を申し上げますと、職員があそこには２３人いるんです。半分以上がこちらに住んで

いるんです。もちろん学校も含めて、みんなこちらに来ているわけです。そういう中にあって、

芦川村をどういう形で存続させていくか。昨日、堀内議員からもクラインガルテンとグリーン

ツーリズムのお話がございましたけれども、やはり何か特色あるものを残していかない限り、

そこまで言うと言い過ぎかもしれませんけれども、芦川村はどうなるんだろうかと、本当に心

配をしなければならない点、昨日の新聞では、孤島を除いて日本一小さい自治体だそうでござ

いますから、やはりこれについてわれわれは真剣に、せっかくこうして合併をしていくわけで

ありますから考えていきたいと、こんなふうに思っております。ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、上野稔君の一般質問を終わります。 

関連質問を許します。 

（ な し ） 

関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時１５分 

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

再開  午前１１時２５分 

○議長（龍澤敦君） 

再開します。 

続いて、２２番、風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 

今回より、新しく４名で新会派を立ち上げた新和会の風間好美でございます。 

ただいま、議長の許可をいただきましたので、２項目につきまして一般質問をさせていただ

きます。 

笛吹市行政改革大綱案につきましては、推進委員会の日高昭夫会長以下１４名の方々、およ

び推進本部の荻野市長を本部長とした推進委員会は、５年ないし１０年を目途としているが、

笛吹市の将来を見据えた大綱およびプラン２００５と思います。改めて市発展の大綱作成に対

し感謝申し上げたいと思います。 

それでは、１問目としまして、大綱につきましては昨日の代表質問等々でもありましたが、

私は私なりの一般質問をさせていただきたいということで、よろしくお願いいたします。 
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笛吹市行政改革大綱案について、５年間で歳出２５億９千万円の削減について、平成１８年

２月１１日の山梨日日新聞に掲載されていましたが、人件費の削減、公共施設管理の見直し、

滞納繰越分を含む市税徴収による削減とありましたが、以下のことについて市当局のお考えを

伺います。 

①としまして、計画的な定員管理として、職員数を計画的に見直し、５年間で職員８０人減、

人件費１３億９千万円削減といっているが、平成１８年８月１日に芦川村との合併に伴い、

職員の処遇および東八代広域行政事務組合がなくなると思うが、どのような対応を考えてい

るのかお尋ねいたします。 

②としまして、公共施設の指定管理者導入、５年間で５億６千万円の削減と申しております

が、この５年間につきまして、毎年の決算報告をお願いします。 

③としまして、滞納繰越分および市税徴収率８２％を達成し、５年間で１１億７千万円の増

収を図るといっておりますが、どのような方法で行うのかお伺いします。 

④としまして、組織機構の見直しとは、どんなことをいっているのかお尋ねいたします。 

２問目としまして、公用車の取扱いは。 

約３１７台所有する公用車（一般車両・バス・消防車）の車検および修理等の現状と適正な

配置について、市当局のお考えを伺います。 

①としまして、笛吹市内７３軒、これは陸運事務所へ行って調べさせていただきまして、山

梨県自動車整備商工組合加盟店の方々が７３軒ということでございます。整備工場への車検

および修理の選定方法は。 

②としまして、車検および修理費の費用はどのくらいなのか。 

③としまして、管理、特に清掃の指導はどのように行っているのかお尋ねします。 

④としまして、バス１２台ある中、貸し出しバス５台については、どのような方法で貸し出

しを行っているのかお伺いします。 

⑤番目としまして、新車車両購入とリース車両とのコスト削減については、どちらのほうを

選定するのかお伺いします。 

⑥としまして、１５年以上経過している車両が３２台ほどあるが、どのように対応していく

のかお尋ねします。 

⑦としまして、各部署には適正な車の配置が行われているのか、市当局のご所見をお願いし

たいと思います。 

以上で、一般質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 

当局の答弁を求めます。 

１問目、２問目とも答弁を石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

風間好美議員の一般質問、笛吹市行政改革大綱案についてお答えいたします。 

いくつか質問をいただいております。 

まず、はじめに、職員の定員管理についてでありますが、平成１８年８月１日、芦川村との

合併および東八代広域行政事務組合の改廃による職員の処遇等についてのご質問であります。 

芦川村との合併および東八代広域行政事務組合の改廃により、芦川村職員２３名、東八代広

域事務組合事務職員４名、東八消防本部職員８５名の職員の受け入れを行います。 
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これによる市職員の増員に対し、定員管理の目標である、定員の変更等について適正に統制

を行い、職員数を事務事業の適正な執行ができる必要最小限の範囲に抑制していくこととして

おります。 

また、芦川村職員等の効果的適正配置と東八聖苑斎場事務の継続、さらに消防業務の整理統

合に心掛けた定数条例の改正等を行います。 

これと同時に、スクラップ・アンド・ビルドの徹底と増員の抑制を行い、数値目標を掲げた

第２次定員適正化計画を策定し、行財政改革大綱の数値目標を修正するなどして、実行してい

きたいと考えております。 

次に、指定管理者を導入後、５年間毎年の決算報告をとのご質問につきまして、お答えいた

します。 

指定管理者が実施する業務内容や提供されるサービスの質を担保するためには、行政の管

理・チェック体制が不可欠でございます。 

市から指定管理者へのチェック体制といたしまして、地方自治法の規定により、指定管理者

は毎年度終了後、その管理する公の施設の業務に関しての事業報告書を作成し、市に提出する

ことが義務付けられております。 

事業報告書に記載される事項は、管理業務の実施内容、市民の利用状況、料金収入等の実績、

管理業務にかかる収支の状況などでございまして、これらの事柄は協定書にもしっかりと定め

ているところであります。 

また、必要に応じて実地について調査することや、市の監査委員が、指定管理者が行う施設

の管理業務にかかる出納関連の事務について、監査を行うこともでき、その結果につきまして

は公表することとされております。 

なお、これ以外につきましても、随時、業務実施状況の確認等を行いまして、施設の設置目

的に即した利活用を図ってまいります。 

続きまして、滞納繰越分および市税徴収率８２％を達成し、増収を図るといっておりますが、

どのような方法で行うのかとの質問でございます。 

長引く景気の低迷により市税の収入が伸び悩み、市財政が大変厳しい状況にある中で、滞納

額を減少させ、市税収入を確保していくことは極めて重要な課題であると認識しております。 

ご承知のとおり、国の三位一体の改革により、所得税から個人住民税への税源移譲が１９年

分から本格的に実施され、市税収入の増加が見込まれます。 

このような情勢の中で、従来、税については、賦課、徴収とも税務課で一体的に対応してま

いりましたが、平成１８年度からは組織機構の見直しに伴い、税の徴収面にさらなる業務強化

を確立するために、新たに収税課を新設いたします。 

増加しつつある滞納者との折衡や滞納処分手続きの迅速化、納税者に対する説明責任の徹底、

分かりやすい対応など、より一層滞納整理の充実強化に取り組んでまいります。 

さらに、県税事務所から収税職員の派遣をいただき、滞納事案の共同処理を行うなど、徴収

業務の推進に努め、市税の徴収率の目標達成に努力をしてまいりたいと考えています。 

次に、組織機構の見直しについてのご質問でございます。 

地方分権の推進、三位一体の構造改革など厳しい財政環境が進む中で、無駄を省き、少ない

経費で大きなサービスを実現し、市民の満足度を高めていくためには、行政改革、職員の意識

改革を強力に進めていく必要がございます。 



 １０３ 

そのためには、市民サービスの維持向上を原則とし、求められる課題に取り組みやすいよう、

組織の再編・改廃、各部門の役割分担の見直し、適材適所など、スクラップ・アンド・ビルド

による組織改革が必要と考えております。 

合併後約1年半が経過しましたが、事務組織機構、本庁と支所のあり方などまだまだ課題は

多く、新年度を迎えるにあたり、また、職員数の減少等も踏まえた中で、事務組織・人事配置

等の検証を行い、現状の問題点・課題を改善するため、事務組織・機構の見直しを行ってまい

りますのでご理解をお願いいたします。 

２番目の、公用車の取り扱いについてでありますが、公用車につきましては、現在、市所有

一般車両は２０５台となっています。現在、管財課をはじめ１８部署において管理、車検およ

び修理を行っています。 

一般車両については、それぞれの部署において、１６５台を市内６２業者にお願いしており

ます。これは合併前からの旧町村で所有していた車は、引き続き同じ修理工場で行っています。

リース車両等につきましては、メーカーへ依頼しています。 

整備工場の選定については、しっかりとした整備技術を備えることはもちろん、早急な対応、

代車等の関係を基準に選定しております。もちろんこれには地域性が含まれております。 

次に、消防車両については、６分団で、一部、部所有の車両を除くと９６台を市内３０業者

にお願いしています。この消防車両につきましても、選定につきましては一般車両と同じでご

ざいます。 

車検および修理費については、重量税、自賠責保険、リサイクル料金はどこでも同じ金額で

す。そのほか整備費がかかりますが、車の程度によっても違いはありますが、７、８万円の車

検費でございます。 

公用車の管理についてはというご質問では、この管理につきましては運行日誌をつけて管理

を行っています。使用月日、使用時間、用務地、運転者、走行キロ数等を記入しており、使用

者が、ごみ等あれば清掃をするというようなことで指導しております。 

次に、市有バスについては、市有バス使用規程により貸し出しを行っています。市の事業や、

市が実行する業務に使用することを原則としていますが、市の補助金を支給する団体、非常勤

委員、議会等に貸し出しを行っております。使用する場合は、市有バス使用許可願いを使用す

る課の長を経由し、管財課に提出していただいております。運行の範囲は、原則として県内と

しております。 

市の補助金を支給する団体にあっては、運行諸経費等負担することになっております。これ

は燃料費等でございます。 

今後、使用基準等も検討していきたいと思っています。この使用基準等の検討につきまして

は、管理の一元化に向けての検討ということでございます。 

現状においては、合併以後、車両購入もリース車両も新規契約はいたしておりません。再リー

スで行っています。１５年以上経過した車で調子が悪く故障の多い車は廃車としていますが、

合併当初と比べますと１０台の減となっています。 

今後、各部署におきましても適正な配車となるよう努力してまいりたいと考えます。今後と

も適正配置ができるよう検討していきます。 

以上、風間議員の一般質問についての答弁とさせていただきます。 

 



 １０４ 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 

ただいま、丁寧なる答弁ありがとうございました。 

私は私なりの再質問をさせていただきます。 

①としまして、職員の処遇をまずよろしくお願いしたい、そのような気持ちでございます。

そこで、あたらためて、東八聖苑、斎場の取り扱いについてお聞きしたいと思います。 

②としまして、指定管理者について、一括下請け等ないよう徹底した行政指導をお願いした

いと思います。 

③としまして、平成１６年度末、全体で約３３億円の収入未済額があると聞いております。

これは平成１６年第３回定例会、正鵠会の代表質問、雨宮議員への答弁で聞いております。

新たに収税課を新設すると言っておりますが、どのような体制で対応するのかお伺いいたし

ます。 

④としまして、組織機構の見直しは、笛吹市行政大綱の中で毎回のように質問等があると思

いますが、最終的にはどのような組織機構を目的としているのか、お伺いいたします。 

２問目の公用車についてでございます。 

約３００台ある公用車が単純に１事業所で５台を車検修理を行ったとすると、６０事業者に

分散できると思います。確かに諸条件はあると思うが、市内業者育成のためにも、再度、検討

指導を考えることができるかお伺いいたします。 

約３００台ある費用は、全体でどのくらいかかるか。車検は２年に１回くらいあるのではな

いかと思っておりますので、２年まとめて、もしくは１年でも結構です。よろしくお願いいた

します。 

③番としまして、運行日誌はどこの部署および課で管理を行っていいますか。使用者が、ご

み等あれば清掃すると言っているが、１２月の建設経済常任委員会で現場視察を行った際、

１０人乗りのマイクロバスの車内がひどく汚れていた。管理が部署でもなく支所でもない公

用車の管理は、誰が行うのかお聞きします｡ 

④としまして、貸出バスの管理、所在地および車の大きさ、これは何人乗りかを聞いており

ます。広報等でのお知らせはできないものか。また、もっと市民にとって簡単に有効利用で

きないか。また、原則として県内と言っているが、県外研修には使用できないのかお伺いい

たします。 

⑤としまして、今後の購入につきコスト削減を目途とし、どちらを検討するのかお伺いしま

す。 

⑥としまして、１５年以上年数が経過すると、維持管理費がコスト大なるので廃車もよいが、

補充の計画はあるのか。 

⑦として、市では車の削減を検討しているようだが、部署においては台数を多く必要とする

ところもあると思うが、職員との十分なる話し合いで、士気を損ねないよう努力してもらい

たいが、市当局の考えをお聞きしたいと思います。 

以上です。 
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○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

風間議員より、たくさんの再質問をいただいておりますが、まず、最初の、行革に関係しま

す東八聖苑・斎場の取り扱いにつきましての質問でありますが、これにつきましては８月１日

以降も共同処理する事務の継続に伴い、笛吹市、甲府市、中央市の３市の協議により、一部事

務組合の継続および協議会方式により行うことを考えております。 

また、管理運営については、外部委託、指定管理者の導入等を視野に入れ検討をしていると

ころであります。 

次に、指定管理者の導入において一括下請けのないよう、徹底した行政指導をというご質問

でございますが、指定管理者制度を機能させるためには、ご指摘のように市から指定管理者へ

のチェック体制を強化し、管理運営に対する行政指導を行っていくことが重要であります。各

部局・担当課に任せるのではなく、総務課において統一的なチェック体制を確率し、利用者の

視点もおさえた監視と指導を行っていく所存でございます。 

次に、新たな収税課の体制についてのご質問でありますが、ご指摘のとおり１６年度の収入

未済額は全体で３２億８千万円になります。新設いたします収税課の体制は、収税担当と管理

担当を置いて、市税、国保税を主体に滞納整理に取り組んでまいります。また、料金、使用料

については、従来のとおり各担当課において、説明責任をもって徴収することが効果的である

と考えております。 

今後も、これまで以上、徹底した滞納整理に取り組み、滞納額の縮減に努めてまいりたいと

考えております。 

次に、組織機構の見直しは、最終的にどのような組織機構を目的としているかのご質問でご

ざいますが、市民サービスの向上を原則とし、求められる行政課題に取り組みやすいよう、ス

クラップ・アンド・ビルドによる組織改革を進めていく考えでございますが、最終的には合併

によるスケールメリットを生かし、住民サービスの質を低下させずに、簡素で効率的な組織機

構の構築に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。 

次に、公用車の関係でありますが、最初に、車検等は市内業者へ出し、業者の育成を図る考

えはないかというご質問でありますが、もちろんそれが前提であります。各車検整備会社につ

きましては、それぞれ旧町村からの整備・車検、そういったものを引き継いでやってきており

ますので、当然、これは地域性が重視されているわけでございます。これからもそういったこ

とを重視し、公用車の整備につきましては、議員ご指摘の市内業者の育成を念頭に指導・管理

をしていきたいと考えています。 

次に、車検の費用でございますが、保険料、重量税を含めまして、普通車が８６台、１年間

で７００万円でございます。軽自動車が７９台、３２０万円、合わせて１，０２０万円でござ

います。消防車両につきましては９６台、１年間で１，２００万円でございます。 

次に、運行日誌の管理でございますが、使用時間、用務地、走行キロ数とか使用者等を明記

する中で、管理日誌で管理しているわけですが、この公用車につきましては、いずれかの部署

で管理しているということで、管理をしていない車はございません。ご指摘のマイクロバスの

管理が不行き届きということで、ご指摘を受けましたが、これにつきましては指導の不徹底と

いうことで、今後注意をしてまいりたいと考えています。 
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それから、市有バスは何人乗りかというご質問でございますが、５台ある中で、石和のバス

は３７人乗り、春日居バスが３７人乗り、一宮バスが２４人乗り、八代バスが２８人乗り、境

川バスが２９人乗り。石和バスは本庁管財課で管理し、他のバスにつきましては、それぞれ支

所の総務課で管理しております。 

また、利用者の利用団体等でございますが、市のバスは市が計画し実行する業務、市の補助

金を支給する団体のみということで、現在使用規定の中で貸し出しを行っております。 

バスの使用責任者は、使用する課の長となっておりますので、申請団体の所管課から許可願

いを管財課に提出していただき、使用することとなります。 

使用につきましては、原則県内となっていますが、市が直接計画し実施しているもの、事務

局が市役所にあって事務局の同行等による場合は、県外の研修も許可をしております。 

次に、公用車の購入については、現時点では考えておりませんが、購入するかリースにする

かにつきましては、今後、どちらのほうがよいかよく検討してまいりたいと考えております。 

次に、各部署の公用車の増減でありますが、事務的な組織の変更がありますので、それぞれ

適正な配置を事務組織の変更に伴いまして、適正な配置ができるよう検討してまいりたいと考

えております。 

利用の中で広報あるいは県外の利用、あるいは、もっと誰でも利用できないかというご質問

ですが、これにつきましては、公用車一括管理の方向で見直しを検討する中で、ご指摘の件に

つきましては検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 

ありがとうございます。 

それでは、再々質問をさせていただきます。 

公用車のほうにつきましては、市内業者育成ということで、私も取り上げたわけでございま

す。ぜひそのへんも検討していただければ幸いかなと思っております。 

管理の面においても、市の職員の中に安全運転管理者、たぶん管財課の課長ではないかなと

思っております。監事でいつも出席をしてもらっておりますが、皆さん等の意見を交えながら、

安全運転走行ならびに管理を徹底してもらいたい、そのような気持ちでございます。これは要

望でございます。 

次に、笛吹市の行政改革大綱案につきましては、これからの笛吹市の将来について大変重要

だと認識しております。また、さらなる会派において勉強を重ね、次回の代表質問等々を考え

ながら、再度お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、指定管理者制度について、私の考えたところを述べさせていただきます。 

１２月の一般質問より考えたことを述べさせていただき、再々質問、また要望とさせていた

だきます。 

指定管理者制度の通常の流れとしては、指定管理者の候補者を指定管理者として議会が認め

てから、指定管理者と市とで協議をし、協議書の内容を定め、締結して告示をし、住民に周知、

それから、指定された物件の管理が開始されるのではないかと思います。 

この流れからすれば、議決前に協議書の内容を協議することはできない。候補者でしかない
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からである。このことは指定管理者の候補者として選考された相手方は、正式な決定を受けて

いないので、協議をしても指定管理者にならないこともあり得ることを示しているのでありま

す。債務負担行為として、３年から５年の範囲で委託料を補正予算に計上していることは、既

に事前に候補者と市が協議書・管理内容等の内容を協議して、委託料まで合意していることを

意味している。 

なぜ、このようなことになるかと言えば、平成１８年度以後の債務負担行為が平成１７年度

中に認められなければ、３月議会の終了後すぐに協議書の締結もできず、事務事業が執行でき

ないことと、指定管理者が協議書の締結に関して身動きが取れないからである。４月１日から

履行することについてであります。 

建て前からすれば、議会の議決後に協議を開始して内容を定め、協議書の締結から管理の開

始まで１週間ほどしかなく、厳密に言えば、土・日を抜かして正味５日間しかございません。

非常に期日が短いことになってしまいます。それゆえ、本来ならば１２月に指定管理者の議決

を経て協議に入ればいいものを、遅れたばかりにこのような同時進行的なことをしなければ、

指定管理者に委託することができないという理由もあるからです。 

なお、ここで指定管理者制度を導入し、平成１７年度と比較して一体どれほどの削減がなさ

れたかは、該当の施設等が平成１７年において人件費や光熱水費などの維持管理費を含め、ど

れほどの経費がかかり、平成１８年度からは指定管理者制度を導入することによって、その該

当の施設等の経費が、これだけになった委託料・維持管理費等という比較資料が不可欠である

と思う。コスト削減にはこうした比較資料がなくてはならないと思います。ただし、ここでの

盲点は、いままでの人件費が違う部・課等の中に入っていることで、施設の維持管理費、委託

料は直接分かるが、人件費は市として実質削減にはならないことであると考える。今後、赤字

が出た場合の補填をどのように指定管理者と市が負担するか。黒字になるところは、結局は公

的施設を企業等に貸して、その企業等に儲けさせることになる。住民、利用者へのサービスの

向上は、この儲けとどのように見合っているかも重要なことと考えます。 

以上を踏まえ、なお一層の行政および監査委員さんによるチェック体制を要望し、再々質問

を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、風間好美君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

（ な し ） 

関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

なお、再開は午後１時３０分より行います。 

休憩  午後１２時００分 

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

再開  午後 １時３０分 

○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 

一般質問を続けます。 
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２０番、降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 

私は、正鵠会を代表いたしまして一般質問を行います。 

私は、通告に従い、今議会に提出いたしました市政一般について質問させていただきます。 

その前に、笛吹市から中越地震災害復興のため２人の職員が出向し、活動・活躍しておられ

ます。大変な作業だと思いますが、がんばっていただきたいと思います。目で見、体で感じた

体験をこれからの笛吹市の防災対策、災害対策に十分に活用していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

荻野市長は、本年を笛吹市改革元年と位置付け、市政運営のあらゆる分野に改革のメスを入

れていくとのことであります。 

国の三位一体の改革により、地方交付税、国庫補助金の削減、廃止に伴い、各地方自治体は

これまでの市政運営を改め自治体の生き残りに向けて、あらゆる努力が必要という認識から、

取り組みが始まりました。 

市長は、市政の執行にあたり市民の安全・安心のための災害対策を最優先課題と位置付けて

おります。本市におきましても緊縮予算が今後年々進むことは、力強い改革姿勢に大きな期待

を寄せながら、以下、質問に入ります。 

本市建築物への耐震対策の拡充についてであります。 

マグニチュード７．３を記録した阪神淡路大震災におきましては、亡くなった方５，５００人、

全壊・半壊の住宅２万戸といわれております。１９９５年の阪神淡路大震災からはや１０年の

歳月が過ぎ、本市においても近い将来起こり得るかもしれない東海大地震は、私たち市民に

とって大きな不安材料であります。また、専門家の方々は大地震は、今起きてもおかしくない

状況にあるともいわれ、人々の関心も日々増大しております。過去の大震災の被害経験を生か

し、昭和５６年６月以降、建築物に対して新しい耐震基準の下、建築基準法が改正されました。

その後、設計・地震力に対する考え方が大幅に変更され、平成７年には建築物の耐震改修に関

する法律が施行され、国民の生命・身体および財産を保護するため、特定建築物の耐震改修の

促進を図るべく耐震診断を行い、必要な基準に満たない場合は、補強改修を行うことを努力義

務としてきました。 

本市において、新耐震基準を満たしていない一戸建て個人住宅、アパート、集合住宅、市の

財産である公共施設は、現在どのくらい点在しているのかお伺いいたします。 

また、古い一般住宅に対し、耐震性への不安が拡大する中、耐震診断の促進および補強改修

等の必要があると考えますが、今後、市としてこうした対策を計画的に進めるため、本市独自

の耐震化計画を策定することを今後考えていくのか。また、促進するにあたり、これまで各町

村で行われてきた補助支援制度がありますが、厳しい財政運営ではありますが、今後もこうし

た取り組みが必要と考えますが、お伺いいたします。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 

これより、当局の答弁を求めます。 

答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 

降矢議員の一般質問、建築物の耐震対策の拡充をに、お答えいたします。 
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はじめに、質問中にもありました建築物の耐震改修促進に関する法律における特定建築物と

は、３階建て以上で１千平方メートルを超える建築物を指しており、一般建築物については、

まだまだ個人の責任により耐震改修をするといった状況にあるのが、現実であります。 

まず、現行耐震基準以前の建築物は本市に何棟あるのかのご質問ですが、山梨県東海地震被

害想定調査報告書、平成１７年度版の、この報告書によりますと、一戸建て個人住宅および集

合住宅を合わせて、建築物の数は１万５，４０４棟であります。内訳は、木造１万３，１３４棟、

鉄筋コンクリート造７９２棟、鉄骨造５９４棟、軽量鉄骨造３６１棟、その他５２３棟となっ

ております。 

また、公共施設につきましては、管理が多方面にわたっているため、今後、調整を図りなが

ら対応していかなければならないと考えております。 

次に、補助支援制度でありますが、耐震診断・耐震改修制度があります。まず、耐震診断に

ついては、昭和５６年５月３１日以前着工の木造個人住宅で、２階建て以下の在来工法の住宅

が該当となり、これまでに８０棟の診断を行い、平成１８年度についても３０棟の予算措置を

行いました。これにつきましては全額公費負担でございます。 

次に、耐震改修については、市の行った耐震診断受診者、または、それと同様の耐震診断を

受診した、昭和５６年５月３１日以前着工の住宅が補助対象であり、最大６０万円を国、県、

市で補助いたします。 

現在、1棟の耐震改修工事を実施中であり、平成１８年度についても予算措置を行いました。 

次に、耐震化計画についてでありますが、平成１７年度より、笛吹市において、住宅・建築

物耐震化促進計画を策定し、現在、その計画により診断、改修ともに実施中であります。 

今後も、住宅・建築物耐震化促進計画にもありますように、地震から市民の生命と財産を守

り、市民が安心して暮らし続けるための重要な生活基盤である、住宅および住環境等の安全を

確保するため必要であると考えております。 

今後、県や各種団体と協力し、また、広報誌、ホームページなどを活用し、耐震化に対する

意識の啓発、住民意識の向上を、さらに強力に進め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（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 

公共建築物につきましては代表質問の中で、堀内議員のほうから質問があり、事細かに回答

をいただいておりますので、私は、市営住宅の耐震改修についてお聞きしたいと思います。 

今現在、笛吹市には何棟くらいの市営住宅があるのか。また、市営住宅に対しての耐震対策

は、どのような形で行っていくのかお聞きしたいと思います。 

もう１点、高齢者、障害者の社会弱者と申しますか、力のない方、その方々の住んでおりま

す建物につきまして、市としてこれからどのような形で行っていくのか、そのへんをお聞きし

たいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

芦澤建設部長。 
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○建設部長（芦澤憲一郎君） 

２点について再質問をいただきました。 

まず、１点目でございますが、公共施設、特に市営住宅についての耐震診断、市の考え方は

どうかということでございますが、市営住宅につきましては、昭和５６年の耐震基準以後の建

物は約１５０戸であります。昭和５６年の耐震基準以前の建物は約１９０戸であります。 

昭和５６年の耐震基準以前の建物につきましては、耐震診断は実施しておりますが、改修工

事につきましては今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

続きまして、高齢者、障害者等の社会弱者の居住する建物に対し、市としてはどういう考え

方かということでございますが、地震による人的被害は阪神淡路大震災では、約８０％の方が

住宅の倒壊などの圧死で亡くなっていることから、すべての住宅で耐震化を進めていく必要が

あると思われます。 

しかし、耐震化などにつきましては、多額な費用を負担できない、あるいは高齢を理由に耐

震化をしなくてもよいという方など、耐震化できない理由があり、進めるのは困難な状況にあ

りますが、関係部局とも協議の上、今後検討していきたいと考えております。 

以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 

降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 

答弁の中で、今後考えていくという答弁が非常に多いわけですが、地震対策につきましては、

人命と個々の財産を市としても守っていかなければならない。こんな点もございますので、ぜ

ひ早い時期に防災対策については取り組んでいただいて、市民の方々が安心して暮らせるまち

づくりを早い時期に推し進めていただきたい、これは要望でございます。 

以上で私の質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、降矢好文君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

雨宮四郎君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 

今議会は、笛吹市が誕生してより６回目の定例議会になるわけですが、いままでの代表質問

それから一般質問等を振り返ってみますと、防災に対する質問・要望は毎回提出されておりま

す。特に、震災については１０年前の阪神淡路大震災をはじめ、国内において幾つかの地震が

発生し、多くの被災者が続出したことと併せて、東海地震の発生が懸念されていることに端を

発しているものと思われます。 
私も、昨年９月の定例議会代表質問の中で、地震発生直後の住民点呼と安否確認は人災を防

ぐ重要な初動体制であると、強調いたしました。また、避難場所に向かうルートについても大

事であることを主張いたしました。昨年９月の時点では、こうした初動体制は各区、各自治会

の自主防災組織に任せておったわけでありますが、答弁の中で平成１７年度施政方針に笛吹市

地域防災計画の策定が盛り込まれておるので、初動体制についてもきめ細かな計画を策定する

との答弁でございました。現在、どの程度策定が進んでおるのかお伺いいたします。 
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次に、耐震と防火について質問いたします。 
過去の震災状況を見ますと、必ず火災が発生しております。このことは日本の建物自体、木

造のものが多く、また、建築基準法が制定された以前の建物がまだまだ残っていることが原因

と考えられるわけでありますが、いずれにしても、火災は消防車が到着するまでの初期消火が

大事であります。笛吹市内には多くの消火栓が設置されておりますが、ホースや管槍等を備え

ていない消火栓が多く見受けられます。 
市民の生命と財産を守り、火災を最小限に食い止めるためにも、ホース、管槍器具等の設置

を強く要望するものであります。 
当局のお考えをお伺いいたします。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
雨宮議員の関連質問にお答え申し上げます。 
まず、１点目の笛吹市地域防災計画の策定状況でありますが、地域防災計画の策定につきま

しては、笛吹市の防災会議条例によりまして委員を構成し、１７年度の中で計画策定に向けて

準備を進めております。 
現在の状況でありますが、素案を基に修正・策定という最終段階に入っております。近々、

防災計画書ができるということで、いましばらくお待ちを願いたいと思います。 
それから、２点目の、消火栓のホース、管槍器具の整備についてでありますが、これにつき

ましては、それぞれの町村の事情の中で整備をいたしてきた経緯がございます。合併してから

も、議員ご指摘のホース・管槍器具等の未整備の個所があるということを聞き及んでおります。

合併してから１年半の中で、そうしたところにつきまして、だいぶ整備も進んでおります。今

後、計画によりまして、未整備のところにつきましては、早急に対応していきたいと考えてお

ります。 
いずれにいたしましても、よく調査をする中で、整備をしてまいりたいと考えております。 

○議長（龍澤敦君） 
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、日本共産党議員として一般質問を行います。 
まず、水道事業について伺います。 
市民に清潔で安価でおいしい水を滞りなく供給することは、行政の大変大事な仕事でありま

す。 
最初に、市内の水源についてでありますが、現在どんな状況なのか。個所数とか水量、水質

がどうなっているのかなどについて伺うと同時に、それらの水源の今後の見通し、主に水量の

増減や水質の変化などについて伺います。 
次に、今後の水の需要見込みと給水計画について伺います。 
１７年度と１８年度の水道会計の予算を比較してみますと、給水戸数、総給水量ともに減っ
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ておりまして、総給水量はおよそ１万立方メートルの減になっております。今後も大幅な人口

の増加、需要の見込みは望めないとということだと考えておりますが、しかし、その一方で事

業計画では笛吹畑かんの余剰水の利用と、琴川ダムの水の両方の利用を計画しておりまして、

１７年度の予算ではおよそ１０億円の事業費を盛り込んでおりました。 
私ども日本共産党は、数年前から琴川ダムの建設の無駄をずっと主張してきまして、そして、

畑かん余剰水を上水に利用すべきだと主張してまいりました。もちろん、今となっては琴川ダ

ム中止は誠に非現実的な話になってしまいましたけれども、しかし、果たして需要が大幅に見

込めない中で両方の水が必要なのかどうか。財政が厳しいといいながら多額な事業費をかける

必要があるのか、見解を伺います。 
また、合併特例債政策試算案の水道整備費１２億６，３００万円の使い道についても、答弁

をお願いします。 
次に、保育所について伺います。 
市内には現在２３の認可保育園があって、定員が１，９９９人の乳幼児が生活しております。

そのうち公立保育所は１３カ所で定員が１，１９５人ですので、半数以上の乳幼児が公立保育

所に入所しているということであります。 
その１３カ所の公立保育所の状況ですが、築後３６年から２５年の建物が半数以上の８カ所

でありまして、先日、私ども共産党議員団が視察しましたけれども、雨漏りの改修とか床の張

り替えなど、少しずつの改善が見られるものの、激しい老朽化にはとても追いついていない状

況だということを再度、思い知らされました。外壁のひび割れや、そこからの雨水の侵食によ

る腐食、何年も塗り替えていないようなすすけた内壁など、子どもたちが日々生活する場所に

しては、大変ひどい状況であると私どもは思っております。 
細かいことを言ったらきりがありません。ある保育所では、ホールの舞台の幕がちぎれて、

まるでワカメがぶらさがっているようでしたし、ドアが壊れてガムテープで留めたりとか、そ

のドアが落ちないように、ドアの下にブロックを置いたりとか等々であります。 
育ちゆく子どもたちには最善のものをという視点からも、特に築後３６年とか３５年など、

３０年以上も経っているような老朽建物については、思いきった大々的な改修を望みますとと

もに、日常的なメンテナンスの必要性も指摘したいと思います。 
次に、公立保育所１３カ所のうち専任の所長が設置されているのは、旧御坂町だけです。合

併協での検討のときには、他の保育所にもぜひ設置をというような論議もあったようですが、

願いはかなわなかったということであります。 
しかし、私立の保育所の状況を見ますと、もちろん所長は設置されておりますし、主任保育

士のフリー化もされている私立保育所もあります。 
終日、日常の保育をしながら保育所の運営、保育の質の向上、保護者へのさまざまな対応ま

でしなければならない主任保育士の仕事量は、誠に大変でありまして、また、フリーの職員が

いない中で、保育士が休暇を取った場合のやりくりとか態勢も大変であります。 
子どもたちの安全を守るのが精いっぱいのことと受け止めております。 
市内の保育所のより一層の質の向上を図るためにも所長の設置、もしくは主任保育士のフ

リー化を求めるものです。 
最後に、春日居の保育所について伺います。 
東保育所は建設が昭和４６年、築後３６年を経過しておりまして老朽化が進んでいるという



 １１３ 

ことと、借地返還のために建て替えることが合併前に決まっておりました。その際、西保育所

と合併して定員２００人の保育所をつくるという方向のようでしたけれども、このような大規

模な保育所はぜひとも見直していただきたいと考えております。 
２００人の定員に見合う人員の配置がされていたとしても、また、敷地や建物が保障されて

いたとしても、保育士の目配り・気配りが十分に行き届いて、そして、子どもたちが安全に落

ち着きのある毎日を過ごすためには、適正・適度な規模があるものと考えております。 
検討委員会が立ち上がりましたけれども、ぜひとも見直しを図りまして、西保育所も含めた

建て替えの計画を示していただきたいと思います。 
また、今、保育所に求められている役割として、毎日、保育所に通ってくる乳幼児や保護者

への対応だけでなく、地域の子ども・保護者・家庭をも視野に入れた子育て支援が望まれてお

ります。 
市の次世代育成支援行動計画の中には、２１年度まで 4カ所の支援センターをつくることが
計画されております。南アルプス市では、公立も含めて５カ所の保育所に子育て支援センター

が設置されております。 
春日居保育所の新築のこの機会を絶好のときととらえて、子育て支援センターの併設を求め

まして、一般質問を終わります。 
○議長（龍澤敦君） 

当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を伊藤公営企業部長。 

○公営企業部長（伊藤実君） 
亀山和子議員の一般質問の水道事業についての質問にお答えいたします。 

笛吹市の現状の水道水の水源につきましては、地下水が４２カ所、表流水が３カ所、湧水が

７カ所で合計５２カ所の水源と施設で水道水を供給しております。 

お示しのとおり、笛吹市では地下水に依存する割合が非常に高くなっております。しかしな

がら、現状は地下水の水質の悪化が進んでおり、併せて、表流水、湧水の取水量の低下が進ん

でおります。このような状況の中で今後の対応を考えていかなければなりません。 

次に、今後の水の需要見込みと給水計画はどのようになっているかのご質問でありますが、

第一次笛吹市の行財政改革大綱（案）にも示されておりますが、平成１７年から平成２７年ま

での笛吹市の人口推移に示されておりますように、約２，４００人の人口増加になっておりま

す。これに伴い１人当たり必要水量４００リットル／日として年間３５万４０立方メートルと

なり、合計で８４９万７，３４０立方メートルとなります。併せて、大きな企業等が進出され

ることも予想されます。これらを考慮し水道事業計画を策定し、事業認可を取得し事業を進め

てまいります。 

次に、笛吹畑かん余剰水と琴川ダム水の両方利用は必要かのご質問でありますが、先ほど説

明いたしましたが、内容の中で地下水においては、年々、水質基準に対する数値が悪くなって

きており、将来的には、地下水を利用することが大変難しい状態になってくることが予想され

ます。 

水道事業は、１０カ年を一単位として事業認可を取り事業を進めております。笛吹市の水道

事業は平成１９年の事業認可取得をもって出発点となります。 

笛吹畑かんおよび琴川ダム用水は、地下水の水質悪化、表流水・湧水の取水量の低下を考慮
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する中で、それらに代わる水資源として確保するものであります。 

現実に、一宮町、御坂町、八代町、境川町等では、水量の不足、水質等の低下の状況が出て

きております。 

次に、合併特例債政策試算案の水道整備費１２億６，３００万円の使い道は何か、笛吹畑か

ん、琴川ダム併用を想定した試算かの質問でありますが、平成１６年１０月をもって笛吹市は

合併となりましたが、水道事業においては、各々の町の水道事業認可の中で事業を進めており

ます。 

公営企業法の中では、他の事業体と導水管、送水管、配水管等を連結することは禁止されて

おり、現状では笛吹市として連結することができず、安定した水道水の供給は不可能でありま

す。 

合併特例法の中では、合併に伴う事業に関して特例債を使用できるとの条件でありますので、

平成１９年度に統一した事業認可を取得する中で、それぞれの町と連結する事業を進め、また

管理事業として中央集中管理システム施設を造り、安定した水道水の供給することを計画する

ための試算額であります。 

以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 

２問目の答弁を内藤保健副支部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

亀山議員の、保育行政についてお答えいたします。 

まず、老朽化している保育所施設の対策はとのご質問でありますが、市内には１３の公立保

育所がありますが、このうち建築後３０年以上経過している施設は６カ所ございます。 

国の補助事業にかかわる財産処分制限期間というものがございまして、鉄筋コンクリート造

りの施設の場合は４７年間と定められております。したがいまして、建て替えをしていく場合

につきましては、これらを目安としていきたいと考えております。 

これまでも児童の安全を第一に考えながら、修繕・改修等を行ってきております。今後も財

源の確保を図りながら順次、行ってまいりたいと考えております。 

次に、全保育所に所長の設置でございますが、所長の設置は１３カ所のうち、御坂地区の４つ

の保育所に設置してあり、他については、児童課または支所において課長等が兼任している現

状であります。 

所長の業務は、保育の運営と施設の管理等であり、予算の管理から事務処理までを行ってお

ります。 

一方、所長が兼任の施設につきましては、このような業務について、児童課または支所で行っ

ております。 

次に、主任保育士のフリー化についてでありますが、現在、主任保育士については、複数の

保育士が必要なクラスに配置を行い、保育士が会議や休暇等でいなくなる場合につきましては、

いつでもその保育士の代わりに子どもたちの保育ができるような態勢を整えております。 

ご質問に即した展開を図るためには、かなりの職員の増員が必要となってまいります。市で

は、すべての事務事業におきましても、経費の節減と合理化の努力を重ねておりますことから、

より効率的に対応していきたいと考えているところでございます。 

引き続き、国の基準を満たし十分な保育を実施できるよう努めるとともに、現状の配置で運
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営してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

次に、春日居地区の保育所建て替えについてでありますが、春日居東保育所につきましては、

用地が借地であること、その借地期限が平成２２年６月であること、期限満了後更新はできな

いことなどから、合併前の春日居町では検討委員会を設置し協議を重ねられ、２つの保育所を

統合する方向で委員会の意見が集約され、春日居町としての対応が行われてまいりました。 

合併後、これらのことを踏まえながら、市としてどう取り組んでいくのか協議してまいりま

した。去る２月２０日に春日居地区保育所建設検討委員会を立ち上げ、関係市議会議員をはじ

め、民生児童委員、保護者会長など２３名を委員としてご委嘱申し上げたところであります。 

この検討委員会では、建て替えする保育所や建設場所などについて、改めて多面的に協議・

検討をしていただくことになっております。 

したがいまして、検討委員会での結論を尊重しながら、建て替え事業の手順を踏んでいきた

いと考えております。 

また、子育て支援センターの設置につきましては、平成２１年までに市内４カ所に設置する

計画になっており、１８年度中に１カ所設置することとなっておりますが、市内全域における

地域間のニーズを考慮し、別に検討し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（龍澤敦君） 

亀山和子君の一般質問は、持ち時間が終了しました。 

以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

渡辺正秀君。 
○１４番議員（渡辺正秀君） 

まず、水道事業についてですが、私も３カ月ほど前に資料を作っていただけるようお願いし

まして、快くそのご返事をいただいたのですが、まだご連絡をいただいておらないわけです。 
そこで、今日の質問にもありましたが、一般的に水質悪化等々の言葉が出ましたけれども、

実際に、その水源がどれだけ使えるかという数字が載っていないわけです。数字が載っていな

い段階で、この２つの水源を開発する必要があるか、上水化する必要があるかどうかというこ

とは、これは数字がない限り分からないと思いますが、いかがでしょうか。 
そういう点では、急いでその数字をきちんと確立していく、今の水源がどれだけ使っていか

れるかという数字を、明らかにしていくことが必要ではないかということでお聞きします｡ 
それから、もう１点は、水道料の徴収率が低いところがあるわけですが、この改善に努めて

いるということを聞いておりますが、どのような改善策を講じ、どのように前進しているかお

伺いしたいと思います。 
最後に、保育所の問題についてですが、代表質問等、非常に熱心に質問が行われたわけです

が、その中で保育に対するニーズが多様化している。時間外保育のさらなる延長、あるいは夜

間保育、あるいは療育保育等々さまざまなニーズがあります。 
こうした問題につきまして、基本的には指定管理者を導入してそこでお願いしたいというよ

うな答弁があったと思いますが、しかし、公立保育園のそもそもの必要性というのは、保育ニー

ズにきっちり応えていこうと、そして、民間にできないことでも、本当に必要なことについて

は、公立の保育所できっちり受け止めていこうということではないかと思います。そういう点
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では、新しいニーズに対して公立保育所はどのように充実を図っていく考えか、この点を伺い

たいと思います。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
伊藤公営企業部長。 

○公営企業部長（伊藤実君） 
ただいま渡辺議員さんから、水質の悪化の問題でございますが、これにつきましては、左岸

側につきまして硝酸が出ているということで、これにつきましては一宮町、御坂町におきまし

て、現在、水質が悪い中で希釈をしながら水を配給しているところでございます。 
数字につきましては、今ちょっと持っておりませんので、ここでお答えはできません。 
それから、水道料の徴収率の問題でございますが、これは監査委員さんのほうからも指摘さ

れておりまして、今計画を立てて徴収計画に基づきまして行っているわけですが、これは現在、

担当職員のほうで電話、訪問等を行い、それから、広報等でもお知らせしておりますが。水道

料が入っていないところにつきましては、停水を行いますよというようなことで広報へ載せて

います。それに基づきまして、今後、水道料の滞納の多い人におきましては、停水をかけてい

きたいと思っています。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
渡辺議員の関連質問についてお答えいたします。 
午前中、風間議員からもご質問がございましたが、職員数につきましても、全市にわたり問

題点、また課題等の検証を行いつつ、今後人員削減に向けて進めていくというような状況下に

あるわけでございます。そうした中におきまして私たちも、今後、職員のさらなる意識改革を

目指して推進をしていく必要があると考えております。 
先ほど言われましたように、一時保育また延長保育、休日保育等につきましても、次世代育

成支援行動計画の中で、この目標をもって進めていくわけでございますので、当然のことなが

ら、公立がやらないということではございません。既に、延長保育につきましても、公立の

１３の保育所中７カ所でも行っております。そうした現状でありますので、公立につきまして

も、さらなる保育の事業の推進を進めていく所存でございます。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
水道についてですが、亀山議員の質問にも、需要見込みと給水計画はどうなっているかとい

う質問をしているわけでして、そういう点では、今日、数字を持ってきていないということに

ついては、そのこと自体を聞いているわけですから、そのへんは急いで、今持っていない分は

仕方ございませんが、これは急いで報告をするようにお願いします。 
そして、保育所の問題については人員削減ということが、まず最初にあるわけではなくて、

保育に対する責任をどう笛吹市が果たしていくかという立場で、ぜひ魅力のある公立保育園を
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つくっていき、その体制を整えていただきたいということをお願いしまして、私の関連質問を

終わりたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

続いて、２５番、日髙せい子君。 
○２５番議員（日髙せい子君） 

通告に基づきまして、２問、質問させていただきます。 
１問目は、障害者自立支援法成立後の施策展開についてです。 
昨年、１０月３１日に障害者自立支援法が成立いたしました。この法案は、障害者が地域で

暮らせるような自立と共生の社会の実現を目指しているものといわれておりますが、何点かの

課題が積み残されているともいわれております。 
限られた時間の中で、そのことについて詳細に言及することはできませんが、福祉サービス

利用料と医療費の１割負担や、障害程度区分の問題などは、障害をお持ちの当事者の皆さんに

とっては、大変不安に感じていると伺っております。この不安を取り除くためには、変わろう

とする制度・サービス体系の説明と、当事者の意見が反映される仕組みづくり、さらには、相

談事業の充実が急務であると感じております。 
この法案では、地域自立支援協議会という組織が、市町村あるいいは複数市町村単位で相談

事業の運営評価や困難事例の対応のあり方について、助言指導を行い、地域の関係機関による

ネットワーク構築を目指すといわれております。この組織を有機的なものにすることが求めら

れているわけですが、地域自立支援協議会、さらには障害区分認定審査会のメンバー構成につ

いては、どのようにお考えか伺います。 
なお、地域生活支援事業の中の相談支援については、どうあるべきとお考えなのかお伺いい

たします。 
次に、２問目ですが、食育施策はどのようにということで、質問させていただきます。 
昨年、食育基本法が施行されました。この法案は、栄養バランスの取れた正しい食事を心が

け、食文化を大切にし、生産活動の体験の重要性をうたっております。この法案に基づいて、

２月には食育推進基本計画案がまとめられたとも聞いております。 
食事の実態については、さまざまな方々が警鐘を鳴らしております。子どもが一人で食べる

個食やバラバラ食が多くなったということは、よく耳にします。また、お菓子を食事にしてい

るという実態も耳にするようになりました。 
このような中、生活習慣病が懸念される子どもの増加や体力低下が指摘され、各地ではさま

ざまな食育が展開されています。 
今年度から５年間、啓発活動、改善への取り組みが進められようとしておりますが、本市の

食育施策についてお伺いいたします。 
○議長（龍澤敦君） 

当局の答弁を求めます。 
１問目、２問目とも答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
日髙せい子議員の一般質問、障害者自立支援法成立後の施策展開についてに、お答えいたし

ます。 
ご指摘のとおり、障害者自立支援法が昨年１０月に成立し、身体、知的、精神の３障害への



 １１８ 

サービスが一元化され、サービス体系も個別給付を内容とする自立支援給付と、補助事業を内

容とする地域生活支援事業とに再編されました。また、サービスの利用者は所得に応じて上限

はあるものの、原則１割の自己負担も求められることになりました。 

さて、ご質問の地域自立支援協議会についてでありますが、行政とサービス利用者、および

サービスを提供する事業者等が密接に連携をもち、地域で提供される福祉サービスの実態や問

題点について議論するとともに、必要な改善の提言をしていく場であります。 

したがいまして、障害者やその関係者も含めまして、協議会のメンバーになっていただける

よう検討し、お願いしていく考えであります。 

また、障害区分認定審査会でありますが、サービスの利用者は、市が実施します障害区分認

定審査会で障害程度区分の認定を受け、受けられるサービスが決定されることになっておりま

す。 

この審査会につきましても、公正、公平に障害認定ができますように、障害者やその関係者

や専門家を含めて検討させていただく考えであります。さらに、相談支援についてであります

が、この相談支援は地域生活支援事業の中の重要な柱となっております。 

これまで以上に、３障害の皆さんが、身近で適正にかつ円滑に支援を受けられますよう、体

制を整えていく考えであります。 

続きまして、食育施策はどのように、にお答えします。 

近年、食育の大切さが叫ばれており、昨年の食育基本法の施行に伴って、さらにその重要性

が高まってきております。 

本市におきましては、食育基本法第１０条に規定する、地方公共団体の責務に応じた取り組

みは、既に各部署で実施しており、今後も食育の基本理念に沿った施策の展開に向けて取り組

む所存であります。 

 現在の取り組みといたしましては、次世代育成支援行動計画の中で食育の推進を掲げてお

り、栄養相談・栄養指導の実施や、乳幼児健診の機会における情報の提供、保育所における食

育体験学習、食生活改善推進員さんによる親子料理教室等実施しております。中でも、公立保

育所における食育でありますが、食の乱れが指摘されている中で、食を営む力、すなわち子ど

もたちの食べる意欲を育むことを目指し、いろいろな食体験を広げる活動を行っております。 

本年度は統一的な食育活動として、同じ種類の果物を食べ比べ、その味の違いを探したり、

簡単なおやつ作りなどを経験することや、保育所の給食を親と共々試食するなど、食について

の興味や関心を深めてまいりました。 

また、各家庭には毎月給食だよりを発行することにより、食に関する情報や食生活の見直し

を啓発してまいりました。 

各保育所においても、サツマイモなどの栽培や収穫、あるいは季節の行事を通じて伝統食を

食べることなど、さまざまな食の体験を実施しております。 

平成１８年度も同様に、地域にある風習や伝統、あるいは子どもたちは何をしたいのかを把

握して、子どもたちが十分楽しめる食の体験ができるような計画を立ててまいりたいと考えて

おります。 

また、そのほか、成人の生活習慣病対策のための健康教育の中での啓発や、高齢者の皆さん

に対しては、食生活改善推進員さんのお力をいただきながら、食べることの楽しさ、大切さに

ついて学んでいただいております。 
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今後の取り組みといたしましては、食育基本法第１８条に規定する市町村食育推進計画等に

ついて、さらに検討を進めてまいりますが、現在、市民参加により健康増進計画を策定中でご

ざいまして、その中で、食育の大切さに関するご意見も市民の皆さんからいただいております

ので、家庭における食育推進や、また地域における食生活の改善の主体的取り組み等、計画化

が図られるものと期待しております。 

なお、参考までに、国・県等の取り組み状況をお話ししますと、現在、国においては食育推

進基本計画を策定中であります。また、都道府県や市町村における食育基本法に基づく条例の

制定状況は、まだ決して多いとは言えない状況です。おそらく、今後国の計画が策定されてか

ら、食育推進の取り組みがさらに活発化するものと考えております。 

以上、答弁です。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

前向きなご答弁ありがとうございました。 

一つ確認というか、相談事業につきましては、とりわけ精神障害の方々への支援というのは、

十分ではなかったと聞いております。より専門性が求められているとも聞いております。身体、

知的、精神の、それぞれの障害をお持ちの皆さんが相談できる場所の確保を、１０月以降もき

ちっと確保していただくためにも、予算確保をお願いしたいと思います。 

次に、質問ですが、この自立支援法は障害が重くなるほど個人負担が多くなるという、これ

は問題点としても挙げられているわけですが、こういう１割負担というような応益負担という

のは、日本だけだというふうにも聞き及んでおります。そういう意味からすれば、この１割負

担の件について、独自の減免策を講じている自治体も、ごくわずかですがあると聞いておりま

す。本市では、その点についてどのようにお考えかお伺いいたします。 

もう１つ、食育についてですが、計画案によりますと、学校給食における地産地消の比率を

３０％以上にしたいという案も出ておりますけれども、この件に関しては１２月議会でも市長

から、積極的に取り組みたいというお答えもいただいておりますが、どのような具体的な取り

組みというか、導入をしていこうとしているのか、この点についてお伺いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

日髙議員の再質問にお答えいたします。 
今後、障害者の皆さんの場所の確保につきましては、今、さまざまな角度で、支援につきま

しては会場等を確保しております。県の施設でありました石和保健所等も引き続き確保し、そ

して事業が開催できるなど、そうした点につきましても対応を進めていくことになっておりま

す。また、地域生活支援事業の負担についてでございますが、これは原則１割の負担というこ

とになっておりますが、これにつきましては、ご承知のとおり支援費の制度が見直しされまし

た。そして、この背景は予想を上回る利用者があるということで、財源不足になったというよ

うな国の考えもございますが、こうした中で、自立支援法では持続可能な制度として、サービ

スを利用者になお続けていただくために１割負担をお願いするということでございます。しか
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しながら、低所得の利用者につきまして配慮もございます。特に所得に応じた金額の負担の上

限がありますので、ご理解をお願いしたいと思います。 
例えば、生活保護世帯の方につきましては負担がありません。また、低所得の１の区分の方

は１割の中の１万５千円が上限でありますし、市民税非課税世帯の方は２万４，６００円と、

このようにもなっております。また、個別の減免や、社会福祉法人の利用者負担の軽減もあり

ます。また、手話通訳等の事業につきしまては、コミュニケーションの保障という観点から、

負担をいただかないような方向で検討を進めていきたいと思います。 
さらに、本市におきましては、単独にレスパイトの事業がございまして、これにつきまして

は、一時養護サービスということになりますが、これにつきましても単独事業がございます。

また、外出支援サービスにつきましても、市の単独事業といたしまして、１７年度より１８年

は多く予算を付けて展開していこうと、当初予算にも盛らせていただいているところでござい

ます。 
もう１点、地産地消の３０％につきましては、先ほど、保育所のそうしたこともございます

が、今後、私たちもできるだけ多く地産地消をしていかれるような形で検討を進め､現場でそ

うした形で展開できますように､さらに保育事業なども含めて考えていきたい、実施をしてい

きたいと考えております。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
地産地消の件につきましては、いろいろな関係所管にまたがっていますので、横のつながり

をきちんと密にとっていただいて、ぜひ現実的なものとして実行していただきたいと考えてお

ります。 
食べるという行為というのは、非常に個人的な行為でありますけれども、社会的でもありま

すし、文化的、経済的行為でありまして、さらには地球環境にも影響を及ぼすものといわれて

おります。学校教育の中で意識的に取り組んでいかなければならない視点だとも、思っており

ます。そのことをきちんと位置付けることによって、学校給食の地産地消推進の大切さが明ら

かになってくると思っております。 
ぜひ、食育というものは、身を守るためにどう食べていかなくてはいけないのか。つまり、

命を守るということを伝えることだという、根源的なことを再認識するプロセスを教育の中に

組み込んでいくということをお願いしたいと思います。 
最後に、食育の計画案の中で、朝食抜きの小学生を２０１０年度までには、ゼロにしたいん

だというような目標数値も掲げられているようでありますが、朝食抜きの子どもの実態につい

て、お分かりの範囲でご説明いただければありがたいのですが。 
○議長（龍澤敦君） 

高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

日髙議員のご質問ですが、朝食抜きの児童・生徒につきましては、ちょっと古い、平成１２年

度の日本スポーツ振興センターの結果でございますが、小学生が１６％、中学生が２０％とい

う数字が出ておりまして、これは減ってはいないだろうという感がいたします。子どもの体力
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低下ですとか、子どもの生活習慣病等、全国的に懸念されておりまして、それにつきましては

栄養士会のほうでも食育について、授業のほうへ栄養士を送って教育をしたり、あるいは、給

食の時間に栄養士が説明に歩いたりとかして、一生懸命に努めております。 
地産地消につきましては、県の教育長のほうからもそれを進めるようにというお達しがきて

おりまして、これは実施に向けて進めておりますことをご報告いたします。 
学校の教育もですが、朝食抜きがこれだけ多いということは、ご家庭でもお母さんたちに、

ちゃんとしていただかなければならない部分もございますので、保護者とも連携をとりまして

進めていきたいと思っておりますので、ご理解をお願いいたします。 
○議長（龍澤敦君） 

以上で、日髙せい子君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問は終わります。 
一般質問を続けます。 
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、２点質問いたします。 
１点目、障害者施策、地域生活支援事業について。 
この件につきましては、前回も質問しましたが、４月より障害者施策が大きく変わり、障害

の種別、身体･知的・精神にかかわらずサービスを市町村ごとに組み立てていく補助事業、地

域生活支援事業についての質問です。 
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、市としての取り組みを質問いたし

ます。 
①コミュニケーション支援・手話通訳士の設置、手話相談員ピアカウンセラーについて、ま

た手話無料化について。 
②レスパイト事業の現状と取り組み。 
③移動支援について。 
２点目といたしまして、庁内の専門職員の状況はということで、合併効果の中に職員の専門

化が掲げられていました。合併後１年経ち、現在と今後の取り組みをお聞かせください。 
専門職庁内の状況は。適正配置がなされているか。委託料の削減の留意点などについてお聞

きしたいと思います。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
新田治江議員の一般質問、障害者施策・地域生活支援事業についてお答えいたします。 

昨年１０月に成立しました障害者自立支援法のサービスは、個別給付を内容とする自立支援

給付と、補助事業を内容とする地域生活支援事業とに大別されます。 
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ご質問の地域生活支援事業の目的は、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を展開

し、障害児者が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるようにすることであり

ます。 

具体的な内容としましては、障害児者やその保護者からの相談に応ずるとともに、必要な情

報の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付または貸与、移動支援の事

業、創作的活動等の支援等があります。 

さて、ご質問のコミュニケーション支援でありますが、これには聴覚障害者等の依頼に基づ

いて手話通訳者を派遣する方法と、市役所に手話通訳者を設置して相談や手続き時にご利用い

ただく方法などがあります。 

具体的な対応につきましては、障害者の皆さんや手話通訳者の方々とも十分に協議しながら、

１０月実施を目指して検討していきたいと考えております。 

また、手話通訳者等の派遣につきましては、原則１割の利用者負担となっておりますが、こ

の無料化につきましては前向きに検討していきたいと考えております。 

次に、レスパイト事業の現状と取り組についてでありますが、本事業は市の単独事業として、

身体障害児と知的障害児者約９０名に対しまして、一時養護サービスという事業で実施してお

ります。年間２４０時間の利用が可能で、本人負担は１割ですので１時間１５０円であります。 

移動が伴う場合には、利用者はこのほかに距離に応じて運賃を支払うことになりますが、こ

れが４月から福祉有償運送によりまして、タクシー料金の約半額になる見込みであります。 

最後に、移動支援についてお答えいたします。 

社会生活上必要な外出や、余暇活動等の社会参加のための移動の支援を行うものであります

が、具体的には、個別に支援する方法、複数の障害者に同時に支援する方法などが挙げられま

す。 

指定業者への委託等も含めまして、１０月実施を目指して具体化していく考えであります。 

以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 

２問目の答弁を石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

新田議員の質問の、庁内の専門職員の状況、適正配置がなされているか、委託料の削減への

留意点、３点につきましてお答え申し上げます。 
市町村合併による効果の一つとして挙げられているものに、従来、採用が困難または十分に

確保できなかった専門職の職員の採用・増強を図ることができ、専門的かつ高度なサービスの

提供が可能になると考えられています。 
本市におきましては、純然たる専門職として、保健師や保育士の職員が適正配置されており、

また、行政職であるものの福祉部門では、社会福祉士、社会福祉主事、土木業務部門や公営企

業部門には、土木業務の専門的知識や経験を有する職員、情報システム部門には、ＩＴに関す

る専門的知識経験を有する職員、さらに図書館業務部門には、司書の有資格者等がそれぞれ配

置されており、専門研修を重ねながら業務を行っています。 
さらに、近年の住民ニーズの多様化・高度化により、それらに対応しつつ、行政のスリム化

を図るにあたり民間メリットを活用し、業務委託を行い、人件費の削減や業務の効率化を図っ

ているところです。 
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また、専門職の配置に係ります今後の取り組みにつきましては、福祉部門の社会福祉士の増

強と職員の専門的有資格者や専門的知識経験者を適正配置し、政策法務部門・福祉部門・税務

部門・土木部門等の職員には、理念、哲学、ポリシーなどを持てる職員として育成し、専門的

かつ高度なサービスの提供が可能となるよう、人材育成にも取り組んでいき、状況により嘱託

の専門職員の採用も考えていきます。 
次に、委託料の経費削減への留意点でありますが、委託業者の経営状況の安定度が適正であ

り機密保持対策が万全であること、委託業務の内容が目的に照らし合致していること、委託料

が予算の範囲内で少ない経費であること、住民ニーズに対応したもので将来の事業展開に結び

つくと判断できること等を基準に考え、留意しながら進めているところです。 
今後も委託料の経費削減に心がけ、職員にできる業務は職員の努力で行い、実行していきた

いと考えています。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
聴覚障害者にとっては、コミュニケーションは基本的人権・生きる権利の一つであります。

ぜひ、笛吹市として十分な前向きな検討で進むことをお願いいたします。 
レスパイト事業についてです。 
制度の隙間を埋めるレスパイト事業ですが、いままで東八圏内にはなく、急に預けたいとき

に預かってもらえないという、利用者の声がまだまだ多くあります。市の支援もあり、保護者、

関係者が中心となり、通所授産施設ハーモニーさんが４月に開所ということで、私も見てまい

りました。とてもすてきな建物になっていました。今後、このハーモニーさんが地域に根付い

ていけるよう、市としての支援などお聞かせください。 
視覚障害者の件ですが、昨日も傍聴に来ていただき、歩いて帰ったようですが。「どうでした」

と言ったら、途中で道を間違えてタクシーとうまく合えなかったということも聞きましたが、

障害者が１人でも安心して外出できる、そういうことが本当の真の福祉施策と思います。 
視覚障害者のための市全体に渡り、横断歩道などの整備についてお聞かせください。 
また、これから春の交通安全も間近になりますので、視覚障害者の方にとってみれば、障害

者・高齢者・子ども・歩行者が安心して横断できるような交通ルール・マナーの徹底をすごく

希望しています。これから庁内会議などがあると思いますので、そんなときの呼びかけなども

ぜひお願いします。 
また、ここにいる方たちが今日からでも、そういうマナーについてはできると思いますので、

困っている障害者・弱者・子どもたちがいたら、運転ルールに気をつけていただきたいと思い

ます。 
専門職ですが、資格を持ちながら他の部署に配置されている職員は、いないでしょうか。ま

た、それは本人の希望でしょうか。 
本年度もこれから、まちづくりプラン、マスタープランとか事務系委託がいろいろあります

が、できるなら職員自らの手づくりで、また、説明会などにも業者が入ってきて説明を受けた

りしますが、できれば職員自らの声で説明も聞きたいと思いますので、その点についてもお願
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いします。 
専門職というのは、まだまだ始まったばかりでしょうが、現在の達成度とすれば、どのくら

いの数字になっているか、参考までに聞かせてください。 
○議長（龍澤敦君） 

内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

新田議員の再質問にお答えしたいと思います。 
まず、最初に、ハーモニーの件でございますが、ハーモニーにつきましては、昨年、社会福

祉法人の認可を得まして、石和地内に建設を進めてきたところでございます。市といたしまし

ても、できるだけの応援をしてまいりました。知的障害者の通所授産施設として本年４月より

開所の予定と聞いております。定員は２０名でありまして、今のところまだその定員に達して

いないような状況であります。市内の対象者が本施設を利用され、社会参加の自立がなお一層

図れますよう願っておるところでございます。市といたしましても、今後、できる限りの協力

をしていきたいと考えております。 
次に、障害者が使用しやすい横断歩道等の施設整備の件でございますが、これにつきまして

は、現在、地域福祉計画を柱といたしまして、障害者基本計画、および障害福祉計画の策定中

でございまして、１８年度中にこれらの策定を完成する予定でございますが、計画の段階で障

害者やその関係者にも参画していただき、意見や要望などをいただきながら策定をしていきた

いと考えております。また、関係機関とも十分協議をしながら、この計画を進めていきたいと

思いますので、これと併せて施設整備をやっていき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。 
マナーの呼びかけにつきましては、今後、私たちもさまざまな機会を通じまして、これらの

徹底を図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
新田議員の再質問にお答えいたします。 
まず、はじめに、資格を持ちながら他の部署に配置されている職員の状況でありますが、専

門的な業務に携わる職員のうち、純然たる専門職である保健師・保育士の職員の配置につきま

しては、職種区分の保健師・保育士の職として採用された職員であるから、専門職に適正配置

されております。 
専門的な資格・知識・経験等を有する職員につきましては、職種区分の事務職として採用さ

れた職員であることから、一般事務職への配置が原則であります。業務により専門職が必要な

部署には、適正数の職員が配置されており、その他の職員は一般事務職へ配置されております。 
次に、本人の希望かとのご質問につきましては、今年度から実施しております、人事異動等

に関する自己申告制度により、専門的業務を希望する職員を優先的に配置して行いたいと考え

ております。 
専門職の配置に関する達成度でございますが、自己申告制度によりまして、ほぼ１００％に

近い数値になると思います。 
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次に、マスタープラン策定業務委託等の資料づくりについてのご質問ですが、業務委託の観

点からのご質問でありますが、まず、業務委託のメリットとしましては、委託業者の専門性に

より、ミスの防止や不正防止、こういったことにつながると考えております。また、業務の処

理の迅速さ、正確さなど効率的な業務遂行が可能と考えます。 
これらのメリットを考え、委託業者と職員との業務分担を明確にし、専門性を必要とする業

務内容については業務委託し、職員にできる専門性以外の資料づくり等の業務については職員

の努力で行い、実行していきたと考えております。 
まちづくりマスタープランの策定業務の委託につきましては、測量調査設計業務等の内容に

より専門性が高いと判断し、業務委託といたしましたので、ご理解をお願いしたいと思います。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
あと１つ、先ほどの相談事業でピアカウンセリングのことが出ましたけれども、その点につ

きましても、例えば、手話通訳士に相談業務をしてもらうなり、よく分かる人にそのカウンセ

リングのほうはしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 
そして、合併効果の委託料の件ですが、いろんな資料で外部の人が来て説明してくれたりす

るときを見ると、これは職員がもっと勉強して、職員の口から説明してもらえばいいのになと、

こういうのが合併効果の表れではないかと思って、私は期待して見ていました。だから、最近

そういう外部の人の説明を聞くたびに、自分たちですればいいのにということをすごく感じて

いますので、たぶん市民もいろんな効果をねらっていますので、なるべくそういうことが分か

るような方向で進んでいってほしいと思います。 
以上で終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
私は、新田議員の最初の質問について関連質問をさせていただきます。 
私たち健常者にとって、障害を持つ方々の思いをいくら努力しても、十分理解することはで

きないと思っております。 
障害者に対する福祉行政を進めるにあたり、障害者の参加、例えば、市の支援計画の作成等

やるときに、障害者の方々の参加をいただいているか、また、障害者の生の声を聴いていくこ

とが、温かい思いやりではないかと思います。もちろん市でできること､できないことはあると

思いますが、ぜひともこれからしていただきたいのですが、市のお考えをよろしくお願いした

いと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

ただいまの関連質問にお答えいたします。 
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市といたしましても、できる限りの諸事業に障害者の皆さんにも参加していただけるよう、

これからも取り組んでまいりたいと思います。特に福祉まつり等につきましても、既に参加を

いただいている状況もございますが、なお一層、これにつきましても参加しやすいように応援

を得ながら拡大し、そして充実を図ってまいりたいと考えております。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
関連質問でございますが、市といたしましては、例えば、先ほど出ましたハーモニーさんの

例を取らせていただきますと、ハーモニーさんの設立に関しましては、社会福祉法人にするの

につけて、家族の方、あるいはそれに関係する方たちに大きなご努力をいただいて、完成をい

たしました。それに対して行政は何ができるかということでございますが、やはり土地を用意

したりとか、あるいは、資金的な問題をフォローするとかというような形でさせていただいて

おります。 
今、杉岡議員がおっしゃるように、私どもそれぞれの立場で、障害者でなければ分からない

部分というのはたくさんあると思います。こういった問題につきましても、過日、障害者の連

盟の方たちが市役所を訪れまして、ぜひそういった計画を作ったりする場合に、私どもも一員

に入れていただきたいと、こういうふうなご注文もいただいております。ご意見をいただいて

おりますから、そういったことには積極的に対応してまいりたい。 
なおかつ、職員の採用につきましても、現在も何人かの障害の方が職員の中におりますけれ

ども、今後の採用につきましても、そういったことも視野に入れながら行政を進めてまいりた

いと、こんなふうに考えておりますからご理解をいただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

以上で関連質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は３時１０分から行います。 

休憩  午後 ２時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１０分 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
続いて、２８番、川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
通告に従いまして、２点について質問させていただきます。 
日々、市民の皆さまに親切、丁寧をモットーに早くて便利な窓口業務を遂行していただいて

おります、関係職員の方々に対しまして深く敬意を表すものでございます。 
まず、はじめに行政サービス充実についてお伺いいたします。 
近年の社会情勢の中で、また、時代の変化により、市民ニーズや生活環境なども大きく変わ

り、共働き世帯やひとり親世帯なども増加傾向にあります。このような厳しい現実の中で、平

日に市役所に出向くことは、相当難しい立場の方々が多数いると思われます。なんとか平日の
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窓口延長や日曜日の窓口業務を開設してほしいとの、多くの要望を耳にしますが、財政厳しい

状況の中ではありますが、市のお考えをお聞かせください。 
２点目として、アダプトプログラムの現状と今後の取り組みについてお伺いします。 
地域協働型の美しいまちづくりを目指して、市内各地で地域環境美化活動が盛んに行われて

います。本市では公共の場所を養子アダプトに見立てて市民団体や企業が、いわば里親となっ

て美化活動が行われております。ボランティアで道路周辺の空き缶の清掃作業や植栽作業を行

うものであります。これは市民のごみの投げ捨て防止等、地域の道路を自らの手できれいにす

ることによって、環境美化に対する意識を持ってもらうとともに、業者への清掃委託の費用の

削減を図るメリットもあります。 
こうしたアダプトプログラムが施行されており、市民から大変大きい評価を受けているとお

聞きしておりますが、どのような取り組みを行い、今後、どのように展開されようとしている

のかお尋ねいたします。 
以上で質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目、２問目とも答弁を堀内市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 
川村惠子議員の１番、２番目の質問にお答えします。 

第１番目、行政サービスの充実について。 

現在、市民課での窓口業務時間外の開設状況は、昼休み時間帯の対応を行って、サービスの

提供をしています。 

窓口業務の平日延長、日曜日開設の市の考えについてのご質問ですが、窓口業務以外での住

民票・戸籍証明・住民異動届等の申請受付方法としましては、郵便による請求・届出に対して

も対応を行っています。 
窓口業務の時間延長ですが、住民票・印鑑・戸籍等の一部の証明発行の窓口業務延長につい

て、平成１８年度の早い時期からの開設に向け検討に入ります。 
１問目は以上のとおりです。 

２番目のご質問、アダプトプログラム制度の現状と今後の取り組みについてのご質問にお答

えします。 

アダプトプログラムは、市民と行政が協働で進める新しい環境美化のプログラムのことで、

アダプト（ＡＤＯＰＴ）とは英語で「養子縁組」の意味があります。 

市民や企業のグループは、公園や河川、道路など一定の場所を選定していただき、里親とな

り、その場所をわが子に見立て、ごみ収集などの環境美化を行っていただくものであります。 

その際、あたかも養子縁組を結ぶように、それぞれの里親であります市民や企業のグループ

と市との間で覚書を取り交わし、一定期間の美化活動を行うことを双方が合意することが、こ

のプログラムの特徴であります。 

市の役割は、ごみ袋の提供や、活動中の怪我などに対するボランティア傷害保険への加入な

どであり、現在この活動に参加しているグループは、御坂地区が１１団体、春日居地区が６団

体および石和地区が５団体と計２２団体であり、８９６名のボランティアの皆さまが、日ごろ

清掃活動に携わっていただいております。 
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この制度は、市民と行政がお互いの役割分担を決め、パートナーシップのもとで、連帯や奉

仕の精神の育成に役立つとともに、環境保護意識の高揚や、地域社会との連帯感などがはぐく

まれるなど、「自分たちの住んでいる地域は自分たちで守る」という、自治意識の啓発にも役立

つことから、今後も引き続き推進してまいりたいと考えます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
今、前向きなご答弁をいただいて感謝の思いでいっぱいでございますが、１点目の行政サー

ビスについて、市民第一主義を掲げる荻野市長にお伺いしたいのですが、先ほどのご答弁で、

平成１８年度の早い時期に開設ということでございましたけれども、本当にこの３月、４月と

なりますと窓口を利用する市民の方も、転勤・転入などで多いと思いますので、早い時期とおっ

しゃいましたけれども、具体的にはいつごろか、ご回答いただければありがたいと思います。 
甲府市においては、既に３課２７項目にわたって日曜日の窓口が実施されておりますけれど

も、やはり行政サービスの充実を目指すには、他の部署の窓口業務についても同時に開設する

ことが効果的であり、市民の皆さまの時間の節約にもつながると思いますので、そのことに対

してもご答弁をいただきたいと思います。 
２点目のアダプト制度についてですが、現状、２２団体の方がボランティアで美化運動に参

加されておりますので、その様子をもう少し詳しく教えていただきたいのと、私はすごく残念

だなと思ったのは、担当課に問い合わせましたところ、笛吹市として、合併してからの申し込

みは一件もないという回答でございました。合併前からの事業でしたので、旧町村でやってい

るところは今現在も行われているという状況ですので、毎回、発行される広報に「笛吹市環境

ニュース」というコーナーがありますし、ホームページを使って多くの市民の皆さまにアピー

ルしていただきますと、もっと大勢の方が参加できるのではないかと思っておりますので、そ

の点についてのご答弁をよろしくお願いいたします。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

川村議員さんのご質問、実は先に質問されると大変つらかったものですが、この件について

は、私もずっと気にかけている問題の一つであります。というのは、合併前時点におきまして、

私は町長させていただいておりましたから、石和の役場におきまして時間延長をどうすべきか

という形で、実験を既にさせていただいておりました。やった結果につきましては、土曜・日

曜にするのがいいのか、あるいは平日の延長をするのがいいのか、そのへんについての実験を

させていただきました。 
平日の実験をさせていただきましたところによりますと、特に４月、５月、６月、７月くら

いまでが大変利用者が多いのではないかと、こんなふうな推測の部分も一部ありますけれども、

ございました。８月、９月となりますと、ずっと減ってまいります。そんな数字が出ておりま

して、これについては一日も早くということで考えていたわけでありますが、どうしてすぐで

きなかったかというのは、やはり分庁舎方式になっておりますから、市民の方は普通のときで
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も不便でありますから、そのへんが一番気になっているところでございます。 
こういったことに先駆けて総合カウンターを設けさせていただきました。１日約５０件くら

いずつご意見を伺っておりますけれども、これにつきましてもかなり迷いましたけれども、分

庁舎方式で、どこへ行ったら何ができるかという質問が大変多うございましたから、設置をい

たしました。大変好評をいただいておりまして、中にはタクシーを呼んでくださいというとこ

ろまでの要望があるわけでありますが、つくって良かったなと思っております。 
そして、当面の間でございますが、先ほど市民環境部長が申し上げました、住民票・印鑑証

明あるいは戸籍等の一部でございますけれども、開始したいと。過日の会議の中では４月１日

からやるようにという話をさせていただいたわけでありますが、やるには手順がございまして、

実は、時間延長をしたり、あるいは時差出勤をするには職員組合との話し合いもしっかりした

上で、納得いただかなければ前に進めることができない部分もございますので、現在のところ、

４月１日に向けて努力はいたしておりますけれども、ちょっと難しいのではないかという、先

ほどの部長の答弁の中でお察しをいただきたいと思います。 
いずれにいたしましても、市民の要望でございますから、時間延長というような形で今検討

していることを申し上げておきます。 
それから、アダプトプログラムにつきましては、合併前にやっていた町村そのままで、その

後、一件の応募もなかったということで、この件も気になっているわけでございますが、市民

こぞって、自分たちの地域は自分たちで守っていくというのが、今、新しい自治を確立してい

く中で大きなキーワードでございます。これにつきましても、まだまだＰＲ不足の点もござい

ますから、せっかくこうしたご質問をいただきましたし、従来からやっておりまして、してい

ただいている方も熱心にやっていただいております。一番身近な例を申し上げますと、笛吹川

の花火をしたり、あるいは鵜飼をする土手でございますが、この土手を東町の老人クラブの方

たちにやっていただいております。ときどきお会いするのですが、大変いきいきとやっていた

だいておりますから、こういった輪はますます広げていきたいと思っております。ご理解をい

ただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

堀内市民環境部長。 
○市民環境部長（堀内正徽君） 

再質問の中で、どのような団体等詳しいものがありましたらというご質問でございますので、

手元に資料がございますので読み上げさせていただきます。 
先ほど、市長が申し上げたとおりの内容でございますが、石和地区におきましては、川中島

近津用水というところで約１キロメートル区間を「桜温泉通り会」という団体にやっていただ

いております。それから、笛吹川サイクリングロード、約１キロメートル間、これは「川中島

老人クラブ」です。それから、唐柏地内農道９号線とか唐柏富士見用水というところは、企業

にやっていただいております。石和地区におきましては、等々でございます。 
それから、春日居地区におきましては、県道石和温泉駅停車場付近を「桑戸西老人クラブ」

です。大日如来堂境内および桑戸橋周辺、これは「桑戸東老人クラブ」さんにやっていただい

ております。 
御坂地区におきましては、金川広域農道コピア交差点から幹線という区間を地元の工務店で

行っていただいおります。それから中央道側道・国道１３７交差点付近を地元の自動車修理工
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場で行っていただいております。 
以上、このような団体等に日ごろ活躍いただいているところでございます。 
環境問題につきましては、個人、企業、団体が、これから何をすべきか、何をしていくかが

評価される時代に入ってくるのではないかと思っております。また、この制度があまり知られ

ていなかったということがありますので、そのへん反省をいたしまして、議員がおっしゃられ

ましたとおり、広報とかホームページ、またその他いろいろ機会あるごとに団体等にお願いし

ながら広く、活動していただくような方法を考えていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
最後に、私も率先してボランティアグループを立ち上げまして、美化運動に協力していきた

いと思います。また、子どもたちに対しても、環境教育には最もふさわしいプログラムである

と確信しておりますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
川村議員の関連質問をさせていただきます。 
市職員の皆さま方の勤務体制について教えていただきたいと思います。 
今は中小企業であっても、国の制度としまして介護とか育児に対して、従業者の方々が休み

を取れるように、１人につき、もし、最初の人の休みを認めた場合は、その業者に１００万円、

２人目は６０万円と、そんなような関係でいっているのが現状の流れでございます。市の職員

の皆さまに対しましても、介護とか子どもが熱を出したなど病気とか、長い休暇を取りたいと

き許されていると思いますが、現状としまして市になってから、こういった休暇を職員の方が

どれくらい取られておられるのか、その割合を教えていただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

渡邉議員の関連質問にお答え申し上げます。 
職員の勤務体制、介護休暇につきましての現状はどうなのかというご質問でございますが、

まず、笛吹市職員の休暇等に関する条例の中で介護休暇が定められております。休暇について

は、６カ月の期間内に連続して取得するということがうたわれておりますが、合併してからこ

の介護休暇制度を使った職員は、現在のところおりません。この制度を知らない職員もいるの

ではないかと思うわけですから、こういったことにつきましては、極力、職員には知らせてま

いりたいと考えております。 
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○議長（龍澤敦君） 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
今は子どもを産みやすい環境とか、そういうこともありますので、今後ともよろしくお願い

します。 
部署によりまして忙しいところの差があると思います。その格差をぜひご配慮いただきなが

ら、平等性をもっていただきたいと思います。そうした心のゆとりが、私たち市民が市役所を

訪れたときに心やすらかに、また親切に笑顔をもって対応してくださる源だと思いますので、

その点をよろしくお願いいたします。要望といたします。 
以上で関連質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
２３番、志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
笛政クラブの志村であります。 
私は、県の事業であります山梨新環状道路についての質問をさせていただきます。 
まず、荻野市長には、合併１年半、連日の激務だったと思います。大変ご苦労さまでござい

ます。敬意を表したいと思います。 
さて、国、地方とも財政状況は大変厳しい状況が続いておるわけであります。政府も、今朝

のテレビでは行政改革推進委員会において、一般会計予算よりはるかに多い特別会計にメスを

入れなければ駄目だということで、その特別会計の見直し等の検討がされているものと聞いて

おります。その特別会計の中に受益者負担分であります道路特定財源が入っておるわけでござ

いまして、その道路特定財源も一般会計への算入という話も出ているわけであります。 
道路行政はそういう状況の中で、ますます厳しい状況になってくると考えられます。しかし、

まだまだ地方の道路の整備は遅れておりまして、その整備の要望はほかのさまざまな要望より、

なんといっても道路整備をしてほしいという要望が一番多いというふうに聞いております。そ

れだけ道路は国民生活や、また社会経済活動を支える最も基礎的な都市基盤だと私も思ってい

るところでございます。 
さて、県では平成５年に３本の地域高規格道路の要望を国に上げまして、その事業認可を受

けたときいております。それが新山梨環状道路、さらに西関東自動車連絡道、また、いま１本

は、まだ先のことになろうかと思いますが、郡内から国中を結ぶ高規格道路と聞いております。 
それを受けまして、平成６年には甲府市を中心にいたします関係市町村の構成によりまして、

新山梨環状道路整備促進期成同盟会が発足され、その整備促進へ向けての運動・活動が進めら

れてきたところであると承知しております。 
そうした中で、今は国交省管轄の西関東自動車連絡道、また、今日質問の新山梨環状道路と

も、一部が開通されまして、その利用度・効果は大変好評と伺っております。 
さて、質問の新山梨環状道路東側区間ですが、昨年９月、国交省、県からその計画のたたき

台が公表されました。パブリックインボルメント、私は横文字が苦手なわけですが、これは計

画の早い段階から関係する市民に情報を提供した上で、広く意見を聞きまして、それらを計画
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づくりに反映していくということのようでございます。このパブリックインボルメントという

ことで、１０月、１１月、１２月にオープンハウス、説明会が甲府市、笛吹市ともに開かれま

した。私も笛吹市の会場にはオープンハウスを含め３回参加をいたしました。意見・要望もは

がきでも出させていただいております。 
その計画のたたき台とは、東側区間、甲府西下条ランプから石和町を通過いたしまして、甲

府桜井町までの約９キロメートルということでございます。その一部は、国道２０号の広瀬の

交差点から桜井町までは国交省の管轄ということで、西関東自動車連絡道ということで整備を

進めていくということでございます。 
その中で、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案という３ルートと道路の構造が示されました。Ａ案は１４０号

バイパスルート、道路構造は盛土構造、一部は高架ということでございます。これは濁川、平

等川等がございますから、それから広瀬交差点といいますかバイパスの辺は一部高架というこ

とです。Ｂ案は１４０号を拡幅高架構造。それからＣ案は現在の１４０号をそのまま利用する

との３案であります。 
この中で、県ではＡ案でありますバイパス盛土構造を基本と考えているとの説明がなされま

した。その説明をもとに参加者から意見の聴取があったところであります。賛否両論、たくさ

ん意見が出ました。 
その意見の一部を紹介しますと、まず、この環状道路で甲府市内およびその周辺の交通渋滞

が解消されるのかと。また、環状道路ではなくて、今の公共交通機関を充実させて、渋滞緩和

をさせることはできないかと。さらには、人口減少社会を迎えるのに、もうこれ以上の道路整

備は必要ではないか、大型道路の整備は必要ないのではないかという意見もございました。 
それから、これは推進といいますか賛成の意見の中に、ルートはバイパスルートでよいが、

盛土構造では通過周辺地域の分断や水害が非常に心配になるというようなことで、ぜひ、道路

構造は高架にと、実は、これは私が出しました。それから、環状道路がただ通過道路ではなく

て、中央道や一般道路からの乗り入れをしやすく、ランプの数を増やしていただきたいと、こ

れも私が意見を出しました。それから、道路整備による生活や自然環境、それから景観への影

響が心配と、さまざまな意見・要望がたくさん出されたところであります。 
私は、この環状道路に対する市民の関心の高さが、非常に高いなとうかがえたわけでござい

ます。 
この説明会は、１２月１８日に笛吹市内で行われた説明会が全体意見交換会ということで、

直接市民から聴取する場は、この全体意見交換会で終わるわけでございます。これからは協議

会、これは新山梨環状自動車道路整備協議会ということで、この協議会は学識経験者、あるい

は専門家、あるいは地域住民代表ということで、笛吹市からも連合区長会長の鈴木さんがこの

協議会の会員になっております。この協議会へ説明会等での住民の皆さんの意見を提出しなが

ら、協議会の意見を聞きながら概略決定をしていくという流れになっていくわけでございます。 
たまたま先日の新聞の折り込みに入りました。パブリックインボルメントの広報紙「ぐるり

山梨第４号」にいままでのオープンハウス、説明会の経過が詳しく報告されまして、その中に

この第三者機関でございます協議会の、第５回の協議会が１８年１月３１日に開催されまして、

今後の進め方についての議論があったと出ております。それによりますと、意見の把握の段階

から、計画をより具体化する段階に移行していくことが確認されたとありました。これは概略

計画が近々決定されてくるというように、私は受け止めたということでございます。 
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私は、この新環状道路について心配しているわけですが、心配しているといっても道路自体

については推進をしているわけでございますが、とにかく、この道路構造が、もしこの笛吹市

内の通過区間が盛土構造でいくようなことになってきますと、将来、笛吹市のまちづくり、ま

たその周辺地域住民の生活には大変なリスクになると考えているものでございます。 
こうした県の大型事業、先ほど申しましたようにパブリックインボルメント、早い情報公開

をして、住民の皆さんの意見を聞くということで、こういう形で説明会が進められてきました。

まず、こうした事業を行っていく過程の中で、説明会での通過地域の住民の声が十分反映され

て、概略計画がされていくことを願っているところでございます。 
そこで、お聞きいたしたいと思いますが、これは県の事業でございますから、このような聞

き方になって申し訳ございませんが、公表されたこの計画のたたき台を市ではどのようにとら

えて、また、これからどのように考えていくのかをお伺いしたいと思います。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
これより、当局の答弁を求めます。 
答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
志村議員の質問、新山梨環状道路（東側区間）についてお答えいたします。 

若干、説明が志村議員さんとダブるかもしれませんが、しばらくご辛抱をお願いしたいと思

います。 

新山梨環状道路約４３キロメートルのうち東側区間は約９キロメートルで、北部区間の桜井

町から国道２０号までを国が、国道２０号から南部区間の西下条ランプまでを県が管轄してい

ます。 

県と国のこれまでの取り組みは、昨年９月に計画のたたき台を公表し、このたたき台を参考

に住民の皆さまが期待すること、気になることなどを説明会やオープンハウス、意見ハガキな

どで聞いております。 

県と国は、今後、住民の皆さまのご意見を参考にし、２５０メートル幅程度の概ねのルート

帯や構造などの概略計画を作成しますが、これが、これからの環境影響評価や都市計画の検討

の前提となるものであります。 

東側区間に対するご意見は、これまで１，８９０人の方々からいただいていると聞いており

ます。議員の皆さま方にもご出席をいただきましたが、昨年１２月１８日に笛吹市スコレ－セ

ンターで開催されました全体意見交換会では、新環状の必要性に関しては、新環状への期待や

懸念の意見、道路整備については、盛土構造による水害や地域分断の発生への懸念意見ととも

に、道路構造への配慮を望む意見が寄せられました。 

発言者の意見の大半は、新環状の早期実現を望む声でありましたが、一方で水害や環境、コ

スト面に配慮した道路整備をするべきという意見がありました。 

計画のたたき台では、県と国が現時点で考えているルート帯や盛土構造と高架構造の区間が

公表されましたが、市といたしましては、住民説明会などでの、このような多数の意見を尊重

し概略計画を作成していただきたいと考えております。 

 この道路は、本市の将来構想において大きな柱となるものであり、甲府圏域のさらなる連
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携・交流を推進するためにも、取り組んでまいりたいと考えております。 

以上、説明とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 

ありがとうございました。 

今、部長の答弁で、県の概略計画が住民の声を十分反映されて、出てくることを期待してい

ると、私はとらえて、私もそう願いたいと思っているわけでございますが、私の取り越し苦労

といいますか、疑心暗鬼といいますか、そういう点で再質問をさせていただくわけでございま

すが、実は、この山梨新環状道路につきましては、私もできるだけ早い完成を望んでいるもの

でございます。笛吹市においては、確か大久保議員の質問の中での関連質問で山本議員から、

西関東自動車連絡道が開通されてから、駅の北のほうは台数が少なくなったという話が出まし

た。いわゆる準高速道路ですからメリット、デメリットは非常にあるのではないかと思います

から、それを目指しての市の考え方、これからのまちづくりの計画を立てていくことは重要な

ことではないかなと。この新環状道路がただ通過道路になっていったのでは、まったく笛吹市

のためにならないことになっても困るというような懸念もあるわけでございます。しかしなが

ら、この道路による観光とか経済とか、あるいは農業とか、いろんな面での効果というものは

計り知れないものが出てくるのではないかとも思います。 

そういう点で、いままでのたたき台の経過を見てみますと、平成１５年に県からこちらのほ

うへ話がありました、山梨県の都市計画マスタープランのときの経緯と、流れが似ているなと

いうことを思っておるわけでございます。あのときにも、こうした住民説明会を２度、３度、

これは甲府都市計画区域の中へ峡東都市計画区域内である春日居町、石和町、それから、峡北

の都市計画区域内である双葉町を甲府の都市計画区域に入れようと、編入しようという構想で

ございました。ですけれども、ちょうど合併を控えて、今度は東八代中心の合併になるという

ことでありますから、それは相成らんということで、実は住民運動が出てまいりまして、たく

さんの住民運動の中で、そのときには今の荻野市長が石和の町長になって間もなくでございま

す。私は荻野・時の町長と、あの当時は県の知事さんは天野さんでございました。天野さんの

ところへほかの方々と行き、また、さらには１５年になってから、山本知事になってからも、

また知事のほうへ足を運びまして、ようやく私どもの意見を聞き入れていただいたという経緯

があります。望月助役さんは県のほうからで、大変お聞き苦しくて申し訳ないと思いますが、

そういうことで、私はなかなか上位下達といいますか、上のほうで決めたことは、なかなか計

画を変更しないということを経験してきております。 

そういう点で、こうした質問をさせていただいたわけでございますが、せっかくこうした形

でパブリックインボルメント、皆さんの声を十分聞いて計画に生かすということが、本当に県

のほうが、ただ住民の皆さんの意見を聞いたという経過にならないように、これを住民の声だ

けではなくて市としても、市長さんは事務レベルで、当然いろんな形で話をしてくれていると

思っておりますし、直接私も市長から、盛土は絶対に駄目だということも伺っております。で

すから、そういう点では心強く思っているわけであります。これは笛吹市の将来には、本当に

大きな影響のあることになってくるのではないかと思っておりますので、市としても、市とい
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う対応ができるのか。それとも、今言う事務レベルの中で鋭意努力をして、必ず概略決定には、

その通過区間が高架構造していただけるように、ぜひ運動をしていただきたいと、お聞きした

いわけですが、そのへんについてのご答弁をお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

志村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

この新山梨環状道路につきましては、一部、大変期待をしている市民の方が多いと、私も伺っ

ております。ただ、道路の構造につきましては、やはり大変水の心配をする地域でありますか

ら、地域の安心・安全という観点からしましても、この話が出たときに第一条件がございまし

た。条件としましては、まず高架橋にすることと、それからインターチェンジを必ずつけるこ

とと、この２つをお願いしてございます。 

何回か、先ほどからお話がありますように、住民への説明会等が開催されて、いろんなご意

見を伺っているとも聞いております。３月１４日に県のほうから、２５０メートルに縮めた案

ができましたから見てくださいと、こういうふうな約束をしておりますから、このときも、県

のほうでどういう答えを持ってくるか分かりませんが、その２つだけは崩すつもりはありませ

んし、また、万が一そのような状況のときには、皆さん方とも一緒になってこの問題について

は戦っていきたいと、こんなふうに思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 

志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 

本当に市長の力強い考え方といいますか、心の決め方をもってしていただいてありがとうご

ざいます。 

今の時点では住民の方々もそれほど、ルートのことにだけ神経がいっているようで、構造に

ついては、それほどせっぱ詰まっていないといいますか。また、県のほうのたたき台も十分理

解ができるわけです。なぜかと申しますと、やはり県、国交省もいろんな面から調査をし、財

政的な部分もありましょうし、また、構造的な部分もありましょうし、いろんな部分からたた

き台を出してきているわけでございますが、それについては理解もできるわけでございます。

ただ、通過住民が本当に昨日まで隣組でいたものが、土手で阻まれてしまったと。また、この

話は全然出なかったわけですが、私はそういうことも思っているわけですが、実は、この笛吹

市は桃とぶどうの日本一の収穫量、実は柿もここは本当に日本一のすばらしい柿ができるとい

うことで、広瀬、四日市場あるいは唐柏とか富士見地区、４～５年前に晩霜で柿が大打撃を受

けたことがございました。柿でもほかの果物でもそうでありますが、空気がよどむといいます

か、そういうことがあると晩霜に弱くて、その年は本当に凍霜害に遭ってしまうというような

ことがあるわけです。ちょうど柿の産地のところを今のルートの予定では通ることになってい

ます。そういう観点から見ても、この盛土工法では困るなと、どうしても高架構造でないと。 
中央道が建設された当時とは、本当に環境が変ってきておりまして、市内の通過地域にして

も、下のほうは農業振興地域でありますが、もうほとんどの部分が田園住宅地という環境であ

りますから、これはぜひ市が積極的に、上の行政機関とはいっても、市として強く高架の構造

にと要望していただくことを特にお願いして、私の再々質問を終わらせていただきます。お答
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えは結構です。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、志村勢喜君の一般質問を終了いたします。 
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。 
お諮りいたします。 
明後日１３日から１７日、２０日および２２日、２３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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、１３日から１７日、２０日および２２日、２３日は休会とすることに決定いたしま

した。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は、２４日午後１時３０分から再開します｡ 
大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ４時０５分 
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 日程第 １ 議案第 ２号 笛吹市総合計画審議会条例について 
 日程第 ２ 議案第 ３号 笛吹市職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例について 
 日程第 ３ 議案第 ４号 笛吹市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について 
 日程第 ４ 議案第 ５号 笛吹市国民保護協議会条例について 
 日程第 ５ 議案第 ６号 笛吹市八代増田ふれあい広場条例について 
 日程第 ６ 議案第 ７号 笛吹市御坂東部地区コミュニティー施設条例について 
 日程第 ７ 議案第 ８号 笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 
 日程第 ８ 議案第 ９号 笛吹市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について 
 日程第 ９ 議案第１０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

条例の一部を改正する条例について 
 日程第１０ 議案第１１号 笛吹市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
 日程第１１ 議案第１２号 笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例について 
 日程第１２ 議案第１３号 笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例について 
 日程第１３ 議案第１４号 笛吹市特別会計条例の一部を改正する条例について 
 日程第１４ 議案第１５号 笛吹市手数料条例の一部を改正する条例について 
 日程第１５ 議案第１６号 笛吹市八代総合会館条例の一部を改正する条例について 
 日程第１６ 議案第１７号 笛吹市若彦路ふれあいセンター条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第１７ 議案第１８号 笛吹市文化財保護条例の一部を改正する条例について 
 日程第１８ 議案第１９号 笛吹市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正する条

例について 
 日程第１９ 議案第２０号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第２０ 議案第２１号 笛吹市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について 
 日程第２１ 議案第２２号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につ

いて 
 日程第２２ 議案第２３号 笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例について 
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 日程第２３ 議案第２４号 笛吹市地下水資源の保全及び採取適正化条例の一部を改正する条
例について 

 日程第２４ 議案第２５号 笛吹市八代地域振興交流センター条例の一部を改正する条例につ
いて 

 日程第２５ 議案第２６号 笛吹市下水道条例の一部を改正する条例について 
 日程第２６ 議案第２７号 笛吹市学びの杜みさか条例の一部を改正する条例について 
 日程第２７ 議案第２８号 笛吹市健康増進施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第２８ 議案第２９号 笛吹市いさわふれあいセンター条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第２９ 議案第３０号 笛吹市みさかふれあい交流センター条例の一部を改正する条例に

ついて 
 日程第３０ 議案第３１号 笛吹市スコレーセンター条例の一部を改正する条例について 
 日程第３１ 議案第３２号 笛吹市一宮有線テレビ条例の一部を改正する条例について 
 日程第３２ 議案第３３号 笛吹市花鳥児童館条例の一部を改正する条例について 
 日程第３３ 議案第３４号 笛吹市御坂林業センター条例の一部を改正する条例について 
 日程第３４ 議案第３５号 笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化館条例の一部を改正する条

例について 
 日程第３５ 議案第３６号 笛吹市スコレーパリオ条例の一部を改正する条例について 
 日程第３６ 議案第３７号 笛吹市八田御朱印公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第３７ 議案第３８号 笛吹市福祉センター条例の一部を改正する条例について 
 日程第３８ 議案第３９号 笛吹市児童館条例の一部を改正する条例について 
 日程第３９ 議案第４０号 笛吹市学童保育室条例の一部を改正する条例について 
 日程第４０ 議案第４１号 笛吹市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第４１ 議案第４２号 笛吹市し尿処理施設条例の一部を改正する条例について 
 日程第４２ 議案第４３号 笛吹市石和恵比寿公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第４３ 議案第４４号 笛吹市境川地域振興交流センター条例の一部を改正する条例につ

いて 
 日程第４４ 議案第４５号 笛吹市春日居産地形成促進施設条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第４５ 議案第４６号 笛吹市境川農産物加工センター条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第４６ 議案第４７号 笛吹市石和温泉駅前観光案内所条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第４７ 議案第４８号 笛吹市都市公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第４８ 議案第４９号 笛吹市御坂路さくら公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第４９ 議案第５０号 笛吹市みさか桃源郷公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５０ 議案第５１号 笛吹市八代ふるさと公園条例の一部を改正する条例について 
 日程第５１ 議案第５２号 笛吹市八代農産物加工センター条例の一部を改正する条例につい

て 
 日程第５２ 議案第５３号 平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 
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 日程第５３ 議案第５４号 平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に
ついて 

 日程第５４ 議案第５５号 平成１７年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第４号）につい
て 

 日程第５５ 議案第５６号 平成１７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）につい
て 

 日程第５６ 議案第５７号 平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）につ
いて 

 日程第５７ 議案第５８号 平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）につい
て 

 日程第５８ 議案第５９号 平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第３号）につい
て 

 日程第５９ 議案第６０号 平成１７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
 日程第６０ 議案第６１号 平成１８年度笛吹市一般会計予算について 
 日程第６１ 議案第６２号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
 日程第６２ 議案第６３号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計予算について 
 日程第６３ 議案第６４号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
 日程第６４ 議案第６５号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
 日程第６５ 議案第６６号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
 日程第６６ 議案第６７号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
 日程第６７ 議案第６８号  平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計予算について 
 日程第６８ 議案第６９号 平成１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計予算について 
 日程第６９ 議案第７０号 平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
 日程第７０ 議案第７１号 平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

予算について 
 日程第７１ 議案第７２号 平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計予算について 
 日程第７２ 議案第７３号 平成１８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

計予算について 
 日程第７３ 議案第７４号 平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

予算について 
 日程第７４ 議案第７５号 平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計予算について 
 日程第７５ 議案第７６号 平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計予算について 
 日程第７６ 議案第７７号 平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
 日程第７７ 議案第７８号 平成１８年度笛吹市水道事業会計当初予算について 
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 日程第 ７８ 議案第 ７９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ７９ 議案第 ８０号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８０ 議案第 ８１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８１ 議案第 ８２号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８２ 議案第 ８３号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８３ 議案第 ８４号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８４ 議案第 ８５号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８５ 議案第 ８６号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８６ 議案第 ８７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８７ 議案第 ８８号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８８ 議案第 ８９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ８９ 議案第 ９０号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９０ 議案第 ９１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９１ 議案第 ９２号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９２ 議案第 ９３号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９３ 議案第 ９４号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９４ 議案第 ９５号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９５ 議案第 ９６号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９６ 議案第 ９７号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第 ９７ 議案第 ９８号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９８ 議案第 ９９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第 ９９ 議案第１００号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第１００ 議案第１０１号 市川三郷町、甲州市及び中央市の設置、中道町及び上九一色

村の区域の一部を甲府市に編入したこと、上九一色村の区域

の一部を富士河口湖町に編入したこと並びに小淵沢町を北杜

市に編入することに伴う山梨県市町村自治センターを組織す

る地方公共団体の数の変更について 
 日程第１０１ 議案第１０２号 東八代広域行政事務組合規約の変更について 
 日程第１０２ 議案第１０３号 東八代広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財

産処分について 
 日程第１０３ 議案第１０４号 中央市の脱退に伴う笛吹市外二市村ことばの教室を共同設置

する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について 
 日程第１０４ 議案第１０５号 中央市の脱退に伴う笛吹市外三市村等指導主事を共同設置す

る地方公共団体の数の減少及び規約の変更について 
 日程第１０５ 議案第１０６号 市道認定について 
 日程第１０６ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
 日程第１０７ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 

   ―追加日程― 
 日程第１０８ 議案第１０７号 東山梨環境衛生組合規約の変更について 

日程第１０９ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 ３番 上 野   稔  ４番 山 本 富 貴 
 ５番 石 倉 泰 明 ６番 亀 山 和 子 
 ７番 寳    修 ８番 雨 宮 四 郎 
 ９番 大 久 保 俊 雄 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 内 藤 武 寛 １２番 中 川 稔 夫 
 １３番 海 野 利 比 古 １４番 渡 辺 正 秀 
 １５番 野 沢 勝 利 １６番 小 林   始 
 １７番 杉 岡 喜 美 雄 １８番 中 川 秀 哉 
 １９番 松 澤 隆 一 ２０番 降 矢 好 文 
 ２１番 前 島 敏 彦 ２２番 風 間 好 美 
 ２３番 志 村 勢 喜 ２４番 中 村 善 次 
 ２５番 日 髙 せ い 子 ２６番 新 田 治 江 
 ２７番 渡 邉 清 美 ２８番 川 村 惠 子 
 ２９番 山 﨑 光 世 ３０番 龍 澤   敦 
 
 

３．欠席議員 （ な し ） 
 
 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 小 宮 山 文 明 
 収 入 役 羽 中 田 弘 已 教 育 長 芦 原 正 純

 秘書政策室長 保 坂 利 定 総 務 部 長 石 川 光 次

 市民環境部長 堀 内 正 徽 保健福祉部長 内 藤 運 富

 福祉事務所長 加 藤 寿 一 産業経済部長 斉 藤  宏

 建 設 部 長 芦 澤 憲 一 郎 公営企業部長 伊 藤  実

 教 育 次 長 高 野 あ け み 総 務 課 長 梶 原  清

 財政システム課長  中 川 啓 次 農業委員会事務局長  佐 藤 貞 雄

 代表監査委員 金 井 豊 明 農業委員会長 荻 野 勇 夫 
 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 
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再開  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
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、これより本日の会議を開きます。 
報告事項を申し上げます。 
本日、望月助役は公務のため欠席いたしますのでご承知おき願います。 
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ございます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第１ 議案第２号から、日程第１０５ 議案第１０６号までを一括議題といたします。 
本案については、今定例会初日の７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、中村善次君。 

○総務常任委員長（中村善次君） 
それでは、ただいま議長より委員会審査報告を求められましたので、総務常任委員会の報告

をいたします。 
去る、３月７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３月１３日、１５日、

１６日、１７日の４日にわたり開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしま

した。 
審査にあたり、何点か質問・意見等がありましたので報告いたします。 
まず、予算関係では使い切り予算について、これまで配分された予算をどのような形で使い

きりを行っていたのかとの意見があり、使い切りの意味として、予算額に対して執行率を

１００％とすることの意味であるが、できるだけ満額使うことではなく、内容を精査しコスト

削減を図るということであるとの説明がありました。 
財政が厳しい昨今の状況をかんがみるに、一般単独の起債等を利用するのではなく、合併の

メリットである特例債を有効に活用すべきであるとの意見では、新年度予算を編成するにあた

り、活用できる事業については、積極的に活用を図っているとのことであります。 
芦川村との合併に伴い議員定数の特例をとらないため、芦川村については地域審議会からい

ろいろな意見をもらうこととなっておりますが、現状の審議会では不十分ではないかとの意見

には、各地域にある地域審議会は支所を通じそれぞれの地域としての政策的な意見を活発に提

案していただき、今後の市政に反映するようにしていきたいとの答弁がなされました。 
都市再生地域活性化の観点から石和温泉駅舎の改築と、まちづくり交付金のあり方について

では、区長会や市民から、できる限り多くの意見をいただく中で、市民のコンセンサスを得な

がら進めていきたいとの回答がなされました。 
一部事務組合の規約変更ならびに公共財産の処分等については、それぞれ合併にかかわるも

のであり、全員賛成で可決すべきものと決しております。 
以上、本委員会で審議された主な内容を報告いたしました。 
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審査結果については、以下のとおりであります。 
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告いたします。 
議案第２号 「笛吹市総合計画審議会条例について」、原案のとおり、全員賛成で可決すべ

きものと決定いたしました。 
議案第３号 「笛吹市職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例について」、原案のと

おり、全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 
議案第４号 「笛吹市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について」、反対討

論がなされました。結果、原案のとおり、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 
議案第５号 「笛吹市国民保護協議会条例について」、原案のとおり、賛成多数で可決すべ

きものと決定しました。 
議案第８号 「笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について」、

原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第９号 「笛吹市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１０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

部を改正する条例について」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１１号 「笛吹市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１２号 「笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例について」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１３号 「笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例について」、原案のとおり、賛

成多数で可決すべきものと決定しました。 
議案第５３号 「平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）のうち総務常任委員会に

付託を受けた案件について」、審査の結果、反対討論がなされました。結果、原案のとおり、

賛成多数で可決すべきものと決定しました。 
議案第６１号 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」のうち総務常任委員会に付託を受けた

案件について、審査の結果、反対討論がなされました。結果、原案のとおり、賛成多数で可決

すべきものと決定しました。 
議案第１０１号 「市川三郷町、甲州市及び中央市の設置、中道町及び上九一色村の区域の

一部を甲府市に編入したこと、上九一色村の区域の一部を富士河口湖町に編入したこと並びに

小淵沢町を北杜市に編入することに伴う山梨県市町村自治センターを組織する地方公共団体

の数の変更について」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１０２号 「東八代広域行政事務組合規約の変更について」、原案のとおり、全員賛

成で可決すべきものと決定しました。 
議案第１０３号 「東八代広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分につ

いて」、原案のとおり、全員賛成で可決すべきものと決定しました。 
以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
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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。 
この際、申し上げます。 
日程第５２ 議案第５３号 「平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」および、

日程第６０ 議案第６１号 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」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、３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、総務常任委員会に付託されました案件のうち、議案第２号、議案第３号及び議案

第８号から議案第１２号までを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本７案件については、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本７案件についての委員長報告は可決であります。 
本７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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本７案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第４号を議題といたします。討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
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、議案第４号 「笛吹市国民保護対策本部及び緊急対処事

態対策本部条例」（案）、および、関連の議案第５号 「笛吹市国民保護協議会条例」（案）に、

反対の立場から討論に参加いたします。 
大量破壊兵器の存在を口実に、アメリカ・ブッシュ政権によって強攻されたイラク戦争開戦

から、この３月２０日で３年になりました。 
日本は、この偽りの口実で始められた戦争に、無条件に賛成し協力するとともに、有事法制

を強化し、アメリカの戦争に一層参加しやすい体制を整えてまいりました。 
さて、本条例案は国民保護法に基づくものであるが、国民保護法の大元は武力攻撃事態法と

周辺事態法にあります。周辺事態とは地理的概念ではないとされ、中東などあらゆる地域で起

こる戦争・紛争を指しております。また、武力攻撃事態法は、武力攻撃が予測されると判断さ

れるだけで、アメリカの戦争に自衛隊が参加し、その支援活動に罰則付きで国民を動員できる

というものであります。 
こうして、アメリカの戦争に速やかに参加するための有事法体系の総仕上げとして、国民保

護法が制定されたのであります。すなわち、軍事行動は自治体や住民の動員・支配なくしては
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スムーズに達成できないからであります。 
有事法制の下での国民保護、住民保護は、歴史的に見ても戦闘作戦の円滑な遂行を図るため

の方便に過ぎません。 
沖縄戦を見ても、住民保護の名のもとに住民が大変な思いをした。そして、この軍事作戦の

もとに、その円滑な遂行を図るために行われた方便に過ぎませんでした。 
憲法を踏みにじり日本をアメリカの戦争に参加できる国にするための有事法制体系の総仕

上げたる国民保護法に基づく本条例の制定に反対いたします。 
なお、申し添えますが、万が一の不当な侵略や大震災、大規模災害のときに、政府や自治体

が国民保護、住民保護に全力を挙げるのは当然のことであり、アメリカの戦争に参加する有事

法制体系とは無縁の真の危機管理、住民保護研究とその条例化が行われるのであるならば、そ

のときはもちろん、もろ手を挙げて賛成することを申し添え、本条例案に対する反対討論とい

たします。 
以上で反対討論を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 
議長の許可をいただきましたので、議案第４号 「笛吹市国民保護対策本部及び緊急対処事

態対策本部条例について」、賛成の立場から討論を行います。 
私たち市民の安寧な生活を脅かす大規模な災害、特に発生が懸念される東海地震に対する備

えについては、地域防災計画に基づき市の重要施策として、地域を挙げての取り組みがなされ

ている状況であります。 
地震などの自然災害はもとより、昨今のわが国を取り巻く世界情勢を概観すると、アメリカ

合衆国において発生しました同時多発テロやスペインにおける列車爆破テロなど、人為的な災

いが数多く発生しています。 
国においては、これらの緊急事態から国民の生命を守る、住民の避難・救援または攻撃によ

る災害への対処等を目的に、有事関連法を整備した経緯があります。決して起こってはならな

いこのような事件、しかし、発生しないという保証もないということも、現実ではないかと承

知しています。 
今般、今議会に提出されました国民保護に関連する２条例は、これらまさかの事態に対処す

る市民の心構えを喚起するとともに、有事における地方行政の役割を認識する意味合いからも、

その必要性を強く実感するものであります。 
このためにも、本議案につきましては、これに賛成し、討論を終わらせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第４号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
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挙手多数です。 
したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第５号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第５号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１３号を議題といたします。 
討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
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、議案第１３号 「笛吹市職員給与条例の一部を改正する

条例」（案）について、反対討論を行います。 
本条例改正案は職員と市役所を根本から変質させる。ある意味では、今議会の最大・最悪の

議案ではないかと受け止めております。 
本改正案では、１号俸を４号俸に分割し、成績によって昇給は０号俸から８号俸まであると

されております。成績主義昇給制度は、どれだけの利益をもたらしたかという、評価尺度があ

る営利企業でも問題が多く、多くの企業で見直しが行われていることはご承知のとおりだと思

います。ましてや、そのような評価の尺度が存在しない行政において、成績主義中心の給与制

度は問題であります。 
これは上司による成績評価、職員の選別を強化するものであり、公務員を住民全体の奉仕者

から、トップおよび上司への奉仕者に変質させる危険が極めて大きく、見過ごすことはできま

せん。 
以上をもって、議案第１３号の反対討論といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、議案第１３号 「笛吹市職員給与条例の一部

を改正する条例について」、賛成の立場から討論を行います。 
近年、長期低迷が続く経済環境の下、公務員の給与水準と民間企業の給与水準とを均等させ

る民間準拠を基本に、人事院からの勧告があり、公務員給与も年功的な給与上昇の抑制と、職
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務・職責に応じた給与構造改革への転換が行われております。 
このような改革は、社会情勢の変化に応じた住民の指示を得られる適正な給与制度を実現す

るものであります。 
本議会に提案された「笛吹市職員給与条例の一部を改正する条例」は、人事院勧告に伴い、

国で示した給与制度を基本としたものであり、国公準拠の原則といえます。 
職員にとりましては、厳しい環境となることと思いますが、市長をはじめ職員には、自己の

指名を確認し効率的な業務遂行と、市民サービスの向上に努められ、より一層、職務に奨励さ

れることを期待し、本議案に賛成の討論といたします。 
○議長（龍澤敦君） 

討論を終結いたします。 
議案第１３号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１０１号から議案第１０３号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本３案件につきましては、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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本３案件について、委員長報告は可決であります。 
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） 
ご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、教育厚生常任委員会に付託してあ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、井上一已君。 

○教育厚生常任委員長（井上一已君） 
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、３月７日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案審査を３月１３日、

１５日、１６日、１７日の４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されました主な質疑・意見の一部を報告いたします。 
市民環境部所管の審査におきましては、環境対策課の中の職員人件費の減額について質問が

ありましたが、これは環境担当より総務担当に人件費を振り替えたため減額になったとの説明
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がありました。また、新たに課を設置するのではないかとの質問に対しては、新年度より、ご

み対策および施設建設等にかかわる課を設置し、職員の増員を行い、今後、ごみの減量化を積

極的に推進していきたいとの説明がありました。 
保健福祉部所管の審査においては、放課後の児童の居場所として児童館の建設は必要であり、

新年度の予算にも計上してありますが、幾つくらいを計画しているのかとの質問に対しては、

現在２地区から要望が上がっていて、新年度以降、計画を進めていきたい。また、そのほかの

地域からも要望等があれば、随時協議するとの説明がありました。 
教育委員会所管の審査におきましては、各支所の教育事務所が廃止されることに伴い、これ

まで各地域で行ってきた事業は継続されるのか、また、今後、事業の実施等はどこで取り扱う

のかという質問がありました。これに対して、各支所の地域振興課に教育委員会担当職員を配

置する。また、各種大会は市全体で考えていくとの説明がありました。 
また、石和文化スポーツ財団についての質問がありましたが、石和地区ではこれまで各種ス

ポーツ大会等の事業を石和文化スポーツ財団で行っており、新年度以降もこれまでどおり地域

の事業は財団において行うこと。財団は設置目的が地域に限定されているものであり、笛吹市

体育協会とは性格が違うため、今後も別団体として取り扱うので、統一は行わないこと。また、

補助金対象団体として、補助金はこれまでどおり交付するとの説明がありました。 
ことばの教室ならびに指導主事設置にかかわる規約の変更についての質問がありましたが、

これは合併に伴い豊富村が中央市となるため脱退し、新たに笛吹市と芦川村において共同設置

をするため、規約を変更するものであるとの説明がありました。 
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報告いたしました。 
次に、教育厚生常任委員会の審査の結果について報告いたします。 
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第

１０１条の規定により報告いたします。 
議案第７号 「笛吹市御坂東部地区コミュニティー施設条例について」は、全員賛成で、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１４号 「笛吹市特別会計条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、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１５号 「笛吹市手数料条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、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１６号 「笛吹市八代総合会館条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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１７号 「笛吹市若彦路ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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１８号 「笛吹市文化財保護条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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１９号 「笛吹市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例の一部を改正する条例につい

て」は、全員賛成で、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２０号 「笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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２１号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について」は、反対討論が

ありましたが、賛成多数で、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２２号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について」は、

賛成多数で、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２３号 「笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例について」は、賛成多数で、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２４号 「笛吹市地下水資源の保全及び採取適正化条例の一部を改正する条例につい

て」は、全員賛成で、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２７号 「笛吹市学びの杜みさか条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成

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２８号 「笛吹市健康増進施設条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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２９号 「笛吹市いさわふれあいセンター条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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３０号 「笛吹市みさかふれあい交流センター条例の一部を改正する条例について」

は、全員賛成で、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３１号 「笛吹市スコレーセンター条例の一部を改正する条例について」は、賛成多

数で、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３３号 「笛吹市花鳥児童館条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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３４号 「笛吹市御坂林業センター条例の一部を改正する条例について」は、全員賛

成で、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３５号 「笛吹市いちのみや桃の里ふれあい文化館条例の一部を改正する条例につい

て」は、全員賛成で、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３６号 「笛吹市スコレーパリオ条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成

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３７号 「笛吹市八田御朱印公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成

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３８号 「笛吹市福祉センター条例の一部を改正する条例について」は、反対討論が

ありましたが、賛成多数で、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３９号 「笛吹市児童館条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、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４０号 「笛吹市学童保育室条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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４１号 「笛吹市介護予防拠点施設条例の一部を改正する条例について」は、全員賛

成で、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４２号 「笛吹市し尿処理施設条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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４３号 「笛吹市石和恵比寿公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成

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５３号 「平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」のうち、教育厚生常任

委員会担当項目については、賛成多数で、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５４号 「平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について」

は、全員賛成で、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５５号 「平成１７年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第４号）について」は、

全員賛成で、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５６号 「平成１７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」は、

賛成多数で、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 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」のうち、教育厚生常任委員会担当項目

については、賛成多数で、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６２号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」は、賛成多数で、

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 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計予算について」は、賛成多数で、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１８年度笛吹市介護保険特別会計予算について」は、賛成多数で、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６５号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」は、全員賛成で、

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７９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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８０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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８３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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８６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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９６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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９７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、賛成多数で、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１００号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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１０４号 「中央市の脱退に伴う笛吹市外二市村ことばの教室を共同設置する地方公

共団体の数の減少及び規約の変更について」は、全員賛成で、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１０５号 「中央市の脱退に伴う笛吹市外三市村等指導主事を共同設置する地方公共

団体の数の減少及び規約の変更について」は、全員賛成で、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（龍澤敦君） 
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５３号ならびに議案第６１号については、

各常任委員会に分割付託しておりますので、３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７号および議案第１４号から議案第２０号、議案第２４号ならびに議案第

２７号から議案第３０号、議案第３３号から議案第３７号、議案第３９号から議案第４３号ま

でを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本２３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２３案件についての委員長報告は可決です。 
本２３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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本２３案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２１号を議題といたします。 
討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
亀山和子君。 
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○６番議員（亀山和子君） 
議案第２１号 「笛吹市敬老祝金支給条例を改正する条例について」、これに反対する立場で

反対討論を行います。 
この条例の改正の中身と言いますのは、祝金の支給対象年齢、支給額ともに大幅な見直しを

するものであります。これまでは７５歳以上８８歳以下のすべての人に５千円の祝金、８８以

上９９歳以下の人には１万円の祝金、満１００歳以上の人には１０万円が祝金として支給され

ておりました。改正後は７７歳、８８歳、１００歳以上の人にしか支給しないという中身であ

ります。支給額も７７歳には３千円、８８歳には５千円、１００歳以上には５万円と、これま

での支給額のおよそ半額の支給額であります。 
これによって、およそ６，５００人以上の人が支給対象外となり、支給額も１７年度当初予

算に比べますと８８％もの激減であります。これほどの大幅な見直しの一方で、市長は議会初

日の所信表明の中で、「苦渋の選択である。しかし、ご長寿の皆さまへの敬老の精神は大切にし

たい」と述べておられました。 
また、この４月からは介護保険料も２８％も上がる予定になっておりますし、地方税法の改

正で市町村民税の課税が、新たに課税される高齢者も出てきました。払うものは値上げの目白

押し、そして祝金の大幅な減額ということでは、敬老の精神を大切にすると言われても、とて

も納得できるものではありません。 
数年前、まだ合併前でしたけれども、県の祝金支給条例が見直されたとき、幾つかの町村で

は踏みとどまって町村独自の条例を作って、県以上の祝金を支給して今日に至っております。

それは住民の福祉を守る地方自治体の理念、気概を示した大変評価すべき政策でありました。

高齢者に対してさまざまな負担増が予定されている今だからこそ、これまでの祝金の支給は大

変温かい政策であると考えます。 
以上から、この条例改正に反対し、反対討論とします。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
ただいま、議長の許可によりまして、議案第２１号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部を改

正する条例」に賛成の立場から、賛成討論をいたします。 
昨年の介護保険制度の改正を見ると、高齢化社会を見据えた中で、寝たきり高齢者にならな

いよう介護予防事業に重点を置くとされ､市では新年度において地域包括支援センターを立ち

上げるとしております。この地域包括支援センターを中心に行われる介護予防は、高齢者福祉

にとって重要な事業で、今後も予算の重点化を図っていく事業だと思います。 
さらに、県内の市における敬老祝金の支給状況も、山梨県と同様に７７歳、８８歳、１００歳

の節目の年齢の支給に順次移行しつつあります。 
厳しい財政状況の中で、新しい行政ニーズに応えていくためには、敬老祝金の見直しは避け

て通れない問題だと思います。 
そんな中にあっても、行政区敬老事業の市独自の助成事業は継続されました。このことは市

当局の敬老精神を大切にする市政の表れと評価し、条例の改正に賛成いたします。 
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○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第２１号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２２号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第２２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２３号を議題といたします。 
討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第２３号 「笛吹市介護保険条例の一部を改正する条例について」、この条例に反対す

る立場から反対討論を行います。 
この条例改正の中身と言いますのは、第１号被保険者の保険料の値上げを主とした改正であ

ります。その値上げ幅は平均２８％ですけれども、昨年、合併に伴う保険料の統一によりまし

て、その折には下がったところ、上がったところがありますけれども、旧境川では２２．５％

もの値上げになりました。そういうことでは、２年連続しての大幅な値上げを旧境川では負担

するということであります。 
こうした値上げにとどまらず、昨年の地方税法の改正で新たに市町村民税を課税されること

になった６５歳以上の人にとっては二重の値上げにもなります。 
保険課の試算によりますと、所得は変わらないのに税法の改正で保険料の段階が上がってし

まう人は、およそ２，４６７人にもなり、３年間の激変緩和措置がとられるものの、こうした

人たちの値上げ幅は、最も大きい人で６０％にもなってしまう計算であります。 
大変な負担増であることから、この議案に反対するものです。 
今、介護保険事業の財源といいますのは、市・県がそれぞれ１２．５％の負担、国の負担が
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およそ２５％、あと残りの５０％は、１号被保険者と２号被保険者の負担となっております。 
サービスが増えるほど保険料が上がっていく仕組みということですが、これ以上の保険料の

値上げを抑えるためには、１つ目としては、子ども時代からしっかりとした健康づくりを施策

として実践すること。また、さらに国の負担割合を２５％以上にすることだと考えます。 
そもそも介護保険料が高い最大な理由と言いますのは、制度が始まったときに、それまでは

介護にかかる費用のうち５０％を国が負担しておりましたけれども、介護保険制度の実施に

よって、２５％まで負担割合を引き下げたことにあります。 
国の負担２５％のうち５％は、後期高齢者の比率が高い市町村などに重点的に配分される調

整交付金でありますが、全国市長会と全国町村会では、この調整金は２５％の枠外にして、す

べての市町村に最低でも２５％が交付されるように､繰り返し要望しております。 
国の負担割合を緊急に引き上げることを私は地方議会人として、強く要望するものです。 
もし、国の負担が５％増えれば、この笛吹市ではおよそ６，３００万円の収入増になるので

ありまして、１号被保険者のこれ以上の値上げを抑えることにもつながると考えます。 
国の制度に物申してもということもあるかと思いますけれども、笛吹市の高齢者にこれ以上

の負担を押し付けないためにも、地方から声を大にして物申して、反対討論を終わります。 
○議長（龍澤敦君） 

次に、賛成討論を許します。 
雨宮四郎君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 
議長のお許しをいただきましたので、議案第２３号 「笛吹市介護保険条例の一部を改正す

る条例について」、賛成の立場から討論を行います。 
笛吹市も年々高齢者の人口が増え、介護保険から給付される費用も増大をしております。介

護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるため、その費用は保険料と公費で賄われており

ます。また、高齢者保健福祉計画、および第三期介護保険事業計画に基づき、この介護保険料

も算出されております。少子高齢化の中で、ある程度の負担はやむを得ないのではないかと考

えております｡ 
そういった見解から、私はこの議案に賛成いたします。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第２３号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第３１号を議題といたします。 
討論を行います。 
反対討論を許します。 
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渡辺正秀君。 
○１４番議員（渡辺正秀君） 

ただいま、議長の許可をいただきましたので、議案第３１号 「笛吹市スコレーセンター条

例の一部を改正する条例について」の改正案に反対の立場から討論に参加いたします。 
さて、本条例改正案は指定管理者制度導入のための改正でございます。 
そもそも指定管理者制度は、営利企業が公共施設を利用して営利事業をしようというねらい

のもとに、つくられたものであります。大きな問題をはらんだ制度でございます。 
しかしながら、指定管理者制度が地方自治法に定められた今日、日本共産党笛吹市議団の基

本的な態度は、指定管理者制度の慎重な運営を求めるという立場であります。 
しかし、指定管理料が極めて高いという点、あるいは市と業者の責任分担が曖昧な点、ある

いは利用者・市民合意ができていない点、こういう問題がございます。あまりにも乱暴な指定

管理者制度導入でございます。 
さて、指定管理者制度導入にあたって私たちの賛否の基準は、住民主権を侵さない、２つ目

に市の負担を増やさず住民サービスを低下させない、これが賛成の条件であります。 
例えば、住民自身が主人公となるべき社会教育施設、福祉の拠点施設等への指定管理者制度

導入には、基本的に反対であります。反対に、バブル期などに造られた、本来公共的施設とは

言いがたい公の施設、笛吹市にはございませんが、例えば極端な例、全国に散見されるゴルフ

場や遊興施設などは、指定管理者制度を容認いたします。また、特定の人々の利用に限定され

る施設については、利用者団体に限って指定管理者制度を導入することに賛成いたします。例

えば、農産物加工施設などがその例でございます。 
次に、指定管理者を誰にするか、その決定についての賛否の基準は次のとおりであります。 
１つ、当該公の施設の指定管理者にふさわしいかどうか。２つ目、当該公の施設の適切な管

理運営の計画と能力を持っているか。３つ目に、指定管理料など協定内容が精査され適切であ

るかどうか｡４つ目に、利用者をはじめ関係住民の理解が得られているかどうか。 
以上の賛否の基準に基づきまして、中央公民館の位置付けのあるスコレーセンター、福祉の

拠点である福祉センターの指定管理者制度導入は認められません。 
また、指定管理者の決定については、３つの温泉施設については指定管理料など精査不十分、

また利用者、関係者の理解が得られていないことから反対いたします。 
また、一宮有線テレビは、指定管理料の精査が不十分であるとともに、所有者たる市の責任

分担が不明確であり、指定管理者との協議が不十分でございます。 
３つ目に、指定管理に反対はしないが、不当に低い指定管理料を押しつけたり、安全性が配

慮されていないケースもあります。例えば、地域密着施設の管理者に地元組織、利用者団体を

指定する際、市の責任を放棄し、施設の維持費を地元に肩代わりさせる内容になっていること

を指摘しなければなりません。みさか桃源郷公園については、利用者の安全確保策が協定され

なくてはなりません。 
さて、前置きが大変長かったわけですが、スコレーセンターについてでありますが、前述の

住民主権を後退させてはならない施設という基準から、指定管理者制度導入自体に、まず反対

いたします。２つ目に、市定管理者に石和文化スポーツ振興財団を指定した件でありますが、

財団の理事長は笛吹市長の荻野正直氏、運営資金の大半は市の補助金、実質的な運営は教育委

員会石和事務所が行っている。まさに市と一体の組織であります。これは指定管理者導入の意
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味がありません。指定管理者制度導入で市の負担は１４９万円減るとしておりますが、これは

大変な間違えか、そうでなければ、今はやりの偽装にあたります。指定管理料効果の比較に使

われている平成１７年の経費に、教育委員会石和事務所の人件費１，０５０万円を含め、また、

２８０万円もの余分な修繕費も含めているからであります。これを差し引けば指定管理者導入

効果なるものは、むしろ１，１７１万円の市の負担増ということになります。これは実質的に

は補助金の増額であり、もし補助金の増額が本当に必要ならば、別に補助金増の予算を計上す

べきであります。 
本指定管理者の指定は、到底認められるものではありません。 
以上をもちまして、反対討論とさせていただきます。 
どうもご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
ただいま、議長より許可をいただきましたので賛成討論をいたします。 
議案第３１号 「笛吹市スコレーセンター条例の一部を改正する条例について」、賛成の立場

から討論を行います。 
公の施設に係る指定管理者制度の導入に伴い、施設管理条例の一部を改正するためのもので

あり、条例の施設等の貸し出しの許可方法、利用料金の納入、減免の許認可、秘密保持義務等

の改正ならびに追加を行い、指定管理者として認定された者が、市の設置管理条例に狂わすこ

となく業務運営をしていく上で必要であると言えます。指定管理者導入後は、市民サービスの

向上を図るとともに経費の節減を図り、多様化する住民ニーズに応えていくことを期待し、本

議案に賛成の討論といたします。 
討論を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第３１号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第３８号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第３８号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
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お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第５４号から議案第５５号を議題といたします。 
お諮りいたします。 
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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本２案件についての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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第５６号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第５６号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第６２号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第６２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
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したがって、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６３号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第６３号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、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６４号を議題とし、討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第６４号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計予算」に対する反対討論を行います。 
１８年度、この介護保険事業の合計は、１７年度に比較しておよそ６．８％の増となりまし

た。保険給付費の増はおよそ４．６％ですけれども、１７年度に比較して大きな増加になって

いるのが公債費の４８％の増、そして、これまでは高齢福祉課で、公費で行ってきた保健事業

や在宅福祉事業が地域支援事業として介護保険に取り込まれることになった、地域支援事業費

の新たな増加分であります。 
高齢者の増加に伴って年々事業費が増加していくのは、自然の成り行きともいえますけれど

も、１８年度からの制度の大きな変更に伴い、一部施設費の食事・部屋代の負担など、１７年

度で先取りした変更もありますけれども、この国の制度の矛盾が大きく表れた予算となったと

考えております。 
議論の中で、国の制度の中の矛盾を地方で論じてもということもありますけれども、ここで

も私は、地方議会から物申して国の制度改革を求めて、反対討論としたいと思います。 
まず、国の負担割合を現在の２５％から引き上げることについては先ほど申しました。 
２つ目は、公債費の償還期間であります。笛吹市の財政安定化基金からの繰入は、１７年度

末で９，２４９万円となる見通しであります。この１年間で倍化しました。この借り入れたお

金は第１号被保険料を財源として、３年間で償還しなければなりませんので、１８年度予算は

３，０８３万円の公債費の予算であります。これも保険料の値上げの要因になりますし、また、

介護保険会計の圧迫にもなる要因となっております。償還期間の延長が必要だと考えておりま

す。 
３つ目は、１８年度から始まる地域支援事業に取り込まれた保健事業や福祉事業は、これま

では公費で賄われておりました。しかし、地域支援事業の創設によって国の負担は減って、そ

の分だけ保険料が値上げになり、また、介護保険会計を圧迫するという仕組みになっておりま

す。この地域支援事業の事業費の国庫補助の割合は上限が設けられておりまして、この補助を
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もっと引き上げるべきであると考えます。 
最後に、１８年度からは保険料段階が６段階になりますが、もっと細分化して高額所得者に

より大きな負担を求めることで、それ以外の人たちの保険料を抑えることもできると考えてお

ります｡ 
以上、何点か指摘して反対討論とします。 

○議長（龍澤敦君） 
 次に、賛成討論を許します。 
中川稔夫君。 

○１２番議員（中川稔夫君） 
議長の許可を得ましたので、議案第６４号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計予算に

ついて」、賛成する立場から賛成討論をさせていただきます。 
介護保険は、制度で給付率、国・県等の助成率も決められ運営されております。年々、介護

認定者、利用者も増え、給付費も増大しております。また、制度改正により地域支援事業も介

護保険に導入されましたが、これは要支援、要介護になる恐れのある高齢者を対象として、効

果的な介護予防を実施し、要介護状態の予防・重度化を防止するものであり、制度上、決めら

れたものであり、また、必要性が高いと思われますので、私は賛成いたします。 
○議長（龍澤敦君） 

討論を終結いたします。 
議案第６４号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第６５号を議題といたします。 
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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本件についての委員長報告は可決です。 
本案は、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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第７９号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
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（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第７９号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第８０号、議案第８１号および議案第８３号から議案第８６号ならびに議案第

９６号から議案第１００号までを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本１１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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本１１案件についての委員長報告は可決です。 
本１１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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本１１案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第８２号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第８２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第９５号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第９５号の採決を行います。 
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本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第９５号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１０４号、および議案第１０５号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本２案件についての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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は３時から行います。 

休憩  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時００分 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
次に、建設経済常任委員会に付託しております案件について、常任委員長から審査の結果に

ついて報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、志村勢喜君。 

○建設経済委員長（志村勢喜君） 
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、３月７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３月１３日、１５日、

１６日、１７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、幾つかの質問等が出ましたので報告いたします。 
まず、産業経済部所管では、各種補助金の取り扱いについて、合併１周年に伴い笛吹市は全

国一の桃・ぶどうの産地となった。そういった観点から、今後の農業振興を図る上でも、担い

手農家等への補助金削減は行わないよう、施策を図るようにとの意見があり、執行部からは、

これからの産業基盤であるので極力努力をするが、昨今の状況はかなり厳しく、全体的な見直

しを行わなくてはならないため理解を求めるよう説明がありました。なお、補助金の中でも観

光協会、旅館組合等は、農業と同じく市の基幹産業である観光を目的とするもの、また、それ

らの組合が参加する各種大会への補助は、事業の積み上げであり、これまでどうおり継続して
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補助をするとの説明がありました。 
建設部所管では、市内道路改良等の工事に伴い政策的道路の位置付け、工事着工計画、用地

買収単価等についての質問があり、政策道路は特に決定機関は設けず、地区要望、その他市と

して政策的な面から必要であると判断されるものについて、政策道路として位置付けること。

また、用地買収単価は一般の道路とは別に不動産鑑定等を参考に決めていくとの説明がありま

した。 
次に、公営企業部所管では、料金の未収について対策をどのように講じているのかとの質問

では、現段階では督促状の送付を行っている。また、滞納世帯の状況調査などを行い、納入に

対する理解を求めているとの説明でした。各委員からは、未収金をそのままにして不納欠損を

するようなことは絶対に避けること。また、未納者は料金を支払わなくてもよいというふうに

思っているところもあるので、法的整備をしっかりし、厳しくしていくよう意見がありました。

担当からは、他市等の状況などを調査し検討していくとの回答がありました。 
以上、本委員会に付託を受けました案件に係る主な意見等の報告を終わります。 
それでは、本委員会に付託されました事件は、審査の結果が決定いたしましたので、会議規

則第１０１条の規定に基づきまして、報告いたします。 
議案第６号 「笛吹市八代増田ふれあい広場条例について」は、全員賛成で、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２５号 「笛吹市八代地域振興交流センター条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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２６号 「笛吹市下水道条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、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３２号「笛吹市一宮有線テレビ条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、

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４４号 「笛吹市境川地域振興交流センター条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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４５号 「笛吹市春日居産地形成促進施設条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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４６号 「笛吹市境川農産物加工センター条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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４７号 「笛吹市石和温泉駅前観光案内所条例の一部を改正する条例について」は、

全員賛成で、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４８号 「笛吹市都市公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛成で、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４９号 「笛吹市御坂路さくら公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛

成で、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５０号 「笛吹市みさか桃源郷公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛

成で、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５１号 「笛吹市八代ふるさと公園条例の一部を改正する条例について」は、全員賛

成で、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５２号 「笛吹市八代農産物加工センター条例の一部を改正する条例について」は、
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全員賛成で、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５３号 「平成１７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）」のうち建設経済常任委

員会に付託を受けた件につきましては、全員賛成で、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５７号 「平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」は、

全員賛成で、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５８号 「平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」は、

全員賛成で、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５９号 「平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第３号）について」は、

全員賛成で、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６０号 「平成１７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」は、全員

賛成で、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 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」のうち建設経済常任委員会に付託を受

けた件につきましては、全員賛成で、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６６号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」は、全員賛成で、

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６７号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」は、全員賛成で、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１８年度笛吹市温泉事業特別会計予算について」は、全員賛成で、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１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」は、全員賛成で、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７０号 「平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」は、全員賛成で、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１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」は、全員賛成で、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 「平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」は、全員賛成で、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 「平成１８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予算に

ついて」は、全員賛成で、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７４号 「平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」は、全員賛成で、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 「平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」は、全員賛成で、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７６号 「平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」は、全員賛成で、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７７号 「平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」は、全員賛成で、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７８号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計当初予算について」は、全員賛成で、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８７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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８９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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９４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」は、全員賛成で、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１０６号 「市道認定について」は、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 
以上、委員長の報告とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
建設経済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５３号と議案第６１号につきましては、先

般、申し上げたとおりです。 
それでは、議案第６号および議案第２５号、議案第２６号、議案第３２号および議案第４４号

から議案第５２号までを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本１３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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本１３案件についての委員長報告は可決です。 
本１３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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本１３案件は原案のとおり可決されました。 
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次に、議案第５７号から議案第６０号まで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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本４案件についての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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本４案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第６６号を議題とし、討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第６６号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第６７号から議案第７８号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本１２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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本１２案件についての委員長報告は可決です。 
本１２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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本１２案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第８７号を議題とし、討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第８７号の採決を行います。 
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本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第８７号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第８８号から議案第９４号および議案第１０６号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本８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） 
ご異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本８案件についての委員長報告は可決です。 
本８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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本８案件は原案のとおり可決されました。 
各常任委員会に付託しました議案の採決が終了しました。 
最後に、各常任委員会に分割付託をいたしました議案第５３号および議案第６１号の審議に

入ります。 
それでは、議案第５３号の討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第５３号の採決を行います。 
本案に対する３常任委員長の報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第６１号の討論を行います。 
最初に、反対討論を許します。 
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、議案第６１号 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」案

に対する反対討論を行います。 
まず、１８年度予算案を見ますと、これは行革大綱路線の先取り予算であり、先取り行政で

あります。行革大綱案は官から民へ、民間手法に学べと。それは民、すなわち営利企業崇拝と
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もいえる内容だと受け止めました。 
小泉構造改革によって格差が広がり地方衰退が進む中で、地域を守る、住民を守るという地

方自治体本来の役割を達成しようという視点は、ほとんど見当たりません。そのため、本来の

公共的価値を忘れた問題が引き起こされております。また、民崇拝のイデオロギーのもと、精

査抜きの官から民へ、指定管理者制度導入へと突き進んでおります。 
例えば、指定管理者制度導入の問題、集中改革プランでは、指定管理者制度導入効果が１８年

度９，５００万円としていたものが、議会の指摘を受け、説明会ごとに導入効果なるものが下

方修正され、３月８日には３，８００万円と説明されました。代表質問でも指摘したとおり、

まだ誤りがあり、指定管理者導入効果なるものは、１８年度は、ほとんどないことになると思

います。こうした誤りは、民に任せれば良くなるはずという信仰によって、慎重正確な検討な

しに指定管理料を協定した結果であります。 
本会議中、今日も問題になりましたけれども、とんでもないことが起きました。石和中学校

で、親が２カ月給食費を滞納すれば生徒の給食を停止してよいという誓約書の提出を、全保護

者に求めた問題であります。そして、笛吹市教育委員会がこれを追認した問題であります。１つ

の教室に、給食を食べられる子と食べられない子が同席する、こうした事態が子どもたちの心

を傷つけ、教育の荒廃を招くことは容易に想像できます｡ 
私たちも大変な親がいるということは承知しております。しかし、親の責任を子に押し付け

てよいのでしょうか。そうした家庭の子は家庭でもネグレクトなど、児童憲章のいう、良い環

境の中で育てられる権利が与えられていない場合が多いのであります。そうした子は一層、社

会的に保護されなければならないのに、教室・学校が組織的・構造的に子どものネグレクトの

場になってよいのだろうかと危惧します。 
学校給食法に基づく文部省告示第９０号、学校給食実施基準、第２条は、学校給食は当該学

校に在学するすべての児童または生徒に対して実施するものとしております。まさに、今回の

措置は法の趣旨を踏みにじるものであります。そして、親からの滞納をなくすということで、

法的措置ではなくて、脱法的な措置が取られようとしていることを指摘しなければなりません。 
３つ目に、行革大綱路線を先取りした枠配分方式の予算編成であります。 
７万人の市の財政予算になぜマクロな予算編成方法が必要であろうか。人口１億２，

７００万人、省庁の既得権の強固な国のものまねをしても役に立ちません。すべての事務事業

を見直し積み上げることによってこそ、無駄をなくし笛吹市に必要な仕事をしっかりやりきる

ことができるのではないでしょうか。枠配分方式は一律カットの手段でしかありません。 
予算の内容に入ります。 
市の仕事を減らすために、今年も大変厳しい財政の下での予算編成と強調されました。歳入

を見てみましよう。歳入予算、歳入合計は２５５億１００万円で、対前年比マイナス３．１％、

８億２，１００万円の減であります。これを見ますと何か財政が大変厳しい、歳入が厳しいよ

うに一見思います。しかし、歳入の主な減は指定管理者導入等による使用料・手数料の減、１億

９，５３７万円。２つ目に、１７年度基金積立増による繰越金の減３億５千万円、基金からの

繰入金の減３億６８５万円、市債の減３億８，０７０万円、これら４項目だけで１２億３，

２９２万円の減でありますが、これらの数字はすべて政策的に減額したものであり、財政の厳

しさを示すものではありません。これらを差し引くと１８年度の歳入は、むしろ４億１，

１９２万円増える予算であります。厳しい、厳しいと騒ぎ立てるのではなく、正しい情報を提
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供すべきではないでしょうか。 
もちろん、国の補助金・地方交付税縮小政策や、とりわけ合併１０年以降の交付税の大幅減

額を考えれば、当然厳しいのでありますが、それらの見通しについても、できるだけ正確に情

報提供をすべきではないでしょうか。 
次に、歳出予算の特徴は、枠配分方式の名のもとに教育・福祉・地域活動支援の予算を削る

一方、大型公共事業を行うための調査費が盛り込まれていることです。予算には、事務事業評

価の委託費が２４８万円計上されております。事務事業評価は、まずもって市長自らの仕事で

あり、それは全職員の総括を組織し、市民の意見を掌握して行われるべきものであります。手

慣れた全国一律のノウハウを持ったコンサル会社１社に委託するなど、行政の敗北宣言と私は

受け止めます。 
２つ目に、都市再生整備費２，１１４万円、これは数十億円の事業にもつながるものではな

いかと考えます。これもほとんど委託費です。委託よりまず笛吹市都市再生の議論と熱意を呼

び起こすことが先決ではないでしょうか。コンサル任せではお金をかけても都市再生は不可能

であります。 
次に、観光施設整備事業費１億２，６００万円を計上いたしました。市役所前に観覧席を造

るそうです。どんな意味かあるか、どんな計画か、多くの市民が知らないばかりか、私たち議

員にも知らされておりませんでした。 
社会教育施設費、多くの施設が指定管理者制度に移行しましたが、８，８６２万円の増額で

す。これは民に任せれば経費節減になるというイデオロギーの破綻を端的に示すものであり、

精査なき指定管理者制度移行が、むしろ財政負担を増やすことを示した象徴的な問題です。 
次に、学校教育費について、学校教育費の振興費、管理費は予算編成の最初から１７％減を

各学校に予告、その結果、備品購入もままならない、満足な修繕・補修もできない予算になっ

てしまいました。１７％減通達の中で、石和町の小中学校図書館へのエアコン設置も見送られ

てしまいました。市単教員を１７年度同様確保したことは評価いたしますが、児童転出により

新たに４０人のクラスになる学校への対策は取られませんでした。 
次に、社会教育費について、社会教育費の教育事務所費はおよそ２分の１、保健体育費の教

育事務所費はおおよそ３分の１になっております。これでいままでどおりの地域文化活動、地

域体育活動が可能でしょうか。１８年度の各地域教育事務所の廃止と相まって、これは地域壊

し、コミュニティー壊しの予算と言わざるを得ません。 
保育所に関しては、工事請負費が増えたものの、現状の老朽化に対する十分な対策になって

おりません。また、臨時職員とパートが４５％を占める保育士について、正職員の保育士増員

が図られませんでした。 
先ほどもありましたが、敬老祝金は８８％カットされました。老朽化した公営住宅、格差社

会のもと住宅に恵まれない市民のための公営住宅、高齢社会に緊急な公営住宅のための対策は

一切予算化されませんでした。 
これらに対して、多大な予算がつぎ込まれている下水道事業の見直しと効率的な合併浄化槽

事業推進は、今回も予算化されませんでした。 
また、水道事業に関しても、水道の需要と供給の見通しを明らかにしないまま琴川水系と広

瀬畑灌余剰水の併用案は撤回されませんでした。まさに残念な予算案だという考えを述べたい

と思います。 
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一方的な討論と聞こえたかもしれません。しかし、これが行政の本来の役割を放棄した行革

大綱先取り予算の実態ではないでしょうか。このことを述べて､共産党笛吹市議団の反対討論

を終わります。 
どうもご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
議長の許可をいただきましたので、議案第６１号 「平成１８年度笛吹市一般会計予算」に

つきまして、これを原案のとおり賛成する立場から討論を行います。 
今、長引く不況により景気の先行きは依然として不透明な状況にあり、雇用不安や個人消費

の冷え込みが続いております。そうした経済情勢の中、国と地方の三位一体改革により、国庫

補助金や地方交付税が削減され税源移譲が行われておりますが、こうした流れは、市にとりま

して大変厳しい状況といえるのではないかと考えております。 
このことは、荻野市長も先日の代表質問の答弁で、この先５年間で２０億円の、基金からの

繰入が必要になると答えております。厳しい状況が具体的な数字となって表れているものと感

じております。 
そうした中にあって、今回の笛吹市の新年度当初予算を見ますと、総額２５５億円余りと

なっておりますが、これは前年度と比較し３．１％、８億２千万円の減額予算となっておりま

す。この予算編成にあたっては、各部局長に予算枠を配分する方式で編成されたと説明されて

おり、限られた財源の中で工夫のあとがうかがえるものであります。 
市長は、施政方針の中で少ない経費で無駄を省き、市民サービスを低下させない行財政改革

に取り組むと決意を新たにしております。新年度は芦川村との合併が予定される中で、これか

らの笛吹市の指針となる第一次総合計画をはじめとする各種事業計画に、本格的に着手してい

くこととしており、政策的なソフト事業重視の予算となっております。 
そうしたことから、今回の新年度予算は、それぞれの予算事業費を有効に効率よく執行され

ることに期待し、併せて、それぞれの事務事業が円滑に推進することを願っております。 
平成１８年度笛吹市一般会計予算につきましては、これに賛成するものとして、以上をもち

まして賛成討論とさせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 

討論を終結いたします。 
議案第６１号の採決を行います。 
本案に対する３常任委員長の報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（龍澤敦君） 
日程第１０６ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を議題といたします。 
お諮りいたします。 
選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定いたしました。 
お諮りいたします。 
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
ただいまから指名いたします。 
笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に佐藤敏男君、伊藤正昭君、近藤柴郎君、廣瀬三男君。 
お諮りいたします。 
ただいま、指名した４名の方々を当選人とすることにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名いたしました方々が、笹子山恩賜県有財産保護組合の議会議員に当選

されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第１０７ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を議題といたします。 
お諮りいたします。 
選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いた

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） 
ご異議なしと認めます。 
よって、選挙の方法は指名推選によって行うことに決定いたしました。 
お諮りいたします。 
指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
ただいまから指名いたします。 
大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に佐藤敏男君、伊藤正昭君、近藤柴郎君、廣瀬三男君。 
お諮りいたします。 
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ただいま、指名した４名の方々を当選人とすることにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、ただいま指名いたしました方々が、大蔵沢恩賜県有財産保護組合の議会議員に当選

いたしました。 
暫時休憩いたします。 
なお、３時５５分から行います。 

休憩  午後 ３時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５５分 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
ただいま、市長より議案第１０７号 「東山梨環境衛生組合規約の変更について」が提出さ

れました。 
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、議案第１０７号を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

追加日程第１０８ 議案第１０７号を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
議案第１０７号 「東山梨環境衛生組合規約の変更について」、提案内容の説明を申し上げ

ます。 
東山梨環境衛生組合の構成団体で組合長の所属する山梨市において、地方自治法第１６８条

の２項、ただし書きの規定に基づき、山梨市に収入役を置かない条例を制定したことに伴い、

第１０条３項中、「市の収入役」を「市の収入役または収入役の事務を検証するもの」に改め

る必要が生じたため、地方自治法第２８６条の１の規定により、東山梨環境衛生組合規約の一

部を変更をお願いするものであります。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
ただいま、議題となっております議案第１０７号は、会議規則第３６条第１項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
議案第１０７号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
これより討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終わります。 
議案第１０７号を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
したがって、議案第１０７号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第１０９ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 
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。 
お諮りいたします。 
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） 
ご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定いたしま

した。 
以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
ここで、市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますので、これを許可いたします。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
平成１８年第１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３月７日から本日までの１８日間に及ぶ日程で開催されました。本会議に上程いた

しました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜りましたことに

対し、心より御礼を申し上げます。 
本定例会の冒頭でも述べましたが、平成１８年度予算は市民のニーズに適切に応えられるよ

う、仕事編成といった考えのもと、現場に近い部署に予算見積りを任せる枠配分方式を導入い

たしました。 
本日ここに、一般会計予算総額２５５億円、新市の行政基盤を確立するためのソフト重視型

予算が成立いたしました。正副議長さまをはじめ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、慎重かつ熱心な審議に努めていただき感謝申し上げます。 
新年度より、２１世紀の笛吹市のグランドデザインを設計する、第１次笛吹市総合計画をは



 １７４ 

じめ都市計画マスタープラン等、各種行政計画の策定や事務事業の成果を検証し、必要性や指

標を見直す。評価制度の導入に向けた職員研修など、笛吹市の目指す将来像を実現するための

仕組みづくりに取り掛かる所存でございます。 
さて、４月に入りますと市内随所で桃の花まつりや各種イベントが開催されます。４月１日

から１６日までの間は、笛吹市にとって１年間で最も華やかな晴れの季節です。ピンクの花び

らが舞う中走る「いちのみや桃の里マラソン」、２００チームが参加する御坂町の「全国ゲー

トボール大会」、戦国時代さながらに再現される石和町の「川中島合戦絵巻」、八代町の「永井

天神社の神楽」、境川の「金刀比羅神社祭典」、春日居町の「笈形焼き」など、盛りだくさんの

イベントが開催され、市内は祭りムード一色に染まります。 

また、４月１５日には「水辺の豊かな自然の中を歩いて健康づくり」をキャッチフレーズに

「みずウォーク２００６笛吹川大会」が開催され、県内外から約１千人が一般参加します。清

流公園から金川の森を歩く１０キロのコースと、金川の森を経由して春日居駅前足湯に至る

２０キロのコースが設定されております。桃の花の真っ盛りの笛吹市を満喫できるのではない

かと思います。 

さらに、４月１日から５月７日までスコレーセンター２階「アートギャラリー」において、

平成１９年に放映予定のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」のプレ企画として、「武田二十四将武

者絵展」が開催されます。 

また、３月１日に設置されました法定協議会での合併協議におきましても、おおむね順調に

進み、４月１８日には芦川村との合併調印を行う予定です。５月には両市村の廃置分合を申請

し、８月１日には面積２０１．９２平方キロメートルに広がる新笛吹市が誕生することになり

ます。 

現在、笛吹市では、市民の皆さまが、そして訪れる人々が、未来にわたって満足感を得られ

るまちづくりを進めるために、行財政の仕組みと運用を再構築する一方、第１次笛吹市行財政

改革を進めております。 

行政の限られた経営資源である「人・物・金・情報」を効果的に活用することで、スリムで

魅力的な市政を実現し、市民福祉の向上に資することができますよう努めてまいります。 

行財政改革のほかにも課題は山積しております。一刻も早く新市の形を築き、「躍動するふれ

あい文化都市」建設に向けて、渾身の力を傾注し邁進してまいりたいと考えております。 

議員各位の絶大なるご支援ご協力をお願いいたしまして、閉会のあいさつに代えさせていた

だきます。 

ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、平成１８年第１回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

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

閉会  午後 ４時０５分 
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