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平成１８年笛吹市議会第２回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成１８年６月８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 行政報告及び提出議案要旨説明 

日程第 ５ 報告第  １号 平成１７年度笛吹市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

日程第 ６ 報告第  ２号 平成１７年度笛吹市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告

について 

日程第 ７ 議案第１１２号 笛吹市障害者等支援認定審査会の委員定数条例について 

日程第 ８ 議案第１１３号 笛吹市水道事業給水条例について 

日程第 ９ 議案第１１４号 笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例について 

日程第１０ 議案第１１５号 笛吹市簡易水道事業給水条例について 

日程第１１ 議案第１１６号 笛吹市水道給水工事分担金徴収条例について 

日程第１２ 議案第１１７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１３ 議案第１１８号 笛吹市小規模企業者小口資金融資促進条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１４ 議案第１１９号 笛吹市水道事業の設置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１２０号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第1号）について 

日程第１６ 議案第１２１号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第1

号）について 

日程第１７ 議案第１２２号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第1号）

について 

日程第１８ 議案第１２３号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１９ 議案第１２４号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第1

号）について 

日程第２０ 議案第１２５号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第1号）

について 

日程第２１ 議案第１２６号 平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第1号）
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日程第２２ 議案第１２７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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第１２８号 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて 

日程第２４ 議案第１２９号 市道認定について 

日程第２５ 議案第１３０号 東山梨行政事務組合規約の変更について 

日程第２６ 議案第１３１号 青木が原ごみ処理組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び同組合規約の変更について 

日程第２７ 議案第１３２号 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び同組合規約の変更について 

日程第２８ 議案第１３３号 笛吹市及び芦川村ことばの教室共同設置の廃止について 

日程第２９ 議案第１３４号 笛吹市及び芦川村指導主事共同設置の廃止について 

日程第３０ 議案第１３５号 笛吹市と芦川村との間の介護保険における要介護認定、要
支援認定等に係る審査及び判定に関する事務の委託の廃止

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 崎 光 世 ３０番 龍 澤   敦 
 
 

３．欠席議員  
 

（ な し ） 
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４．会議録署名議員 

 
 ２５番 日 髙 せ い 子 ２６番 新 田 治 江 
 
 

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（１８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 池 田 聖 仁

 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 岡 部 敏 朗

 産業経済部長 保 坂 利 定 建 設 部 長 芦 澤 憲 一 郎

 公営企業部長 斉 藤  宏 教 育 次 長 高 野 あ け み

 総 務 課 長 加 藤 寿 一 財 政 課 長 中 川 啓 次 
 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２回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
いよいよ梅雨の季節となり、うっとうしい毎日ですが、新聞・テレビ等の報道で連日のよう

に、考えられないような事件・事故が起こり憂えるところでございます。また、ジャワ島の地

震で被災された皆さまには、心よりお見舞いを申し上げます。 
なお、地球温暖化防止のため、冷房の温度を高めに設定してありますので、上着を脱いで結

構です。 
また、携帯電話の電源を切るかマナーモードに設定していただくよう、お願いいたします。 
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２５番 日髙せい子君 
 議席第２６番 新田治江君 
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６月２２日までの１５日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
したがって、本定例会の会期は、本日から２２日までの１５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。 
  本日までに受理された請願は、お手元に配布した請願文書表のとおり、教育厚生常任委員会

に付託いたしましたので、報告いたします。 
次に、監査委員から、平成１８年２月分から平成１８年４月分の例月出納検査の結果につい

て報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 
次に、地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたと

ころ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
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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、日程第５ 報告第１号から日程第３０ 議案第１３５号までの２６案件を一括議題と

し、市長より行政報告ならびに提出議案に対する要旨説明を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 ご苦労さまでございます。 
本日、ここに平成１８年６月定例市議会の開会にあたり、提出いたしました案件につきまし

て、その概要をご説明申し上げ、併せて私の所信の一端を申し述べ、議員各位ならびに市民の

皆さま方のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
現在、国政、地方行政を問わず、さまざまな段階で行財政改革が進んでおります。 
国政においては、行政の経費を抑制し国民負担の上昇を抑えることを基本理念とした、行政

改革推進法など関連５法案が５月２６日に成立いたしました。また、地方行政においては、平

成の大合併を受けた行政改革、市町村の独自の状況に応じた行財政改革等が進んでおります。 
これに関連して道州制議論、国土計画における新たな国土形成計画の検討など、国と地方行

政のあり方が根本的に問われる議論が進みつつあります。 
地方行政につきましても、議論が活発化し、歳出歳入一体改革の焦点である、地方交付税の

総額削減問題に対する地方自治体の首長と国会議員の見解の違いが、２１日、新しい日本をつ

くる国民会議（２１世紀臨調）のアンケートで明らかになりました。 
地方自治体の安定的財政運営の必要から、「総額を維持すべきだ」と考える首長が８割以上

に対して、国会議員では４割弱にとどまっております。 
アンケートは４月に国会議員・知事・市長等を対象に行われ、地方交付税の「総額維持」は

知事の８６％、市長の８２％が主張して、一方的な削減に反対しております。これに対し国会

議員は、「維持すべきだ」が３９％で、逆に２０％は「総額を削減すべきだ」と答えておりま

す。 
今後、税源移譲に伴う財政力格差の拡大に適切に対応し、地方交付税の算定等を通して、個

別の地方公共団体における所要額確保がされるよう、全国市長会等を通じて国に対して強力に

働きかけてまいります。 
次に、当面する市政の課題について申し上げます。 
まず、本市の行財政改革の推進についてであります。 
三位一体の改革により、地方行財政を取り巻く環境が大きく変化していることなどから、行

財政改革をより一層推進していくために、この３月に第一次笛吹市行財政改革大綱を策定した

ところであります。 
行財政改革の目的は、厳しい財政情況の中で将来を見据えた市政運営が図られるよう、限ら

れた人材と財源を最大限に活用し、住民ニーズに適切に対応した、質の高い行政サービスが提

供できる体制を確立することであります。私が先頭に立ち、全庁一丸となって、このプログラ

ムを強力に実行していきたいと考えております｡ 
今年度は、効果的な人事管理の推進、予算編成、執行方法の見直しや事務事業評価の導入な

どを進め、職員個々の能力開発や意識改革を行い、変動する社会情勢に応じた新たな経営計画
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を求めるものとしております。 
次に、廃棄物対策等についてであります。 
新ごみ処理施設建設につきましては、昨年来お話のありました県の「甲府峡東地域ごみ処理

広域計画Ｃブロック」甲府・笛吹・山梨・甲州市の４市の提案を受け入れ、建設候補地も笛吹

市境川町上寺尾地区とすることで、４市が合意いたしました。３月２９日には早期実現に向け、

山本知事に要望書を提出いたしました。 
４月に入りまして、建設候補地であります境川町寺尾地区の説明会を上寺尾区、中寺尾区、

間門区のそれぞれで開催し、ご理解とご協力をお願いしたところであります。 
今後、４市の足並みをそろえ進展させるため、去る５月１６日、４市、甲府・笛吹・山梨・

甲州の市長と議長による懇談会が開催され、その中で、一部事務組合のための協議がされると

ともに、引き続き開催された４市長による協議の中で全員の賛同を得て、設立協議会の設置が

決定されました。名称は「甲府峡東地域一部事務組合設立協議会」とし、会長、副会長の選任

を行い、一部事務組合設置及び処理計画の策定等に早急に取り掛かることとしております。 
現在、３市から甲府市にそれぞれ１名ずつ職員を派遣し運営している準備室を事務局に切り

替え、平成１９年４月１日の一部事務組合設置を目指し、取り組みを進めることとしておりま

す。 
次に、障害者福祉についてであります。 
障害者自立支援法が４月１日に施行され、本市におきましても順調にスタートを切ることが

できました。現在は、１０月の完全実施に向けて諸準備を進めているところであります。その

中に障害者の区分認定をするための審査会の設置と運営があります。これは障害者の聞き取り

調査である一次判定に基づいて、最終的な障害程度区分の審査判定を行うものであります。こ

の判定に基づいて市が区分認定を行い、サービス利用の検討に入ることになります。 
今定例会に審査会の定数条例の議案をお願いしているところでありますが、１０名の委員で

慎重に、かつ効率よく審査判定を実施していただきたいと考えております｡ 
なお、委員には障害者団体の関係者等にもお願いする予定であります。 
また、４月に旧石和保健所を県から譲渡していただきました。現在、精神障害者小規模作業

所「さくらハウス石和」、子育て支援のための「集いの広場」、笛吹市社会福祉協議会が運営

する「精神障害者地域生活支援センター」の３団体が入居して、活発に活動しております。 
市としましては、この施設を福祉活動の拠点として位置付けており、親しみやすい施設とす

るために名称を公募したいと考えております。 
次に、乳幼児医療費助成の窓口無料化につきましては、医療機関のご理解とご協力をいただ

き、本年４月から国保加入世帯の乳幼児は、市内医療機関の受診に際し、保険診療にかかわる

一部の負担金の窓口無料化がスタートしたところであります。 
次に、児童館整備については、未設置の地域であります御坂地区および石和富士見地区から

の要望により、児童館建設検討委員会を５月に立ち上げたところであります。関係者をはじめ

地域の皆さまの要望・ご意見をお伺いしながら、より良い方向を見極めてまいりたいと考えて

おります。 
また、春日居地区の保育所につきましては、建設検討委員会において協議・検討が重ねられ

てまいりましたが、その結果を踏まえて整備を推進してまいりたいと考えております。 
次に、介護保険につきましては、介護保険法の一部が改正され、介護予防を柱として４月よ
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り実施されております。 
本市では、関係各機関のご理解をいただく中で、その中核となる地域包括支援センターを直

営で立ち上げたところであります。保健師・社会福祉士・ケアマネジャーなど８名の専門職員

がそれぞれ連携・協調し合い、総合的なマネジメントを実施し、高齢者の皆さまが住み慣れた

地域の中で自立した生活を送ることができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。 
次に、温泉施設を活用した市民の健康づくりを目指す温泉活用健康づくり事業につきまして

は、９月または１０月の事業実施に向け関係する温泉医療施設機関と、対象者および内容等に

ついて協議を行っております。 
また、高齢者へ運動指導を行うシルバー体操指導員養成事業につきましては、市内に在住す

る６０歳以上の方を対象に、高齢者に適した健康体操を実施し、受講者には終了証を交付して、

地域の健康体操の普及を図っていきたいと考えております。 
温泉活用健康づくり事業とシルバー体操指導員養成事業は、スコレー大学の２学期講座とし

て取り組みたいと思います。 
次に、笛吹市ハザードマップについてですが、市民の安全・安心のための災害対策について、

最優先の課題として取り組んでまいりました。笛吹市ハザードマップの作成を終え、５月末に

は市民に公表いたしました。 
このハザードマップは、洪水時に浸水状況や避難所などの情報、および、土砂災害危険個所

の情報や地震の原因となる断層の情報を市民の皆さま方に、分かりやすくお知らせすることに

より、災害に対する速やかな避難と人的被害を最小限に食い止めることと、災害に対する意識

をより一層高めていただくことを目的として、公表させていただきました。 
市民の皆さまには、身近な目につきやすい場所に保管していただくとともに、災害の危険を

感じたら、早めに自主避難を始めることを心がけてくださいますようお願い申し上げます。 
また、将来は日川や金川の浸水想定区域、および、芦川地区の土砂災害危険個所等を含めた、

より広範囲なマップの作成・公表も進めていきたいと考えております。 
次に、合併前、御坂町が平成６年から幹線道路網整備計画として事業を開始して、推進して

まいりました市道御坂１３号線（大久保中道線）については、本年１３年目となりますが、最

終区画となります７０メートルについて土地所有者のご理解をいただき、先月工事に着手いた

しました。最終工事となります区画線等の工事を踏まえて、秋口には栗合交差点から国道

１３７号バイパスの全区間、１，５００メートルの供用が開始となり、交通渋滞の解消と交通

網の改善、地域経済に貢献する幹線道路となるものと考えております。 
次に、石和駅前土地区画整理事業についてでありますが、平成４年の事業認可と同時に着手

してまいりました区画整理事業も、平成２０年度の完成を目前に控え本年度、平成１８年度は

補助期間の最終年度を迎えました。笛吹市観光都市の表玄関としての公共施設整備と併せ、環

境の整った健全かつ良好な市街地の形成を目指し着々と整備が進む中、本年度は駅前広場の整

備に着手してまいります。 
駅前広場の整備につきましては、いろいろなご意見をいただいておりますが、なお関係諸団

体と市職員、特に若手層の職員を対象に検討会を開催し意見交換を行う等、なるべく多くの方々

のご意見を参考にし、観光都市の表玄関口にふさわしい駅前広場の構築に努力してまいりたい

と考えております。 
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次に、生涯学習についてであります。 
５月２１日に平成１８年度市民講座・スコレー大学の開学式をスコレーセンターにおいて開

催いたしました。昨年度は１４０講座に２，６００名余りの参加者がありましたが、今年度は、

生きがいづくり・仲間づくりを目的とした講座、健康づくりを目的とした講座、ごみ問題や子

育て環境など地域社会の抱えるさまざまな問題を探る講座、地域の歴史や観光スポットを紹介

するガイドを育てる講座など、さまざまな分野から１５０の講座を提供できるよう、準備を進

めさせていただいております。 
６月から始まる１学期には、昨年同期と比べると２倍近い６５０名の申し込みがありました。

この講座をきっかけに、生涯続けられる趣味や、生涯付き合える仲間づくりをしていただくと

ともに、地域の抱える諸問題にも目を向けていただき、一人ひとりがその解決策をご提案いた

だけるようなきっかけになればと、期待いたしております。 
次に、国際交流事業についてでございます。 
旧一宮町と姉妹都市提携を結び、教育・文化・農業技術と多方面にわたり交流を続けてまい

りました、中国肥城市との姉妹都市交流事業は、そのまま笛吹市として事業を継続しておりま

すが、この７月１０日には、１週間の予定で肥城市市長ほか４名の方が、本市および近隣の都

市を視察訪問いたします。昨年３月に設置いたしました国際交流委員会を中心に、受け入れ態

勢を整え準備を進めてまいります。 
次に、ホタルの里づくりを今年度より取り組んでおりますが、今月１０日ころから舞いはじ

め、その美しい光を放つことを期待いたしております。ここ２、３日、１週間くらい冷え込ん

でおりますから、１０日より少々遅くなるかもしれませんけれども、大変期待をしているとこ

ろでございます。 
以上、当面の課題についてご説明をさせていただきました。 
市議会議員各位におかれましても、一層のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
引き続きまして、提出案件の内容についてご説明をさせていただきます｡ 
今定例会に提出いたしました案件は、条例案８件、補正予算案９件、市道認定１件、一部事

務組合等の規約の変更等が６件、報告２件、合わせて２６案件を提出させていただくものであ

りますが、主なものにつきまして概略を申し上げます。 
はじめに、条例案につきましてご説明申し上げます。 
まず、障害者等支援認定審査会の委員定数条例の制定についてでありますが、障害者自立支

援法が本年４月より施行されたことに伴い、介護給付費等の支給決定を行う審査会を市に設置

し、その定数を条例により１０人と定めるものであります。 
次に、水道事業給水条例の制定についてであります。 
水道事業につきましては、石和町、御坂町および八代町において事業が行われておりました

が、加入負担金、基本料金および超過料金などにおいて、旧町間の格差は大きく、合併時には

その内容を調整することが著しく困難であったため、旧町給水条例を暫定的に新市の条例とし

て運用してきたものであります。 
今般、一宮地区および春日居地区の水道事業の認可に伴い、水道事業の設置等に関する条例

の改正を行うとともに、水道事業給水条例の制定により負担金および手数料を統一し、給水区

域、水道料金、その他給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものであります。 
なお、本条例の規定により、負担金および手数料につきましては、本年１０月１日以降の申
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し込みにかかわるものについて、適用させていただくものであります。 
また、本条例の制定により、石和町水道事業給水条例ほか３件の暫定条例につきましては、

廃止とさせていただくものであります。 
簡易水道事業につきましても、地区ごとに旧町村の暫定条例の規定により運用してまいりま

したが、水道事業と同様、負担金、手数料等の統一を図り暫定条例を廃止し、新たに簡易水道

事業給水条例を制定するものであります。 
次に、一宮有線テレビ条例の一部改正についてであります。 
ケーブルテレビにつきましては、平成２３年に実施される地上デジタル放送への完全切り替

え、情報通信サービスの構築に備えた光ケーブルの整備など、官民問わず全国的にその準備を

進めつつある中で、本施設においても指定管理者の運営、財政計画、地上デジタル放送に対応

した施設整備に伴う、公平な利用者負担および現在の市の財源充当による利用料金体系にかん

がみ、利用料金を改定させていただくものであります。 
次に、補正予算の概略についてご説明申し上げます。 
まず、平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）についてでありますが、歳入歳出そ

れぞれ３億５，８００万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ２５８億５，９００万円とさせ

ていただくものであります。 
歳入の主なるものでありますが、児童手当の改正および児童扶養手当負担率の変更に伴い、

国庫支出金を１億６千万円減額し、県支出金を１億１，８００万円増額させております。また、

繰越金の３億４千万円につきましては、１７年度からの繰越金を見込むこととし、諸収入では、

ＩＣカードシステム事業補助金など４，５００万円、さらに市債につきましても事業変更等に

伴い１，２００万円をそれぞれ増額するものであります。 
歳出の主なるものについてでありますが、総務費では、ＩＣカードシステムによる甲府市と

甲州市の広域的な住民票・印鑑証明書の自動交付事業に１億円、および合併準備費など４千万

円、合わせて１億４千万円を増額し、民生費では、児童手当制度の改正に伴う対象児童数の増

加により７，８００万円を、衛生費では、組織変更に伴う人件費、および水道会計への繰出金

など１億２，５００万円を、農林水産事業費では、土地改良事業などに２，２００万円を、土

木費では、道路維持管理費および改良事業などに５千万円をそれそれ増額とし、教育費では、

各小中学校の施設改修、および戦没者遺影パネル作製費など６，５００万円を追加しながら、

組織変更に伴う教育事務所職員など人件費の減により６千万円の減額とするものであります。 
次に、平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）ほか６件の特別会計補

正予算案についてであります。 
国民健康保険特別会計補正予算では１，５００万円を減額し、その総額を７４億６千万円に、

老人保健特別会計補正予算では７４０万円を追加し、その総額を６０億９千万円に、介護保険

特別会計補正予算では９６０万円を減額し、その総額を３６億９千万円に、介護サービス特別

会計補正予算では２，１８０万円を減額し、その総額を１，９９０万円に、簡易水道特別会計

補正予算では１，８５０万円を追加し、その総額を１０億９千万円に、温泉事業特別会計補正

予算では４４万円を追加し、その総額を６，４５０万円とさせていただくものであります。 
次に、平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）についてでありますが、収益的

収入において３，６００万円を追加し、総額を１０億５，４００万円とさせていただくもので

あります。 



 １１

次に、笛吹市及び芦川村ことばの教室共同設置の廃止についてであります。 
この教室は、言語に障害のある児童のために、東八代地域の広域教育行政の一環として、昭

和４６年から八代小学校に共同設置してまいりましたが、市町村合併により構成市町村も減少

し、芦川村との合併後には笛吹市単独の事務となるため、事務の共同設置を廃止するものであ

ります。 
指導主事の共同設置、および介護保険の認定審査等の事務委託につきましても、同様の理由

により廃止するものであります。 
その他の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

てご了解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、ご議決賜りますことをお願い申し上げ、説明に代えさせていただきま

す。 
よろしくお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 
市長の説明が終わりました。 

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

日程第５ 報告第１号および日程第６ 報告第２号を一括議題といたします。 
本件につきましては、お手元にございます繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書

の報告のとおりですので、ご了承願います。 
この際、申し上げます。 
ただいま、市長より要旨の説明がありました案件については、議案第１３０号を除き所管の常

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

めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
ただいま、議題になっております２３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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

続いて、日程第２５ 議案第１３０号を議題といたします。 
本件については、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
これより、議案第１３０号について討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
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討論なしと認めます。 
採決を行います。 
本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は原案のとおり決しました。 
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９日は議案調査のため休会としたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
したがって、明日９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、１２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。 
念のため申し上げます、地球温暖化防止のため、上着を脱いで結構でございます。 
また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定をお願いいたします。 
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、簡明率直にされて、議事進行にご協力を

願います。 
まず、笛政クラブの代表質問を行います。 
海野利比古君。 

○１３番議員（海野利比古君） 
 数多くの難問を抱えてスタートしたわが笛吹市も、はつらつたる荻野市長の下で１年８カ月

を経過し、ようやく新しい息吹も感じられる昨今であります。 
 市議会においても、それぞれの立場で会派が結成され活躍しているところであります。 
 わが笛政クラブも、市議会の最大会派として常に荻野市政推進の原動力となり、全力投球を

惜しみなく続けておるところでございます。そうした立場の中において、今議会では、私、海

野が笛政クラブを代表しての質問をさせていただきます。 
 はじめに、指定管理者制度の検証についてでありますが、わずか１年という短期間で指定管

理者という新しい制度が導入できたことは、荻野市長をはじめ市の担当者の努力によるものと

察します。 
 今後は、導入後の検証を頻繁に行っていくことで、真に市民が満足できる施設として活用さ

れるものと考えますが、指定管理施設の検証態勢はどのようになっているでしょうか。具体的

にお伺いしたいのですが、はじめに経営状況を管理者から市の担当部署へ報告する態勢は整っ

ていますか。例えば、具体的に報告書の様式が定められていて、報告の時期は毎月何日という

ふうに決まっているのでしょうか。 
 次に、指定管理者制度が導入されて２カ月が経過しましたが、４月と５月の検証結果はいか

がでしたか。管理運営の経費や利用料収入、利用者数、また利用者からの評価はどのようになっ
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ているでしょうか。 
 次に、平成１８年度以降に指定管理者の導入を検討しているのは、どのような施設でしょう

か、お伺いいたします。 
 次に、地域情報化の取り組み状況についてお伺いをいたします。 
 総務省は「Ｕ－ジャパン政策」の中で、２０１０年までに国民の１００％が、ブロードバン

ド環境を利用可能にする目標を掲げました。具体的には２００８年までに「ブロードバンド・

ゼロ市町村」を解消するというものであります。また、今年４月からは、一部のテレビ局で地

上デジタル放送が開始するなど、情報化の進展の速度は加速しています。 
 すでに市民にとって、また地域にとって、インターネットや携帯電話などの情報通信機器は、

欠くことのできない道具となりました。情報収集や情報発信はもちろんのことですが、産業の

活性化に、教育文化の振興に、日常生活の利便性向上に、防災に、そして高齢者や障害者など

の生活弱者にとっても、非常に大きな可能性を秘めた道具となってくることでしょう。 
 ただし、こうした情報機器は、高速で利用できる情報インフラがなければ有効に活用できな

いのではないでしょうか。 
 かつて高速道路や国道などの道路インフラが地域に豊かさをもたらしたように、これからの

地域の発展には、光ファイバーなどの高速情報インフラの整備が大きな鍵を握っていると考え

ます。情報インフラの整備が進んでいる地域には若者が集まってきますし、企業の立地も進み

ます。また、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も、たくさん秘めていると思われます。 
 笛吹市では、４月より新たに情報政策課を設置し、職員を３名増員するなどして、地域の情

報化を強力に推進する体制を整備しましたが、地域の情報化をどのように進めていく計画かお

伺いいたします。 
 まず、笛吹市内の情報化の進捗状況について質問いたします。 
 光ファイバー網をはじめとするブロードバンド環境が利用できる区域は、どのようになって

いるのでしょうか。 

 次に、今後、情報格差、デジタルデバイドともいいますが、それをどのように解消していく

考えでしょうか。 

 ３番目、笛吹市の地域情報化計画の策定予定はありますでしょうか。 

 最後に、笛吹市の行政番組や議会中継を市内全域に放送することができれば、市民の一体感

がより強くなるものと期待されます。市では一刻も早く市内全域放送が実現できるよう、ケー

ブルテレビ局に働きかけていると聞いていますが、実現時期などについて、いつごろになるの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 ３番目に、市職員の人材育成方法についてお伺いいたします。 

 企業は人なりという言葉はよく言われますが、市役所もまさに人で成り立っている組織です。 

 笛吹市では職員研修や人事評価制度など、人材の育成に力を入れているようですが、職員が

成長することは笛吹市の発展に直結するものであり、積極的に取り組んでもらいたいと思いま

す。 

 しかしながら、人づくりというものは漠然と研修を行ったり、ただ人事評価をするのでは効

果が表れないと思われます。学校教育においては、学習指導要領に基づいて発達段階に適した

教育を計画的に進めています。笛吹市役所ではどのような要領に基づいて、人材の育成を進め

ていくのでしょうか、以下お伺いいたします。 
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 １つ、人材育成にどのような職員像を目指しているのでしょうか。 

 ２、具体的な人材育成計画はどのように行っていますか。例えば、誰をいつまでに、どのよ

うにして育成していくか、計画をしていらっしゃるでしょうか。 

 次、期待される人材育成の具体的な効果とは、いったい何を求めていらっしゃるのでしょう

か。 

 最後に、職員を育成することも重要ですが、民間から専門職員を採用するという考えはない

のでしょうか。 

 次に、観光振興への取り組みについてお伺いをいたします。 

 荻野市長は、「きらめき７２」の中で、地域産業振興に力を注ぎ、雇用問題をはじめとして、

すべてに波及効果を期待できるよう具体策を考えて、豊かな地域社会の創造を目指すとの考え

をお示しになられました。 

 その意味では、観光業は第一次産業、第二次産業、第三次産業と密接に関連していて、非常

に波及効果の高い産業であり、地域の雇用を促進し、地域経済全体を牽引する大きなる力を秘

めた産業であると言えないでしょうか。 

 特に、観光における商圏という設定に関して考えてみますと、いかなる大きなスーパーマー

ケット、例えば極端な話、甲府盆地全体に屋根をかけるような大きなショッピングセンターを

造ってみても、北海道から、あるいは九州から毎日のように買い物客が来るようなことは、決

して考えられないと思います。しかし、観光という産業は、今もインバウンドという形で示さ

れているとおり、世界中がマーケットになり得る。そして日本中、世界中からの顧客を収集で

きるような力を秘めた産業だと存じ上げております。 

 さて、観光消費による経済効果については、観光客数と単価と域内調達率から求められます

が、地域内調達率は地域の経済や産業構造といった地域特性と密接に関連しています。そのた

め観光振興策は観光関連５業種といわれている、飲食、宿泊施設、運輸、土産販売、その他の

観光、これらをはじめ農業、それと工業など、ほかの業種とも連携しながら総合的に展開して

いくことで、より一層の効果が高まると思われます。 

 さらに、効果的に観光振興を図っていくためには、場当たり的に事業を実施するのではなく、

精緻な分析に基づいて計画的に進めていく必要があります。また、事業の成果を絶えず検証し

ていくことも重要だと思われます。 

 さて、来年、平成１９年にはＮＨＫの大河ドラマ「風林火山」の放映も始まることが決定し

ていますが、これまで林の如く静に時をうかがっていた笛吹市にとって、平成１８年度はまさ

に火の如く攻めに転じる年になります。武田信玄ゆかりの地を全国にアピールするとともに、

「日本一の桃・ぶどうの郷、温泉のまち笛吹市」のイメージを山の如くゆるぎないものにして

いくことで、将来にわたって豊かな地域社会の創造が可能になるのではないでしょうか。 

さらに、８月の芦川村との合併により、笛吹市は、これまでの温泉・果樹・遺跡・俳句といっ

た地域資源のほかに、清流とすずらん群生地、こんにゃく、石垣の段々畑、兜造りの民家といっ

た豊かな自然と貴重な農村文化を残している、癒やしの里を手に入れることができます。また、

若彦路やリニアの開通も遠い話ではなくなりつつあります。 

まさに新市将来構想が掲げる「躍動する文化都市」の実現に向けて、笛吹市にはかつてない

追い風、昨年経験したような大型台風並みの追い風が吹いてくるのではないかと思われます。 

 そこで、次のとおりお伺いいたします。 
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 はじめに、市が効果的に観光行政を進めていく指針となる観光基本計画の策定状況は、いか

がでしょうか。 

 ２番目に、温泉旅館、ホテルと県内の運輸業、農業との連携策はどのようになっているでしょ

うか。 

 ３番目に、平成１９年に放送予定のＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の効果的な活用策は、あ

るでしょうか。 

 ４番、「風林火山」の放映に伴って波及する経済効果の試算はいかがでございますか。 

 ５番目、指定管理導入後の駅前観光案内所の利用状況は、どの程度把握しているでしょうか。 

 ６番目、芦川村の地域資源をどう活用していくのでしょうか。 

７番目は、若彦路の開通した後の活用方法。 

以上、７点についてお伺いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○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） 

 ご苦労さまでございます。 

 笛政クラブの海野利比古議員から、まさに今、笛吹市で抱える大きな課題についてご質問を

いただきました。 

 はじめに、指定管理者制度の検証は、についてのご質問からお答えをさせていただきます。 

 本制度の成功の鍵は、まさに今後の検証作業にかかっていると私は認識しています。経営状

況の報告態勢については、年度終了後３０日以内に業務実施状況・施設利用状況・料金徴収の

実績及び管理経費等の収支状況・自主事業の実施状況等の報告を協定書に義務付けさせていた

だいております。 

 なお、報告書の様式についていは特段定めてはおりませんが、「笛吹市の公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」で定めてあります、事業報告書の提出を考えて

おります。 

 しかし、年度末の報告のみでは施設を利用する受益者からの「苦情」・「改善要求」・「満足度」

などをすべて公聴することが困難と判断いたしております。 

 そこで、市におきましては、既に指定管理者制度検討委員会を開催し、今後の導入済み施設

のモニタリングを実施することを決定し準備作業に入ったところでございます。 

 当然、施設の種類によりモニタリングの方法も異なってきますが、検討委員会において雛形

を提示し、それぞれの施設を監督する指導課により検証を進めていく考えであります。 

 指定管理者移行後、２カ月余り経過するわけでありますが、当初、一部の施設の運営方法に

ついての問い合わせがあったものの、おおむね順調な管理運営がなされており、市民からの大

きなクレームも報告されてないと認識いたしております。 

 なお、「みさかの湯」「なごみの湯」「ももの里温泉」の温泉施設からは、協定に基づいて報

告書を徴しておりますが、３施設合計の利用者数は、みさかの湯の営業時間を午後１０時まで

延長したこともあり、前年同月と比較すると、４月の利用者は８．７％、２，９８５人の増、

５月は１２．８％、４,００５人の増となっております。 
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 さらに、指定管理者が独自に温泉施設利用者へのアンケート調査を行い、利用者の意見の把

握に努めておりますが、従業員の接客態度等について、良好との結果となっております。 

 また、今後の指定管理者導入施設については、先の検討委員会で方向付けを行いましたが、

「笛吹市集中改革プラン２００５」では、平成１９年度に、児童館など新たに１１施設の指定

管理者制度導入を目標としております。 

 現在、各担当部署で各施設について指定管理者制度導入施設の検討を行っており、その結果

を持ち寄り、ヒヤリングや協議を実施し、指定管理者制度を導入することが妥当な施設である

か精査し、選択していく予定であります。 

 次に、地域情報化の取り組み状況はについてお答えします。 

 はじめに、地域情報化計画の進捗状況についてでございますが、現在の笛吹市の状況は、多

くの地域でＡＤＳＬ回線、または光ファイバー回線が使用できる環境が整いつつあります。い

わゆるブロードバンド化がかなり進んでいるといえるのではないかと思います。 

 市では、ＮＴＴや東京電力などの通信事業者に対して、光ファイバー回線の普及を促すとと

もに、市民団体等が誘致活動を行う際に、積極的に支援しながら情報化推進に努めているとこ

ろであり、その成果といたしまして「みさか光ネット推進会」「富士見地区光推進組織」の２つ

の地区が光ファイバー回線の誘致を実現させることができました。 

 次に、情報格差（デジタルデバイド）の解消方法についてお答えを申し上げます。 

 この情報格差（デジタルデバイド）の解消方法は、パソコン等の操作方法を覚えるという個

人の努力によって解消される場合と、個人の努力に加え物理的な情報基盤（インフラ）を整備

することによって、初めて解消される場合の２つが考えられます。 

 まず、個人の努力によって解消していただくための支援といたしまして、市ではスコレー大

学等で市民向けにパソコン講座等をここ数年、継続的に開催しております。 

 また、情報基盤（インフラ）整備につきましては、ＮＴＴや東京電力などの通信事業者へ光

ファイバー回線の普及促進やＣＡＴＶ事業者へインターネット事業への参入等を促すなど法

制度や経費などを勘案した中で、情報格差解消に向け、よりいっそう努力してまいりたいと考

えております。 

 次に、今後の地域情報化の計画についてお答えいたします。 

 新市の将来像である「躍動する文化都市」を実現するために「笛吹市情報化計画」を地域情

報化と庁内情報化の２本柱で今年度に策定していく予定であります。 

 進歩の早い情報通信のことですので、平成１９年度から２３年度までの５年間という、比較

的短い期間設定を予定しております。 

 また、情報基盤整備はとても費用がかかります。でも、国・県等の補助事業の導入や民間活

力の支援などのさまざまな手法を考慮する中で、費用対効果や受益者負担の原則等を踏まえな

がら、市民や市内の事業者と連携を図りながら、笛吹市の現状や環境に合った情報化計画を策

定していきたいと考えております。 

 次に、市内全域行政放送の実現時期についてお答えをさせていただきます。 

 行政情報を市の隅から隅まで、また、子どもさんからお年寄りまで、迅速、かつ分かりやす

く提供することは、６町村が合併して誕生した笛吹市にとりまして最大の課題であり、私自身

も最優先して取り組んできた政策でもあります。それゆえ、ＣＡＴＶ放送、テレビ放送、ＦＭ

放送、インターネット通信、防災行政無線等、さまざまな角度から検討してまいりました。そ
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の中でも、インターネット通信を利用する方法とＣＡＴＶを利用する方法の、２つの方法に重

点を置いて検討を進めてまいりました。 

 まず、インターネット通信を利用する方法は、映像として配信するのにはさほど時間を要し

ませんが、利用者をいかに増やしていくか、また、流す番組（コンテンツ）づくりをどのよう

な手法で行うかを協議していく必要があろうかと考えております。 

 次に、ＣＡＴＶを利用して放送する場合ですが、市内全域を対象とするためには、春日居・

石和・八代・境川地域のＣＡＴＶ放送を提供している「日本ネットワークサービス」と、一宮

地域の「一宮ふれあいテレビ」、御坂地域の「御坂ＣＡＴＶ」、この３つのＣＡＴＶ局の通信線

をつなぎ、新たに笛吹市の専用チャンネルを確保する必要があります。 

 その方法や費用等について、合併後より関係機関と幾度となく協議を進めてきましたが、昨

年度末に「一宮ふれあいテレビ協会」と「笛吹農業協同組合」「日本ネットワークサービス」「山

梨ＣＡＴＶ」の出資する新法人「笛吹きらめきテレビ」を設立することができました。これに

より、４月から一宮、御坂の両地域のＣＡＴＶ放送を「笛吹きらめきテレビ」に統合し、また、

「日本ネットワークサービス」と「笛吹きらめきテレビ」の２局間の業務提携により、市内全

域を対象としたＣＡＴＶによる笛吹市行政番組の放送が可能となりました。関係各位の強力な

お力添えと利用者の皆さまの理解とご協力に、心より感謝を申し上げます。 

 さて、笛吹市行政番組の開始時期でありますが、現在、地上デジタル放送に向けたケーブル

網の広帯域化工事が始まっており、併せて「日本ネットワークサービス」と「笛吹きらめきテ

レビ」との２局間の接続工事も進んでおります。一刻も早く、利用者の皆さまが笛吹市の行政

番組をご家庭のＣＡＴＶ放送でご覧になれるよう、関係機関と調整を進めております。早けれ

ば来年から視聴可能になるかと考えております。 

 笛吹市誕生以来、私自身もそうした市民の皆さまの念願であった笛吹市の行政番組が、少し

でも実現できますよう、昭和の合併の際に、拡大した区域の隅々まで行政情報を遅延なく提供

していく役割を「広報誌」が担ってきたように、これからは、「ＣＡＴＶ放送」が、さらに迅

速に市域の周辺部まで行政情報を提供する媒体となると考えております。 

 市民が同じ情報を共有することで、新市の一体的なまちづくりが進み、必ずや合併してよ

かったと思える市政が実現できるものと期待いたします。引き続き、市民の皆さまのご理解ご

協力をお願いしたいと思います。 

 次に、市職員の人材育成方法はについてお答え申し上げます。 

 近年の激変する社会経済環境や厳しい財政状況が続く中、高度化・多様化する市民ニーズに

即応し、「魅力あるまちづくり」を築いていくためには、行政の果たすべき役割は重要である

と考えております。 

 そこで、新しい時代に対応できる人材育成と活用に取り組むために、行政はサービス業であ

るという認識を持ち、市民の目線で考え、企業的な感覚でコスト意識を持って、職員の育成を

目的とした「人材育成基本方針」に基づき、職員の人材育成に取り組んでいるところでありま

す。 

 目指すべき職員像につきましては、市民第一主義を基本とし、笛吹市職員として使命と責任

を自覚し、笛吹市で働くことに誇りと喜びを持つ職員。仕事への情熱と柔軟な思考力を持ち、

活力のある職場づくりのために事務事業の改善に積極的に取り組む職員。サービス業という意

識と専門的な知識を持ち、常に誠意ある態度で職務を遂行し、市民から信頼される職員。広い



 ２１

視野と創造力・行動力を持ち市民の立場に立って考え、市民とともにまちづくりを進める職員。 

人権尊重の精神を貫き人権を擁護する人間性の豊かな職員。の５項目として、すべての職員が

自己形成の目標として、資質の向上を図っていきたいと考えております。 

 次に、具体的な人材育成計画と期待される効果についてお答えいたします。 

 職場の学習風土づくり、人事管理制度の導入、職員研修の充実の、３つの項目により推進し

てまいります。 

 職場の学習風土づくりでは、全職員を対象に職場研修マニュアルによるコミュニケーション

研修や庁内公募制による新規プロジェクトへの積極的な応募を進め、職員のチャレンジ精神と

能力開発の支援を行っております。 

 人事管理制度の導入では、全職員および階層ごとの職員を対象に、昇任・昇格試験制度、お

よび主幹職以下の職員を対象とした人事異動自己申告制度の導入等により、職員の意識改革と

意欲の醸成および能力開発を推進してまいります。また、全職員を対象として導入を進めてお

ります人事評価制度では、職員の能力を最大限に引き出し得る人事管理として取り組んでまい

ります。５月には、各部局単位にリーダー以上を対象とする人事評価制度内部研修を実施し、

今年度の目標管理シートの作成を行い、達成状況の評価を試行的に行うこととしております。 

 職員研修の充実では、職員研修実施方針に基づき、全職員や各階層を対象に自己啓発研修や

マネジメント・政策形成・情報セキュリティ等の能力向上研修、また、自治体・民間企業への

派遣研修など、知識や経営感覚と接遇の習得を目的とした特別研修等を行い、市政へ反映させ

るため人材育成に取り組んでいるところであります。 

 次に、民間からの採用予定についてでありますが、今後、より専門的な分野での事務の効率

化を促し、検討していきたいと考えております。 

 続きまして、観光振興への取り組みはについてのご質問にお答えいたします。 

 まず、具体的な市の観光計画は、観光と他の産業との連携策は、についてお答えします。 

 笛吹市では、現在、総合計画、都市計画マスタープラン等の作成に向けて準備中であります。

それと整合させるべく観光振興計画も検討していかなければならないと考えております。 

 観光施策につきましては、平成１６年度に国土交通省の協力をいただき行った、国土施策創

発調査の報告書をもとに、観光振興を展開してきているところであります。 

 報告書の中にも、観光の連携に周辺観光地、市民、農産物等の生産地との連携がありますよ

うに、市といたしましては、今年度設置した観光連盟や農政サイドとも連携をとる中、積極的

に観光振興に努めてまいります。 

 それと同時に、多数の市民・観光客が参加して楽しめるイベントの開催、あるいは健康増進

講座、体験講座、遊休農地活用策、観光ボランティアガイド育成等のメニューと併せた、市民

のための体験ツアーなども検討していきたいと考えております。 

 次に、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の活用策と笛吹市の経済効果についてお答えします。 

 来年1月から放映が開始されるＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」に向けて、山梨県大型観光キャ

ンペーンが平成１８年度から３年間実施されることもあり、それに協力参加すると同時に、魅

力ある誘客メニューの整備充実および誘客宣伝活動・イベントを実施し、受け入れ態勢につい

ても、観光連盟、宿泊施設、タクシー協会等との連携を図り積極的に準備を進め、笛吹市に「来

て良かった」「また来たい」と思われる努力と協力を行い、平成２０年春からＪＲが実施する

「ディスティネーション・キャンペーン」とも連携をとりながら誘客に努め、経済効果が表れ
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るよう努力してまいりたいと考えております。 

 次に、駅前観光案内所利用状況は（指定管理導入後）についてお答えいたします。 

 駅前観光案内所につきましては、平成１８年４月１日より指定管理者制度の導入を図る中、

石和温泉観光協会が運営管理事務を執り行ってまいりました。その利用状況は４月・５月の

２カ月間でありますが、４月においては、案内所を訪れた観光客数は１日平均２８人であり、

合計約８６０人が訪れております。４月は桃の花まつりの開催、ＪＲと共催して行った桃の花

バスと連携したこともあり、桃の花散策コースの問い合わせが６０％を占めました。また、そ

の期間はタクシーへの利用者シフトも３０％ありました。 

 ５月につきましては、大型連休中は推計１日１００人と、天候にも恵まれて予想を上回る人

出がありました。連休後におきましては天候不順などの影響があり、１日平均２０人程度とな

りました。しかしながら、５月全体では約１,２００人の利用があり、総体的には案内所の所

期の目的は図られているものと考えております。 

 次に、芦川村の地域資源の活用策についてであります。 

 芦川の地域資源の筆頭は、まさに自然景観ではないでしょうか。そして、その景観の中で生

活して、長い年月にわたり育まれた知恵と技術には敬服するものがあります。山の中腹まで開

かれた段々畑の石垣は、卓越した石積み技術によるものであり、その景観には圧倒されます。

また、１５０棟ほどの茅葺き屋根の民家は威風堂々とした兜造りで、その景観は貴重な財産と

いえるものです。さらに、新道峠からの富士山の眺望、すずらんや山野草の花々、豊富な山菜

など、芦川の地域資源といえるものではないでしょうか。 

 今後は、こうした貴重な資源を生かした観光振興策を、芦川地域の皆さんと共に考えていき

たいと考えております。 

また、若彦路の活用法についてであります。 

甲府から笛吹、芦川、富士河口湖、富士吉田を最短距離で結ぶ、通称、若彦路については、

現在、芦川村と富士河口湖間のトンネル建設が行われており、平成２０年度に完成する予定と

なっております。 

 既に、笛吹市から富士河口湖方面には、御坂トンネルを経由する国道１３７号線があり、観

光に、また物流の基幹道路として大きな役割を果たしているところですが、増加する交通量に

ますます新設路線への期待が高まっているところであります。 

 新市においても、芦川村の取り組みを継続し、若彦路の開通に向け努力するとともに、すず

らんや山野草の花々、山菜、農作物、そして渓谷美などの地域資源を生かして、行き来する人

が立ち寄りたくなり、旅の疲れを癒す「憩いの空間」として「道の駅」的な整備を検討し、観

光客の玄関口として、また市民の集いの場として、若彦路を活用してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、海野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申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

 再質問を許します。 
 海野利比古君。 

○１３番議員（海野利比古君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
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 まず、はじめに、指定管理者制度の検証の中で、現在、市営温泉施設の指定管理業務を委任

しておりますバス運行事業者が、温泉利用者の送迎サービスを行っており、高齢者からは大変

好評だと伺っております。 
 民間のノウハウを活用することで、市の公共サービスの利便性が高まる事例として、早くも

指定管理者制度導入の効果が表れたと感じております。 
 こうした送迎サービスを指定管理者が実施するにあたっては、市の注意が必要ではないで

しょうか。例えば、バス送迎中に不測の事態に遭遇した場合、一般的には交通事故ということ

になるんでしょうが、市が責任をどこまで負うのか。また、他の指定管理導入施設においても

さまざまな事態が予測され、こうした事態に対する初動態勢および対応主体、また費用負担に

ついて、協定書の中ではどのように定めてあるかお伺いいたします。 
 また、特に送迎バスなどの旅客自動車運送事業を営むためには、許認可は発生すると考えら

れますが、この場合、適用になるかどうか。また、笛吹市の温泉利用者のバス送迎業務は、そ

ういう意味からいって、法令には抵触しないかお伺いをいたします。 
 次に、地域情報化の取り組みの中で、８月１日の芦川村との合併により新笛吹市が誕生いた

します。新笛吹市は、地域が２０１．９２平方キロメートルにも及ぶ広大なものとなり、さら

に情報化の推進が求められることになります。 
 そこで、先ほどのご答弁の中にもございましたが、本庁と芦川村とを結ぶ防災行政無線の整

備状況について、もう少し踏み込んだお考えをお聞かせ願えればと思います。 
 また、芦川村における、これからはたぶん支所と、今は村役場となっておりますが、今後８月

１日以降はたぶん支所という呼び名になると思うんですけれども、その支所や学校や観光施設

などの公共施設への情報インフラの整備状況についても、先ほどの説明から、もし何か踏み込

んだことがございましたらお聞かせ願いたいと思います。 
 それから、観光振興への取り組みの中で、豊かな自然と貴重な農村文化を有する癒しの里の

芦川村は、先ほど市長も申されたとおり、われわれにとって非常に貴重な財産だと思われるわ

けです。特に、標高差で４００メートル以上あり、まさに笛吹市の奥座敷と位置付けられます。

笛吹市にとって、芦川村という奥座敷を手に入れることで風格が備わるものと考えます。 
 また、若彦路完成後は、富士山方面に訪れる観光客の新たな玄関口としての役割も担うこと

でございましょう。さらなる今後の整備が期待されるところだと考えます。 
 そこで、芦川村では都市と田舎の新しいライフスタイルを構築し、過疎地域における交流居

住の促進を目的に、空き家の活用に向けた研究会の開催と、空き家のデータベースの作成事業

が総務省より採択され、１８年度より実施されることになっています。 
 過疎地域における交流居住の推進に関する調査の中で、芦川村は、ほぼ定住型・どっぷり田

舎暮らしのモデル地域に選定されたと聞いておりますが、旧村の取り組みはそのまま当然だと

思うのですが、新市としても取り組みを継続していかれるものと思われますが、お聞かせ願い

たいと思います。 
 こうした事業を笛吹市の観光振興に、より一層活用するようなことはできないものでしょう

か、お伺いします。 
 次に、今年４月に笛吹市観光連盟が新たに発足し、市職員も派遣されているようでございま

すが、どのような目的で設置したのか。また、各地域にある観光協会はどのようにかかわって

いくのでしょうか。 
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 次に、ＪＲ石和温泉駅は１日平均３千人が利用しており、桃の花まつりや石和温泉祭りの開

催期間中に、さらに大勢の観光客が乗降することになります。こうした観光客を桃の花見会場

や、市内に点在する観光施設や史跡に案内する足として、観光目的の市内循環バスの運行はで

きないものでしょうか、お伺いいたします。 
 次に、国はビジット・ジャパンキャンペーンにより、日本を訪れる外国人観光客を２０１０年

には、５００万人から１千万人に倍増する方針を示したため、２００３年ころからアジアを中

心とした外国人観光客の日本旅行が、増加しているように聞いております。 
 山梨県内においても、年間６０万人もの外国人が富士山観光に訪れ、県内の温泉施設を利用

するようになってきたと伺っております。特に中国人観光客につきましては、日本政府が重点

国の一つに位置付け、中国ビジット・ジャパンキャンペーン推進委員会を設立したこと。また、

中国政府が旅行業発展奨励策を推進していること。さらに中国経済の成長、休暇時間の増加、

名目所得の大幅な増加などにより、今後はさらに増加するものと見込まれます。 
 こうした外国人旅行客の増加に伴い当笛吹市においても、適切な対応が求められているよう

に思います。アジアを中心とした外国人観光客の受け入れ態勢をどのように考えているでしょ

うか。例えば、観光案内板、観光ガイドマップ、外国語のパンフレット、外国語ホームページ

等についてはいかがでしょうか。 
 次に、山梨の観光資源を全国に宣伝し、観光客の誘客拡大に結び付けるため、県がＪＲに対

して誘致してまいりました「ディスティネーション・キャンペーン」が、平成２０年に実施さ

れることは、先ほどの市長の答弁の中でもご案内のとおりでございますが、「風林火山」の放

映に伴って紹介される山梨の魅力を確固たるものとし、笛吹市の観光振興に継続的に、かつ有

効的に結び付けていくために当キャンペーンに参加し、笛吹市を積極的に売り込んでいく必要

があると考えますが、当キャンペーンに対する関与を、もしできましたら具体的な方策でと思

いまして、ご質問をさせていただきます。 
 以上、再質問でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
 石川総務部長 

○総務部長（石川光次君） 
 海野議員の再質問の、最初の送迎バスの不測の事態に対します対処方法につきまして、答弁

させていただきます。 
 送迎バスの運行につきまして不測の事態が生じたときの対応につきましては、市と指定管理

者の間で取り交す基本協定書、この中の第１６条、緊急時の対応にございますように、緊急事

態が発生した場合は、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市に緊急事態発生

の旨を通報しなければならないとされております。 
 この協定書に基づきまして、基本的には送迎バスの運行についての不測の事態、そういった

ことの責任につきましては、指定管理者の責任において運行するということに定められており

ます。 
 いずれにしましても、すべてをお任せということではなくて、そういった事態に関しまして

は、市と連絡を取る中で適切な対応をするわけですけれども、協定書に基づきまして対処をし

ていきたいと考えております。 
 また、送迎バスの運行につきまして法令に抵触しないかという質問でございますけれども、



 ２５

これにつきましても、バスの運行につきましては、お客さんから料金を取っていないわけです

から、この目的は温泉施設の利用者の利便性を図るという、これが目的ですので、料金を取ら

ないということの中から、法律には抵触しないと考えております。 
 以上、送迎バスにつきましての答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
 次に、情報化についてのお尋ねでございますけれども、特に芦川に関してどのようにしてい

くかということでございますけれども、一番大きな課題というのは防災無線でございます。こ

れは、現状の笛吹市内におきましても、今後、デジタル化に向けてどういう構築をしていくか

というような、大きい課題があるわけですけれども、芦川につきましても、この流れの中で考

えていきたいと思います。 
 当面は、地域が大幅に距離が離れておりますから、従来どおりの方法で対応していきたい。

特に無線を使ってやる場合には、鉄塔を少なくとも１基、場所によっては２基造らなければな

りません。ざっと試算をしますと、鉄塔を造るだけで１基３千から５千万円くらいかかるとい

うことでございますから、相当慎重にやらなければいけないなと、このように考えております。 
 また、インターネットを含むインフラ関係でございます、デジタル化に向けて、これにつき

ましては、過日もきらめきテレビ、ならびにＪＡさん等と打ち合わせをする中で、光を引く場

合には共同した形で計画していきましょうという形で、話を進めさせていただいております。 
 当面、合併当初につきましては、ＮＴＴ回線（ドットコム）を活用させていただいて、整備

を図っていきたいと考えております。 
 以上でございます。 
 観光につきましては、産業経済部長がお答えをいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
 それでは、海野議員の再質問にお答えします。 
 質問内容につきましては、５点ほどと考えております。 
 観光面で、芦川との、都市と田舎の空間・憩いの場として、新笛吹市として取り組みを継続

していくかというご質問でございますけれども、基本的には芦川と合併することにより、笛吹

市は観光面については非常に追い風が吹いているという認識を持っております。 
 豊富な資源の中で、いかに何をしていくかということが課題でありますけれども、クライン

ガルテン、エコツーリズム、あるいは森林セラピー、あるいは兜造り、あるいは石垣等、今後、

地元の芦川村の関係者と協議をしながら、前向きに取り組んでいきたいと考えております。 
 次に、観光連盟等の設置の目的でありますけれども、基本的に観光農業の活性化ということ

をかんがみますと、今、笛吹市で一番重要なのは組織の充実という考え方です。旅館組合、バ

ス協議会、タクシー協議会、あるいは商工会、ＪＡ、これらの組織の充実をしっかり、できれ

ば法人化をしたいと考えておりますけれども。できるだけ早く法人化をして、連盟の組織を

しっかりしながら、これから情報発信をしていきたいと考えております。 
 情報発信する中でも、特に観光農業についても、まず拠点整備ということになります。観光
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についても、いかに観光地の情報発信をする場が必要であるか。あるいは、農業につきまして

も、ＪＡを中心とした農産物直売所等の情報発信が、非常に乏しいような状況と考えておりま

すので、連携をとりながらしっかりと情報発信をしていきたいと考えております。 
 次に、観光バスの関係です。観光客が石和の温泉駅へ降りた場合、次に何をするか、どこに

行けばいいか大変不安でありますし、非常に情報が乏しいと考えています。 
 ５月の末にバス協の６社と話し合いを持ちまして、できれば石和温泉駅から市内だけとはい

わず、例えば、Ａコースはフルーツ公園、恵林寺、ぶどうの丘のコース、Ｂコースは清里方面、

あるいは、Ｃコースは河口湖から博物館、そういうコースを設定して、それに日帰り温泉入浴、

あるいは桃狩り、ぶどう狩り、こういう付加価値を付けた観光的なツアーをしていきたいと考

えています。 
 あるいは、交通弱者の面での市内の循環につきましては、秘書政策室のほうで研究会を開催

して、順次進めていると聞いておりますので、私どもは観光の面から、県内全域に来た観光客

を石和温泉郷へ誘客するような方法、手段を検討中でありまして、できれば試行的にでも、

１０月くらいからやってみたいという考えを持っております。 
 次に、外国人観光客の受け入れ態勢でありますけれども、市内エリアの情報発信という面で

非常に遅れております。この面でパンフレットあるいは観光案内所の充実、それから標識、外

国語併記の案内板、それから言葉の対策、治安、あるいは価格、特に白色分離、料金体制の明

確化というものをこれから考えていきたいと思います。 
 特に、外国人観光客につきましては、６月３０日から私どもで訪日キャンペーン、あるいは

中国の肥城市から見えられますので、このへんで国際交流協会笛吹市全体として、組織的なも

のを立ち上げてほしいという願望がありますけれども、今、石和町・御坂町は交流協会が活発

でありますけれども、それを一本化できるような、笛吹市としてのものを立ち上げていきたい

と考えを持っております。 
 次に、ＪＲと県の関係のディスティネーションに、市としてどうしていくかということです

けれども、基本的には県と連携をとりながら、いままである市のイベント、お祭り等を充実し

ながら、ディスティネーション・キャンペーンに携っていきたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
 今、部長のほうからお答えしました観光連盟について、ちょっとだけ補足説明をさせていた

だきます。 
 この観光連盟を立ち上げるにつきましては、前議会でもご説明を申し上げましたけれども、

実は、合併をいたしました６町村の観光協会そのものに大きな差がございます。例えば、一番

大きい観光協会は会員が３６０名からいる。一番少ないところは２０名そこそこというような、

これだけ大きなギャップがございます。中でも、会費を徴収しているところと徴収していない

ところ。あるいは行事にしましても、同じように大きなギャップがあります。 
 なかなか観光連盟、観光協会を立ち上げるのに時間がかかりました。時間がかかりましたけ

れども、これからの笛吹市を一本化していくというような形の中では、どうしても観光連盟を、

連盟という形であっても立ち上げなければいけないというのが、前年度の皆さんの一致した共



 ２７

通の認識であります。 
 したがいまして、かなり無理がありましたけれども連盟を立ち上げました。そして、この連

盟を今年度は１つの法人にして、そして運営をしていく。これはなぜかと申しますと、今、職

員を派遣しておりますけれども、職員の受け入れそのものにも、今のままですと課題が残りま

す。１年間の研修という意味ではいいわけですけれども、そこの職員がころころ代わっていた

のでは長期の計画ができませんから、できるだけ早い時期に、今年度中を目標に進めておりま

すけれども、法人化をする。 
 そして、次のもう１つのステップとして今進めておりますのは、いわゆる観光連盟の中に部

会をつくっていただく。というのは、１つは温泉旅館を中心としたそういう旅館関係のグルー

プであるとか、あるいは、お土産を中心としたグループであるとか、もう１つは観光農園を中

心としたグループ、いくつかグループが考えられます。 
 この点については専門委員会をつくりまして、この中で今年度中に検討して、結論を出そう

という形で進めさせていただいております。 
 したがいまして、おそらく観光連盟をあんなにいい場所につくって、５人の職員でどこまで

やっていくのかと、いう疑問をお持ちいただくと思いますけれども。事務所についても、やは

り市役所の中に置いておいたのでは、独立した形でやっていくのに、どうしても今の役場の観

光課の延長線になってしまうというようなことを、一つひとつ形づくっていくために、あそこ

を事務所と定めました。特に、あそこを事務所に定めました大きな理由というのは、たまたま

山梨県民信用組合の建物でございまして、比較的安い金額で使ってくださいと、このようなお

話をいただきましたから、シルバー人材センターとともに、あそこに事務所を設けさせていた

だいております。 
 スタートしたばかりでございますから、ぜひとも、またご意見等ありましたらいただければ、

さらにありがたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 再々質問を許します。 
 海野利比古君。 

○１３番議員（海野利比古君） 
 再々質問をさせていただきます。 
観光についてでございますが、先月、私ども静岡県掛川市に現在放映中のＮＨＫ大河ドラマ

「功名が辻」に合わせて、掛川城内に設置されている大河ドラマの館を見学に行ってまいりま

した。 
関係者の方々からの情報や実際に私どもは現地で感じたことから、私が予想していたよりも、

はるかにたくさんの観光客が来場されており、新たな集客拠点・観光名所になりつつあるとの

お話も伺っております。 
そこで、これはあくまでも試案の提案になると思いますが、当笛吹市としても、来年のＮＨ

Ｋ大河ドラマ「風林火山」の放映に合わせて、官民共同によるイベントの開催ができないもの

かと考えます。 
ご案内のとおり、県は既に５月２８日に「甲斐の国風林火山博実行委員会」を設置し、来年

１月から１年間、甲府市の県民情報プラザの地下に大河ドラマゾーン、１階に、もともとござ
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います観光物産展示場を観光物産ゾーンとし、両方連携しながら、年間約２０万人の入場者を

目標にしていると報道されております。 
そこで、当笛吹市でもこの好機を逸することなく、風林火山の館を設置し、観光振興の一策

にしたらいかがかと思いますし、また、ぜひそうしてほしいと願うところでございます。 
具体的な取り組みにつきましては、ほんの一例を挙げさせていただければ、今、市長自らお

答えいただきました笛吹市観光連盟の設立、これを記念いたしましたイベントとして、連盟を

中心に官民共同の組織を立ち上げ、そこでその事業に取り組んでいったらよいと思うのですが、

いかがでございましょうか。 
そして、笛吹市が温泉や旅館、日本一の生産量を誇る桃・ぶどう、縄文土器、俳句、清流、

すずらん群生地、石垣づくりの段々畑、兜造りの農家といった豊富な観光資源を全国にアピー

ルしていく貴重な機会になるのではないかと思われます。 
そのために、観光関連の関係者の方々はもちろん、多くの市民の皆さま方それぞれが観光ガ

イドマスターというふうな形で活動していただき、そのリーダーとして市長をはじめとする市

職員の方々にも、観光立市・笛吹市のためご活躍をお願いしたいと切に願うところでございま

す。 
特に、これは私個人の思い入れかもしれませんが、荻野市長にお願いでございますが、笛吹

市からの観光カリスマ第一号を目指して、強力なリーダーシップで観光の振興に取り組んでい

ただきたいという、お願いでございます。 
以上をもちまして、質問を終わらせていただきます。 
どうもありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
来年の大河ドラマ「風林火山」につきましては、私も大変期待をしているところでございま

す。おそらく、私のみならず市民全員の方が、そういう方向で期待をしているのではないかと

思っております。 
そういう中にありまして、例えば、ロケ地一つ取りましても、１カ所でも笛吹市をロケ地に

使ってもらえないかというようなことで、コミュニケーションをよくするために、今年度から

職員を１人、県の観光部のほうに派遣させていただいております。笛吹市内をよく熟知した者

を派遣してございます。何回か調査をしているというような話を聞いておりますけれども、ま

だ決まったという話を聞いていなくて残念でございます。 
それから、もう１つは、風林火山展でございますが、これにつきましても大変ありがたいご

提案をいただきました。せっかく連盟ができたのだから、連盟も含めて展開したらどうかとい

うことでございますが、これにつきましても、しっかりとした検討をしてまいりたいと思いま

す。 
もう１つは、笛吹市の中にあるこういった資源をどれだけ掘り起こせるか、それから、博物

館との連携をどう深めていくか、こういった点も合わせまして考えていきたいと思います。 
いずれにいたしましても、前回の「武田信玄」の放映と比較しましても、「風林火山」のド

ラマにつきましは、市民あるいは県民の強い注目が集まっているところでございますから、そ

れにつきまして検討してまいりたいと、こんなように思っております。 
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よろしくお願いします。 
○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１１時１５分から行います。 

休憩  午前１１時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時１５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。 
中村善次君。 

○２４番議員（中村善次君） 
私は、正鵠会を代表して、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

質問させていただきます。 
戦後６０年余りの歳月が経ち、わが国の社会観念は大きく変貌を遂げ、世界第２の経済大国

に成長いたしました。 
しかし、この間、社会情勢は大きく変化し、日本人の持つ素晴らしい親子の愛情は薄れ、親

子の距離は拡大し、家庭内での親子の関係は立場が曖昧なものとなりました。子どもはなすが

ままに勝手放任主義の道を走り、秩序ある家庭、秩序ある社会は崩壊の一途に突き進み、手前

勝手が社会通念化しつつあります。 
子どもの生きる権利を守らなければならない親が、勝手に子どもの命を奪い、子どもは自分

の意のままにならないと親の命を奪う、あまりにも簡単に人の命を切り捨てる世の中になって

しまいました。 
学歴重視主義が数字の上で人の価値を計り、マスコミ等が勝ち組・負け組と評価を下し、そ

のような中で人よりも早く、人よりも強くなり、自分以外ほかはみな競争相手としか見えない

状況が、今、現実のものとなりつつあります。自分より力の弱い者を当たり前のように痛めつ

け、その被害者になっているのは、いたいけな子どもたちであります。今や学校の通学路でさ

え危険場所となっております。 
国は、子どもへの犯罪の厳罰化の強化を決め、法改正を含めた具体策を講じようとしており

ますが、本市としても、子どもたちの安全確保の対策を図るとともに、命の大切さ、人と人と

のかかわりの大切さを小さいころより繰り返し学ばせ、心の教育の育成に力を注ぐ必要がある

と考えます。 
荻野市長におかれましては、就任時より各方面に直接訪れ地域の実情を視察され、地域の声

を少しでも市政に反映すべく努力されておる姿を私も拝見し、大変うれしく思っておる一人で

あります。 
今後とも地域の声を大切にし、誰もが住んでよかったと実感できる市づくりに邁進されます

よう、議会の一員としてご支援申し上げることをお誓いし、以下、質問に入ります。 
まず、はじめに、今後の本市の産業・観光振興についてお伺いいたします。 
自然を守り、心の安らぎを持てる空間を創出し、人が集い、農業への活力、歴史・文化の探



 ３０

求等、本市が県内外の多くの方々に情報発信の拠点となるよう、大いに期待するものでありま

す。 
新市建設計画の中に、活力ある交流都市の創造、活力と交流の産業づくりを本市の大きな

テーマと掲げ、観光の振興、交流施設の充実が位置付けられており、観光スポットや農産物等

のイベント広場とし、桃やぶどうを中心としたテーマパーク的な施設整備の推進が策定されて

おります。 
桃の花見会場や特産物のＰＲなど、桃の主要生産地としてのブランド化を図るため、ピーチ

パークの推進や幹線道路沿いに特産物の直売、第６次産業と呼ばれる本市の特産物の加工製品

を、多くの観光客の方々に発信する直売所の設置など、地域資源の活用とともに民間のノウハ

ウを活用したミニグリーンパークの整備促進や、果樹生産の先進的な農業を学ぶ後継者や、海

外からの研修生等を対象に利用できる研修施設の整備が策定されております。 
また、本市の観光名所や素晴らしい景観地、農産物の直売所、商店街等の市内を巡る、県内

外から訪れていただいた方々を案内できる交通網の整備が必要ではないでしょうか。 
富士河口湖町を中心に運行されているレトロバスなど、本市独自の特色を発揮したカラーリ

ングのバスを運行することは、大いに意義があると考えます。 
こうした幾つかの施策を産業・観光の両面から総合的に、本市独自の農と自然がつくり出す

憩いの里構想のような、トータルに本市の魅力を発揮できる拠点づくりが必要と考えますが、

市長のご所見をお伺いいたします。 
産業・観光振興に関連して、新市建設計画の中に農林業振興を目的とする事業がいくつかあ

ります。その中に、農業基盤整備の推進、農村生活環境基盤整備の促進、遊休農地利用促進事

業の推進、農業活性化基幹施設整備の推進、日本一果実郷の広報宣伝活動の推進、農業振興支

援対策の充実、森林環境保全整備事業の推進が施策として盛り込まれております。 
各施策を計画的に遂行していくには、多くの予算と時間が必要と考えられます。それぞれ地

域ごとに特長を持ち、市民の考え方も多様化している中で、これまでの歴史を十分踏まえた上

で施策を遂行し、事業として進める必要があると考えます。 
本市の大きな特長は、日本一を誇る果樹生産であり、その歴史、特長を知る団体として農業

協同組合があります。地域住民はもとより、執行側の考えと地域生産者の声を代弁する農業協

同組合との連携は、今後の農業行政を進めていく上で大きな力となるのではないでしょうか。 
県においても、山梨ブランドの策定に取り組んでおりますが、本市の場合は日本一の果実郷

であることから、農業協同組合との連携の中から、本市独自の笛吹ブランドの策定が可能では

ないかと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。 
また、現在、本市の観光・果樹の消費宣伝活動が行われておりますが、この点についても、

大いに連携を持ち、お互いが支援し合える関係の構築が必要と考えます。 
今後の果樹の消費宣伝活動をどのように進めていくのか、また、今後、農業協同組合との連

携した宣伝活動をお考えになっているのか、お伺いいたします。 
重ねて、最近の果樹生産者の家族形態の変化により、生産者の高齢化、女性果樹生産者の増

加が見受けられます。県、農業協同組合が中心となり、営農指導員の育成に取り組んでおりま

す。しかし、財政難の今、これまで支援していた営農指導員設置の助成金が、合併後打ち切り

となり、指導員の推進を図る上で厳しい状況にあります。 
営農指導員は、技術・経営面の指導だけでなく、女性生産者の指導、今後退職し新に農業を
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始める方々の指導にと、多岐にわたる指導が期待されております。 
こうした点を踏まえ、今後、営農指導員の育成に本市としてどのように取り組んでいくのか、

お伺いいたします。 
２００３年の食品衛生法の改正に基づき、５月２９日よりポジティブリスト制度が施行され

ました。この制度は国内外で使われている、原則すべての農薬に残留農薬基準を設定し、基準

を超える食品の販売などを禁止する制度であります。 
農業協同組合を中心に制度の周知徹底に取り組んでいるとのことでありますが、万が一のこ

とに備え、農業協同組合は危機管理対策委員会を設置し、事故発生の対応に備えているとのこ

とであります。また、生産者には、万が一のことに備え、保険の加入などを促進されていると

のことも聞きました。 
本市は、言うまでもなく日本一の果樹生産地であり、多くの市民がなんらかの形で果樹関連

の仕事に従事しております。本市としても、決して事故が起きぬよう、市を挙げて対策を講ず

る必要があると考えますが、今後の取り組みについてお伺いいたします。 
次に、芦川村との合併後の取り組みについてお伺いいたします。 
新笛吹市建設の基本方針として、３つの基本理念が示されており、活力ある交流都市の創造、

快適な生活空間の創造、個性輝く自立都市の創造の３点が、新市建設に向けての大きな基本理

念として示されております。 
この基本理念に基づき、今後、合併を予定している芦川村との合併にも生かされるものと考

えます。 
そこで、いくつかお伺いいたします。 
芦川村は、多くの先人たちが少ない耕地を有効に利用するため、急傾斜地を利用し石を積み

上げ、基礎をつくり、開墾をし、見事な段々畑を作り上げました。また、この地域特有の兜造

りの日本家屋等も、この地域の歴史であり文化でもあります。山梨百名山に指定されている黒

岳、節刀ケ岳、釈迦ケ岳、春日山、滝戸山を村の周囲に配し、峠からの展望が素晴らしい新道

峠や、芦川源流の里として水とのかかわりの中で、生活を営んできたことと推測され、清閑が

保たれてきたものと思われます。美しい山麓の緑と、豊かで潤いのある水環境を効果的に活用

していくことこそ、新市建設の基本理念にある、個性を生かした自立した都市の創造につなが

るのではないでしょうか。 
このような観点から、今後、合併後の具体的な活用方法を現在お持ちなのか、また、今後、

進めようとしている事業があるのかお聞かせください。 
また、その昔、若彦路は言うまでもなく、甲府から大石峠を越え富士河口湖町から東海道へ

通じる甲斐の九筋といわれ、本県の主要道路の一つでありました。現在、県が進めている、仮

称若彦路トンネルは、総延長２，６１５メートルを誇り、平成２０年の完成を目指し、事業が

進められております。 
若彦路トンネルの全線開通後は、日本有数の観光地である富士北麓と笛吹市とを結ぶ主要幹

線道路となり、人の交流、物流が短時間で往来し、本市に与える影響は計り知れない大きな財

産となると考えます。 
国では、総務省が先ごろ、新たに地域間交流事業の一環として、都会と田舎を人が行き来す

る交流居住のモデル地域として、全国から応募を募り、芦川村を含む６市町村が指定されるこ

とに決まりました。その中で、芦川村は、「ほぼ定住型、どっぷり田舎暮らし」の項目に指定
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され、その他の市町村においては、短期または長期滞在型、往来型、田舎支援型等の事項にそ

れぞれ選出されたと伺いました。 
しかし、この指定はあくまでもモデル地域としての指定であり、具体的な事業の取り組みは、

あくまで各自治体の裁量にあり、こうした認定をいかに実りあるものに進めるかが、今後の課

題であると考えます。 
村に生活の場を置き、必要に応じて都会に出向くというような、新しい生活スタイルをどの

ように支援できるのか。また、過疎化が進む中で大きな問題となっている空き家対策をどのよ

うに、このモデル地域としての指定と連携して進めていくのか。都会の子どもたちの短期の山

村留学なども考えることができるのではないかと思われますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 
次に、放課後対策事業についてお伺いいたします。 
わが国では、国際化、情報化の進展など、大きく社会情勢が変化しております。特に昨今の

少子化問題は国の大きな課題とされております。本県においても、昭和５６年に１万人を割っ

た出生児数は、平成１５年には７，７２０人と減少の一途をたどっております。 
こうした中、放課後対策事業につきましては、少子化の観点から文部科学省の地域子ども教

室推進事業と、厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体的な事業とし、これまでの縦割り

行政の弊害を破り進めようとする画期的な事業であります。 
同事業は小学校の空き教室を利用し、年々増加している学童保育を地域のボランティアの

方々、また、地域の皆さま方にもご協力をいただきながら、放課後に児童が安心して過ごすこ

とのできる教室、また遊び場を提供できることを目的とされております。 
現在、本市におきましても今後、未整備の地域に児童館の設置を検討中と伺っておりますが、

この事業を踏まえながら、今後どのような取り組みをお考えなのかお伺いします。 
次に、今後の峡東病院の活用についてお伺いいたします。 
５月２７日に新しく「笛吹中央病院」が完成し、市長をはじめ多くの議員の皆さまも見学さ

れたことと思います。新庁舎の事業につきましては、今後の状況を踏まえながら検討していく

とのことでありますが、現在の本庁は、皆さまご承知のように大変狭く、職員の方々には大変

なご苦労があると考えます。また、現在、教育委員会は八代支所、企業局関係は春日居支所と

分散している状況であります。こうした観点から、空き施設となった峡東病院を整備し、分散

したセクションの集中を図ることも考えられるのではないでしょうか。 
立地的にも本庁に近く、福祉関係のセクションをはさみ、効率的な行政運営がなされると考

えますが、峡東病院の跡地利用、分散しているセクションの集中化をどのように進めるのか、

ご所見をお伺いいたします。 
最後に、結婚相談員と本市行政との関連についてお伺いいたします。 
昭和５０年代に農家の嫁不足を解消することを目的として、都留地区、峡東地区、峡中地区、

峡南地区の５ブロックに分けられ、山梨県結婚相談協議会として発足されました。以来、それ

ぞれの相談員の皆さまが各方面と連携し、情報を共有し、多くの成果を挙げてきたことは皆さ

まご承知のことと思います。 
しかし、大きく変わる社会情勢は、年々、結婚に対する考え方を変えようとしております。

男女とも晩婚傾向が社会通念として確立し、お互いが自分の時間を優先し、これまであった、

結婚して家庭をつくることより、自分の生活とスタイルを大切にすることが優先されはじめ、
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また、家族形態の核家族化が進み、子どもの世話を施設にお願いする傾向も含め、結婚へのあ

こがれ、喜びが薄れている傾向は、残念でありますが否定することができないのが現状であり

ます。この結果、結婚と少子化は相対関係にあり、現在の少子化問題の大きな要因となったこ

とは、皆さまご承知のことと思います。 
結婚相談員の皆さまには、こうした厳しい状況にありましても、出会いの少ない男女の方々

のパイプ役としてご尽力をいただいており、当然、結婚の相談、情報は厳重に守られておりま

すが、社会情勢と併せて現在では個人情報保護条例との関連により、情報の集積に大変ご苦労

されているのが実情であります。 
こうした点を踏まえ、今後、少子化対策の具体的な施策が、国・県・市町村によって行われ

ることでありますが、現在、具体的な行動を行っている結婚相談員の方々を大いに活用してい

くことが、目に見える形での事業と考えられます。 
そこで、幾つかお伺いいたします。 
まず、本市の花開く春の美しさ、夏から秋の果実の収穫期の素晴らしい風景を見学していだ

たき、果樹生産者のたゆまない努力を見ていただき、市行政と相談員との連携の中で、出会い

の場を提供することを考えてもよいのではないでしょうか。また、県内企業、各町村の県外の

県人会の協力をいただき、出会いの場への参加者を募ることもよいのではないでしょうか。そ

して、県内５地区にある相談員の方々の連携を図る、情報交換の場を行政の支援の中で進める

ことができないか、重ねて荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 
ご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
正鵠会の中村議員の質問にお答えさせていただきます。 

農業関係のご質問が大変多かったと思いますが、たまたま今日から、国もずいぶん変わって

いるなということでございますが、農林省の農林振興局企画部・総合企画班の農業水産技官と

いう方と、それから、やはり同じく農林水産部の農業水利課の国土技官という方、ならびに、

法務省の入国管理事務所の法務次官、この３名が笛吹市を今訪れておりまして、３日間研修を

しております。やはり国も変わったなというふうに思いますし、地方行政がどうなっているん

だろうかということで、おそらく勉強をしていただけると。たぶん明日、一般質問のときに傍

聴していただけると、こんなふうに国も変わってまいりました。地方の中でもいろんな問題を

角度を変えてやっていかなければいけないのではないかと、こんなふうに今、中村議員の質問

を伺いながら感じた次第であります。 

はじめに、農と自然がつくり出す憩いの里構想についての質問にお答えさせていただきます。 

総合的に農と自然がつくり出す憩いの里構想と、その拠点づくりにつきましてご質問をいた

だきました。言われるとおり、果樹栽培を中心とする農村風景と、その周辺や背後で一体感を

醸し出す清流や森林の自然環境に恵まれた本市は、その全域が、いわゆるグリーンパークとも

言えると思っております。 

都会の人々に魅力と憩いをもたらす、この素晴らしい農村自然環境で生産された、安心でき
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る農産物を強調していきたいと考えております。その一環ともいえる地域での取り組みが、既

に市内数個所で行われております。その１つ、ホタルの舞う里づくりとして進められておりま

す。今年度はその活動に予算面でも応援させていただき、地域の河川や自然を守る活動に期待

をするとともに、その推進にあたっての支援を図っていきたいと思います。また遊休農地の整

理活用の補助制度を利用して、交流体験農園としての計画を持たれて、取り組みを始めた農業

経営者も出てまいりました。 

また、農業振興の具体的な指針ともなるべきものとして、農業振興行動計画をはじめとする

数種の策定作業に取り組んでおります。農業振興行動計画の策定にあたっては、流通業務にか

かわる機関も含め、ＪＡ等とも協議を進めさせていただいております。この作業は今年中には

終え、具体的な事務事業に反映できるようにと考えております。 

全体的な調整が伴う土地利用や大規模な施設整備など、中長期的に検討が必要な基本的部分

につきましては、市の総合計画策定に向けての作業としていきたいと考えております。 

次に、行政と農業協同組合との連携についてお答えします。 

ＪＡとの連携による笛吹ブランドの策定についてでありますが、現在、農業振興行動計画の

策定作業を進めております。この中で笛吹ブランドの農産物およびその加工品等を、いかにし

て計画し、開発して、確立していくかが重要な検討課題となっております。しかし、この問題

は大きな課題がございます。それは、それぞれの地域で、いままで培ってきたそれぞれのブラ

ンドがございます。一宮は一宮としてのブランド、春日居は春日居としてのブランド、御坂は

御坂としてのブランド、八代は八代としてのブランド、境川は境川としてのブランド、石和は

石和としてのブランド、いわゆる、ＪＡの中でもこのブランドをどう取り払い、ＪＡ笛吹がど

う一本化していくか、大きな課題であるというふうに、過日、組合長さんをはじめ組合の役員

の方もおっしゃっておりました。 

そういったことも踏まえながら、この問題についてはじっくりと煮詰めていきたいと考えて

おります。 

次に、ＪＡとの消費宣伝活動の推進についてであります。 

果実の消費宣伝にあたっては、今年度からすべて農政課が主管するところにより、ＪＡと連

携して事業展開をより一層進めたいと考えております。 

具体的には、今年は昨年の海の日を境とした桃の販売価格の低下の実態を踏まえて、出荷の

ピークが予想されます７月２２日、２３日の両日に、大阪のスーパーの店頭で試食品を持ち込

んで直接消費者への宣伝活動を、ＪＡと共同で計画いたしております。ほかにも西武球場で桃

とぶどうを合わせて４回、また峡東地域の県、市、村、ＪＡで構成する峡東地域特選農産物ブ

ランド化推進会議でも、京浜方面の市場と消費者を対象とした、桃とぶどうの消費拡大に向け

た宣伝計画が持たれております。 

現在、策定中の農業振興行動計画の策定にあたっても、流通業務の専門員にも参画をいただ

き、消費宣伝についての協議、検討もされております。今後の果実の消費宣伝事業の実施につ

きましては、ＪＡをはじめとする農業関係機関と連携し、効果的に実施ができますよう考えて

いきたいと思います。 

次に、営農指導員の育成に本市としてどのように取り組んでいくのかの質問です。 

ＪＡに設置されている技術指導員等につきましては、農産物の栽培や販売をはじめとする農

家への指導が主な業務となっております。合併前の一部町村におきましては、その設置の促進
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や充実を目的とした補助金が交付されていた経過がありました。また、一方では、一定の成果

が得られた等の理由で補助金を整理する見直しも行われておりました。 

市としましては、これからはＪＡと連携を図り、果実の消費拡大宣伝事業の充実を図りたく、

一部町村に残されておりましたこの制度を見直し、該当するＪＡのご理解をいただき一応の整

理を行ったところです。設置主体でありますＪＡの、技術指導員にかかわる新たな取り組みや

事業展開を計画された場合には、支援を積極的に検討していきたいと考えております。 

次に、ポジティブリスト制度の本市の対応についてでございます。 

中村議員もご承知のとおり、食品衛生法の改正に基づき５月２９日から導入された制度で、

これまで基準値がなく規制されていなかった農薬についても、一定量を超えて残留する場合は、

食品の販売を原則禁止する制度です。この制度により、残留農薬の基準のない農薬については、

一定の残留基準値０.０１ppm（1億分の1グラム）以下の数値が示されました。 

この制度は、果樹を主体とした「桃・ぶどう日本一の郷 笛吹市」の農業振興を図る上で、

消費者の食の安全・安心を求める必要性も理解はできますが、身に覚えのない農薬検出で販売

停止、さらには、これによる産地のイメージ低下や風評被害等が懸念されることは非常に大き

な問題であるととらえております。 

このような状況の中で、県、市、ＪＡ等では、制度導入にあたり、さまざまな対応を図って

きたところであります。 

市におきましては、国、県等の情報に基づき、笛吹、フルーツ山梨、両ＪＡと連携し、まず

は、この制度を農業者に正しく理解していただくことが重要であることにかんがみ、啓発活動

の一環として市のホームページへの掲載、また５月号の広報「ふえふき」へも特集を組み、情

報提供や啓発を行ったところであります。 

今後につきましても、農業団体の研修会や講座等の開催の折、可能な限りの情報提供や指導

を行っていきたいと考えています。さらに消費者にも正しい知識と農作業への理解を深めるた

め、広報誌等媒体とした啓発活動を継続していきたいと考えております。 

特に、この度の制度導入は技術的指導部門を担っているＪＡの役割は、非常に重要であるた

め、既に、ＪＡでは啓発用のパンフレットおよび代替農薬のリスト等の配布や、営農指導員を

中心に各支所単位における説明会を開催し、農薬の散布方法や防除日誌の重要性を改めて説明

してきたところです。 

市では今後も、県の指導もいただきながら、両ＪＡと常に連携を密にし、農業者はもちろん

のこと一般市民の消費者に対しても、正しい制度の理解をしていていただけるよう、情報の提

供や啓発活動等を継続していきたいと考えております。 

なお、この度の制度導入をマイナス面ばかりにとらえず、市内でも取り組みが見受けられる

資源循環型農業や、環境保全型農業への取り組みも支援し、常に消費者ニーズに応えることが

できる安全・安心な農産物の生産が行われるよう、関係機関と連携を図る中で努力していきた

いと考えております。 

次に芦川村との合併に向けての取り組みについてのご質問です。 

８月１日に両市村が合併することで、山々に閉ざされ独特の自然景観を有する地域が、新た

に笛吹市の魅力の一つとして加わってまいります。芦川地域の豊かな自然と、先人の築き上げ

てきた貴重な資源とが融合し、人々に癒しを提供できる景観は、笛吹市の宝になるものと確信

いたしております。 
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今後、この素晴らしい地域資源が市民の憩いの場として、そして、癒しの場、体験学習の場

として生かすことができますよう、いわば、地域一体が自然公園として活用できますよう、景

観の保全方法や景観条例の制定に向けての検討など、ＮＰＯなどのご協力をいただきながら、

芦川地域のみなさんと共に考えていきたいと思っております。 

次に、芦川村における総務省指定事業についてお答えします。 

これは、交流を主たる目的とする都会と田舎を行き来するライフスタイル、いわゆる交流居

住に関する施策を総務省が展開しており、４月２８日に発表された「過疎地域における交流居

住の推進に関する調査」の中で、施策推進のための一つである「モデル市町村における交流居

住推進プログラム策定事業」の対象市町村として、芦川村が選定されたものであります。 

報告書の中では、芦川村の目指す交流居住タイプとして、「ほぼ定住型、どっぷり田舎暮ら

し」とし、課題となっている空き家の利活用について、研究会の開催や空き家に関する情報の

蓄積を行うなど、解決のための展開すべき施策が提案されています。 

これから、いわゆる団塊の世代といわれる昭和２０年代前半に生まれた方々が、一斉に退職

するときを迎えようとしています。このときを過疎地域におけるチャンスとしてとらえ、人口

減少に伴う空き家の増加など、抱える課題の解消はもとより、そのような方々の自己回復でき

る癒しの場として、また、蓄えた知識や技術などを発揮していただくことも期待しながら、新

笛吹市においても推進してまいりたいと考えております。 

また、山村留学についてでありますが、これは財団法人全国山村留学協会の事業であり、芦

川村はそこに加入し、定住促進事業の一環として取り組んでおります。この事業は、自然豊か

な山村でさまざまな体験をしながら、地元と密着した生活を営み、子どもの生きる力をはぐく

むというものです。 

しかしながら、教育的効果につきまして、全国山村留学協会ではデータに裏づけされた検証

がなされておらず、それぞれの自治体において独自の運営をしており、参加者の確保や受け入

れ体制に悩みを抱えているところも少なくないと聞いております。 

笛吹市として、今後も継続して事業を進めていくか否かにつきましては、合併に関する学校

施設等の検討委員会の中で、併せて検討させていただきたいと考えております。 

次に、放課後対策事業についてのご質問についてお答えします。 

この事業は、国からの通知によりますと、少子化対策の一環として、文部科学省の放課後子

ども教室推進事業と、厚生労働省の放課後児童健全育成事業の両事業を一体的、あるいは連携

して実施する、仮称「放課後子どもプラン」を創設し、小学校の空き教室などを活用、ボラン

ティアの地域住民等の協力を得て、総合的な放課後対策事業に取り組む内容であります。 

放課後児童健全育成事業は、いわゆる学童保育事業でありまして、本市では現在１０カ所に

学童保育室を設置しており、そのうち４カ所につきましては、既に学校の空き教室等を活用し

ているところであります。 

児童館につきましては、現在、市内に５カ所のみの設置にとどまっておりまして、充足され

ていない未設置地域への検討が急務となっております。 

未設置の地域であります石和富士見地区および御坂地区からの要望書を受けまして、それぞ

れの地区に児童館建設検討委員会を立ち上げ、学童保育事業についても、併せて現在検討を

行っているところであります。 

放課後対策事業について、今後、具体的な方策・連携方法・推進体制・予算措置等について
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示されることと思われますので、本市におきましても、教育委員会と保健福祉部とで連携し、

児童数の推移等を踏まえながら、対応していきたいと考えております。 

次に、今後の峡東病院の活用についてお答えいたします。 

山梨峡東病院につきましては、平成１４年５月、当時の石和町立峡東病院の赤字経営からの

脱却を目的に、医療法人康麗会（上尾中央医療グループ）と石和町で病院移管の基本協定書を

締結し、平成１４年１０月１日から医療法人康麗会（上尾中央医療グループ）が経営を引き継

ぎ、地域医療を担っていただきました。 

その後、同法人は石和町四日市場地内への新病院建設を進めてまいりましたが、この度の新

病院の完成に伴い、６月６日から「笛吹中央病院」として開院しております。 

これに伴い、山梨峡東病院は閉院となったことから、石和町当時から貸し付けていた土地の

笛吹市への返還とともに、病院建物についても笛吹市への返還について基本合意を得ておりま

す。 

議員からの、空施設となった山梨峡東病院を整備して、現在分庁方式で分散しているセク

ションの集中化を図ることが考えられる、とのご意見でありますが、同施設は建設後、既に

３６年が経過しており、老朽化とともに新耐震基準前の建物であることから、今後、安全性や

建物・設備の状況確認、および部屋の配置等を確認し、分庁方式による事務の非効率化ならび

に利用者の不便解消は重要な課題でありますので、幾つかの視点から利用可能性等について検

討を行ってまいりたいと考えております。 

次に、結婚相談員と本市行政との連携についてお答えします。 

近年、若者の結婚に対する意識が大きく変わりました。未婚化、晩婚化が少子化の要因の 1

つといわれております。過日の新聞報道では、１人の女性が生涯に生む子どもの数は１．２５で、

出生率の最低を更新したとのことです。 

１人でも多くの若者が希望を持って生き、一日も早く幸せな結婚ができるような環境づくり

が必要であり、結婚相談員さんに寄せる期待も大きいものがあります。 

笛吹市結婚相談員につきましては、平成１７年４月に１９名の方に、１７・１８年度の２年

任期で委嘱状交付を行いました。１７年度の活動は主に、年１２回の総合相談の中で結婚相談

活動を行いましたが、１８年度４月からは、広報ふえふき４月号でお知らせしましたように、

結婚相談単独で月２回金曜日の午後、スコレーセンター会議室で行っていますが、相談者が少

なく、７月からは毎月各町のカレンダーでもお知らせ周知することにしています。 

５月末の申込者状況は、男性が１８名、女性が４名の２２名で、うち農業従事者は１名でご

ざいます。 

結婚相談所を開設して２カ月が経過したばかりですし、また女性の申し込みが少ない状況で、

これからのより一層の周知が必要だと考えております。 

また、ご質問の出会いの場の計画は、県内５ブロックの連携はでございますが、結婚相談活

動は広域的対応も必要となりますが、市町村合併が一段落したばかりで、各地区も体制が整っ

ているところは少なく、取りまとめ役のいないのが現状です。県においても担当の窓口はなく、

６月１３日に開催される県内５地区で構成している山梨県結婚相談員連絡協議会総会では、県

に結婚相談担当の設置要望も計画しています。 

また、先進事例の発表も計画されていますし、秋に予定の峡東地区結婚相談員連絡協議会総

会においても、意見交換が行われる予定です。 
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ご提案いただきました、県外を視野に入れた出会いの場の提供、企業団体等への協力、情報

交換の場の支援についてですが、相談員さんと相談しながら、少しずつでも前進できたらと考

えております。 

以上、答弁とさせていただきますので、よろしく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。 

中村善次君。 

○２４番議員（中村善次君） 

再質問を数点いたしたいと思います。 

先般、私どもの会派とＪＡ常勤役員さん、それから企画総務部長さんも交え、多岐にわたり

意見交換を行いました。 

残留農薬にかかわる件が大きな課題でありますことにより、以下、ポジティブリスト制度の

施行に伴う保険の加入と、残留農薬自主検査にかかる費用の助成についてお伺いをいたします。 

系統保険機関の共栄火災から２つのポジティブリスト対応の保険が発売されさました。日本

農業新聞にも掲載され、ＪＡ笛吹もこの問題に真剣に取り組んでおられます｡内容によります

と、販売中止回収費用保険につきましては、卸売市場または市場外取引により、出荷した野菜・

果実等が、保健所または食品検査場の検査で一定基準を超える残留農薬が検出され回収命令が

出されることにより、支出した回収費用に対する保険であり、支払限度額１千万円、縮小補填

割合８５％の内容であります。 

次に、販売中止見舞費用保険の内容につきましては、出荷した野菜・果実等が販売できなく

なったことによります、農協が定めた見舞金規程に基づいて、見舞金を保障する保険でありま

す。支払限度額５千万円、見舞金規程の支出割合８５％であります。以上の保険料は契約時に

見込み取扱高に基づいて暫定保険料となります。保険期間終了後に確定保険料との差額精算と

し、販売計画１３１億８千万円で申し込みを行いますと、販売中止回収費用保険料１６９万１，

５１０円、販売中止見舞費用保険料５００万９９０円、合計いたしますと６６９万２，５００円

の保険料となりとます。 

既に５月２９日より制度が始まっております。保険におきましては、既に農協が立て替えて

加入済みであるというお話を伺っております。 

また、残留農薬自主検査を行うために、１検体当たり６万円の費用が必要となります。予定

として４０から５０検体を計画しておると伺っております。本市基幹産業である果樹・野菜生

産者救済として、特段のご理解をくださいますよう市長のお考えを伺います。 

次に、指定金融機関２年間の輪番制についてお聞きいたします。 

ＪＡ笛吹の説明によりますと、信連に確認したところ、コンビニ決裁を含めシステム対応が

図れない状況にある。また、システム対応には莫大な経費も必要となり、指定金融業務は無理

であろうとのお話がなされました。この旨を理事会に提案し、早急に結論を出したいお話がな

されました。今後の指定金融機関につきまして市長のお考えを伺いたいと思います。 

次に、市内小中学校の通学路の安全確保について、３点ほどお伺いいたします。 

ＰＴＡ、教師、地域の皆さまの協力を得ながら、通学路の安全確保が保たれていると思われ

る市内小・中・高の数と、現況どんな取り組みがなされているのか、詳細に説明を願います。 

次に、今後、市内全小・中・高に対し、青色パトロールカー導入を含め、どのような施策を
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用い安全確保の確立を行うのか伺います。 

最後に、大人による子どもたちへの凶悪犯罪が増加しております。日本の社会は異様を呈し、

戦後６０年の教育に疑問を投げかけているように思われます。このような社会を変えるには、

子どもたちに幅広い考え方や道徳感を教え、長い年月を費やし変えていくことが重要かと思わ

れます。 

本市として、先進的教育を目指すことを望むものであります。笛吹市独自の道徳教育を含む

確固たる教育対策の取り組みがなされるのか伺い、誇れる郷土・笛吹市でありたいものと思い

ます。 
以上、３点について質問いたします。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
３点のうち、ＪＡの指定金融機関について、まずお答えさせていただきます。 
指定金融機関の輪番制についての質問でありますが、合併協定書では、指定金融機関の指定

については、６町村の指定金融機関の中から合併までに調整するとありました。この協定に基

づき調整を行い、その調整の結果は山梨中央銀行、笛吹農業協同組合との輪番制とすることに

決定したところであります。しかし、この輪番制は笛吹市発足当時におけるものでありまして、

将来的には、この方法について約束するものではありません。笛吹市発足当初の指定につきま

しては、合併協議会で決定し山梨中央銀行を指定したところであります。輪番制における交代

時期につきましては、平成１８年１１月１日と定め、平成１６年８月２３日付けで、両金融機

関へ通知済みであります。 
笛吹農業協同組合の対応につきましては、正式に伺っておりませんけれども、いずれにいた

しましても、交代時期まで残すところあと４カ月余りとなりましたので、指定金融機関として

の業務が停滞することのないよう、両金融機関と具体的に協議・調整を図っていく考えであり

ます。 
ポジティブリストにつきましては産業経済部長、ならびに、通学路等につきましては教育委

員会でお答えをさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 

中村議員の再質問のポジティブリストの保険加入と助成について、お答えいたします。 

今月の６日に２００５年度版の農業白書が閣議決定されました。その中で、国内農業は農家

の高齢化、耕作放棄地の増大など危機的な状況にあるといっております。具体的な対応策とし

ては、農業法人の設立や集落営農組織の促進を掲げております。今後、農業研修の充実や集落

営農支援といった施策を通じて、特にＪＡと連携を取りながら、農業経営の安定化を図ってい

かなければならないと思っております。 

その中で、ポジティブリストにつきましては、私どもも基準違反と回収・廃棄は別にすべき

であるとか、あるいは、検査する県がいつどういうタイミングで違反事例の公表をするか、あ

るいは、公表基準のランク付けが必要ではないか。例えば、Ａ、Ｂ、Ｃランク付けで、違反は

しているけれども人体に影響はないかと、いうようなランク付け等々、公表基準の確認を行政
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として、われわれは急いでいきたいと考えております。自主検査につきましても、９月まで月

１回の費用等がかかるといわれております。 

その中で、議員のご質問の保険料の助成につきましては、市といたしましても、保険制度の

効果・重要性を認識した上で、農業共済制度の推移や保険の加入状況、および、ＪＡ以外の出

荷団体等の動向を見ながら、検討していくことが重要であると考えております。 
以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
通学路等の安全確保、その他の質問についてお答えさせていただきます。 
ご質問の通学路の安全確保の現状でありますが、市内の１３小学校すべてに安全マップが作

られております。それに基づいて職員による定期的な通学路の点検を実施しておりますし、さ

らに、注意個所等につきましては、そのマップに記入いたしておりますが、その記入の仕方も、

本人がその場を歩いて、こういうところが危ないと。学校のほうで直接危ない場所だけを示し

て、ここは危険だから気をつけろということではなくて、自分たちが歩いた上で危険個所に印

を付けるとか、こういうふうな方法を取っております｡ 
また、不定期ではありますが、職員が昼休みの時間等を利用して地区の巡回を行っておりま

す。下校時につきましては、集団下校というようなこともいたしておりますし、それから必要

に応じて教職員の付き添いも行っております。 
そのほか、地域のご協力を得て安全ボランティアも現在５００名を超え、それぞれの学校の

実情に応じて活動をしていただいております。 
現在、市が講じております具体的な安全策といたしましては、県からの委嘱であります２名

のスクールガードリーダー、この方たちに市内各学校の通学路の安全上の点検など、また学校

の安全相談とか、それから通学路の安全確認、こういうふうなことを行っております。 
また、現在取り組んでおります事業でございますが、子どもと高齢者心の交流推進事業とい

うものがございます。この事業は小学校低学年児童の下校時刻に合わせて、地域の高齢者の皆

さんに通学路を巡回、あるいは同行していただいて、無事に家庭に下校できるように協力をい

ただく事業であります。 
これらの善意に市としましても、巡回用ジャンパーおよび腕章の配布をいたしておりまして、

今回の補正予算に計上させていただきました。５校分で、市内全校に合計１，５００枚を配布

し、完了しまして、有効に活用していただけるものと期待をいたしております。 
このほか、各地域の放送施設を利用しての、子どもたちの下校を知らせ、市民に注意をして

もらう方策も講じております。また、一人ひとりを守るため、その有効性が証明されている防

犯ブザーを小学生全員に配布いたしました。 
これらいろいろな角度から、より安全な下校が確保できますような策を講じております。 
次に、道徳教育についての取り組みついてお答えいたしますと、学校における道徳教育につ

きましては、現在、道徳の時間、それから教科の時間、特別活用および総合的な学習の時間を

利用いたしまして、指導を行っております。 
これらの教育の振興を図るために、そのモデル校として、本年は石和東小、御坂西小、御坂

中の３校に「心に元気をはぐくむ道徳教育推進事業」の県指定を受けました。これにつきまし
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ては、学校における道徳教育を核として、学校・家庭・地域が連携し、実践活動を通して児童・

生徒の心に元気をはぐくむ道徳教育の推進を図るというもので、今後、これらの実績を参考に

して、市としても社会の基盤である道徳教育について、取り組んでまいり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） 
再々質問を許します。 
中村善次君。 

○２４番議員（中村善次君） 
青色パトロールカーの導入のお考えがあるとすれば、それらも通学路の安全確保のほうに、

どういった形でご利用なさるのかそのへんも、先ほど質問したと思いますけれども、ご答弁を

お願いいたします。 
○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

青色パトロール車の件につきましてお答えいたします。 
今回の補正予算の中で９０万円をお願いしてございます。ただ、これは公用車の維持管理と

いう部門から管財課のほうで計上させてもらいますけれども、この運用業務につきましては、

誰が運転するのか、あるいは開始時期はいつなのか、所管課・部局について早速にも決めてい

かなければならないわけですけれども、当面、今回の予算の中で９０万円を補正させていただ

きます。運転者につきましては、当然、警察の講習を受けなければなりません。職員がやるの

か、あるいは外部へお願いするのか、これらにつきましても部局・担当課をどこでするのか、

そういったもろもろのことを含めまして、早速にも決めていきたいと考えています。 
○議長（龍澤敦君） 

ただいまの石川部長のお話は、再質問の中で出ました問題ですので、改めて再々質問を許し

ます。 
（「結構です」の声あり） 
以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は、改めまして報告をさせていただきます。 

休憩 午後１２時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時４０分 
○議長（龍澤敦君） 

再開する前に、宇野教育委員長より、葬儀のため欠席届が提出されていますので、ご報告い

たします。 
再開いたします。 
続いて、清新会の代表質問を行います。 
新田治江君。 
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○２６番議員（新田治江君） 
通告に従いまして、清新会を代表して質問いたします。 
公共施設および企業誘致による地域振興策と安全なまちづくりについてと、男女共同参画社

会の構築に向けての質問をします。 
１点目、公共施設および企業誘致による地域振興策と安全なまちづくりについて、公共施設。 
県の甲府峡東地域ごみ処理広域化計画Ｃブロック・甲府、笛吹、山梨、甲州の４市の建設候

補地の地元説明会が終了しました。事業を進める上で、住民の協力が一番重要かと思います。 
次のような声が挙がっていますので、ここでお知らせいたします。 
上寺尾区では、開発検討委員会が中心となり陳情を出し、推進を進めていますが､まだまだ

農業を続けていたいという人もいます。中寺尾区や間門区におきましては、下流の川の氾濫や

交通渋滞、地下水の汚染等による公害に対する不安の声が挙がっており、もう一度話し合いを

してほしいという意見や、事業の進め方が一方的すぎるので、白紙に戻してほしいという意見

もありました。 
市の環境課の返答は、「５月１日が初めての話し合いなので、これからです」ということで

したが、以後の話し合いを持っていないようですので、事務事業を進めることと同時に住民へ

の今後の対応についてお聞きします｡ 
住民との話し合いは今後どのようにしていくのか。甲府市との使用期限についての状況は。

地域の活性化としての整備構想は。 
企業誘致による地域振興策について。 
断熱パネル設計製造のイワタニが本社工場を石和町から八代町米倉に新築移転した記事が

新聞に掲載されていました。境川町大坪の農村工業団地におきましても、現在２社の工事が

６月には整地が終わり建物着工に入る段階になっています。地域振興が活発に進み地域にとっ

て希望が持てます。交通の利便性も良い地域、また鎌田川をはさんで未使用の土地もあります。

工業団地拡大、企業誘致による振興策などがありますか、お聞きします｡ 
公共空間について、安全・安心なまちづくりとして、歩行者誰もが安心して歩ける公共空間・

歩道についての取り組みをお聞きします｡ 
市内を見て、点字ブロックが途中で終わっていたり、車イス歩行も困難な個所もあります。

人の往来があれば、子どもが襲われたりする事件も未然に防げるかもしれません。安心して歩

ける歩道についての取り組みをお聞きします｡ 
点字ブロックの統一は。また、地域・都市計画・道路づくりに今後どのように反映していく

のかお聞かせください。 
２点目、男女共同参画社会の構築に向けて。 
現在、県内出生率１．３１と過去最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。ま

た、６５歳以上が山梨県は２１．３％と、将来、４人に１人が６５歳以上の超高齢化社会を迎

えることになります。これからの社会はお互いの持ち味を生かして共同していくことにあり、

夫婦・家庭が核となり地域づくり、地域の活性化が重要となってきます。 
笛吹市におきましては、３月に「輝け男女共同笛吹プラン」の全戸配布、「輝け男女笛吹フォー

ラム２００６」の開催と事業展開については評価できます。 
これからの地域浸透についてが必要となってきます。そこでお聞きします｡ 
推進部会での目標、男女共同参画推進室の設置、推進条例の制定、参画都市宣言などについ
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ての今後の計画。庁内職員への啓発活動は。地域のミニフォーラム開催のための支援体制につ

いてお聞かせください。 
以上、質問を終わります。 

○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） 
清新会、新田冶江議員の代表質問、公共施設および企業誘致による地域振興策と安全なまち

づくりについて、お答え申し上げます。 

最初の質問であります、「最終処分場を含むごみ処理施設建設予定地、地元説明会を終え今

後の対応は、影響を受ける間門地区の了解は得られたのか」について、お答え申し上げます。 

地区説明会につきましては、去る５月１日、間門公民館におきまして区民１８名および関係

議員さん、市関係者が出席いたし開催させていただきました。４市が寺尾地区を建設候補地と

して決定した経緯と今後のスケジュールについて説明を行いました。 

説明会では、最終処分場の規模や埋め立てる内容等、また、施設から出る排水についての処

理や下流域での影響、現在行っている畑総事業との整合性などの質問がございました。 

市といたしましては、これらのご心配やご意見を傾聴し、誠意ある対応をさせていただく所

存でございます。 

今回は地元に入っての初めての地区説明会でございましたので、今後、さらにご理解を深め

ていただきご協力いただけますよう、説明会などを通して努力してまいりたいと考えておりま

す。 

次に、「甲府市との使用期限の話し合いについて」でございます。 

甲府市環境センターごみ処理施設の稼動期限、いわゆる２２年度問題についてでありますが、

増坪町、西油川町および上町の、これら地元３町と甲府市との間で取り交わされた協定書によ

り、この施設での稼動期限が平成２３年３月３１日までという内容のものでございます。この

期限内に、新しいごみ処理施設での稼動につきましては、かなりの困難が予想されるとは思い

ますが、ご理解をいただけますよう、甲府市を含めた関係３市と協力しながら努力してまいり

たいと考えております。 

次に、「最終処分場についての理解はされたか」であります。 

市といたしましては、最終処分場に関するご心配やご不安等についてのご意見や要望等、積

極的に耳を傾け、その解決に向け、地区説明会などを通して誠意ある対応をさせていただく所

存でございます。 

次に、「最終処分場用地の整備構想は」についてでございますが、最終処分場用地の整備構

想につきましては、県の関与が不可欠でございますので、今後、３市とともに県環境整備課や

県環境整備事業団と協議を重ねる中、より安全な施設整備を働きかけてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくご理解をお願いいたします。 

次に、「企業誘致による地域振興策について」のご質問にお答えします。 

本市における工業導入施策については、石和町、春日居町を除く４地区において、旧町村の

時代、まちづくりの根幹として工業導入地区を設定し、農業と工業の調和の取れた地域の発展

および就業構造の改善に資することと、地域ならびに企業ニーズに応えることを目的として、
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優良企業の導入促進に努めてきたところであります。 

ご質問の、境川大坪工業団地についても同様に、旧境川村の工業振興施策の中心として当該

地域に企業誘致が図られ、現在、計画されている残り約３ヘクタールの企業誘致も、関係者の

ご理解ご協力をいただき終了の段階となり、これにより計画区域のすべてが導入済みとなりま

した。 

今後の企業誘致については、本市の工業振興施策の重要部門であることを認識し、特に農業

振興施策との連携や整合性を図る中で、中長期的、総合的な判断を行い、より効果的な成果を

得ることを目指していくことが必要であることから、当該地区の状況なども十分踏まえ、笛吹

市全体の工業振興施策を確立し、その中で位置づけを行うことが重要かつ必要であると考えて

おります。 

よって、策定準備中の本市総合計画や都市計画マスタープランの中で、地域や企業ニーズを

把握し、さらに社会経済・地理地形等の情勢などを加味し、関係機関のご意見等を賜りながら

調査研究を行い、加えて、農業振興地域整備計画など農業関連計画との整合性を図り、しっか

りとした位置付がなされる中で、本市の工業振興施策の重要な地域の一つとして検討していき

たいと考えております。 

次に、「安全・安心なまちづくりとして、歩行者誰もが安心して歩ける歩道についての取り

組みは」についてお答えします。 

まず、地域・都市計画にどのように反映していくのかのご質問であります。 

国道、県道については歩道の整備が進んでおりますが、現在、歩道が設置してある市道は、

石和１号線、御坂１号線、境川１０号線等主要路線は３２路線であり、延長は約２３キロメー

トルであります。用地確保等の問題もあり、思うように歩道の設置が進んでいないのが現状で

あります。 

旧石和町では、平成１３年度から交通バリアフリー基本構想を全国の自冶体に先駆けて公表

しています。この基本構想では、すべての歩行者に対して、安全・快適な歩行空間を提供して

いくことは、すべての住民に対して、やさしい安全なまちづくりになるという観点から策定さ

れています。今年度から策定を始める笛吹市都市計画マスタープランにおいても、この考えを

取り入れ策定していきます。 

今後、新設道路および歩道未設置道路については、この考え方を基本とし、歩行者誰もが安

心して歩ける歩道についての取り組みを進めてまいりたいと考えます。 

次に、点字ブロックの統一はとのご質問であります。 

点字ブロックは、正式には視覚障害者誘導ブロックと言い、位置表示用（点状ブロック）と

誘導表示用（線状ブロック）の２つの基本的なタイプに分かれています。ＪＩＳでも規格を統

一しようとする動きがありますが、現実的には統一されていないのが実情です。 

点字ブロックの設置に際しては、歩道の形態（アスファルト、インターロッキング、コンク

リート）によって決定しており、一概に統一するのは難しいと考えますが、今後、利用者から

の意見を聞き対応していきたいと考えております。 

続きまして、「男女共同参画社会の構築」についてのご質問にお答えします。 

本市では、合併前の旧町村が推進してきました男女共同参画にかかる取り組みを停滞させる

ことなく、着実に前進させるため、昨年６月に４０名の方を男女共同参画委員に委嘱し、プラ

ンの策定とその推進についてお願いいたしました。男女共同参画委員会の皆さまには日夜検討
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を重ねられ、２月１日にはプラン策定にかかる報告書を提出していただき、３月には「輝け男

女 笛吹プラン」を策定し、市内全世帯への配布を行いました。また、５月２７日には、プラ

ンに基づいた推進活動の第一歩として、「輝け男女 笛吹フォーラム２００６」を開催したと

ころでございます。 

プランでは、男女共同参画社会の実現を総合目標とし、それを実現するため５つの基本目標

を掲げております。 

新田議員のご質問は、そのうち基本目標の男女共同参画を進める体制づくりにかかる施策へ

の取り組みについて、ということですが、まず、参画都市の宣言については、男女共同参画社

会の実現に向けた市の姿勢をアピールするとともに、市民全体に男女共同参画社会づくりの機

運を醸成することが必要であると考えておりますので、なるべく早い時期に行いたいと考えて

おります。 

さらに、参画社会の実現には、行政と市民、事業者が一体となった主体的な取り組みが不可

欠であると考えます。そうした取り組みをより強力に進めるためには、それぞれが果たすべき

責務と役割を定め、何らかの具体的な行為を求める法的な裏づけを持つことが有効であると考

えておりますので、男女共同参画条例の制定につきましても、議会や市民の皆さんのご意見を

お聞きする中で、検討してまいりたいと考えております。 

なお、男女共同参画推進担当の設置につきましても、プランに基づく施策の実施や推進活動

への取り組み、また、それに伴う気運の高まりなど市の状況を勘案するとともに、人事担当部

局とも協議しながら検討していきたいと考えております。 

また、職員への啓発活動はにつきましては、男女共同参画委員の皆さんとも協力する中で、

研修会の開催や関連情報の提供などを行い、職員の意識啓発に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、地域における啓発活動につきましては、ミニフォーラムや地区学習会の開催など、男

女共同参画社会の実現に向けた推進活動について、男女共同参画委員会の皆さんと共に検討し、

取り組んで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。 

ご理解をよろしくお願い申し上げます。 

○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） 

ごみ処理施設に関しましては、誠意ある対応をお願いしたいと思います。住民保護の立場か

らも、事務事業を進めると同じ比重で話し合いをもっていってほしいと思います。 

境川住民の声としても、境川は飯田蛇笏･龍太の俳句の村、また文化の郷として、過去、産

業廃棄物については一切受け入れないこととしてきました。また、企業誘致した食品工場も、

麺・豆腐の工場もあり山梨乳業の工場もあります。企業誘致した食品工場も区の中に入ってお

りますので、その点ではとても悩んでいますので、これからの対応について、そんな点でお聞

かせください。 

また、これからの事業の進め方としても、地元という言葉のとらえ方ですが、上寺尾、中寺

尾、間門と考えていますが、それでよろしいでしょうか。 
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２点目の質問の企業誘致ですが、私が聞いたところでは、鎌田川をはさんでの未使用の土地

もあるということ聞きましたが、その土地が２０年もそのままになっていて、地域の人からは

病虫害の巣にもなったり、また火も２、３回出したということで、とても心配しております。

その点についてもどんな状況なのかお聞かせください。 

歩道については、バリアフリーのまちづくりを考えるということで、管理者、つくり手、障

害者等異なる視点で問題を指摘し合い、自治会とも連携して地域の歩道を点検して歩いた。そ

して、通行に邪魔なものを撤去するなど、甲府で試みたという記事も載っていました。御坂町

でも、有志により点検が実施されたようです。 

行政におきましても、もう一度、関係者と一緒になって地域の点検などをしてもらえたらと

思います。そして、点字ブロックなどでも、八代から御坂へ行くときになると、急になくなっ

ています。点字ブロックもあまり広い点字ブロックでは、車イスの人にとっては都合が悪い、

もっと狭いほうがいいとか、いろいろなことがありますので、その点、急になくならないで、

ある程度継続してつけてもらえないかと、お聞きします｡ 

男女共同参画社会については、フォーラムでも市長は、機が熟したらということをおっ

しゃっていましたが、やはり機が熟すということでは遅すぎると思います。行政として雰囲気

ムードづくりが肝心ですので、そんな舵取りをすることが決め手と思いますので、機が熟すの

を待たないで、率先して進めていってほしいと思います。それと同時に地域づくりに力を注い

でもらいたいと思います。 

いままで男性中心の自治会、町内会組織に女性の新しい発想を取り入れ、少子化、高齢化社

会を乗り切ろうとは思いませんか。この点についてはどう思いますか、市長のお考えをお聞か

せください。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

まず、最終処分場の問題ですが、これにつきましては、新田議員さんも地元でございますか

ら、内容については私よりも、おそらく熟知しているのではないかと推測いたしますけれども、

基本的には境川地区の、特に寺尾地区の人たちがこういうものを造ってほしい、こういうもの

を造ってもいいですよというところから、実は話が進んでいるわけでございますから、地区内

におきまして、それぞれご意見をお持ちの方があるようでございます。それにつきましては、

市といたしましても、地元の方たちと協力をしながら、特に安全・安心を一番基本として取り

組んでまいりたい。なおかつ、お一人おひとりに、できる限り納得をいただくような方法を一

つでも多く策を施していきたいと、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。 

それから、地域の設定でございますが、法律的な地域に関しましては、新しい処分場の地域

を中心にして半径何キロメートル以内、何メートル以内というのはございますけれども、基本

的には、地域そのものを大切にしていきたいと、こんなふうに考えております。 

次に、企業誘致の問題でございますが、おそらく鎌田川をはさんで笛吹市石和町砂原八丁と

いう場所でございますが、約２ヘクタールの土地がございます。これにつきましては住民の持

ち分登記になっておりまして、いままでも何回かあの土地については、早く開発しなければい

けないということで検討がされました。今回の工場誘致につきましても、あの土地も含めた形
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で開発しようということで、地元の方にも何回となくお話をさせていただきました。しかし、

個々の地権者、それぞれ持ち分登記になっておりますから、一人でも反対者がありますと、こ

の土地については前に進まないという状況でございまして、市としても、ああいう荒地になっ

ているというのは、大変心配をしているわけでありますけれども、なにせ、今申し上げました

ように持ち分登記というような点で、全員の賛成が得られない限り､この土地は動かないとい

うことでございますから､ご理解をいただきたいと思います。 

次に、バリアフリーのまちづくりでございますが、基本的には、先ほど申し上げましたよう

に、新しい都市計画マスタープランあるいは新市の総合計画、こういったものを今、鋭意検討

中、そして作成に向けて準備中でございます。したがいまして、そういう中で明確にしていき

たいと思います。なおかつ、場所によっては旧町村境で途切れたり、あるいは旧町村境から方

法が変わっていたりというようなことも、一部あると思います。 

これについては、旧町村それぞれの自治体の考え方でやってまいりましたから、今度は笛吹

市になりましたから、統一した形で進めるように努めてまいりたい。なおかつ、点字ブロック

あるいは歩道の設置等につきましては、新しい道路を造ったり道路拡幅等につきましては、地

元の方たちに十分に説明を行い、ご理解をいただく中で進めていくというのが、今の基本的な

姿勢でございますから、新しい道路を造るのにいきなり、市の方針でこうやりますというよう

な形で道路を造るということは、まずないと思っていただいて間違いございません。県におい

ても国においてもそうでございまして、例えば、今、環状道路を造るにつきましても、県では

東区間を造るべく準備をしておりますけれども、地元説明あるいは地元の皆さんからのご意見

を、いろんな角度から聞くというようなところからものを進めておりますから、市といたしま

しても、そういう良いお手本を真似しながら進めてまいりたいと、かように考えております。 

次に、男女共同参画社会、もっと市が旗を振ってどんどん進めということでございますが、

もちろん、その方向で進めさせていただきますし、市の組織といたしましても、職員を男女の

差別をすることなく能力のある職員につきましては、管理職へもどんどん投入したいと思いま

すし、既に法律でも義務付けられておりますように、男性の育児休暇といったものにつきまし

ても、活用していただきたいと、こういうことを職員に申し上げております。 

また、市では現在予定中でありますが、家庭サービスあるいは自分の健康管理、こういった

ことも含めて土曜・日曜、今は週休２日制でありますから、両方はさみますと間の５日間を全

部休むことによって９日間の休みが取れるわけです。こういったものを活用していただきなが

ら、家庭サービスというようなことも考えていただくように努力しております。 

あと、地域の中での自治会への女性の参加でありますが、現在、私の知る範囲では、新しい

笛吹市になってから２名の区長さんも誕生しております。そういったことも一つひとつ模範に

していただきながら、あるいは、議員さんの中にも、自ら土木委員をしていただいている女性

議員の方もいらっしゃいます。 

そういうことを市民の皆さま方に、一つひとつ分かっていただきながら、この運動を展開し

ていきたいと考えております。 

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 
新田治江君。 
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○２６番議員（新田治江君） 
処分場につきましては、私も地元の議員ですが、地元が３つになっていまして、１つは推進

している。そして１つは市との話し合いをしてからということで、なかなか返事ももらってい

ませんでした。でも、今回もう説明会も終わって、それぞれ地域の言葉も聞きましたので、で

きるだけ誠意を持って行政として応えていってほしいと思います。 
地元の考え方も、上寺尾、中寺尾、間門ということで了解しました。 
そして、これからも、道路づくりでも地域の小さな声を大切にして、市長の言うとおり、み

んなの声を聞いて進めていってほしいと思います。 
区長さんも２名誕生したということですので、そういう女性の区長さんがいるところなどを

モデル地区にしたりして、進めていってほしいと思います。できれば、そういう担当の人を専

従において、一生懸命に向って行ってほしいと思います。 
この少子高齢化を乗り切るためには、やはり地域で、女性の声をもっと出していくことが必

要だと思いますので、そんなふうに進めていってほしいと思います。 
以上で質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、清新会の代表質問を終わります。 
続いて、新和会の代表質問を行います。 
風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 
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、３項目について、代表質問をさせていただき

ます。 
「第１次笛吹市行政改革大綱」および「集中改革プラン２００５」について、地方財政計画

が圧縮される中で、国から次々と行政改革推進の要請がくる一方で、新たなる立法に責められ

仕事が増え、少子高齢化進行に伴う早急な政策対応が迫られる中で、歳入減と歳出増による財

源の運用見直しも厳しく、自治体運営の当事者からは不満や愚痴の一つも出ようというもので

あろう。しかし、ほとんど全国の自治体でも直面していると思う。 
こうした困難は、行政体制を再編していくチャンスでもあり、今、自治体に求められている

のは、社会と時代の変転を見極め、自らを変えようとする意思を持ち、それを果敢に実行して

持続可能な自治の営みを確実にしていくことであり、これが自治体行財政改革の基本とも考え

る。 
笛吹市も同様に行財政改革大綱または集中改革プランを作成して行おうとしている。しかし、

２００５年に策定された「第１次笛吹市行財政改革大綱」および「集中改革プラン２００５」

は、策定された時点で既に芦川村の編入合併と、東八消防本部の市への移行が予定されていた

ために、早くも改定・見直しが必要となっている。しかも、その日が８月１日であるために、

この作業は急務であると考えております。 
そこで、「集中改革プラン２００５」に集中的に取り組む改革項目と挙げられている４項目、

（１）として定員適正化計画の実施、（２）として市税の納税率の向上、（３）として事務事業

の再編整理、（４）として公共施設の運営の見直しについての、項目についてお伺いいたしま

す。 
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（１）としまして、定員適正化計画の実施。 
  現状の職員数による人件費削減の効果として、５年間累積で１３億９千万円を見込んで

いるが、芦川村と東八消防本部の職員が市の職員となるため、定員適正化計画と人件費の

削減効果はどのようになるのか。人件費、職員数など具体的な数値を挙げて、その根拠を

お伺いいたします。特に消防職員の身分と給料体系はどのようになるのか、現状の市の一

般職員と比較してバランスはどうかお伺いいたします。また、取り組み方、スケールメリッ

トを生かして簡素で効率的な組織機構に転換するとあるが、簡素で効率的な組織機構とい

う言葉をインターネットで検索すると、５月３０日現在、約９万件あるということ。この

ようなことは笛吹市に限ったことではないので、笛吹市として独自の考えがあるかどうか

も含めて、内容を具体的なお伺いいたします。 
（２）として、市税の納税率の向上。 
  取り組み方の中に、滞納者の実態を把握・分析し、効果的な徴収対策を講じるとあるが、

平成１７年度において、また現状においてどのように滞納者の実態を把握し分析している

か、詳細にお伺いいたします。また、厳正な滞納処分を実施するとあるが、平成１７年度

においては行ったのかどうか。行ったとしたらその件数、金額、差し押さえた物件等の処

分をどのようにしたのか、また今後行うのかをお伺いいたします。 
（３）としまして、事務事業の再編整理。 
  平成１８年度から事務事業評価制度を導入するとありますが、導入試行もせずに導入す

ることが可能かどうか。導入期間が必要であるとしたら、いつの時点で本格的な導入実施

となるかお伺いいたします。また、取り組み方には、事務事業の必要性、実施方法、効率

性、公平性、達成度を見直すとあるが、このような事柄を述べているということは、問題

点や、どのようにするのか目標など、内容をすべて把握した上での発言であると考えられ

るが、現状をどのように分析・把握してどのように見直すか、必要性、実施方法、効率性、

公平性、達成度の内容を具体的にお伺いいたします。 
（４）としまして、公共施設運営の見直し。 
  経費節減等の財政効果、５年間累計の中で、公共施設運営の見直しに伴う財政効果人件

費分３億８千万円とあるが、この数値の根拠をお伺いいたします。公共施設の職員人件費

は正規の職員であれば、そのまま市の職員として在職することで一般会計等に組み込まれ

ると思われるが、それとも指定管理者制度の導入により、職員の整理を行うということな

のか、改めてお伺いいたします。 
２番目としまして、防災計画の策定についてお伺いいたします。 
われわれにとって日々の生活の中で、いつどこで起こるか分からない地震災害について、毎

回のように議会での質問が出されておりますが、それだけ市民の関心が高まっていると言って

も過言ではないと思っております。 
われわれが住んでいる地域で過去どのような災害があり、それが将来に発生する可能性がど

れだけあるのか、これを知ることが生命・財産を守り、自然システムの中で生き延びるための

一歩であり、また、災害のサイクルを打ち切る一歩であるとも考えます。各地域での具体的な

危険性の認知・評価は不可欠であり、そのために国の中央防災会議が果たしている役割は大き

く、われわれが国で重要な災害に対して評価し、対策を提言してくださっております。 
山梨県においても平成１３年１２月には、中央防災会議が２２年ぶりに想定震源地域・想定
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震源度分布の見直しを行いました。その結果、県内の多くが震度６弱、または震度６強および

震度７の地震度が推定されました。これを受けて、同年４月に山梨県防災対策推進会議が設置

され、防災予防対策や普及・復興対策を行っていくため、県政全般にわたる防災対策を総点検

した上で、山梨県地域防災計画の具体的な行動指針となる山梨防災アクションプランを策定し

ており、現在、各地で連絡会の発足、説明会、防災講座の開催、防災ガイドの作成などの活動

が進められているとお聞きしております。 
地域防災力のさらなる向上が期待されるところでもあります。 
また、関東南部の地下に沈み込み、首都圏での大地震発生に関連するフィリピン沖プレート

上面が甲府盆地北部で地下約４０キロメートルにあることが、東大地震研究所のグループらの

調査で分かった。山梨県防災課では、甲府盆地の地下にプレートが存在するということは以前

から一部の専門家の間で指摘されていましたが、それが今回の調査で確認されました。調査結

果をもとに研究が進められていることを期待するとともに、県民が地震のメカニズムを理解し、

防災意識をより一層高めるきっかけになってほしいと話されております。 
そこで、合併して約２年間経過しようとしているが、新市建設計画・安心できる環境整備の

中に示されている３点について、市の考えをお伺いいたします。 
（１）として災害の未然防止と災害時の緊急対応の体制整備は。 
（２）として地域ネットワークによる自主防災体制の充実は。 
（３）として消防団の統合と団員の資質向上および消防施設の状況は。 
についてです。 
３番目としまして、環境型まちづくりについてお伺いいたします。 
米倉山から八千蔵・高家地区また増田地区へと、さらに今度は境川町寺尾地区へと、点々と

建設場所が変ってきましたが、平成２３年３月までには引き渡しができなくなる状態ではない

でしょうか。 
今、笛吹市では平成１８年４月１日より平成２３年３月３１日までの５年間で、家庭系ご

み・生ごみの発生抑制、および生ごみの減量活動の推進、また、ごみ問題に関する環境教育の

充実と、三大目標を挙げ、ごみ減量化５３％を目標として行動しております。 
ごみ問題の解決には、事業者と市民および市当局の３者が共同して、自らが循環型社会へ転

換を図り取り組むことが不可欠である。ごみ問題に対して各地区の環境指導員の方々も、朝早

くからの出動に対し改めて感謝申し上げます。 
今では迷惑施設ではなく、なければならない時代、また施設とも考えられます。 
そこで、３月議会で新和会の堀内文藏会長が代表質問を行っておりますが、それ以降の進展

について３問お伺いいたします。 
（１）として、４市によるごみ処理広域計画の推進状況および今後のスケジュールについて。 
（２）として、「やってみるじゃんごみ減量化５３％計画」、笛吹市ごみ減量化元年と位置付

けた今年度の取り組みと、ごみ減量化の現状について。 
（３）として、ごみ処理施設建設候補地として決定していた八千蔵・高家地区の今後の対応

について。 
以上、３項目について新和会の代表質問とさせていただきます。 
よろしくご答弁をお願いいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
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○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） 
新和会、風間好美議員の代表質問にお答え申し上げます。 

はじめに、第1次笛吹市行財政改革大綱および集中改革プラン２００５についてのご質問に

お答えいたします。 

まず、定員適正化計画の実施についてでございます。 

第１次笛吹市行財政改革大綱および集中改革プラン２００５における定員適正化計画につ

きましては、組織機構の簡素合理化・指定管理者制度の導入、あるいは勧奨退職制度により積

極的に進め、また新たな行政需要を勘案しながら人員削減を図ってまいりました。平成１８年

４月１日時点では、２７人の削減で人件費２億３千万円の削減となっています。 

平成１８年８月１日の芦川村との合併および東八代広域行政事務組合の事務事業の縮減に

より、一般行政職員２５人、消防職員８５人を受け入れることにより、笛吹市職員は、一般行

政職員６３８人、消防職員８５人、総数７２３人となります。 

こうした増員により、基準年度を平成１７年度として策定された、集中改革プラン

２００５では、平成２２年度の数値目標５６０人に対し７２３人で１６３人の増となり、人件

費は２７億４千万円の増と推計されます。 

また、今後策定される定員適正化計画の基準年度を平成１９年度とした場合には、５年後の

平成２３年度には職員数７２３人に対し６４８人で７５人の削減となり、２億９千万円の人件

費の削減が推計されます。 

こうした状況の中、合併後は、行政評価制度の導入による事務事業の見直し等スクラップ・

アンド・ビルドの徹底と消防本部の体制整備を行うなど、新たに平成１９年度から平成２３年

度までの５カ年を計画期間とする第２次定員適正化計画を策定し、第1次笛吹市行財政改革大

綱および集中改革プラン２００５の数値目標を修正するなど、定員管理の適正化に取り組んで

いきたいと考えております。 

また、消防職員の身分と給料体系についてですが、給料・手当・勤務条件等については、国

で示されている給与制度等に準拠し、行政職とのバランスが保たれるよう適正に調整していき

たいと考えております。 

次に、簡素で効率的な組織機構への転換についてでございます。 

組織・機構は、行政サービスを提供するための手段であり、行政需要の変化などに応じて見

直していく必要があります。 

本市では、市民ニーズの変化に応じた見直しを行うなど、新たな行政需要に的確かつ柔軟に

対応できる組織体制を構築することや、機能的で弾力的な組織運営を行うため、行政評価制度

の導入により、事務事業の変化や市民活動や地域活動に関する行政窓口の統合化を検討するな

ど、柔軟に対応できる体制の整備についても検討し、簡素で効率的な組織・機構に転換してい

きたいと考えております。 

次に、市税の納税率向上についてお答えいたします。 

分権時代の到来とともに、政府が推し進める三位一体改革の中で、地方税制も大きく変化し

てきています。地方自治体にとっては地方税の比重が大きくなる分、自主徴収をして自主財源
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の確保をしなければなりません。 

しかしながら、近年の社会情勢の不安定な状況から未納者が増加傾向にあります。このよう

な状況の中、市では平成１８年度組織機構の見直しの一環として、総務部税務課を分離し収納

管理と徴収強化を図るため新たに収税課を新設いたしました。早速、この４月、５月の出納整

理期間を徴収強化期間と定め、収税課職員による夜間・休日滞納整理を行い、共稼ぎ世帯等中

心に未納者宅を訪問し、徴収および納税の義務説明を行ったところでございます。 

また、平成１７年度の取り組みの中で滞納者の実態調査は、県外市区町村へ２７件、県内市

町村へ５０件の現況調査、高額滞納者調査として、税目調査、地区別調査等を行ったところで

あります。 
滞納処分につきましては、平成１７年度差押件数４９件、1 億３,０１８万５,１００円で、

現在、差押え件数は３７２件となっております。内訳は、電話債権１０４件、不動産２６８件

です。また、差押え物件の公売等については、今後、手法等を検討してまいりたいと考えてお

ります。不動産競売事件に係る平成１７年度交付要求は、１４２件、1 億９,９５８万１,

３７３円で、３月現在で合計３３３件の交付要求を行っております。 

今後の対応ですが、来月７月から３カ月間、県税事務所から収税職員３名の派遣が決定して

おります。ご指導いただく中で、収税課のしっかりとした体制づくりを行い、庁内に市税等収

納対策本部を設置し、滞納原因の調査、滞納事案の共同処理等を行い、集中改革プラン

２００５の目標数値達成に努力してまいりたいと考えております。 

次に、事務事業の再編整理に係る事務事業評価制度についてお答えします。 

本年度から、事務事業評価制度の導入に向けて取り組んでいるところですが、既に職員によ

るワーキンググループで内容についての検討を行っており、今年７月を目途に要綱の素案を作

成し、平成１７年度の事務事業を対象に試行的に評価を導入する予定です。また、制度の概要

につきましては、５月３１日と６月１日に、全職員を対象とした研修を実施いたしたところで

あり、６月と７月に課長職以上を対象とした実践・実務研修も予定しております。 

今後は、制度の本格導入に向け、平成１８年度の全事務事業を対象に評価表を作成し、平成

１９年度に平成１８年度に実施した事務事業についての評価を行う予定であります。 

事務事業評価制度は、事務事業の計画から実施、評価、改善の一連の過程の中で、よりよい

事業を作り上げていくことが目的であり、「プラン・ドウ・チェック・アクション」というＰ

ＤＣＡサイクルを回し、試行錯誤を繰り返すことで、よりよい成果が得られるものであります。

ですから、単に事務や事業を廃止し、統合することを目的に行うものではなく、いままで行っ

てきた事務事業を見直し、その後の施策に反映させるための判断材料として用いるものであり

ます。 

具体的に評価の視点を申しますと、まず、はじめに、行政が関与すべき事業であるか、市民

のニーズはあるか、といった必要性の評価を行い、次に成果の向上する余地はあるか、何が原

因で成果が上がらないか、といった有効性の評価に進みます。最後に、成果を低下させずコス

トを削減できないか、どこにコストの圧迫・増大要因があるか、といった効率性の評価を行い、

場合によっては、受益と負担のバランスは見合っているか、サービスを利用できる機会が公平

となっているか、といった公平性の評価を行います。 

最後になりますが、事務事業評価は、計画、実施、評価、改善のマネジメントサイクルの過

程を、職員自らが身につけていくことが重要だと考えております。 
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よろしくご理解をお願い申し上げます。 

次に、公共施設運営の見直しについてお答え申し上げます。 

集中プラン中、公共施設運営の見直しに伴う財政効果（人件費分）３億８千万円の目標数値

の根拠は、市内の公の施設４５施設に指定管理者制度を導入した場合の人件費と、受託者に支

払う委託料（人件費相当額）の差、５カ年間の累計額であり、本制度の導入前年度である平成

１７年度決算見込みを対比の対象としています。 

指定管理者制度導入により、本計画では５カ年をかけて施設に係る職員１９名の削減を目標

としていますが、ご指摘にありました職員の整理を行うということではなく、基本的にはその

まま市の職員として勤務を継続していただくことになります。それでは人件費の削減にならな

いではないか、とのご意見もあろうと思いますが、施設にかかわる職員を他の行政施策へ投入

することができ得るとともに、先に説明いたしました市全体の定員適正化計画に沿って、退職

者と採用者という人事の代謝の中で、合理的かつ効率的な任用を計画していく予定であります。 

続きまして、防災計画の策定はについてお答え申し上げます。 

笛吹市地域防災計画は、昨年度、市防災会議委員の皆さまのご尽力により策定することがで

き、過日、山梨県知事の同意をいただきました。 

つきましては、本年度、順次、区長会等を通じて防災についての啓発を行う予定であります。 

策定しました笛吹市地域防災計画では、幾つかの防災対策について定めております。 

最初のご質問の、災害の未然防止と災害時の緊急対応の体制整備につきましては、災害に強

いまちづくりを実現するため、平素から次のことに取り組んでいきます。 

発災後の応急対策を迅速に行うため、地震防災に関する組織の整備を進めてまいります。ま

た、地震防災に関する施設の整備や必要な物資および資材の備蓄などを計画的に実施してまい

ります。さらに、地震被害想定の作成および建築物等耐震対策の強化促進などを進めてまいり

ます。特に、地震情報の迅速な伝達を行うために、市防災行政無線などの通信強化に努めます。

しかしながら、災害予防の担い手は、自らの地域は自ら守ると言われていますように、市民一

人ひとりであります。今後、市の統一した防災訓練を実施するとともに、防災教育など行政区

を対象とし防災意識の啓発を図るよう取り組みを進めてまいります。 

次に、緊急対応の体制整備につきましては、発災後の市職員の行動を示した職員初動マニュ

アルを全職員に徹底してまいります。初動体制は、通常業務の職員配置とは異なり、各職員は

在住地域の各部署に駆け付け、初動体制につくようになっております。 

次に、地域ネットワークによる自主防災体制の充実についてお答えします。 

自らの地域は自ら守るといわれていますように、地域住民一人ひとりが地域防災の担い手に

なります。特に、発災直後の数日間は、大きな被害を被ったほど、救援救助は遅れてしまうこ

とが想定されます。その間は、自らの手で地域を守り抜くしかありません。そのためには、情

報伝達を含めた統一的な防災訓練の実施や、生涯学習の一環として、地域での講座などによる

防災教育を充実させていくことが重要と考えております。行政区の行事の中で学習の場を広げ

ていただきながら、地域のコミュニティを強化していただきたいと考えておりますます。 

また、１８年度は自主防災組織防災設備整備費補助事業を実施し、行政区での防災備品等整

備に活用していただいております。 

次に、消防団の統合と団員の資質向上および消防装備の状況についてお答えいたします。 

市では、基本的な考え方として、消防団の詰所や車両などの装備は、防災行政上、最重要な
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設備であるととらえ、市の負担により更新を実施していく方針です。 

しかしながら、市消防団の部隊数は９７、団員は１,７３４名を数え、その数・規模は地域

間で差が生じております。また、詰所の数は９４、車両は１２４台を有しており、その形態も

さまざまで、待機所・車庫一体型の詰所を有する部、車庫のみで待機所は近隣の公民館を利用

している部、または可搬ポンプのみの配備であるためポンプ小屋だけの部などが存在し、底地

や建物の状況・車両の管理経費の支出もさまざまであります。そのため、限られた市の財源で

消防施設の整備・管理・運営を執行していくには、合理的かつ効率的な部隊の組織編成を進め

ていただき、効率的に装備の導入を行っていきたいと考えます。 

優れた防災設備環境を整えることにより、団員は常日ごろの訓練を積み重ね、資質の向上を

図りながら、有事の際には迅速に対応していただけると考えております。 

続きまして、循環型まちづくりについてお答えいたします。 

はじめに、４市によるごみ処理広域化計画の推進状況および今後のスケジュールについての

ご質問でございます。 

昨年１２月、県主催による甲府・峡東地域ごみ処理広域化検討会議が開催され、ごみ処理施

設建設に向けては、山梨県ごみ処理広域化計画により対応するようにとの指導・提案がござい

ました。 

これを受け、甲府市、山梨市、甲州市および本市の４市による事務レベル、および４市長に

よる協議検討を重ねる中、本年３月２９日に境川町寺尾地区をごみ処理施設建設候補地と正式

に決定し、山梨県知事に対して４市長連名による、財政的な支援を含めた事業推進協力の要望

書を提出したところでございます。 

また、５月１６日には４市の市長および議長懇談会を開催し、議会への協力依頼と一部事務

組合設立協議会の立ち上げなどを行ったところであります。 

地元に対しましては、４月２１日に中寺尾区、翌２２日には上寺尾区、また５月１日には間

門区において、これまでの経過と今後の予定について、それぞれの区に出向き、市としての地

区説明会を開催し、ご理解とご協力をお願いしたところでございます。 

今後は、施設建設に向け、基本構想書や地域計画書および環境アセスメント方法書の発注作

業や、地質調査および文化財調査などの事前調査を行う予定になっており、さらに、一部事務

組合設置に係る規約の立案などを経て、来年の４月１日の設立を目指し準備を進めてまいりま

す。 

次に、「やってみるじゃん・ごみ減量５３％」と位置付けた今年度の取り組みと、ごみ減量

化の現状についてのご質問にお答えいたします。 

まず、ごみ減量化に向けての今年度の取り組みですが、昨年度、笛吹市廃棄物減量等推進審

議会より、平成２２年度までの５年間に、生活系可燃ごみ５３％減量をスローガンとした答申

をいただきました。 

これに伴い、可燃ごみの処理コストの削減と環境への負荷を低減するため、ごみの組成割合

の高いミックスペーパー、その他プラスチックの分別収集の徹底と、拡充による減量化を今年

度より、市内全地域において実施しております。この分別収集については、地元自治会等への

説明会および広報誌への掲載などにおいて、住民意識の啓発に取り組んでまいりました。 

また、生ごみは焼却処分をせず資源物として再利用すべく推進するために、モデル地区を設

定し、従来の可燃ごみの中から生ごみと可燃ごみの分別収集への転換を図り、生ごみの水切り
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による、ごみを出さない、つくらない工夫など、具体的な取り組みのお願いをしてまいりたい

と考えております。 

次に、ごみ減量化の現状ですが、平成１７年度の実績として、生活系ごみの総収集量は約１万

３，８００トンとなり、可燃ごみ、粗大ごみは平成１６年度と比較すると減ってきております。 

また、本年度より市内全域で実施しております、ミックスペーパー、その他プラの分別収集

による本年４月分の収集量は、ミックスペーパーは約３８トン、その他プラは約１８トンとな

りました。 

これらは、今後確実に可燃ごみの減量に結びつくものと考えられます。市といたしましても、

いままで以上に地球温暖化防止のための環境行政の取り組みを定めるとともに、なお一層の継

続的な普及啓発に努め、住民、事業者、行政（本市）が共通の認識に立ち、可能な限り可燃ご

みの減量と分別による再資源化に努めてまいります。 

次に、ごみ処理施設建設候補地として決定していた、八千蔵・高家地区の今後の対応につい

てお答えいたします。 

合併直前の平成１６年１０月７日、当時の甲府市及び８町村ごみ処理問題協議会は、紆余曲

折を経て、八千蔵から高家にかかる地域を新ごみ処理施設建設候補地として正式に決定し、事

務手続き、地元対応等進めてまいりました。 

しかしながら、昨年の１２月、県主催による、甲府・峡東地域ごみ処理広域化検討会議が開

催され、ごみ処理施設建設に向けては広域化で対応するようにとの指導・提案がございました。 

会議では、ごみ処理施設建設にあたって、従来の補助金制度の対応から、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ている、基本構想や地域計画が策定されていることが必須条件とのこと

でありました。 

このような状況の中、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、一定規模の施設が必要であること、また、最終処分場の併設が可能であること

等、国・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

置付けに至りました。 

市内に２カ所の候補地を抱えていた本市といたしましては、非常に難しい判断を迫られ、苦

渋の選択を経て、最終的には４市の協議において寺尾地区を候補地として決定することにいた

しました。 

しかしながら、八千蔵、高家、蕎麦塚および北区の皆さまには、これまでご理解とご協力を

いただく中で進めてまいることができた経過等ございますので、地元住民の皆さまや地権者の

方々に対しましては、説明責任と、特に行政責任を果たしてまいる考えでおります。 

また、現在ありますごみ処理施設建設対策委員会の組織は、地域を開発するための検討会的

な組織に変更をしていただくため、４区へ要請をいたしております。 

今後とも、４市で歩調を合わせ、誠意ある対応をさせていただく所存でございますので、ご

理解をお願い申し上げます。 

以上で答弁とさせていただきます。 

よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 
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風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 

大変親切にありがとうございました。 

それでは、再質問させていただきます。 

２００５プランについて、（１）で申し上げました定員適正化計画についてお聞きしたいと

思います。 

４月３日、衆議院の行革特別委員会で小泉首相も早期勧奨退職制度について、できれば定年

まで働けるようにするのが、本来のあるべき望ましい姿だとしております。開始が望ましいと

は考えていないことを示しております。 

本市として、勧奨退職制度により人員削減を図ると言っているが、職員の士気が損なわれな

いかお伺いいたします。 

次に、プラン２００５によると、平成１８年４月１日で１６人の減と、適正化計画で示され

ているが、なぜ２７人もの削減が生じたのか。また、人件費削減が増になればよいということ

でもないと思うが、市の考えをお聞きしたいと思います。 

次に、市税の納税率向上について、新しく収税課を設置し、職員の方には夜間・休日の仕事、

大変ご苦労さまでございます。こういう職員の状況を見て、市として適正な職員の配置はな

さっているのでしょうか、お伺いいたします。 

（４）公共施設運営の見直しについてでございます。公共施設運営にあたり、温泉施設に伴

うレジオネラ菌について、どのような指導・管理を行っているのかお伺いしたいと思います。 

次に、防災計画についてでございます。 

平成１７年度より耐震化促進計画を策定し、診断、改修を実施しているが、市営住宅および

高齢者の住む建物については、今後の検討としているが、いつくるか分からない地震災害に今

起きたらどうなるんだと考えると、検討の余地などないと思うが、市としての対応はいかがか

お伺いしたいと思います。 

次に、平成１７年１２月の定例議会で、笛吹市にも防災士をという一般質問をさせていただ

きました。平成１８年４月に私も予約を行いましたが、手の怪我でキャンセルをいたしました。

また治り次第取得したいと思っております。県内でも、ＮＰＯ法人日本防災士機構が有志によ

り設立を行うことも聞いております。なお一層取得しやすくなると思います。 

さて、過日の新聞に、都留市で年間７人前後に対して資格取得に助成金制度を、約６万円の

うち４万円の補助を行い、個人負担の軽減を図ることとしました。わが笛吹市ではどうでしょ

うか、お伺いいたします。 

次に、総務省消防庁は、会社の勤務中に災害出動や訓練に参加した場合、ボランティア休暇

扱いとするなど、社員の消防団活動に理解を示す消防団協力事業所として認定する制度の導入

を決めましたが、笛吹市として、いち早くサラリーマン消防団支援に協力事業所認定について

取り組んでもらいたいが、市の考えをお伺いしたいと思います。 

次に、環境問題であります。 

境川町寺尾地区の説明会において、地区の関心度はいかがか。 

ごみ減量化問題に関する環境問題の充実を学校および地区においての教室、出前講座等の考

えはあるか、お聞きしたいと思います。 

もう１つ、八千蔵ごみ施設処理候補地問題の今後について、先ほど誠意ある対応とご答弁が



 ５７

ありましたが、誠意ある対応とは、どんなことを言っているか具体的にお聞かせ願いたいと思

います。 

以上、再質問とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

風間議員から幾つかの再質問をお受けしていますけれども、順次答弁をさせていただきます。 

まず、はじめに、勧奨退職制度についてでございますが、定員適正化計画の取り組みの一つ

の方法であります勧奨制度につきましては、職員の士気高揚のため、新陳代謝および組織の活

性化を図ることを目的として制度を設けております。特に、職員の意欲低下等が心配されると

いうことでございますが、むしろ、年輩の方が上にいるということで、若い方の意欲が逆に低

下するようなことが考えられますので、この勧奨退職制度につきましては、今後とも定員適正

化計画の中の取り組みの一つとして考えていきたいと思います。 

それから、１７年の退職者２７人の減ということですが、この内訳は定年退職者が８名、勧

奨退職者１５名、普通退職者が４名であります。勧奨退職者および普通退職者につきましては、

本人の将来設計を考えての、あくまでも希望退職ということでございます。 

今後の人事管理の面におきましても、職員の能力開発、意欲の向上、職場の活性化というこ

とに配慮しながら、定員適正化計画を進めてまいりたいと考えております。 

次に、新に設置しました収税課の職員の対応についてでありますが、職員体制としましては、

課長以下１５名体制の編成でございます。内訳は、徴収管理者が４名、収納担当が１０名、う

ち臨時徴収吏員が３名の体制でございます。 

これにつきましても、今、与えられた行政需要の変化の中での、こういった機構改革でござ

います。納税しやすい環境の整備、そういったことも当然必要ですので、こういったことをも

とにしまして、厳正な滞納処分等の目標を定める中で、年次計画に沿いまして今後とも収納体

制、徴収強化を進めてまいりたいと考えております。 

次に、防災計画の作成についてでございますが、これにつきましても、公共施設年次計画に

よりまして耐震化を進めておりますけれども､１８年度につきましては、一宮西小学校の教室

棟南と体育館の耐震の補強、これの実施設計でございます。浅川中学校、それから石和中学校

の技術科教室につきましても、耐震補強工事の実施設計、また、一宮の中学校につきましては

耐震の委託など、特に学校施設につきまして、耐震化に向けましての設計および調査を進めて

いるのが現状でございます。 

ご質問のように、いつくるか分からない災害ですので、計画に沿いまして、こういった耐震

化工事につきましても十分地域の実情を踏まえる中で、計画に沿って進めてまいりたいと考え

ております｡ 

次に、防災士の認定試験への助成制度についてのご質問でございます。 

これにつきましては、平成１８年６月１日現在で、全国に１万１，４２７名の防災士が認定

を受けておるわけですが、山梨県には７１名でございます。他県と比べて少ないわけですが、

この防災士の認定を受けるには、日本防災士機構が定めましたカリキュラムを履修しまして、

認定試験に合格することが必要とされております。こういった制度は防災士を目指す方にとり
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ましては、非常にいい機会でありますし、行政としましても良い受験環境を整えてあげるのが

大切でありますけれども、防災士の活動や制度そのものにつきましての研究をさせてもらい、

また、どのくらいのニーズがあるのか、そういった調査を踏まえて今後の検討課題とさせてい

ただきたいと思います。 

次に、サラリーマン消防団の支援のための事業所認定制度についてのご質問でございます。 

これにつきましては、消防団員を取り巻く環境が非常に厳しく、団員の確保が難しいのが現

状でございます。そういったことが背景であると思いますけれども、国におきましても、昨年

の８月に消防団と事業所の協力体制に関する調査検討会を設置しました。本年３月の報告の提

言をもって、５月に消防団協力事業所の認定制度の導入を決定、今後、詳細な認定基準を作成

するとしております。国においても導入後の具体的な運用方法等の検討がなされている段階で

すので、本市としましても、国の動向を見ながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

ほか、レジオネラ菌、循環型まちづくりにつきましてのご質問は、担当部長のほうからお答

えしたいと思います。 

○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） 

お答えします。 

温泉施設のレジオネラ菌についてのご質問につきましてお答えします。 

県内温泉施設におきまして、レジオネラ菌が検出されたとの報道を受け、５月１２日から

１６日にかけまして、指定管理温泉３施設においてお湯を採取し検査を行いましたが、異常は

ありませんでした。また、６月８日には指定管理者、清掃管理業者、施設管理者に対しまして

も、高濃度塩素滅菌も行い、衛生指導管理の徹底に努めたところでございます。 

レジオネラ菌につきましては、塩素濃度の減少が大きな原因となることから、温泉３施設で

は毎日、午前・午後の２回から３回、残留塩素濃度の検査を行い衛生管理に努めております。

また、レジオネラ菌の検査につきましても、年間、数回実施しております。 

今後とも指定管理者に対し、衛生管理に対する十分な指導を行ってまいりたいと考えており

ます。 

以上が、レジオネラ菌関係でございます。 

次に、ごみ処理場の件でございますが、１番目の境川町寺尾地区の説明会において地区の関

心度はという内容でございますが、一般に、ごみ処理場の施設は必要な施設であるということ

で、多くの方がこの建設については十分認識をいただいていることと考えております。その内

容におきまして、関心度というものは十分高まっておるのではないかと考えております。 

ただ、関心度と理解度というものはまた別問題でございますので、数回の説明会等を実施し

ながら、理解度をこれから高めていきたいと考えております。 

次に、ごみ減量問題に関する環境教育の充実を各地区においての教室・出前講座等の考え方

でございますが、お答えします。 

子どもたちに、将来にわたる環境の保全への高い認識を培うために、環境を守ることの大切

さを学習していただくことを目的に、市内の小中学校の移動環境教室を実施しております。い

ままでに１０校で開催済みです。今年度４校、来年度４校を計画しております。来年中で市内

全小中学校の移動環境教室を終える予定です。 
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移動環境教室の内容は、パネル等による説明やリサイクル品展示を行い、現物を見ていただ

いております。学習としては、環境アドバイザーの講師を招き、学級単位で環境に関する学習

会を行っています。 

なお、出前講座につきましては、地区からの要望があり次第、随時実施していく予定でござ

います。 

そして、４番目の八千蔵・効果ごみ処理施設候補地問題の今後について、先ほど誠意ある対

応とのご答弁がありましたが、具体的にはということでございますが、文字どおり、これは誠

意ある対応を目指していくことであります。４市で新たに開発検討委員会を設置しますので、

それらの皆さま方と話し合っていきながら、十分を期していきたいと考えております｡ 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します｡ 

風間好美君｡ 

○２２番議員（風間好美君） 

ご答弁ありがとうございました。 

再々質問をさせていただきます｡ 

要望にもなろうかと思っております｡今、地震が起きたらどうなるんだ。市の対応は誰がリー

ダーシップをとるのか。訓練実施と地域での学習の早期実現を。また、災害時対応へ職員手引

の作成を。また、職員の徒歩訓練等を私もお願いしました。ぜひ笛吹市にも安全・安心の市を

目指してもらいたい。これは市長さんに答弁をもらいたいわけですが、私も前に行いましたの

で、要望とさせていただきます。ぜひ安心のできる市を目指してもらいたいと思います。 

もう１点につきまして、八千蔵・高家地区ごみ処理場建設候補地問題について、地域の皆さ

まから、当初よりいただいている環境問題への情熱を無にすることのないよう、４市で力を合

わせ、これからの事業を推進していただけますよう、また、ぜひ忘れないようお願いいたしま

して、要望とさせていただきます。 

以上、再々質問とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、新和会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３時３０分から行います。 

休憩  午後 ３時１５分 

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

再開  午後 ３時３０分 

○議長（龍澤敦君） 

再開します。 

続いて、公明党の代表質問を行います。 

川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 

通告に従いまして、公明党を代表して質問をさせていただきます。 
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まず、はじめに、行政サービスの充実についてお伺いいたします。 

住民基本台帳カード、いわゆる住基カードは、住民基本台帳法に基づいて平成１５年８月

２５日から、希望する住民に対して市町村から交付されるＩＣカードです。このＩＣカードは

高度なセキュリティー機能を有するカードであり、そのセキュリティーの高さゆえ、民間にお

いても銀行のキャッシュカード、クレジットカード、ポイントカードなどで活用が広がってい

ます。 

総務省では、このＩＣカードである住基カードの導入にあたって、カード内の住民基本台帳

ネットワークシステムで利用する領域からは独立した空き領域を利用して、それぞれの自治体

において、さまざまな住民サービスが可能であるとし、１２の例を挙げております。そのうち、

証明書等自動交付サービス、申請自動作成サービス、健康管理情報紹介サービス、緊急活動支

援サービス、避難者情報サービス、公共施設予約サービス、図書館サービスの７つのサービス

を全国の自治体で利用可能な標準的なシステムとして、地方自治情報センターにおいてＩＣ

カード標準システムとして開発し、希望する区市町村に対して、原則として無償で提供してい

ます。平成１７年８月末現在１１の自治体で条例が定められ、さまざまな事務に利用されてい

ます。 

この度、総務省より住民基本台帳カードの利用、かつ手法等に関する検討会報告書が公表さ

れ、住基カードの多目的利用を推進できる多くの先進事例が紹介されていますが、全国的に普

及率が低迷状態であります。 

笛吹市としての実態と、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

次に、食育について質問いたします。 

まず、１点目として、学校教育における食育の指導と体制はいかがでしょうか。政府の教育

推進基本計画に毎年６月は食育月間、初めての食育月間のテーマは「みんなで朝ごはん」、そ

して、毎月１９日は食育の日と定められました。 

また、食育基本法では、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育および体育の基礎

のなるべきものと位置付け、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

することができる人間を育てる食育を推進するとしています。中でも、学校における食育の推

進が重要視されています。 
最近では、スーパーに行けば豊富な食材の中から便利な食品を自由に選ぶことができます。

しかし、このような便利で簡単な食生活からは多くの疑問や問題が生じてきています。 
食生活の多様化が進む中で、朝食をとらない子どもたち、また、食習慣の乱れ、肥満の増加、

過剰なダイエット、食物アレルギーなどが増えつづけているのが現状であります。適切な医療

や学校給食にも配慮が必要となってきております。 
また、関係機関の調査では、小学校児童生徒の２０％が１週間のうちで朝食を食べないとあ

ります。また、食べると気分が悪くなるという子どももいます。そして、「子どもたちで朝食

を食べる」が３１％などのデータが報告されています。 
基本計画の中に朝食を食べない小学生を２０１０年度までにゼロパーセントにするなどと、

目標を定められました。 
朝食を取らなければ手や足に力が入らないように、脳にも同じように力が入らない。その力

の出ない脳で午前中の授業を受ける。効率的に学べないので分からないから、やる気も削がれ

る。悪循環であります。不規則な食生活は、子どもの学力や体力などにも影響を与えてきてお
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ります。 
そこで、食育の成果を上げることができるのは、学校教育の場であると考えられます。これ

までにも教科や道徳、総合などの時間に食育と考えられていると思いますが、市においてどの

ように取り組んでおられるか、お伺いいたします。 
２点目として、栄養教諭制度の現状と対策について質問いたします。 
平成１７年４月から、学校教育法等の一部改正により新設された制度で、子どもが将来にわ

たって健康に生活していかれるよう、栄養や食事の取り方などについて、正しい知識に基づい

て自ら判断し、食をコントロールしていく食の自己管理能力や、望ましい食習慣を子どもたち

に身に付けさせることが必要であります。 
また、学校内における指導にとどまらず保護者への助言等、地域社会や関係機関の地域の食

育について連携を図ることなどが、地域の食育向上のために中核として、多くの役割を果たす

ことが期待されていますが、学校における食育の推進を図るには、県教育委員会に対して、積

極的に栄養教諭制度を導入し、本市の各学校に配置するように働き掛けるべきであると考えま

すが、市としてのお考えをお聞かせください。 
最後に、妊産婦にマタニティマークの活用についてお伺いいたします。 
妊産婦に優しい環境づくりのため、厚生労働省は今年３月１０日、マタニティマークのデザ

インを決めました。デザイン決定にあたっては、厚生労働省が公募し、１，６００を超える応

募作品の中から、恩賜財団母子愛育会埼玉県支部のデザインを最優秀作品として選定し、全国

統一マークに決定いたしました。 
マタニティマークは、妊産婦が身に付けたりポスターなどで掲示して、妊産婦への配慮を呼

びかけるものです。見た目では妊産婦だと分かりにくい妊娠初期などに、満員電車で押される、

近くでたばこを吸われるなどと、苦痛を訴える声が多いことから、一目で妊産婦と分かるよう、

全国共通のマークが決められたものです。 
このマタニティマークを通して、妊産婦に優しい環境づくりの推進と、２１世紀の母子保健

分野の国民運動計画であります。 
「健やか親子２１」では、その課題の一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」

を挙げています。この課題の達成のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境

の実現、受動喫煙の防止、各種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機

関、企業、地方公共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことになりました。 
東京都千代田区では、子どもからお年寄りまで誰もが安心で快適な生活ができるよう都市環

境づくりを進めていますが、平成１５年６月には、お腹が目立たない妊娠初期の方が電車や人

ごみで気分が悪くなっても、周囲に理解してもらえないという、つらい思いを少しでも解消で

きるように、妊婦であることをさりげなく周囲に伝えることのできる「ベビー・イン・ミー」

バッジの贈呈を開始しました。住民課に妊娠届を提出すると、母子健康手帳やこのバッジなど

が入った保健バッグが渡されます。 
子育てしやすいまち、妊婦に優しいまちとして、また、少子化対策の一環として、本市でも

母子手帳交付時などに配布することをぜひ、前向きに検討していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
以上で質問を終わります。 
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○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） 
公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

ばじめに、行政サ－ビスの充実についてでございます。 

まず、住民基本台帳カードの利活用の現状についてのご質問ですが、先に住民基本台帳ネッ

トワークシステムについてお話をさせていただきます。 

住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的と

して、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理、法律で定める行政機関に対す

る本人確認情報の提供、住民基本台帳カードの活用の３つの目的を持ったものであります。 

各種行政の基礎である住民基本台帳の氏名・住所・性別・生年月日の４情報と住民票コード

等についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みを構築するも

のであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものであります。 

住民基本台帳ネットワークシステムは、平成１４年８月の第一次稼動、平成１５年８月の第

二次稼動で住民基本台帳カードの使用を経て、現在までの運用は安定しています。 

住民基本台帳カード（以下住基カードといいます）は、本人確認を確実に行うための重要な

構成要素であるため、高いセキュリティー機能を持つＩＣカードを採用しています。 

住基カードにはさまざまな利用方法があり、住民票の写しの広域交付、これは住所地以外の

役所において、自分の住民票の写しの交付が受けられる仕組みや、公的個人認証サービスの電

子証明書のカード機能や公的な身分証明書としても利用できます。 

笛吹市において、住基カードの発行枚数は着実に増加してはおりますが、枚数としては極め

て少なく、４月１日現在では１８９枚で、山梨県内住基カード発行累計では県内で４番目と

なっています。 

今後の取り組みと課題についてですが、全国の動向を見ますと、住基カードの多目的利用に

より市町村独自のサービスを提供している自治体では、発行枚数が多い状況も見られることか

ら、住基カードの普及を図るためには、住基カードにさまざまなサービス機能を加え、付加価

値を高めていくことが重要であると考えております。 

当市では、付加価値を高める事業として、今年度、住基カードを使用した自動交付機の導入

を計画しており、住民票の写し・印鑑証明書の自動交付の実証実験を行うこととしております。 

この自動交付機を有効に利用するためにも、住基カードの早期普及を図ってまいりたいと考

えております。 

次に、マタニティマークの活用についてお答えいたします。 

マタニティマークにつきましては、妊産婦に優しい環境づくりを推進するため、厚生労働省

が本年３月に制定いたしました。 

このマークの趣旨は、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防

止、各種交通機関における優先的な席の確保について、国民、関係機関、企業、地方公共団体

が、それぞれの立場から取り組むことが重要であることから推進しています。 

マタニティマークを身に付けている方は妊産婦です、と分かりやすくするため、また、周囲

が気遣いなどの配慮を示しやすくするため付けるものです。市には妊娠の届け出が年間
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７００人程度あります。大事な妊娠初期の対策として、ご提案のマタニティマークの普及啓発

を進めるとともに、その活用について早期に取り組んでいきたいと考えております。 

以上で答弁とさせていただきますが、食育につきましては教育長より答弁をさせていただき

ます。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

川村議員の代表質問、食育についてですが、学校教育における食育の指導と体制、栄養教職

員の現状と対策についてお答えいたします。 

食生活を取り巻く社会環境が大きく変化、多様化が進む中で、朝食を取らないなど、子ども

の食生活の乱れが今、盛んに叫ばれているのはご案内のとおりであります。そのような背景の

中、昨年、食育基本法が施行されました。 

この基本法には、豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていく上での食の重要さが

得々と説かれております。 

子どもが将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事の取り方などについて、正

しい知識に基づいて自ら判断し、食をコントロールしてゆく食の自己管理能力や、望ましい食

習慣を子どもたちに身に付けさせることが必要となってまいりました。 

各学校でも、これまで食育を生きる上での基本であるという認識を持ち、内容に多少の違い

はあるものの、あらゆる機会を使って食べることの大切さを指導しております。例えば、毎月

の献立表とともに給食だよりの発行、給食時に児童・生徒を前に給食内容の説明、あるいは、

食をテーマとした総合学習の時間での話、教科の時間に食が関係する場合、担任の教諭を補助、

また全校集会時等での栄養の大切さの話などであります。 

いずれも、それらの中心となってご苦労いただいているのが学校栄養職員の皆さんです。そ

の学校栄養職員の皆さんに、さらに食育教育に一歩踏み込んで活躍していただけるよう、新た

な制度ができました。学校における、食に関する指導の推進に中核的な役目を担う栄養教諭制

度の創設です。平成１７年度から施行されております。 

栄養教諭の職務といたしましては、食に関する指導と給食管理を一体のものとして行うこと

により、地場産物の活用、いわゆる地産地消により給食と食に関する指導の実施など、教育上

の高い相乗効果が期待されています。 

具体的には、学校給食の管理をする学校栄養職員として、本来の職務に加え、食に関する指

導として、肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童・生徒に対する個別指導、あるいは、学級

活動、教科、学校行事等の時間に、集団的な食に関する指導を行います。 

配置につきましては、全ての義務教育学校において給食を実施しているわけではないことや、

地方分権の趣旨等から、地方公共団体や設置者の判断によることとされております。 

笛吹市におきましては、現在、市単学校栄養職員１名を含め８名の学校栄養職員が、各給食

センター、学校に勤務しておりますが、そのうち５名が栄養教諭の資格を有しております。 

今後、さらに皆さんに活躍していただけるよう、教育委員会としても環境を整え努力してま

いり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。 
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ご理解をお願い申し上げます。 

○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） 

何点かにわたって再質問をさせていただきますが、まず、はじめに、住基カードについてで

ありますが、答弁の中で、住基カードを使用した自動交付機の導入を計画し、住民票の写し、

印鑑証明書の自動交付の実証実験を予定していると言われましたが、その内容をもう少し詳し

くお聞かせいただきたいと思います。 

カードに期待する行政サービスでは、証明書などの時間外の発行、また、図書カードなどと

統合と言われていますけれども、この点について市としてはどのようにお考えか、お聞かせく

ださい。 

これからシステムを実証実験されるわけですので、住基カード交付申請を市民にどのように

普及啓発を進めていくのかお聞かせください。 

食育についてですが、先日、南アルプス市では、食育に絡めながら田植え体験をさせた記事

がありましたけれども、笛吹市においては、総合的な学習の一環としてどのように取り入れて

いるか、お聞かせください。 

最後に、マタニティマークの普及啓発をこれからどのようにされるのか。また、早期に取り

組んでくださるという答弁をいただきましたけれども、具体的にはいつころになるのかお聞か

せください。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

住基カードについての再質問でございますが、今年度、今回の予算の中にも盛らせていただ

いているわけですが、総務省のほうで、住基カードをもっと普及させるためにどんな方法があ

るかということで、研究会がございまして、そして、山梨県内から笛吹市ならびに甲州市が、

これは合体でございますが、選ばれまして、そして、実験的に自動発行機を備えようという計

画であります。 
これにつきましては、まだ実験段階でありまして、どのような方向にいくか、大変疑問視す

るところもあるわけでありますけれども、本市の場合は、全国に先駆けた情報発信、あるいは、

住基カードをもっと活用していこうということを考えまして、手を挙げさせていただき、最初

の事務レベルでの話ですと、山梨市と甲州市それに笛吹市の３市が、人口的にも１５万人前後

でございまして、ちょうど実験にはいいということでございましたけれども、最終的には２市

になりました。行いますのは、住民票ならびに印鑑証明が取れるということ。なおかつ、設置

台数については、現在７台を予定しております。どこにどういうふうに設置するかにつきまし

ても、これから検討をさせていただきたいと思います。 
と申しますのは、それぞれの支所ということではなくて、逆に図書館でありますとか、人の

よく集まる場所、そういった所に設置できないかと思っております。ただし、光ファイバー等

の行っていない所には設置できませんので、そういった所について、これから検討していきた
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いというふうに思っております。 
それから、カードの中にどういう機能を備えるかということでございますが、これにつきま

しても、今検討中でありまして、考えられますのは、先ほど川村議員のおっしゃるとおり、図

書館のシステム、いわゆる図書カードでありますとか、あるいは、今の住基カードそのもので

ありますとか、そのほかどんな形に使えるか、この点につきましても併せて検討し、実施の段

階に合わせていきたい。期間につきましては、年度末までにこのことについて研究をし、設置

をしたいと、そんなふうに考えております。 
食育につきましては、教育委員会でお答えをさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 
食育の関係でお答えをさせていただきます。 
ほとんどの学校で今、学校農園というものを利用しております。どんなふうに使っているか

と言うと、イモなんかを作りまして、それを収穫して焼きいもパーティーをするとか、生活科

とか総合学習の中で利用しておりますけれども、給食に使うほどの量はありませんので､残念

ながら給食のほうへは回っておりません。これは小学校ほとんどでございます。中学校には、

こういった学校農園というようなことはやっておりません。 
それから、田植えの体験ですが、プランターを使って稲を作るというようなことも中には

やっている学校がございます。 
それから、先ほどの件ですが、食育は学校だけではどうにもなりませんので、これについて

は家庭の力が非常に大きいと思います。やはり家庭で取り組んでいただくということが、一つ

の大事なことではないかと、こんなふうに思っております。 
それから、先日、文科省のほうで出した本の中に、「早寝 早起き 朝ごはん」というよう

な標語がございました。 
ぜひ、こんなことを子どもの時からやっていただければ、もっと学校も良くなっていくので

はないかと、こんなふうに思います。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
公明党の川村惠子議員の、マタニティマークの活用についての再質問にお答えいたします。 
このマークの普及啓発についての具体的な取り組みといたしまして、市の広報を通じてのＰ

Ｒ、また、市のホームページへの掲載等や各地区の公民館等公共施設へのチラシ等などを考え

ております。 
２点目の実施時期でございますが、これは今年の３月に制定されたものでございます。本市

における実施時期につきましては、普及啓発をし、状況を見ながら、マークの資料等を収集す

るなど、できるだけ早い時期に実施できるよう取り組んで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） 
再々質問を許します。 
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川村惠子君。 
○２８番議員（川村惠子君） 

先ほどの質問の答弁がなかったのですが、今現在、笛吹市の住基カードが１８９枚とおっ

しゃいました。その中でこれから実験をしていくわけですから、皆さんに申請していただくわ

けですので、その申請をどういうふうに普及させていくのかを先ほどお聞きしたかったのです

が、そのこともお聞かせください。 
○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） 

住基カードの普及と啓発についてのご質問ですが、今、枚数は１８９枚と現状は少ないです。

この少ないというのは、社会情勢もあることだと思います。カードにつきましては、どうして

も偽造されるのではないかという不安、そして、インターネットにつきましては、ウイニーと

いうふうな盗作ソフトが出回っておりまして、内容がいつ閲覧されるのではないかというよう

な不安が、皆さまがこの住基カード取得に、二の足を踏んでいるのではないかと感じておりま

す。でありますので、それを払拭するために、今質問にもございましたとおり、ＩＣカードは

ほかの磁気カードと違って、非常にセキュリティーの高いものです。いわゆる半導体集積回路

でできておりますので、セキュリティーが非常に安全であるということをＰＲしながら、いろ

んな内容で啓発、取得を呼びかけていきたいと考えております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、公明党の代表質問を終わります。 
次に、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） 
議長の許可をいただきましたので、日本共産党を代表いたしまして渡辺正秀が質問をいたし

ます。 
議長の指揮に従いまして、簡潔明瞭な質問に努めたいと思います。 
今回の標題は、条例等の遵守についてということでございます。 
法令、条例等を守り、公正で市民に分かりやすい行政実現を願い、今回の質問を行います。 
まず、第１は、１２月議会において、市当局は新庁舎建設問題にかかわる業者宛回答文書に

ついて、全面非開示といたしました。情報公開条例に基づく市民の開示請求にも、同じ対応を

行ったと聞いております。今も同じ考えかどうか伺います。 
２つ目に、市内のある学校で給食費２カ月滞納で給食停止の旨の文書が出されました。しか

し、学校給食法に基づいて、給食は漏れなく全児童・生徒に提供しなくてはならないとされて

おります。給食費徴収の努力は十分承知しており、敬意を表しておりますが、滞納した親の責

任を子に求めること、決まりを守らない者に対して学校や行政が違法の文書を出すことは間違

いではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。 
３つ目に、笛吹市役所支所設置条例によりますと、石和町地域ほか５町地域に支所を設置す

ることが決まっております。石和の支所を名実ともに廃止したことは、これは条例違反ではな

いか伺いたいと思います。 
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以上で、私の代表質問を終わります。 
○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） 
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀議員の代表質問、条例の遵守についてお答え申し上げます。 

はじめに、ご指摘のありました開示請求に関する経過につきましてご説明を申し上げます。 

当該開示請求は、昨年１１月、暫定本庁舎隣接地へのアパート建設計画に伴い、業者宛に回

答した文書について開示を求めて行われたものでありました。 

本件の対象となる文書には、個人に関する情報、法人に関する情報および市の審議、検討、

協議に関する情報などが記録されており、特に個人情報に関しましては、平成１７年４月に個

人情報保護法が全面施行されたことにより、個人情報保護に関して国民の意識が高まる中で、

その取り扱いにつきましては、慎重な対応が必要とされたものであり、また、庁舎建設候補地

について審議途中ということもありましたので、総合的に判断させていただく中で、個人識別

情報が含まれるものとして、非開示決定の処分をさせていただいたものであります。 

その後、当該処分に対しましては、行政不服審査法に基づく不服申立が行われましたので、

情報公開条例第１５条の規定に基づき、本年２月に笛吹市情報公開審査会に諮問をさせていた

だき、４月には、個人識別情報を除き部分開示すべきとの答申をいただきました。 

審査会では、当該文書に記録されている個人情報などの非開示情報該当性および部分開示該

当性について、慎重に審議がなされた結果、土地所有者の氏名、住所など、条例第５条第２号

の非開示情報に該当するものとした上で、個人識別情報を除いて部分開示することが妥当であ

る旨の判断がなされました。 

市は、その答申を尊重し、本年４月に部分開示をさせていただいたところであります。 

昨年度、市に対する開示請求は１１件ございました。そのうち本件および本件と同内容の請

求、ならびに情報公開の対象外となる２件を除く７件について、また、本年度においても６件

の開示請求に対しまして、対象外となる１件を除くすべての請求について、開示または部分開

示を行ってまいりました。 

今後も、情報公開条例を遵守し、情報公開、個人情報保護に対する職員の意識を高め、情報

セキュリティーの強化、公文書の適正管理を進める中で、情報の提供、情報公開の推進を図り、

市民に開かれた行政運営に努めてまいりたいと存じます。 

次に、石和支所の名実ともの廃止は、条例違反ではないかとのご質問です。 

平成１６年１０月１２日の合併以来、事務事業の効率化と市民サービスの維持向上を目的に、

事務組織の見直しを行ってきたところであります。 

平成１８年４月からは、本所の組織改革とともに、本所以外の５支所に支所長を専任で設置

し、本所・支所との連携強化に努めてまいりしまた。また、この組織の見直しにおいては、各

支所業務の効率的な運営を行うため、総務課を地域課に名称変更し、地域課では、これまでの

総務課の業務と、廃止した教育事務所の業務を地域教育担当が行うこととしました。また、地

域振興課を廃止し、住民課に地域振興担当を設け、これまでの業務を行うこととしました。 

この支所組織の見直しに伴い、石和支所地域課を廃止し、市民課に地域振興担当を設けたも

のであります。 
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現在、各支所においても、職員間で業務への協力体制を高め、住民サービスの向上に努めて

いるところであります。 

議員ご指摘の、石和支所を名実ともに廃止したことは、条例違反ではないかとのご質問であ

りますが、これまでの石和支所地域振興課の業務は、市民課地域振興担当で行っており、実質

的な業務は維持されております。 

したがいまして、市民サービスの機能は維持されていることから、条例の趣旨を損なうもの

ではないと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

学校給食の問題につきましては、芦原教育長がお答え申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、芦原教育長。 

○教育長（芦原正純君） 

続きまして、学校給食関係についてお答えさせていただきます。 

今回の学校給食費未納問題につきましては、先に議員全員協議会、ならびに教育厚生常任委

員会を開催していただき、その席上で経過等の説明をさせていただいたところであります。 

学校給食法の第 1 条、法律の目的におきまして、この法律は、「学校給食が児童および生徒

の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることに鑑み、学

校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を目的とする。」とありま

す。また、第２条には、学校給食の目標といたしまして、「学校給食については、義務教育諸

学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければなら

ない。」とありまして、第１号として、日常生活における食事について、正しい理解と望まし

て習慣を養うこと」、第２号として、「学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと」、第３号

として、「食生活の合理化、栄養の改善および健康の増進を図ること」、第４号として、「食料

の生産、配分および消費について、正しい理解に導くこと」とあります。 

さらに、第６条、経費の負担の第１項におきまして、「学校給食の実施に必要な施設および

設備に要する経費、ならびに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教

育諸学校の設置者の負担とする」、同条第２項におきまして、「前項に規定する経費以外の学校

給食に要する経費は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第２２条第１項に規定す

る保護者の負担とする」とあります。 

また、学校給食実施基準の第１条、趣旨におきまして、「学校給食法に定める学校給食の実

施については、この実施基準に適合するように努めることとし、もって同法施行の趣旨の徹底

を図るものとする」とあり、第２条の学校給食の実施の対象におきまして、「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実施されるものとする」とあります。 

３月に学校から出されました文書につきまして、以上の学校給食法ならびに学校給食実施基

準等を考慮し、県のスポーツ健康課の指導も受ける中で、教育委員会の見解といたしましては、

学校給食法と学校給食実施基準は車の両輪のようなものであり、未納問題だけが前に出てしま

いましたが、全員に給食を出すため、また食べさせたいためのものであり、給食の根幹を揺る

がすものではないこと。また、今後学校給食を適正に運営していくためであり、決して学校給

食を崩すためのものではないと理解いたしました。 

学校では、保護者に対しまして詳しい説明をしてご理解を得ております。 
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また、未納者につきましては、おのおのの事情を勘案した上で、適切に対応しておりまして、

経済的な理由により納めることが困難な方には必要な補助も行っております。 

今後も未納者につきましては、引き続き納付していただけるよう努めてまいります。 

以上で答弁とさせていただきます。 

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。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

まず、第１の情報公開の問題について、不服審査請求が出まして、そして部分開示になった

というお話でございました。まさにそれが、プライバシーを大事にし、かつ情報公開条例の趣

旨を尊重する正しい選択ではなかったかと思います。 

情報公開条例第１条は、行政情報を知ることは市民の権利だと、そして、開示に基づく市民

の的確な理解と批判が、公正・透明な市政の推進に役立つと宣言しております。 

プライバシーの保護の手段を講じながらということは当然でございますが、短期的には市政

執行者に都合の悪い情報も市民はすべて知る権利がある。また、そうすることが市の発展のた

めになると思います。そういう観点で今後とも、これを一つの例にして情報公開の推進に努め

ていただきたい、これは要望でございます。 

それから、２つ目の給食費の問題について、やはり教育的、また法令を遵守する立場から、

引き続き的確な指導そして執行をお願いしたいと思います。 

最後に、支所の問題でございますが、条例には明らかに石和に支所を設置するということが

書いてあります。また、施行規則では、支所長を置くとも書いてあります。それがことごとく

果たされていないということは、これは自明でございます。これは解釈によってどうこうと言

うことはできないわけで、まさに行政それから、ここにいる市幹部の皆さんが法令遵守の模範

を示して、今後、公正・透明・信頼の市政を確立していただくよう要望いたします。 
最後に、条例どおり石和に支所を確立することは、支所はもっぱらその地域住民に対し責任

を負う行政組織でございます。これができれば、石和地域市民の願い実現と石和の地域づくり

に素晴らしい展望が開けます。同時に６支所勢ぞろいすることが地域間平等の保障になり、よ

い地域づくりの競争と協働・学びの関係が生まれ、市政発展に大きな可能性が生まれるものと

確信いたします。 
その素晴らしい改革と将来への希望を述べて、日本共産党の代表質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、日本共産党笛吹市議団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、これにて散会といたします。 
なお、明日１３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 ４時１５分 
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再開  午前１０時００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。 
本日も上着は脱いで結構でございます。 
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。 
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 「一般質問」を行います。 
今議会へは８名から１３問の通告がありました。 
質問は通告順に行います。 
なお、関連質問については、申し合わせのとおり、同一会派のみ１０分間としますので、ご

承知願います。 
それでは、２７番、渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
公明党の渡邉清美です。 
２点質問させていただきます。 
はじめに、介護給付費適正化対策についてお伺いいたします。 
訪問介護をめぐっては、ヘルパーが訪問しているのに、報酬を求める不正請求が問題となっ

ているケースがありますが、支払い側の市町村には疑わしい情報があっても、確かめる資料に

乏しいのが実情であります。 
介護保険制度がスタートした平成１２年度では、７件だった不正請求等によるサービス指定

事業者の指定取消処分件数は、わずか５年間で３１３件に上がり、４５倍も増えております。 
そんな中、草津町では電話回線を使った介護サービスの管理システムをスタートさせました。

ヘルパーの方々が磁気カードを持ち、要介護宅を訪問した際に、設置された専用の読取り機を

通すことでデータを送信し、役場内のサーバーを通し、介護時間など適正なサービスが行われ

ているかをチェックするものです。特に認知症の高齢者宅においては、訪問の確認が困難なこ

とがあるので、これにより互いにスムーズに介護を進めているとのことです。 
市町村が適正化対策の中で使用している情報のほとんどは、サービス事業者が国保連合会に

提出している請求書の集計、分析後の数値等であるため、請求書の中に架空・水増し等が混在

していれば、これを見抜くことは極めて困難であります。 
国保連合会から届けられる情報は、最も早いもので３カ月前のサービスに関するものであり、

仮に問題があるにしても、これを見抜くのは非常に大変です。参入しているサービス事業者は、

市町村外または都道府県外の事業所もあるため、調べるのに期間がかかり、大変困難な部分が

あります。 
また、市町村の介護保険担当の人員体制は決して十分でないことから、目の前の事務に追わ

れ、疑わしい情報を有効に活用できていない市町村も相当あるとの指摘もありますが、本市の
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場合はいかがでしょうか。 
また、認知症、独り暮らし、老夫婦世帯等については、代わって見守ってあげる等の積極的

な配慮、取り組みが不可欠であります。 
そこで、この１８年度から地域支援事業の中で任意事業として介護給付費適正化事業を行う

ことができます。この機会に抜本的な取り組みを図っていただくことを切望するものでありま

すが、当局のご所見をお伺いいたします。 
２点目としまして、不妊治療費助成制度についてお伺いいたします。 
不妊治療費助成事業が次世代育成支援の一環として、平成１６年度からスタートしました。

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため臨時の特例措置として、医療保険が適用されず高額な

医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を対象者に助成するものです。現行

制度では体外受精、顕微授精を対象に年度１０万円、通算２年となっておりますが、この助成

期間を通算５年に拡大することになりました。 
この不妊治療費助成制度および５年に延長することに対しまして、本市の対応をお伺いいた

します。 
以上で質問を終わります。 
ありがとうございました。 

○議長（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） 
渡邉清美議員の一般質問、介護給付費適正化対策についてお答えいたします。 

介護保険制度がスタートしてから、多くの事業者が参入し、制度の基盤が充実してきました。

しかし、介護保険の給付費が大きく伸びている中、事業者による過度の利用者掘り起しや、全

国の中には善意でない事業者もおり、水増し請求や架空請求したケース、ケアマネジャーの名

義借りなどで、無資格者がケアプランを作成していたなどの不正請求をする事業者があるよう

であります。 

悪質なときは、都道府県知事が介護事業所の指定を取り消しております。制度開始から平成

１７年１２月現在で４１都道府県、３６２事業所が指定取消処分の対象となり、指定取消処分

が行われたケースが３２５事業所、取消を前提に廃止届を提出したケースなどが３７事業所あ

ります。 

今回の制度改正により、事業者を指導する県や地域密着型サービス事業者については、市に

も改善勧告、改善命令、指定停止命令、公表の権限が与えられました。 

このような状況を踏まえ、介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自立

支援に資するものとするため、不適正、不正なサービスはないかなどの観点から、介護給付の

適正化を図らなければなりません。 

ご質問の笛吹市においての適正化対策については、国保連合会からの医療給付情報突合リス

ト、重複請求縦覧チェック一覧、要介護認定有効期間の半数を超える短期入所受給者一覧など

を利用し、不適切な利用がないかをチェックしております。 

その他、償還払いに係る申請書チェックはその都度行っております。 

今後の適正化対策としては、利用者の身に覚えのない介護サービスを請求する事業所がある
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のではないかという指摘もあるようですので、介護給付費明細書の請求内容をもとに介護給付

通知書を利用者に通知し、給付の確認をできるようにしたいと考えております。 

また、地域支援事業の中で、ケアプランのチェック体制を整え、点検項目の検討を行ってま

いりたいと考えております。 

続きまして、不妊治療費助成制度についてお答えいたします。 

不妊治療費助成事業につきましては、平成１６年度に厚生労働省が、特定不妊治療費助成事

業の制度化を図り、山梨県が特定不妊治療費助成事業実施要綱を制定し助成されています。 

目的は、体外受精および顕微授精について１回の治療費が高額であり、経済的負担が重いこ

とから十分な治療を受けることができず、子どもを生むことをあきらめざるを得ない方も少な

くないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減

することを目的としています。 

対象者は医師の診断のもと、不妊治療でないと妊娠の見込みがないか、極めて少ないと診断

された方で、夫婦の前年の所得合計が６５０万円未満の方に、治療費に要した費用に対して、1

年度当たり１０万円を限度に通算２年間助成する制度です。 

県、笛吹市の制度利用状況は、平成１６年度が県全体で１１８件あり、うち笛吹市関係件数

は１１件であります。平成１７年度は県全体で１６５件、うち笛吹市関係が１９件となってい

ます。 

このほど、厚生労働省は少子化対策の一環として、平成１９年度より現行の１０万円を限度

に、通算２年間を５年間に延長することとしました。 

笛吹市といたしましては、今後、国・県の動向を踏まえ、対応を検討し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。 

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。 

渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 

 はじめの介護給付費適正化対策については、本市においては不正請求があったでしょうか。

もし、あったとしたら、どのような対応をなさったかお伺いいたします。 

また、市町村は通知書作成を国保連合会に委託して、１件当たり２５円２０銭の処理料を支

払っていますが、本市の場合は、この介護給付費の通知書を利用者に通知するのは、どのくら

いのサイクルで行うことを考えているか、お伺いいたします。 

２点目の不妊治療のほうですが、不妊治療費助成制度については、どこの病院で診断しても

いいというのではなくて、指定された病院・医療施設があると思いますが、本市においてはど

の医療施設が指定されているのか、お尋ねいたします。 

○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） 

再質問にお答えいたします。 
最初の給付費についての疑問の問い合わせの件でございますが、合併後、本市におきまして
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１件ほど、そうした問い合わせがございました。これにつきましては、事業書に内容の確認を

行い、また、県等に内容の確認の問い合わせを行いました。給付上は問題ございませんでした。 
そのような状況の中で、事業所に対しましては、今後またトラブルのないように、よく内容

の説明をするように指導を行ったところであります。 
２番目の介護給付費の通知書の件でございますが、本市といたしましては、今後は６カ月ご

とに利用者に通知し、給付の不適正な請求はないか、そのような確認をしていただくよう通知

することを考えております。 
次の不妊治療の関係でございますが、特定不妊治療費助成事業の対象となる医療機関でござ

いますが、これにつきましては日本産科婦人科学会の見解に基づく登録施設ということになっ

ておりまして、県内では山梨大学など３医療機関が指定されております。 
市といたしましては、特定不妊治療費の助成と不妊治療費助成の両方を検討し、今後、医療

機関の指定をしていきたいと、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） 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
国保連合会の基本スタンスは性善説に基づいており、審査にあたっても不正の請求はないと

いうのが前提ですから、請求限度額を超えていなければ、すべてパスすることになっておりま

す。 
通知書を利用者に送り、給付の確認ができるよう対応してくださることは本当にありがたい

ことですが、まだ少し問題もありまして、例えば、認知症の方とか、独り暮らしの方、高齢者

の方たちは、その通知書を見ても、字が見えない、文字が分からない、また、６カ月前となり

ますと覚えていないとか。そのような問題も起きることがあり、個人の尊厳の保持を犯す行為

であるという指摘も、今現在、中には実際ありますけれども、サービスが本当に実施されたか

否かをチェックするのが、最も重要であることと思います。 
サービスの実施状況の把握と管理は、あくまでも保険者機能の中で市町村自らが行うべきで

あると思いますので、今後ともさらなる対策をよろしくお願いいたします。 
以上です。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、渡邉清美君の一般質問を終了いたします。 
続いて、関連質問を許します。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
渡邉清美議員の質問の関連質問をさせていただきます。 
その中で、介護給付費適正化対策についてお伺いいたします。 
本定例会当初、行政報告および提出議案要旨説明の中でも、その柱の一つとして介護保険が

挙げられております。 
本市としましても、この４月より施行された介護保険法の一部の改正に伴って、地域包括支

援センターを立ち上げられまして、また、専門職員の方が滞在されるということの中で、ます
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ます市町村という流れの中での介護保険が重視されると思われますが。まず、今回の質問の中

でも、世間ではいろんな業者さんがいらっしゃいまして、全部が全部悪いとは限らないのです

が、そういう一部の３００事業所に及ぶ不正があったと思われますが、笛吹市の中では、事業

者はどのくらい現在あるのかということをお伺いしたいということでございます。 
また、この介護保険の全体をとおしまして、この笛吹市として今後どのように対応されるの

かということをお伺いして、終わりたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

○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） 
関連質問にお答えいたします。 
２点ほどございましたが、最初の市内における介護サービスの事業者数でございますが、

１８年４月現在でございますが、４５の事業者で介護保険のサービスをしていただいておりま

す。 
２点目の、介護保険事業の適正化を進める上での今後の対応についてということでございま

すが、これにつきましては、適正化を進める上では介護サービス事業者の皆さんの理解が最も

大事だと、このようにも考えております。そうした点から、制度の趣旨や良質なサービスの実

施に向けて、必要な情報の提供を行う等、また、笛吹市の介護保険事業者連絡会議を活用いた

しまして、これは昨年立ち上げてございますが、事業者の理解や協力を得ていく考えでござい

ます。 
また、サービス現場におけるところの相談等につきましても、今後、対応できるような体制

づくりを考えていきたいと思っております。 
よろしくお願いいたします。 

○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。 
９番、大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
笛政クラブの大久保俊雄です。 
議長の許可を得ましたので質問いたします。 
サッカーワールドカップも開幕し、日本経済と同様、その潜在的な底力を世界に見せ付けて

ほしいものであります。 
私どもを取り巻く経済環境も、５月１６日、経済財政担当相による月例報告では、ファンダ

メンタルズ、いわば経済の基礎的な諸条件は堅調で悲観的な材料が見当たらないと述べ、景気

拡大は５月で５２カ月続進、バブル景気を抜いて戦後２番目、今年１１月には、戦後最長のい

ざなぎ景気も軽く超えると指摘。また、国内需要の柱である個人消費と設備投資に加え、海外

需要での輸出の堅調な推移も持続。経済動向指数や雇用指数などの各種指標でも、それが裏付

けられていると指摘されております。 
また、地方においても、日銀の４月の地域経済報告では、全国１１地域すべてで上向き、と

りわけ関東甲信越・東海などの４地域では情報収集され、原油高騰、金融緩和解除などによる



 ７８

金利変動が懸念材料であるが、さらに上ぶれの可能性もあると指摘しております。 
さらに、いままでの数値指標とは若干異なる内閣府発表の景気ウォッチャー調査、いわゆる

街角景気と呼ばれ、景気を最も肌で感じやすいタクシー運転手、小売店やレストランなどで働

く約３千人を対象にした現状判断指数も、全国すべての地域で景気回復が実感されている様子

が浮き彫りになっているとのことです。 
私も、早速社員に聞きましたけれども、笛吹市においては、それとはまったく異なり、否で

ありました。 
確かに、宿泊関係者・飲食店関係者に聞きましても、ゴールデンウィークまでは宿泊客や地

元の住民の方の昼・夜の人の流れは、前年対比よくて同程度でありましたが、連休後、その落

ち込みは顕著であり、ＮＨＫの「風林火山」、再三話が出ておりますけれども、それに向けて

民間も行政も共通した大量の種をまいて、確実なる収穫を目指して、かつての賑わいである「つ

わものどもが夢のあと」ではなくて、「つわものどもがまた来たり」に向けて、一つひとつ具

体的に行動していかなければならないことを痛感しております。 
また、三位一体行財政改革の集大成ともいえる行政改革推進法案も、今月まとめられる骨太

方針２００６に具体策が盛り込まれるとのことですけれども、政府与党による行財政再建への

努力は、ある部分うかがえるものの、現行の財政の仕組みを維持したままで公務員の一律削減、

公務員宿舎等の資産売却、地方交付税の一律削減、人口と面積による単純な交付だけでは、本

来必要とされている財政の安定化には到底及ばないばかりか、本来進むべき社会保障の将来策

や地域の所得保障等にどこまで国が責任をもち、地方自治体にどこまで権限を移譲し、自治体

の財政および財政の決定裁量権を与えるか｡すなわち公私の役割分担と、国と地方の役割分担

についての議論は、またもや先送り。これはまた骨抜き落胆方針２００６になることは必至で

あります。 
要は、ゆとりと豊かさを実感できるような、国と地方自治体の役割を抜本的に見直すと同時

に、私たちが最も身近に感じる地方自治体を主体的に運営し、その自治体主導で国の政策を決

定するような仕組みづくりが必要不可欠であります。 
さらに、本質問の市債発行にかかわる適債計画の策定の必要性と、利子負担の具体策を問う

前に、もう一つ触れなければならないのが金融政策であります。 
金融政策においても、量的緩和の解除が決定され、今後の物価動向次第では、ゼロ金利から

の転換時期も迫っております。これまでの超金融緩和は超低金利とイコールでありまして、金

融機関の不良債権処理や債務超過の企業救済には大いに貢献しました。しかし、それは

３４０兆円ともいわれる家計への実所得の大幅な減少によって支えられたものであり、いわば、

私たちの家計への課税により、金融機関への補助金を賄う財政政策に等しいものであります。 
銀行が空前の黒字を生み出している一方で、ゼロ金利がこれほど何年も続くのは異常であり

まして、最大の債務者である政府にとっては大いなる恩恵でありましたが、われわれは痛みを

我慢せよと言われ続けておりますが、この超低金利に不平不満を表立って言わないのも、大変

不思議であります。 
行政の支出でとかく無駄なものに土木事業だとか人件費だとか言われますが、一概に無駄だ

とは思われません。それよりもさらに目を向けなればならないものの一つに、自治体の借金に

よる利息の支払いがあります。 
先月２８日、総務省が設置した地方分権２１世紀ビジョン懇談会では、地方自治体の破綻法
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制の数年内の導入、地方債の自由化、新型交付税の３本を柱とする中間取りまとめが発表され

ました。 
地方財政制度の抜本的な見直しがねらいで、その破綻法制は債権者や株主が損失を負う企業

倒産とは異なり、財政指標が悪化した自治体に対し、財政再建を義務付ける仕組みであります。

言い換えれば、新制度では自治体により厳しい政府資金の大幅削減と、地方の歳出削減に対す

る財政運営を義務付けているものであります。 
さらに、地方債についても自治体の判断で自由に発行できる仕組みにする代わり、１８年度

から地方債発行が許可制から同意制に大きく制度が変わり、それと同時に国の優遇の保障をや

めるとうたっております。 
これは地方債、自治体の市場原理が働きやすくなる。言い換えれば、本当に市民のニーズを

集約した事業であるか、否かを吟味した上での起債、いわゆる次世代に付けを残さない借金で

なければなりません。 
本市においても、３月に第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が策定され、荻野市長のさらなるリーダーシップの下、全庁一丸となってそのプログ

ラムが履行されることを切望するものであります。 
そこで、公債費の負担、特に支払利息の軽減についてお伺いします。 
行政の歳出については、先ほど申しましたように、公共事業、土木事業、人件費については

無駄のないようにと、とかく注目されますが、自治体の借金による利息の支払いも効率的にな

されなければなりません。起債は当然市民ニーズの実現には必要でありますが、自治体の長期

的な借金の元利および支払利息によって、いまさら申すまでもなく自治体財政は逼迫しており

ます。この公債費をいかに新たに増加させずに削減していく中で、行政サービスを低下させな

いかが、今後の健全な自治体財政の基本となってくるのではないでしょうか。 
笛吹市におきましても、合併前からの積った借金額・起債額は１６年度末で一般会計

２９５億円、特別会計の下水道が１５６億円、特定環境下水道８９億円、上水道４６億円、簡

易水道２８億円と、１，５５１本の地方債、総額で６１３億円あまりにも達しまして、これは

市民１人当たりで８５万円、１世帯当たりで２３６万円になります｡ 
ここで問題になると思われるのが、利息の支払いでありまして、借りたものには利息がつく

のは当たり前ですが、昨年の利息の支払いは一般会計約６億円、水道会計で２億６千万円、下

水道会計で６億９千万円、合計で１４億６千万円であります。また、起債残高のピークは平成

２０年度、返済額ピークは平成２７年度になり、合併特例債も満額使えば、さらに３９０億円

それに加算され、財政圧迫、すなわち市民生活圧迫が今から懸念されるわけであります。 
例えば、下水道会計では、市民の１年間の下水道使用料の収入総額が３億８千万円ほどです

が、下水道会計の支払利息は６億９千万円と、つまり使用料の倍以上が利息に消えております。 
この中でも、高金利の利息について、平成１６年度末の笛吹市市債調べでは５．１％以上の

高い利息の付いている借入残高は、一般会計および水道会計等特別会計で３２４本、残高

４２億９千万円、これは総額の７％にあたり、中には７％以上の市債も１４０本存在します。 
政府資金はともあれ、縁故債において高い利息という、無駄な支出を軽減して困る市民は一

人もいません。 
また、資金を長期借入する金融機関を選定する場合であっても、金利の見積りの入札が必要

であります。縁故債として特定の金融機関に限定するのではなく、複数金融機関からの見積り
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入札の必要性、金利を低くするための入札は一般入札と異なり、金利がいくら低くても、手抜

きや品質が落ちることもなく、金利の予定価格の設定や最低制限価格の設定など複雑な業務も、

市にはまったく必要ありませんし、笛吹市内の最大のお客として、金融機関にもしっかりと要

請し、入札を原則とする必要があろうかと思われます。 
そこで、本市における市債発行にかかわる後年度負担を考慮した適債計画の策定の必要性、

および、利子負担の軽減策として低利借り換え、縁故資金の繰上償還、また、起債時の複数金

融機関による借入利率の見積り、公債費に準ずる債務負担行為償還金の繰上償還など、できる

限りの公債縮減対策が必要と思われますが、本市の取り組みについて具体的にお聞かせくださ

い。 
２番目の質問ですが、山梨峡東病院の移転後の土地と建物の活用策についてでありますが、

昨日の正鵠会・中村議員の代表質問の一つで答弁がなされましたので、重複しない範囲で答弁

を求めます。 
過日、笛吹中央病院として四日市場地内に新装開院し、さらなる地域医療の向上が大きく期

待されるところでありますが、現建物延べ床面積３，９００平方メートル、土地３，７００平

方メートルについて、取り壊しを含め今後の有効活用策はあるのかお伺いします。 
分庁舎問題をはじめ観光関係、福祉関係、教育関係等、今後さまざまな各種団体からいろい

ろな要望が出されてくることが予想されるわけでありますが、建物を活用する場合でも、築

３６年経ているため、昨日の答弁にもありましたように、耐震工事等の補修も必要と思えるわ

けでありますけれども、地の利を生かした跡地有効活用が望まれますが、事業計画の有無およ

び今後の展望、また、新地にする場合の取壊し費用とか耐震補修の金額は、どのくらいになる

のか、分かる範囲で答弁いただきたいわけでありまして、いずれにしても、膨大な費用を要す

るわけでありまして、活用する方法と取り壊す方法の決定する主眼はどこに置かれているのか。

また、いつころまでを目途に計画の策定がなされるのかをお伺いしまして、以上、２点質問を

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） 
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） 
大久保議員の一般質問、公債費の縮減対策につきまして、それから、峡東病院の移転により

ます現存建物および跡地についての有効活用策についてのご質問、２点につきましてお答え申

し上げます。 

はじめに、公債費の縮減対策についてでありますが、起債計画の策定については、起債計画

は事業計画に伴うものとなりますことから、市の総合計画が策定された段階で、これに基づく

実施計画である普通建設事業計画と併せて策定していくことになりますが、市の今後の財政見

通しや将来的な負担を考慮しながら、効率的な計画を策定していきたいと考えております。 

次に、具体的な公債費の縮減対策についてでありますが、まず、一般財源である減債基金等

の活用による縁故資金の繰上償還が考えられますが、この一般財源の活用は、柔軟な財政運営

に支障を来たす恐れもありますので、慎重な対応が求められるものであります。この繰上償還

につきましては、今後の財政状況を見ながら、適切な時期に判断していきたいと考えておりま
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す。 

また、起債の基本となります普通建設事業の縮減も公債費の縮減には必要不可欠であり、効

率的な事業計画により必要最小限にとどめることも、方策の一つになるものと考えております。 

さらに、新たな起債につきましても、合併特例債や過疎債など、有利な地方債をできるだけ

活用することも重要であると考えております。 

次に、低利率への取り組みでありますが、地方債制度が平成１８年度より許可制から同意制

に移行し、これに伴い政府系資金が縮減され、自治体の責任において資金調達する比率が高く

なりまして、民間資金活用の機会が増加してまいりました。 

この活用する機会の多くなりました民間資金につきましては、これまでも縁故債で行ってお

りましたが、見積り入札等の実施によりまして、低金利の地方債の活用を図ってまいりたいと

考えております。 

続きまして、峡東病院の移転による現存建物および跡地についての有効活用策についてお答

え申し上げます。 

峡東病院の民間移管の概要を申し上げますと、議員もご存じのとおり、当時、石和町におい

て、石和峡東病院の赤字経営からの脱却を目的に、平成１４年５月医療法人康麗会（上尾中央

医療グループ）と石和町で民間移管の基本協定書を締結し、民間移管の基本方針を定めました。 

その後、移管にあたっての必要事項である、土地、建物、医療機器等について契約を締結し、

平成１４年９月開催の石和町議会で、石和町病院事業の設置等に関する廃止条例を可決いただ

き、９月末、石和町立峡東病院を閉院し、１０月１日から医療法人康麗会が山梨峡東病院とし

て経営を開始いたしました。 

医療法人康麗会が、峡東病院の名称で経営移管後、３年半あまり地域の医療機関として運営

を行ってまいりましたが、石和町四日市場地内に新病院の建設を行い、本年６月から「笛吹中

央病院」として開院いたしております。 

これに伴いまして、山梨峡東病院は閉院することになります。 

峡東病院の敷地および建物につきましては、平成１４年７月、双方で契約を締結し、建物は

石和町から医療法人康麗会に有償で譲渡いたしましたが、土地につきましては、地域医療を推

進するための施設として、限定利用を条件に無償貸付を行ってまいりました。 

そのため、この度の閉院に伴い貸付は終了となります。 

一方、有償で譲渡した建物につきましては、笛吹市に返還してくれることになっております。 

新病院への移転後の現状建物の利用につきましては、同建物は建設後、既に３６年が経過し

ており、老朽化とともに新耐震基準前の建設であることから、今後、建物の安全性ならびに各

部屋の配置等を確認し、利用可能な方法などについて検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

次に、活用方法はいつころまでに検討されるかというご質問でありますが、本年度の予算に

調査費を計上してありますので、できるならば１８年度中には、その方向を見出していきたい

と考えております｡ 

また、改修費につきましても、それぞれ住民、各部局等で要望等を取りまとめる中で、場合

によっては庁舎内の検討委員会を設置するなどして、意見を収集する中で、その活用方策につ

いては考えていきたいと思います。 

また、改修費につきましても、全館改修するのか、あるいは部分改修するのか、それにつき
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ましても、改修費が活用方法の条件になろうかと思います。あまり改修費が多い場合には、多

方面からいろいろな検討を加える中で、結論を出していかなければならないとも考えておりま

す。また、利用によっては部分改修で利用していくのか、そういったこともありますので、こ

の病院の活用につきましては、幾つかの選択肢がありますので、いろいろな方の意見を聞く中

で、考えていきたいと思います。 

○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） 

ご答弁いただいたわけですが、３点ほどお伺いしたいと思います。 

まず、１点目は、本市の１７年度起債、これは出納閉鎖直前の５月に地方債が決定されると

報告しておりますけれども、どのように金融機関を決定されまして、また、利息は何パーセン

トになるのか、具体的な数値でお聞かせいただきたいということと。 

もう１点、市のバランスシートといいましょうか財務諸表の公開についてお伺いするわけで

すが、民間が資金調達の場合には信用保証制度と、これは経済産業省の政令が４月１日から変

わりまして、国が返済を保証することで、金融機関から中小企業の融資を活用する制度であり

まして、数多くの中小企業、民間がこれを利用しているわけで、いままでは信用保証料率とい

うのが一律１．３５％だったわけですが、企業の財務内容によって０．５％から２．２％、９段

階に４月１日から変わりまして、国の中小企業支援策というのは、いままで平等だったわけで

すけれども、今度は実力主義の時代に入ったのではないかなと、われわれはとらえておるわけ

ですけれども。 
自治体によっても、当然、保証料率の一部肩代わりをするとか、経営体力の脆弱な企業を支

援する戦略的な対応も望まれるわけですが、こちらのほうはまた次の機会に質問することにし

まして、自治体の体力によっても、やはり金利というものも変わってこようかと思いますし、

現にバランスシート、財務内容を公開すれば、しない自治体よりも安く金利を出していただけ

る、こういうようなところも打ち出しておりまして、市の財政状況もやはりある部分、企業と

全く同じというわけにはいかないのでしょうけれども、分かりやすい数字で、逆に公開すべき

部分は必要ではないかなと思うわけですが、そちらのほうを１点お伺いしたいということと。 
あと、峡東病院の跡地ということで、なかなか危険がある部分で人に貸したりすると、また

自治体の行政責任も出るわけですけれども、やはり場所もいいということと、例えば、まちの

駅ではないですけれども、例えば農産物を売る場所にしたり、また商店街なども１店１品とい

うことで、各商店でもやっているわけですが、何らかの方法で情報発信、宿泊施設の情報を流

したり、市役所の横ということで観光面から考えれば、そういったことも、テント代わりでは

ないですけれども決まるまで、そういったことでは活用できないのかなということ。 
また、福祉関係ですと安全性ということが重要視されるわけですけれども、決まるまでの間、

何らかの活用ではないですけれども、考えればいくつも考えられるわけですけれども、そこら

へんの活用方法に向けて、１８年をもってということですけれども、一刻も早く行動に移さな

ければならないような部分もあるかなと思えるのですが、その点についてお伺いしたいと思い

ます。 
以上です。 
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○議長（龍澤敦君） 
中川財政課長。 

○財政課長（中川啓次君） 
大久保議員の再質問で財政関係の２点につきまして、私のほうからお答えをさせていただき

ます。 
まず、１７年度市債の詳細と決定方法、それから利率についてでございますが、一般会計の

借入は１３件ございました。その総額は３０億５，９００万円となっております。 
この中には、臨時財政対策債および限定補填債がございまして、合わせて１２億４，６００万

円含まれております。その３０億円のうち、合併特例債分の６億９，５９０万円がいわゆる縁

故債となっております。この扱いにつきましては、市の取引金融機関６社の見積り入札により

まして、最も金利が低かった金融機関で決定させていただいております。具体的には、ＪＡ笛

吹さんに決定させていただきまして、償還期間が１０年間で、利率につきましては、年利１．

４％という形になっております。 
これ以外の部分につきましては、財政融資資金でありますとか、金融公庫などの政府系資金

となっておりまして、１３件すべての平均利率は１．６％となっております。償還期間の平均

は１７年間でございます。 
また、公営企業部の関係の水道・下水道会計につきましては、これとは別に１２件、合わせ

て１６億１，３００万円の借り入れをさせていただいております。 
次に、バランスシートなどの財務諸表の公表についてでございますが、ご質問にありました

ように、財政状況の公表をしているか、していないかによって、金利に格差がついてくるとい

うふうな、金融機関の動きがあるのも事実でございます。 
市といたしましても、財務諸表の作成につきましては、市の財政状況や行政サービスのコス

トを的確に把握するためには、重要な資料となりますことから、実は昨年も作成には着手させ

ていただいたわけでございますが、１７年度の実績と違いまして、１６年度の実績につきまし

ては、年度前半は合併前の６町村の状況、それから後半が合併してからということで、１つの

市としての年間を通しての１６年度実績というものと、多少特殊な部分がありまして、なかな

か整った数字が出てこないというふうなこともございました。 
また、それを比較するための前年１５年の実績につきましては、まったく６町村の概算の数

値というふうなことになりますので、整った数字が得られないというようなことから、作成・

公表につきましては、これまで見送りをさせていただいてきたわけでございます。 
ここで１７年度の決算が出せる時期になりましたので、市といたしましては、初めて年間を

通じての実績が出せることになったわけでございます。この１７年度の決算統計などの結果の

数値を基本に、本年度はバランスシート、行政コスト計算書等の財務諸表を作成させていただ

きまして、市の財政状況の分析資料とさせていただきながら、これを公表していきたいと考え

ております。 
時期につきましては、１２月末までにはそれぞれの諸表を作成して、年明けには公表したい

と考えております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 
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○市長（荻野正直君） 
大久保議員の峡東病院の跡地利用について、お答えをさせていただきます。 
昨日も中村議員のほうからご質問をいただいたわけでありますけれども、今、新たな提案と

して、次の活用が決まるまでほかの団体等々に貸したらどうかというような、ご提案をいただ

いたわけでありますけれども。いずれにいたしましても、最終的に受け渡しをするのが、今入っ

ている情報ですと、今月いっぱいには峡東病院をすべて市のほうに返還するという情報を聞い

ております。 
それを受けまして、内容的なものを十分に精査して、どういうふうな活用が一番いいか。あ

るいは投資しても、例えば高額な改修費用がかかる場合には、解体をしたほうがいいのではな

いかというふうな結論もあると思います。 
いずれにしましても、今年度、調査費を確か５００万円計上してあるはずでございます。そ

れを十分活用いたしまして、より良い方向で活用を考えていきたいと思います。 
解体する場合に、どのくらいかかるかということで、本当にざっくりな話で業者がぱっと見

て、いくらくらいかかるのですかと言ったら、最低でも１億円ぐらいかかるのではないかと、

こんなふうな話も承っておりますから、いずれにしても多額な費用がかかるということは、間

違いないわけであります。 
したがいまして、いかに有効に活用するかという方向で検討していきたいと、かように考え

ております。 
それから、もう１つ、市の利息あるいは市債に関する利息等についてでございますけれども、

すべて現状においては、各金融機関におきまして見積りでございますけれども、取っておりま

す。もちろん市の発行するものについて、すべてそういう方向で、１つの金融機関に偏った形

でするというような方向ではなくて、数社から見積りを取りながら進めているという、そうい

う方向でおります。 
なおかつ、もう１つ利息という形では表れてこないわけでありますけれども、リース料とい

うのがございます。実はこれが一番のくせ者でございまして、リースで借りれば、例えは市庁

舎１つ取りましても、いわゆる委託料の中にスパッと入れていけば、新しい車がすぐに入って

くるというような状況で。私もかつて議員をしているころ、確か車を買うなんていうことは、

どこにも入っていなかったなというふうなことを見たわけでありますけれども、よく見ました

ら委託料の中に新しい車が買えるような状況になっていたというふうな記憶がございます。 
そういったことも含めまして、やはり出るものを一つひとつ検証しながら実施していきたい

と、こんなふ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） 

大久保俊雄君。 
○９番議員（大久保俊雄君） 

まず、リース料ですね。再質問でしようと思っていた矢先で答弁をいただいて、非常に金額

も大きいわけでして、また精査いただくということと、もう１点は起債に関して、地方債はこ

れからは協議同意制ということで、また政府系資金にかかわる政府系金融機関も今年度これは

大きく統合されるということで、自治体もスクラムを組んで、国も民間にできることは民間と

いっておきながら、こういった重要な金融の問題を政府系資金でしばった上に、膨大な金利を

払わされるということですね。 
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また自治体、市長会とかいろいろな団体がありますので、またこういった矛盾の声をどんど

ん上げていただくことを要望しまして、質問といたします。 
○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。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
続いて、１７番、杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
私は、リニア実験線全線建設について市の対応をお伺いいたします。 
リニア中央新幹線は、全国新幹線鉄道整備法第４条の、建設を開始すべき新幹線鉄道路線と

して基本計画が定められております。 
また、平成１０年に策定された全国総合開発計画「２１世紀の国土のグランドデザイン」で

も早期実現を目指すと記されている国家プロジェクトでもあります。 
山梨リニア実験線については、先行区間における実験開始から１０年目を迎えました。

２００５年、都内で開かれた中央リニアエクスプレス推進同盟会において、鉄道実用技術評価

委員会において、実用化の基盤技術が確立したと判断されました。 
今後は、さらなる長期耐久性の検証、コスト低減など、営業線適用に向けた設備仕様の検討

を行うことが必要であるとの考えが示されました。 
市に関係する一般区間１３．２キロは、土地買収後、長い間、棚上げ状態が続いている中、

５月１８日、新聞紙上にＪＲ東海が全線建設を目指し、設備更新と併せて３千億円を負担する

ことを明らかにいたしました。特に、リニアにかかる地域の方々は、大きな驚きを持って受け

止めております。ＪＲ東海は、今年の秋を目途に規模や建設内容を具体化し、タイムスケジュー

ルを含めて示すとのことですが、市の対応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。 
池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
杉岡喜美雄議員の一般質問、リニア実験線建設にかかる市の対応についてお答えいたします。 
ＪＲ東海の松本社長は、本年４月２７日、中長期的な経営戦略の一環として、リニア走行試

験区間を先行区間から未着工の一般区間まで、延伸することを検討していくと表明しました。 
その内容は、今年秋ころを目途に具体的なタイムスケジュールも含めた計画を定める意向で

あり、大まかな見通しとして、工期は７年、費用については現施設の更新も含め３千億円以上

を見込んでおり、そのすべてをＪＲ東海単独で負担するというものです。 
山梨リニア新実験線の全線建設につきましては、長年の懸案でございまして、市といたしま

しても、今回の表明に対しましては、大きな喜びとともに大いに歓迎すべきところであります。 
これを受けまして、５月１８日のリニア中央エクスプレス建設促進山梨期成同盟会定期総会

におきましては、懸案だった全線建設に道筋が付いたものとして、早期実現へ一致団結するこ

とが確認され、また、５月３１日には沿線９都府県によるリニア中央建設促進期成同盟会総会、

ならびに国土交通省および関係国会議員への要望活動に、市議会から議長、副議長、リニア対
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策特別委員会委員長および副委員長にご参加をいただいたところであります。 
今後は県とともに、その早期建設への協力と、その後の実用化に向けた取り組みを促進して

まいります。 
なお、現在のところ詳細な情報は明らかにされておりませんが、市といたしましても、地域

の活性化に役立ててまいるよう、関係機関に対し積極的に働き掛けをしてまいりたいと考えて

おります。 
以上で答弁とさせていただきます。 
よろしくご理解をお願いたします。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
今、室長からお答えがあったように、中央リニア推進同盟会に議会から４名の正副議長さん

はじめ委員長さん、行ってまいりました。私も何回かその総会には出席させていただいたので

すが、特に今年は国会議員の先生方、３０名を超える方、またそれぞれの知事さん、もちろん

山梨県の山本知事さんも出席されたのですが、多くの知事さんも出席されました。前とは違っ

た熱いものを感じ、また、これが大きな流れの始まりかなという実感をいたしました。 
４月１８日に新聞紙上に、先ほど申しましたがＪＲ東海さんの社長の会見の中で、繰り返し

になりますが、その方針でいくという話がされました。その同じ日に県庁でＪＲ東海のリニア

開発本部の主幹が県庁に説明に来ておられます。記者会見をやった日と県庁の説明があった日

が同じなんです。当然、笛吹市もそこを通過する場所ですから、笛吹市にも説明があって当然

だと思うし、どういう形で来たか、お答えをいただきたいと思います。 
それから、県でもリニア推進局、前は局が付いておりました。正式な名称はちょっと分かり

ませんが。それから今度はリニア交通課、機構改革で名称の変更があったかもしれませんが、

笛吹市でもいろいろな情報の窓口、リニアに関する窓口をぜひともつくっていただきたい。

１つの課をつくれというのではなくて、１つの係でも結構ですので、いろいろな情報を集める

ために、ぜひとも窓口をつくっていただきたいと思います。 
それから、通過する場所はすでに杭で分かっておりますが、トンネルの土砂を運ぶとか道路

を造るとか、まだルートも決まっておりません。そういう意味で専門の職員がいたらなという

思いがします。私としても、リニア関係に関することを本当は実はよく分かっておりません。

リニアに関することは、国土交通省それから鉄道総合研究所、鉄建公団、それからＪＲ東海さ

んと、どこがどういう仕事を受け持っているかということも分かりませんので、ぜひともそう

いう窓口をつくっていただきたいという思いがありますが、お答えをいただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

池田秘書政策室長。 
○秘書政策室長（池田聖仁君） 

最初の再質問、建設について笛吹市に説明があったかというお話でございますけれども、直

接お話は伺っておりません。その後まいりましたけれども、その後まいったというのは、県が

まいったということでございます。 
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○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
この記者会見の前日、ＪＲ東海のリニア建設実験室の担当の方、お二人が見えました。それ

から、なおかつ県のリニア推進室の室長が同行いたしまして、説明に来ていただきました。ま

だ記者会見前ですから、この件についてはシークレットにしていただきたいという前置きをい

たしまして、いわゆる、いままで長くお待たせしましたけれども、国のほうでの予算付けでな

くて、ＪＲ東海がすべて費用を持ってこの実験線を全線開通する、実験線の中の予定区間を開

通したいというふうな、記者会見で発表した内容についての説明をいただきました。前日でご

ざいます。 
それから、市としてこれに対して、どう対応していくかということでございますけれども、

今、私どもの中で考えられることは、今、秘書政策室で窓口の担当がいるわけでありますけれ

ども、特にどういうことをお手伝いさせていただいたらいいか、これにつきましても、県ある

いはＪＲ東海さんと相談をさせていただきながら、準備を進めさせていただきたいと、こんな

ふ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） 

池田秘書政策室長。 
○秘書政策室長（池田聖仁君） 

再質問の２問目ですけれども、県ではリニア交通課、市では窓口はどうかという質問であり

ますけれども、現在、秘書政策室の経営政策担当が、専任ではございませんけれども担当をし

ております。 
いずれにいたしましても、市の役割が明確になった段階で、それなりの対応をしてまいりた

いと考えております。担当を置くかということにつきましては、その事務量の大きさを勘案い

たしまして、検討してまいりたいというように考えております。 
 よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
ありがとうございました。 
今、日本は技術立国、また技術大国を目指しているところでありますが、超伝導リニア技術

は世界に誇れる技術だと思っております。 
本会議の中でも、必ず観光振興が出てまいります。その中でいろいろ、一つひとつここでは

言いませんが、リニアも観光の大きな１つの目玉になるのではないかなと。すぐというわけに

はいきませんが、思っております。 
平成１７年８月には、リニアの試乗が１０万人を超えました。境川まで４２．８キロが全線、

実験線が開通しますと、今は確か４両編成と思いますが、最大１０両編成になります。一度に

１千人の人を運べるようになります。飛行機は４７０人ぐらいですよね。そうすると、今度は

世界各国からその技術を見たり、試乗するのに必ず私は来ると思っています。今からトンネル

は開きます。２年後には芦川のトンネルが開きます。それから７年というタイムスケジュール

を発表するとは言っていますけれども、うわさではもうちょっと圧縮して、早い時期に開通す
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るのではないかという話もあります。 
また、境川には、１０両編成ですから、当然、操車場もつくるはずです。今度は都留が起点

ではなくて境川が起点になりますと、観光という面では世界のリニアの起点になると私は信じ

ています。 
そういう点で、お答えは難しいかもしれませんが、観光と一つになったものを、これからも

構築していくことがどうかなという思いがいたします。そういう意味で、ちょっとお答えしに

くいかもしれませんが、ひとつ最後のお答えをしていただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

最初に一つお断りをしておきます。先ほど、室長との意見が違いましたのは、もう一度お答

えしておきますけれども、ＪＲ東海さんがいらしたときに、あくまでもシークレット情報だと

いうふうなことで、釘をさされておりましたから、私はどちらかというと、くそまじめでござ

いますから、約束をきっちり守るということで、実は室長にも話がしてなかったというふうに、

ご理解を賜りたいと思います。 
それから、今の実験線の駅でございますけれども、今、都留にございますけれども、できま

すれば境川に駅をつくっていただきたいというのが、私も願いでございます。これにつきまし

ては、ＪＲ東海さんのほうで、どんなふうな計画をつくるか、まだ分かりませんけれども、こ

れにつきましても、市としても働きかけをしていきたい。県のほうにも働きかけをして、実験

線の駅がくるということはすごいことでございますから、ぜひともそういう方向で、皆さま方

のお力もお借りする中で進めさせていただければと、こんなふうに思っております。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、杉岡喜美雄君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
関連質問させていただきたいと思います。 
今、聞いておりまして、全然、営業線の姿が目に見えないわけです。確かに実験線、先行線、

それから一般区間２４．４キロを整備していただけるということは、非常にうれしいです。わ

が市がそれにどういうふうに取り組んでいくかというと、今、杉岡議員が要望いたしまして、

市長さんからもお答えをいただいたわけですが、ぜひ、そのへんは積極的に進行していただけ

れば、ありがたいと思っています。 
私は、こんなふうに考えているわけですが、よく理解もしていないのですが、分かる範囲で

ちょっとお伺いしたいと思っています。 
この実験線の位置付けですが、リニア新幹線の位置付けでありますが、新幹線整備法、さっ

きも出てきましたが、その中では基本計画路線なんですね、位置付けというのは。だから着工

を前提とした整備計画路線には入っていないわけなんですね。ですから、そのへんの取り組み

をどうしていくかということなんです。 
やっぱり国家のミスリードというふうに私は考えているわけですが、全然、営業線に対する
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姿が見えてこない。国民にも知らせていない。関係のある市民にも全然知らせていないという

ことなんです。では、実験線は技術向上のためにやるだけなのか、あるいは、国家的プロジェ

クトの新幹線を造るためにやっているのか、そのへんもよく分からないわけなんです。 
これは８兆円かかる国家プロジェクトというふうに言われていますが、今、実験線をつくる

ということで３千億円、７年間というようなことで、これはうれしいことでありますが、それ

は取り組んでいかなければいけないと思います。国交省の鉄道課が担当するのではないかとい

うように思っていますが、そのへんの営業線の話が出たのかどうか。出ないと思いますけれど

も、そのへんをちょっとお伺いしたいと思っております。 
われわれはそこをお願いしているんです。実験線ではないんです。そのへんいかがでしょう

か。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

関連質問のリニアの関連でございますけれども、それぞれのとらえ方があると思いますけれ

ども、今のものがそのまま延長していくのではないかと、こういうふうな想像をする方もござ

いますし、今の井上議員さんのように、あれはあくまでも実験線なんだと。造るときはもう一

回白紙に戻して線を引き直すんだと、こういうふうな想像もできるわけでありますけれども。

現在のところ、とにかくリニア新幹線が、いわゆる実用化できるかできないかということが、

まず第１期の大きな目標だと思います。 
したがいまして、最初の計画の４２．８キロが、その中で１０両編成なら１０両編成という

形でしっかりと実験をしていただいて、そして、それが実用化に間違いないという確証を得な

い限り、今おっしゃったような話というのは、なかなかできないのではないかと、私はそんな

ふうに想像をいたしております。 
（「ありがとうございました」の声あり） 

○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１１時２０分から行います。 

休憩  午前１１時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２０分 
○議長（龍澤敦君） 

 再開します。 
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、一般質問を行います。 
まず、第３期介護保険事業計画について伺います。 
先日、全戸にダイジェスト版が配布されましたけれども、計画策定にあたっては事務局をは

じめとして策定委員の皆さんには、大変なご苦労があったことと推察いたしまして、敬意を表
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したいと思います。 
まず、２期計画に対する評価について伺います。 
計画書によりますと、目標に対しての実績の数字や比率の数字を挙げるにとどまっておりま

す。しかし、この数値の背景に利用者のどんな実態があったのか、これでは見えてきません。

実績から課題と教訓を導き出して考察を行い、次期計画に生かしていくことが大事ではないで

しょうか。利用者の実態から出発した計画づくりのためにも、次期計画策定の折には、客観的

な考察をぜひともやるべきと考えております。 
次に、地域包括支援センターについて伺います。 
笛吹市では４月から１カ所、直営での設置で出発いたしました。包括支援センターは、人口

およそ２万から３万人に１カ所つくることが望ましいとされておりますけれども、この計画書

では、今後の支援センターの設置には触れておりません。各圏域に設置することが望まれます

けれども、今後の見通しについて答弁をお願いします。 
３つ目に、地域密着型の施設、サービスについて伺います。 
計画では６つの地域密着型のサービス、施設についてその基盤整備計画を立てております。

私は特に施設の設置見通しについて、設置にあたっての事業者への支援策であるとか、また設

置業者がなかったときの行政の責任などについて、考えを伺うものです。 
４つ目に、計画策定にあたっては、各自治体が参考にすべきとされる国の基本方針が示され

ております。内容は施設サービスの利用者割合を、介護度２以上の人に対して３７％以下とす

ることや、介護度３、施設の利用割合について、介護度４、５の割合を７０％以上にすること

や、また施設の個室、ユニット化の推進であります。この第３期計画を見ましても、特に特養

の新設にあまり力を入れていないことからも明らかのように、国の基本方針どおりの計画とい

うことがうかがえるものであります。待機者を速やかに解消していくためにも、地域の実態に

即した計画にするべきと考えますが、見解を伺います。 
次に、保育所の指定管理について伺います。 
石和町の第３、第４保育所については、指定管理導入の方向で管理者についても、ほぼ内定

の状況ですけれども、私たち日本共産党は、公立保育所への指定管理導入は基本的にやめるべ

きと考えております。笛吹市の未来を担う子どもたちの育ちを保障する公立保育所は、継続し

て市が責任を負うべきであります。 
温泉施設を指定管理にするということと、日々、子どもたちがそこで過ごし、保育士さんた

ちが力を尽くして子どもたちの発達を保障し、そのことで安心して両親が働ける、そういう保

育所を指定管理にすることと、質的にはまったく違うものと考えております。 
特に第４保育園の保護者からは、また新たな不安や指定管理にすることへの不満の声が出て

いるというふうに聞いております。 
指定管理を導入することへの子ども・保護者への不安や影響を、市はどのように認識してい

るのか。また、指定管理導入によって、より一層の保育サービス向上が期待できるというふう

に市は言いますけれども、それがどうして公立ではできないのか。公立で追求しようとしない

のか。そのことについても見解を伺います。 
仮の話ですけれども、来年４月から導入された場合ですけれども、指定管理者がこれまでど

おり市内業者との取り引きを継続するのか、大変心配になるところであります。第３・第４保

育所の入所児童数は、およそ３００人余りになりますけれども、給食材料費や教材費、事務費、
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ガス・灯油などの光熱費、また子どもたちの園服・上履き・帽子・体育着など、市内業者にとっ

ては、大変大事な取り引きであります。その金額は年間どのくらいになっているのか伺うと同

時に、指定管理導入後も市内業者育成のためとか、地域経済活性化のために、取り引き継続を

約束させるよう望みまして、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、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） 
亀山和子議員の一般質問、第３期介護保険事業計画についてお答えいたします。 

今般の笛吹市高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画策定につきましては、計画策定

委員会に参画いただきました委員の皆さま、ならびに実態調査等にご協力いただきました多く

の皆さまに対し、この場をおかりしまして厚く御礼を申し上げます。 
さて、ご質問の２期計画の評価の件ですが、まず、笛吹市における平成１５年４月から平成

１６年１０月までの、高齢者人口および要介護認定者数の推移、要介護認定者の構成、要介護

度別の推移、サービスの利用構造として高齢者１人当りの費用、サービス種類別の費用、在宅

サービスの利用状況、施設サービスの利用状況等の実態を把握し、これをもとに旧６町村別に

推移・分析等を行い、さらに１７年３月に要介護認定者、第１号被保険者、第２号被保険者に

対しアンケート調査を行い、ニーズの把握をし、第３期事業計画に反映させております。 
次に、地域包括支援センターの各圏域設置の今後の見通しについてでありますが、地域包括

支援センターにつきましては、各圏域設置を前提に、より地域に密着した相談体制を確保して

いくための検討を行ったところであります。 
国から、センター業務について、特に新予防給付のマネジメントや地域支援事業のマネジメ

ントの業務内容、業務量についての詳細が明確にならなかった部分もありましたが、４月から

センターを市直営で１カ所立ち上げ、専門職８名の新体制を組んでスタートしたところであり

ます。 
今後の圏域ごとの対応につきましては、各圏域における相談体制の確保と介護予防施策、新

予防給付マネジメント等の確保策、市全体での連携と、相互に補完し合う仕組みづくりなどを

前提としていくことが重要と考えておりますので、今年度のセンターの活動内容、実績等を踏

まえ、地域包括支援センター運営協議会の中で協議を重ね、設置について検討していく考えで

あります。 
次に、小規模な地域密着型施設の設置の見通しについてでありますが、今後３年間の市の整

備計画に基づき、１８年度の小規模多機能型居宅介護および認知症対応型通所介護、１９年度

の地域密着型特定施設入居者生活介護の各施設の募集については、既に進めております。 
さらに、小規模多機能型居宅介護および認知症対応型通所介護につきましては、１９年度お

よび２０年度についても整備する計画であります。 
支援策と事業者がなかった場合のご質問ですが、応募の状況にもよりますが、新規参入の事

業者だけでなく、サテライト型等の既存事業者の事業展開にも期待しながら、必要な場合には、

国の福祉空間整備交付金の対応も含めて支援を行う考えであります。 
次に、施設サービスの利用率の件ですが、今回の介護保険制度の見直しでは、高齢者介護の

あるべき姿を念頭においた長期的な目標を立て、制度の持続可能性の確保、明るく活力ある高
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齢社会の構築を基本視点としております。 
これを受け、本計画では第５期介護保険事業計画の最終年度である、平成２６年度までの長

期的な目標を立て、事業計画を策定いたしました。 
この計画では、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介

護保険サービスの基盤整備を図り、住み慣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、目標としております。 
また、介護保険施設サービスにつきましては、より重度の高齢者に重点を置き、施設へ入所

した場合にも、できる限り在宅での生活に近い内容としていくことが必要であると考えられま

す。 
そのような観点から、国が示した基準をもとに目標を設定し、施設サービス基盤整備計画を

立てております。 
今後とも、介護保険の健全な運営ができますようご理解、ご協力をいただきたいと思います。 
続きまして、保育所の指定管理導入について問うについてお答えいたします。 
はじめに、保育所への指定管理者制度導入は基本的にやめるべき。保護者、ならびに子ども

たちへの影響をどう認識しているのか。保育サービスの向上は、公立でも十分追求できるはず

であるが、とのご質問でございますが、指定管理者制度につきましては、公の施設の管理・運

営に民間の能力やノウハウを活用しつつ、サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図る

ことを目的とするものであります。 
保育所は、公の施設の設置目的を達成するため、指定管理者に管理を行わせることが可能な

施設であります。公立保育所への指定管理導入については、児童福祉法に規定されている公的

責任を十分に踏まえる上で、市の行財政改革プランに掲げる職員定員管理適正化、財政的効果

を図りつつ、高まる保育ニーズに対応するため、保育サービスの向上等を目的に導入を行うも

のであります。 
民間保育所は公立保育所に比べて、時間延長や一時保育、休日保育など利用者サービスの向

上に積極的に取り組んでおります。コストを抑えつつ、多様化するニーズに特別保育などで柔

軟に対応しているため、保護者からの評判が良いのが現状であります。 
長年にわたり優れた保育所運営の実績を持つ、社会福祉法人のノウハウを活用することによ

り、保育所のサービス向上を図り、市内の他の公立保育所とも切磋琢磨することにより、公立

保育所全体のレベルアップが図れるものと考えているところであります。 
また、保護者ならびに子どもたちへの影響についてでございますが、石和第３保育所と第

４保育所では、保護者の十分なご理解のもとで円滑に導入するため、また十分な準備期間をお

くため、導入時期を１９年４月とし、内定した社会福祉法人を交え、保護者への説明会等を行っ

ております。 
保護者からの質問・ご意見の主なものは、「平成１８年４月の実施では期間的に心配である」、

「指定管理になると職員が一度に大きく変わってしまうことが心配である」等でありました。 
保護者の質問・意見に対し、実施時期については準備期間を取ることとし、１年間実施時期

を延ばしました。人事配置については急激に変わらないよう配慮し、保育士は人事異動程度の

交代にとどめ、子どもたちへの環境変化による影響が極力ないよう配慮していくこと等の、説

明を行っているところであります。 
次に、仮に導入された場合、運営のすべてにおいて市内業者との取り引きをこれまでどおり
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継続することを望むとの質問ですが、指定管理者導入で管理者が市から民間に変わったことで、

地元の業者との取り引きがなくなることを危惧されてのご質問でありますが、指定管理の導入

によって、これまでの物品等納入業者が必ずしも引き続き受託できるとは限りません。 
したがって、民間業者等は指定管理者から引き続き受託あるいは受注するには、サービス向

上、業務内容・品質・価格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。 
地域経済活性化の視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。なるべく地元業者の協力を

得ながら運営をしていただくというのが、市の基本的スタンスでありますので、地元業者の育

成につきまして、指定管理者と協議し要請もしてまいりたいと考えております。 
次に、第３・第４保育所の運営にあたって市内業者のとの取り引き額額は年間どのくらいか

とのご質問でございますが、平成１７年度の第３・第４保育所の運営にかかる費用のうち、給

食の賄い材料費は、第３、第４合わせて１，５００万円ほどであり、市内業者との取り引き額

は、そのうちの約７２％にあたる１，１００万円ほどであります。 
また、灯油、ガス等の燃料代については、第３、第４合わせて１４５万円となっております。

すべて市内業者から納入されております。なお、教材費その他の消耗品につきましては、第３、

第４合わせて７６０万円ほどであり、そのうち市内業者との取り引き額は約４０％にあたる

３０５万円ほどでございます。特に教材につきましては、専門の業者になりますので、市内で

は賄い切れない部分もございます。 
できるだけ地域や地元業者の育成という観点から、指定管理者と協議を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。 
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。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
５点にわたって再質問をさせていただきます。 
最初に、介護保険についてですけれども、私、先ほど第２期計画の実績について、考察をしっ

かり行って、そこから課題・教訓を引き出して次期計画に生かすことが、とりわけ大事だとい

うふうに考えております。 
答弁では具体的に触れておりませんでしたので、特徴的な２つの事業について、当局の考察

評価を伺いたいと思います。 
１つは、訪問介護であります。 
これは２期の計画に対して、実績は５０％にとどまっておりました。一方、短期入所ですけ

れども、これは計画に対して実績が２００％にも達しております。これらの特徴的な数値に対

して、どう考察評価するのか。この数値の背景に利用者のどんな実態があると考えるのか、お

答えください。 
２つ目は、地域包括支援センターです。 
答弁では具体的に圏域ごとの設置については、答弁では具体的に触れておりませんでしたの
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で、当面は１カ所で運営するということになります。市長の行政報告では、そのセンターには

８人の専門職員がいるということでしたけれども、市では新予防給付に回る人、確か５００人

とか７５０人とかと推計しておりますけれども、項目の８人の職員でマネジメントすらもでき

なくなる。もしかしたらケアマネ難民が生まれかねないという状況だと考えております。 
職員増員をすることが急務なわけですけれども、センターはケアマネだけではないですよね、

いろいろな機能を持っているわけですけれども、センターが機能していくための当面の見通し

を示していただきたいと思います。 
３つ目は、地域密着型施設の進捗状況についてですけれども、先ほど部長の答弁では整備計

画があると答弁されておりました。特に小規模多機能型の居宅介護とか、それから認知症のデ

イサービスについては、平成１８年度設置するという整備計画になっております。１８年度と

言いますともう３カ月過ぎました。その業者が具体的に手上げしているのか、その進捗状況に

ついて答弁をお願いします。 
次に、保育のことです。答弁では民間に指定管理したら、民間はこんなサービスができるん

だというふうに、るる答弁しておりますけれども、私はそんなことを質問しておりません。サー

ビス内容向上を図るということが目的なら、どうして公立でそのことが追求できないのか、し

ないのか、そのことを明確に答えていただきたいと思っております。 
特に、答弁では経費の節減を図るということを目的としておりますけれども、子どもを育て

るとか、人を育てるとかということに対して経費節減ということは、とても考えられないこと

です。どういう人材を育成していくのかということについて、お金を惜しむということは、やっ

ぱり市のすることではないというふうに考えておりますので。 
あと、他市とか他県では、公立が率先して先進的な役割を果たしてサービス向上に努めてい

る。そのことで、私立の保育園もサービス向上に努めるというふうにして、公立の保育園が先

進的な役割を果たしているところもたくさんあります。どうして笛吹市では、そういうことが

追求できないのか、ということを明確に答えていただきたいと思います。 
特に第４保育園のほうでは、年度が変わって新しい園児も迎えたり、保護者の層も少しずつ

変わっておりますので、この指定管理に対するいろいろな不安の声が出ていると聞いておりま

す。先ほどの部長の答弁では、丁寧な説明をするということでしたけれども、このまま発車し

てしまいますと、大変なしこりを残してしまうということにもなりかねないと考えております。

このことを第４保育園の保護者から、たくさんの不安や不満の声を受け止めて、指定管理導入

の当面の見送りとか撤回はあり得るのか。このことについては、市長の答弁をお願いしたいと

思います。 
以上です。 

○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） 
それでは、私のほうからは事業計画につきましての再質問にお答えをさせていただきます。 
まず、１点目の考察という件でございますが、訪問介護５０％、短期入所２００％というよ

うなことについての見解ということでございますが、これにつきましては、平成１７年度実績、

１７年度のまとめにつきましては、旧の１６年度の形の中で、それぞれの町村での合併前の考

えがございまして、特色を生かしながらやってきたというような状況でございますので、あえ
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て、この統一的なコメントをまとめずにしてきたというような状況でございます。 
特に、この訪問介護につきましては、それぞれがその状況を踏まえての結果でございますが、

私たちが想定したより訪問の要望が少なかったというようにも、私たちはとらえておりますが、

これら中心に今後の計画にも考えていくような形に反映されています。 
次の短期入所につきましては、ご存じのとおり、地域性の中では特に果樹地帯ということで

ございますので、どうしても一時的には集中的に入所が見込まれたということでございます。

２００％でございますが、これはそれぞれの各町村の特色があって計画を立てたわけでござい

ますが、私たちの想像以上の短期入所の申し出があり、利用があったというようにも理解して

おります。これにつきましては、今後の計画の中で、含めて計画をされております。 
次の包括支援センターにつきましては、当面の見通しということでございまして、これにつ

きましては、スタートいたしまして３カ月というような状況であります。今のところ事業を進

めているところでございますが、その計画も、認定につきましては、今のところ１１９の要望

給付の認定の状況がございますが、その中で一つひとつ、この認定作業を進めているというよ

うなことでございます。圏域は石和・春日居・一宮・御坂・境川・春日居というような形の圏

域で、それぞれがこの事業を進めているということでございます。１１９の認定者の状況がご

ざいます。 
そうした中で、一つひとつの状況、まだ始まったばかりですので、これから見ていくわけで

ございますが、基本的には議員が申されましたように、人口からいって２万から３万人に１カ

所というようなことが基本ベースになっておりますが、これらにつきましては３カ所設けるの

がよいのか、または１カ所をより拡大してとかという形で、それぞれまだ見解がいく通りもあ

りますので、状況を見ながら考えていきたいと思います。 
いずれにいたしましても、亀山議員が申されましたように、今の体制ですべてができるとい

うようなことは思っておりませんし、実際できることは、言われるように不可能でございます

ので、当然この体制はまた新たに、現状に加えてこの計画を立てていく必要があるというよう

に思っております。 
次に、小規模多機能の現在の状況でございますが、これにつきましては、既に公募をいたし

まして、そして第１次の書類審査、またヒアリング等も行ってまいりました。したがいまして、

これらの業者につきましては、既にヒアリングを終え、そしてこの適格・不適格の通知を、つ

い最近でありましたが出したところでございます。小規模多機能型居宅介護につきましては、

４つの業者からその手が挙がったところでございます。その中で１カ所決めさせていただき、

過日、通知を出したところでございます。 
次の認知症対応型通所介護でございますが、これにつきましては１カ所、１事業所から上

がってきましたが、細かく応募内容につきまして、提案の内容・説明を受けた状況の中で、残

念ながら不採用ということになりましたので、これにつきましては、新たにもう一度考えてい

く必要があるというようにも考えております。 
次の地域密着型特定施設入所者生活介護につきましては、２つの事業所よりこの開設の提案

がございました。その中の１事業所を決めさせていただき、過日、決定の通知を出させていた

だいたような経過でございます。 
これら踏まえて、建設等、また準備等ございますので、なるべく早い時期にということで、

取り決めをさせていただきましたが、現在、そうした進捗状況でございます。 
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これらがスムーズにいきますよう、市といたしましてもしっかりと、予定されている業者と

連携を取りながら事業を進めてまいりたいと、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） 
岡部福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡部敏朗君） 
亀山議員さんの保育所の指定管理の関係につきまして、お答えをさせていただきます。 
内容的には大変厳しい再質問をいただいたわけでありますけれども、市といたしましては、

公立保育所においても保育サービスの向上を現在図っているところでございますが、それ以上

に民間の保育所は時間延長や一時保育、休日保育などの利用サービスの向上に、積極的に取り

組んでいるところでありまして、また多様化する住民ニーズにも柔軟に対応をしておりますの

で、そうした実績を持ちます民間の社会福祉法人のノウハウを活用することによりまして、市

内の公立保育所のレベルアップが図れるものと考えております。 
また、指定管理者制度の目的の住民サービスを向上させ、経済的効果を図るということで、

経済性を追求することばかりではなく、その施設を建設した目的に照らし合わせまして、住民

の福祉が向上する、そういう施設の特性を生かした運営を模索していくことにもあるわけであ

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 
また、民間の保育所でありましても、安心して子どもを預け、保護者の方が働くことができ

ると考えております。さらに、第４保育所につきましては、過日、新入園児の保護者を対象に

いたしまして、指定管理者制度に伴います説明会等を実施して、現在、指定管理者の導入に向

けまして、保護者の理解を得るために市といたしましても努力しているところでございますの

で、よろしくご理解をお願いいたします。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
保育所の指定管理の問題でございますけれども、今、福祉事務所長がお答え申し上げました

とおり、指定いたしました２業者につきまして、それぞれの保育所の保護者に対しまして、施

設の見学、あるいは話し合い等を進めさせていただいたおります。今、この時点でどこまで保

護者の方にご理解いただいたかということについては、それぞれの見方があると思いますけれ

ども、最初、話をさせていただいた時点よりも、相当な数の皆さま方にご理解が進んでいると

いうように、私は理解をしております。 
したがいまして、今ここで指定管理をやめるとか、やめないとかというふうなことを申し上

げる時点ではないと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

亀山和子君。 
○６番議員（亀山和子君） 

保育所についてですけれども、どうしてサービス向上を公立で追求できないのかということ

は、なかなか明確な答えが出てまいりません。ですから、このことについても追求できるはず

だし、そのことをしないというそういう市の考え方が、本当に今分かったような気がします。 
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それから、介護保険のことについて１点、伺います。 
先ほど短期入所２００％のその背景に、地域的なものがあるというふうに部長が答弁しまし

けれども、この２００％という数字の背景をちょっとケアマネに尋ねてみました。今、特養の

待機者が大変多いですよね。特養の待機者が多くて、なかなか特養に入れないので、ショート

ステイ、ショートステイをつないで、なんとかしのいでいる。そういう実態がたくさんあるの

で、その２００％という数字が生まれてきたんだということも伺いました。 
この数字については、コンサルタント会社に事業をお願いしたと聞いておりますけれども、

やっぱりコンサルタント会社にお願いすると、そういう考察はできないですよね。ですから、

そういう考察をしっかり行いなさいということです。 
そういう特養施設が足りないから、短期入所が多くなるということから考えると、この計画

書では小規模特養の設置を２１年度に先送りしていますけれどもということ。 
それから、ケアマネから見た地域密着型の施設の必要件数でも、とても高い数値を示してお

りますよね。そういうことからも、考察をしっかり行うということと、それから特養の施設を

早急に建設することが、この数値からも明らかなわけですが、特養施設の建設の方向について、

ひとつ見通しを伺って再々質問を終わります。 
○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） 

この計画書の中にありますように、特養の入所者、希望者につきましては、平成１７年度４月

現在では３２７人、このように数字が出ていますが、この状況は前年度から止まっているとい

うようなことでございます。一応の落ち着きを見せているという状況でございまして、待機者

のうち７、８割は直前のキャンセル等が現実あるというようなことでございます。また、重複

して、この特養に申し出があるというようなことでも、かなりそうしたことも考えられます。 
そうしますと、保留を見込まれておりますので、真の入所人数というのは、推計でございま

すが、この計画の中にもありますように、２５％程度ではないかなというようなことを見込ん

でおります。そうしますと、約８３人程度と見込んでおりますが、この待機者を優先して対象

となる要介護の４、５で絞り込みをするということになりますと、私たちの今の状況でいたし

ますと、どうしても小規模の特養よりも、むしろ、さっき挙げました、市が考えております施

設を最優先し、そして２００％にもなる、こうした地域の現状を踏まえての施設を優先的に考

えていくというような形にしておりまして、こうした状況に踏まえながら、見つつ、２１年度

に考えていくというような計画をしております。 
どうか、そうした点で、特に大規模になりますと県の認可ということになりまして、市も要

望しておりますが、現実的にはそれが各圏域に認めていただけないような、県の現状でござい

ますので、私たちも、できればそういった点を県でも考えていただければありがたいなと、常

日ごろ思っておりますが、県全体を見た中ではどうしてもこの峡東地域といいますか、笛吹市

を含めてのこの一帯の中には、新たな建設が見込めないというような現状でございます。 
そういった点でございまして、私たちは、いろいろなほかの施設等も勘案した中で、今回の

小規模の施設の検討をし、そして決定させていただいたという経過でございますので、ぜひと

もご理解をいただきたいと思います。 
以上でございます。 
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○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
保育所の問題でございますけれども、先ほど、なぜ民間に任せるのか、なぜ市立ではできな

いのかというお話でございますけれども。 
基本的に、どの施設も市でできないことはないというふうに思っております。例えば、今回、

指定管理者に出した施設、すべてが市でできないということではないと思っています。しかし、

より市民にサービスできる方法はないかという角度で、私は考えていきたいと思いますし、な

おかつ、できる限り民間の活力を利用して、市民のサービスの向上を図ろうというのが基本的

な状況であります。 
そういう中にありまして、保育所１つを取ってみましても、民間にお願いしてもいい施設で

あるというように判断したわけであります。例えば、市内にあります私立の保育所と、それか

ら笛吹市立の保育所の入所状況を見ておりますと、地域によりましては、先に私立保育所が

いっぱいになって、それから笛吹市立の保育所に希望が出てくると、こんなふうな状況を見て

みましても、やはりきめの細かいサービスをしていただいているのが現状ではないかと、こん

なふうな判断もできるわけであります。 
したがいまして、市では絶対にできないという観点ではなくて、よりサービスが、どちらの

ほうができていくのだろうかと、こういう観点で指定管理者に各種の施設を検討しながらお願

いしようと、こういうことでございます。民間にできることは、できる限り民間にお願いし、

サービスの向上を図っていくというのが、市の基本的な方向であります。 
○議長（龍澤敦君） 

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） 
こういう高齢者保健福祉計画、第３期介護保険事業計画というものが出ましたけれども、本

当にこれは大変な作業ではなかったかと、敬意を表したいと思います。 
と申しますのも、先ほどの話にもございましたように、国のほうが基準どおりに計画をつく

れといいながら、細かい基準、明確にならない、ケアマネがどれだけ受けていいのかというよ

うな数字も出てこない。そして、その結果、早速、包括支援センターでも、今の数字では対応

は不可能だろうという答弁が出たわけです。 
そういう点では、国が期間を決めて基準も明確にしないまま、この基準でやれという中でご

苦労は大変だっただろうと思うし、その結果、また地域の実情もしっかり把握しながらやると

いうことも、また困難ではなかったかと思います。 
そういう点で、この計画について期間がきたら見直すのではなく、継続して補強していかな

ければならない部分というのがたくさんあると思いますが、その計画について、まず聞きたい

ということと。その中で、もう１つは具体的な中身としては、地域住宅政策あるいはケアハウ

スというものが、本当に地域でのケアを実現していく上で効果的・効率的、そして本人にとっ

てもよいと思いますが、こういう計画も併せて検討が必要だと思いますが、いかがかというこ

とをお聞きしたいと思います。 



 ９９

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） 

関連質問にお答えいたします。 
まず、計画につきましては、大変ご苦労いただいたというようなことも、議員さんから今い

ただきまして、確かにこれにつきましては、一般公募を含めまして１９名の委員さんをもって

構成し、そして策定委員会を立ち上げ、そして昨年７月より７回にわたって、毎月行ってきた

というようなことでございます。こうしたことでございますので、幅広い多くの委員さんのご

意見をいただきながら仕上がった、この計画でございますので、私もこの計画につきましては、

非常に重みのある重要な計画と、このように受け止めております。 
しかしながら、今後のこの計画についての変更の考えはあるかということでございますが、

いずれにいたしましても、１８年、１９年、２０年、３カ年の計画でございまして、まだ３カ

月しか経っておりません。いかにしても、計画はどうだと言われても、まずこれを実行してい

くことが第１番、このように考えております。そうした点で、やりながら第１次の計画をまた

考える上では、ご意見を重要に受け止めて、そして考えいくべきであると、このようにも認識

しております。 
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） 
もう１つ具体的な提言として、施設政策も含めたケアハウス等の活用というのが非常に有効

だと思われるが、その検討の用意はあるかという質問がありましたけれども、この点を再度、

答えていただきたいということと。そして、もう１点は今の答弁ですけれども、国の基準が明

確にならないまま見切り発車してつくらざるを得なかったという事情の中で、いろいろな不備

がすでに発生しているということは、先ほど、これらでは不可能だという答弁にもあったとお

りです。そういう点では、継続的にやはり地域の実情や、この新しいその後出された基準等を

見ながら、継続的に検討していく必要があるのではないかと言っているわけですが、その点に

お答えいただきたいと思います。 
以上です。 

○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） 
今のご質問にお答えいたします。 
不備というよりも、その点につきましては、包括支援センターのことを私は言ったわけでご

ざいますが、あえてこの中に１カ所にとどめるとか、考えていないとかとは全然うたってはい

ません。ですので、今後状況を見ながら考えていくということでございますので、決して不備

ということではございませんので、ご理解願いたいと思います。 
それから、もう１つ、新しい事業の取り組みの考えはあるかということでございますが、こ

れにつきましては、今後また状況を踏まえつつ検討してまいりたいと、このように考えており
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ます。 
以上でございます。 

○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１時３０分より行います。 

休憩  午後１２時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長（龍澤敦君） 

再開します、 
 一般質問を続けます。 
 ２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
 それでは、通告に従いまして、障害者自立支援法の１０月完全実施に向けてということで、

ご質問させていただきます。 
 障害者自立支援法成立によって、身体・知的・精神の障害をお持ちの皆さんへのサービス体

系が、自立支援と地域生活支援の２つのサービス体系へと再編されました。地域生活支援事業

は支援法７７条に相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付など、移動支援、

地域活動支援が挙げられ、市町村が取り組むべき事業として法定化されました。 
 地域生活支援事業は地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することが求められて

いるわけですが、まず地域での自立生活および社会参加を促すことを目的としている、移動支

援事業の対象と対応範囲について、お伺いします。 
 次に、コミュニケーション支援事業における手話通訳者の派遣範囲と窓口対応については、

どのようにお考えかお伺いします。 
 また、支援法は障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする、地域活動支援セン

ター事業について触れておりますが、障害のある小学生から高校生の放課後、休日、長期休暇

の療育や余暇活動を含めた事業整備については、どのようにお考えかお伺いします。 
 また、地域活動支援センターにおける地域住民ボランティア育成について言及されている部

分があります。豊かな地域支援、自立生活支援を実現するには、主体的な層の厚いボランティ

ア組織も必要と思います。その育成の状況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。 
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、障害者自立支援法の１０月完全実施に向けてにお答えいたしま

す。 
まず、移動の利用対象と対応範囲についてでございますが、障害者自立支援法では障害者や

障害児の保護者等から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

の派遣事業、障害者等の移動を支援する事業などを内容とする、地域生活支援事業を市町村が
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実施することとしております。 
ご質問の移動支援事業につきましては、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。 
国・県からの具体的な事業の指示があり次第、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。 
次に、コミュ二ケーション支援事業における手話通訳者の利用範囲と窓口対応についてであ

りますが、この事業も地域生活支援事業の柱の一つになっております。 
実施方法としましては、手話通訳者を市役所の窓口に設置する方法と、利用者の要望に対し

まして病院や学校等に派遣する方法とがあります。この事業は１０月実施に向けて具体化して

いくわけでありますが、関係者のご意見もお聞きしながら検討していきたいと考えております。 
次に、地域活動支援センター事業の中での障害児支援についてのご質問にお答えします。 
ご指摘の地域活動支援センターにつきましては、現在の小規模作業所などを平成２３年度ま

でに、自立支援法に基づく組織に衣替えをしようとするものであります。その中の１つの形態

として、障害児の支援事業を実施できないかというご質問でありますが、現在のところ大枠が

示されているだけであります。今後、国や県の動向を見ながら、本市における対応を検討した

いと考えております。 
最後に、ボランティア養成の状況についてのご質問であります。 
本市におきましては、福祉分野だけに限らず、多くの部局で多数の団体、個人がボランティ

ア活動に参加していただいております。今や、市の事業を進めていく上ではなくてはならない

ボランティア活動となっております。 
また、団塊の世代が退職を迎えるこれから数年間は、地域での生きがい活動としてのボラン

ティア活動を盛り上げていくチャンスでもあります。 
市といたしましては、この機会にボランティア活動を推進するために、幅広い分野の方々と

連携をとりながら取り組みを強化していく方針であります。特に、１０月に本市で予定されて

おります、山梨県福祉ボランティアフェスティバルはその飛躍の場としていきたいと考えてお

ります。 
以上で答弁とさせていただきますので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○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） 
 自立支援給付をするサービス内容の中の行動援護には、知的障害または精神障害により、行

動上、著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有するものという利用者像が設定され

ております。このことによって、いままで支援費制度の下で、ガイドヘルパーを利用できるよ

うになっていた視覚障害者の方々のサービスが、どのようにして受けられるのかが宙に浮いて

いる状態です。当事者の方々は大変ご心配されている様子ですが、何か対案はおありでしょう

か。 
 また、移動支援事業の実施方法としてご答弁いただきましたが、個別支援型とグループ支援

型のほかに、福祉バスなど車両の巡回による送迎、あるいは公共施設、駅、福祉センターなど、
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障害者の利便を考慮しました経路を定めて運行するというような、あるいは各種行事の参加の

ために必要に応じて随時運行するという、車両移送型という利用形態が想定されていますが、

その点について何かお考えがあるかお聞きします。 
 また、手話通訳者の派遣範囲については、具体的にはどの範囲までお考えかお伺いします。 
さらに、要約筆記者の派遣についてはどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 
障害児の支援事業については、１０月に児童デイサービスの見直しが行われる予定だと聞い

ております。障害児地域活動支援センターの設置が必要かと思います。ただ、短期的にはレス

パイト事業の利用要件についても再検討が必要かと思いますが、その点についてもお伺いいた

します。 
以上です。 

○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） 
再質問にお答えいたします。 
５点ほどございますけれども、まず、最初の支援費制度の下でガイドヘルパーを利用してい

る方が宙に浮いてしまうということの対応策でございます。これにつきましては、今回の地域

生活支援事業におきましては、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業だと、

このようにもいわれております。したがいまして、この件につきましては、今後、利用者の動

向を見ながら考えていきたいと思っております。 
次に、福祉バス等車両の巡回による送迎等の件でございますが、車両移送型、このような内

容のお考えがあるかということでございますが、基本的には、グループ型をまず先に考えてい

きたいと思っております。さまざまな形態があるわけですが、基本的にはグループ型を考えて

いき、今後の状況に応じてさらに検討を進めてまいりたいと思います。 
手話通訳者の派遣の範囲の件につきましては、視覚障害者の要望に応えて学校・病院また区

の総会、公園等そのようなところに派遣する派遣型と、市役所等に手話通訳者を設置する、派

遣型・設置型あるわけですが、今後は利用者の意見をお聞きいたしまして検討し、要綱の策定

をしていきたいと考えておりますが、この事業を円滑に進めるためには、障害者と手話通訳者

との間を調整しなければなりません。そうした点で、県の指導や受ける事業者と協議をしなが

ら、今後進めてまいりたいと思っております。 
次に、４番目の要約筆記者の派遣についてでございますが、これにつきましては、まず手話

通訳者のことを先に実施させていただいて、必要に応じ検討させていただきたいと考えており

ます。 
５番目の障害児地域活動支援センターの設置でありますが、これにつきましては、今後の動

向を見ながら、センター設置はさまざまな必要条件が出てくるわけでございますので、そう

いった点で今後の検討課題とさせていただきたいと考えております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
手話通訳者の派遣範囲に関しては、要綱を作成ということのご返答をいただきましたので、
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市民参加という枠をどうとらえるかということをきちんと明確に、利用者に対して提示する必

要があるかと考えておりますので、ぜひその点を含めて要綱作成をお願いしたいと思います。 
レスパイト事業のことに関してはちょっとお返事がいただけませんでしたので、その件につ

いて再々質問の中でご返事をいただければと思います。 
車両移動型支援についてお答えがございましたけれども、個別給付の活動援護とか移動支援

でフォローできない、移送を必要としている方々というのは確実にいらっしゃいます。障害者

や要介護高齢者の中で、一人で公共交通機関が利用できない方、さらには在宅生活に必要な通

院に対する福祉有償運送事業というのが社会福祉協議会で実施されているわけですが、なかな

か制限がありまして、目の前に迫っている高齢化社会では、いわゆる交通弱者といわれている

方々の支援も、重要になってきているのではないかと思います。 
そこで、全国で２６市町村が実施しているといわれています、デマンド交通システムという

のがあるらしいのですが、そのシステムというのは、さまざまに移送を必要としている方々へ

のサービスとして注目されていることをまず、ここで申し上げまして、一考をお願いしたいと

思います。 
また、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、助言指導を行う役割を担っ

ております、ネットワーク構築を目指すという核になる部分ですが、仮称地域自立支援協議会

なるものの早期の立ち上げが必要だと思いますが、見解をお伺いいたします。 
何度か国や県の動向を見ながら考えるというようなご答弁がございましたが、地域生活支援

事業は市町村がその内容、利用料の負担の有無についても、主体的に設定していくということ

が前提になっております。このサービス再編が妥当かどうかということは別にいたしまして、

市町村のいままでのサービスが、この法律によってどうなるかという視点で、施策を展開して

いかなければ、これから障害者の方々の余暇活動など、社会参加への道を障害者が絶たれてし

まうのではないかと危惧しております。地域で暮らすことは時間も費用も人も、いままで以上

に必要になるんだというような意味のことをおっしゃる方がおりますけれども、私もそういう

ふうに思います。いままで以上にそのことを心にとめながら、よりよい制度をつくり上げなけ

ればならないということをお願いしてと言いますか、申し上げまして私の質問を終わらせてい

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） 

今のご質問で、３点ほどありますのでお答えしたいと思います。 
最初に、短期的に行われるレスパイト事業の利用要件についても、再検討が必要ではないか

と、このようなことでございますが、この点につきましては、日常の移動サービスとは異なる

ものでございます。したがいまして、総合的に他事業とも関連がございますので、検討してい

きたいと思っております。 
また、移動のデマンド型については、タクシー業界とも協議をしながら、検討していく必要

があるのではないかと思っておりますので、そんな形で今後検討させていただきたいと思いま

す。 
最後の、地域生活支援協議会の設置の件でございますが、これにつきましては、目的といた

しましては、相談事業の中立性・公平性の確保や困難事例の対応のあり方、協議、調整など、
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これらの役割を果たすものでございます。構成する関係者というのは、保健、医療、学校関係

とか障害者当事者団体とか、学識経験者等により構成されるものでございます。この点につき

ましては、相談支援事業をはじめとするシステムづくりということで、中核的な役割を果たす

協議の場であるということで認識しておりますので、設置をしていく方向で考えていきます。 
これにつきましては、方法は２通りございまして、市単独で設置する場合と広域で設置する

場合、幾つかの市町村と合わせて設置する場合というようなことがございまして、これには市

単独また広域と、この２つの中にはメリット、デメリットがさまざまございます。メリットと

しましては、幾つかの市町村で設置した場合は、幅広い活用の範囲が広まってくるということ

もございます。しかしながら、市が独自でこういうことをやりたいということは、なかなか反

映しにくい部分もございます。そうした点もございますので、市か広域でやるかという点につ

いては、再度検討を重ねていく中で、この協議会の立ち上げを考えていきたいと思っておりま

す。 
先ほど、議員がご指摘のように、この制度が障害者の皆さんにとって福祉の低下につながら

ないように、取り組みを進めさせていただきたいと思っております。 
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） 
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。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
障害者福祉計画の進捗状況をお聞きしたいと思います。 

○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） 
障害者計画と合わせまして障害者福祉計画についての進捗は、ということでございますが、

これにつきましては、いままでニーズ調査を行ってまいりましたが、障害者５００に対しまし

て２７３、今５４．６％の回収状況でございます。これから集計をしていく作業に入ってまい

ります。 
これにつきましては、策定協議会を立ち上げていくわけでございますが、障害者の基本計画

の策定審議会を立ち上げさせていただきたいと考えております。具体的には６月１４日、明日、

水曜日でありますが、早速この策定審議会を開催させていただくことになっております。これ

につきましては、上位計画の地域福祉計画策定の審議会も立ち上げさせていただき、これに関

連づけて上位計画も一緒にやっていく中で、並行してこの策定を進めていきたいと思っており

ます。 
この障害者基本計画の策定審議会の構成といたしましては、１３名の委員にお願いする通知

を出させていただいておりますが、議会の代表者、また福祉関係組織の皆さまということであ

りまして、その中に障害者の連合福祉会、視覚の障害者協会、聴覚・障害児者の家族会、精神

障害者家族会というような形で、５つの団体の代表の方に参画していただくという形でござい

ます。障害福祉に大きく関心を持ってご協力いただける方ということで、一般の方からもこの
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策定の審議会に加わっていただいて、これからの計画を一緒に策定していただくというような

形でお願いをするということで、明日、この委員会を立ち上げたいと考えております｡ 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
明日、策定審議会の立ち上げということで、私たちも当事者の声が反映できるようにという

声をいままで挙げてきましたが、今、聞きましたらいろいろな団体、５団体がは入っているよ

うです。これからも十分、当事者の意見を反映して策定に努めてもらいたいと思います。 
終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、関連質問を終わります。 
続いて、１１番、内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 
新和会の内藤です。 
議長の許可をいただきましたので、通告に従い、広域スポーツ広場の活用と中山間地事業に

よるグラウンド建設について、質問をさせていただきます。 
８月１日の芦川村との合併に伴いまして、東八代広域組合の所有でありました石和町砂原地

区にある、１万２千平方メートルの土地が名実ともに笛吹市のものになります。この土地が広

域組合のものになるまでには、さまざまな事情があったようでございます。俗称佐川急便のグ

ラウンドとも言われていました。平成６年３月に１億３，４７６万円で買収され、東八広域組

合の所有になりました。現在、野球場１面が設置されています。電気こそ通じていますが、水

道もなく簡易トイレと、通称ぶっこみ井戸があるくらいで飲料水には適しません。利用者も少

年野球のチームが土日に使うくらいであります。野球場整備や土地購入にかなりの費用がか

かっています。この土地の有効な利用方法の検討、また、施設の充実を考えているか伺いたい

と思います。 
次に、八代町時代からの課題である中山間地事業に伴う農村広場（グラウンド）の建設事業

の進み具合を伺いたいと思います。 
この事業は、平成１６年度において県の採択を受け、事業推進が始まったと聞いています。

平成２１年度、平成２２年３月をもって終了する期限付きの事業だとも聞いています。現在の

推進状況を伺いたいと思います。 
笛吹市の社会体育、また、市民の健康増進を図るためにも、市民が自由にスポーツができる

グラウンド建設が必要だと考えられますが、大きな予算を必要とすることは明白であります。

南アルプス市の櫛形地区にある何万坪もある立派な総合運動公園的なものを造ることが理想

ではあると思いますが、今ある広域スポーツ広場と中山間事業のグラウンドを有機的に結びつ

けたグラウンドの整備を考えてもよいではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
以上、質問とさせていただきます。 
終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
当局の答弁を求めます。 
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答弁を高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

 内藤武寛議員の一般質問、広域スポーツ広場の活用と中山間地事業によるグラウンド建設に

ついてにお答えいたします。 

内藤議員ご承知のとおり、８月１日の芦川村との合併により東八代広事務域組合の多目的広

場、石和町砂原８６２番地の１外、１万２，７４６平方メートルが笛吹市の所有になります。

現状につきましてもご指摘のとおり、簡易トイレと水道がありますが、飲用はできない状況で

あります。 

また、利用団体につきましては、市内外の約１０団体の利用で、土日の利用がほとんどの状

況でございます。１７年度につきましては計８３件の利用がありました。広場への進入路も農

道を利用しており、マイクロバスなどの大型車の通行時には、周囲の耕作者に支障が出ている

と伺っております。 

 今後の利用につきましては、早急な改善は困難かと思われますので、当分の間は現状のまま

で利用をせざるを得ないと考えております。 

 次に、中山間地整備事業による八代地区の多目的広場（グラウンド）の建設事業の進捗状況

でございますが、当初の計画では約１万５千平方メートルの用地に、ソフトボール２面、野球

場１面、サッカー場１面を取れる多目的広場の計画でおりましたが、トイレ・管理棟・倉庫・

駐車場などを考えると手狭なため、規模なども再考しながら、現在の笛吹市の体育施設等の整

備状況なども勘案して、検討していきたいと考えております。 

ニュースポーツの普及また高齢者の寝たきり防止など、各種スポーツ活動の機会を市民の皆

さんに提供するにも、良好な施設整備は欠かせないところでございますが、新規施設整備には

多額な資金が必要となるため、財政計画など協議しながら検討を進めてまいります。 

また、広域スポーツ広場と中山間事業のグラウンドを有機的に結びつけた計画を、というご

質問でございますが、将来的にはそのような形態になれば理想的だと考えますが、広域スポー

ツ広場への進入路等、現状では条件整備が整っておりませんので、もうしばらく猶予をいただ

きたいと存じます。 

以上で答弁とさせていただきます。 

よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

再質問をさせていただきます。 

最初の広域広場ですが、現在も使用回数は少ないようですが、実際に使用されているわけで

ございます。笛吹市のものになっても、市のスポーツ施設として使用していく以上、水道・ト

イレ・周辺道路の整備は最小限必要だと思いますが、いかがでしょうか。それがまた利用者の

増加につながっていくのではないかと考えます。 

次に、中山間地事業のグラウンド整備ですが、先ほども申し上げたように、この事業は既に

平成１６年度において県の採択になり、設計図も出ていると聞いています。 

私たちは、合併後もこの事業が進んでいるものと理解していました。予定地の耕作者からは、
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この話はどうなっているのか、今後の予定が立たなくて困っているという話も聞かれます。く

どいようですが、２２年の３月には終了する事業であります。地元市民の人たちの強い要望が

あったから、中山間地事業を取り入れ、グラウンドを整備しようとした事業であったはずであ

ります。その事業が足踏みをしているのは、私には歯がゆくて仕方ありません。事業の一日も

早い具体化がなされ、進展していくことを心より願います。市長のご見解を聞かせていただけ

ればありがたいと思います。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

高野次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

先の広域のほうのスポーツ広場の関係でございますが、やはり水道など飲用に適していない

という面もございますので、他の部局とも相談しながら、せめて飲用ができるような水道を引

きたいと思っております。 

道路につきましては、地権者との関係もございますので、その点につきましても、今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。 

中山間地事業の一日も早い実現をということでございますが、この中山間地事業につきまし

ては、旧の八代町のときの計画でございまして、町としては１万何平方メートルあればスポー

ツには適しているということもございましたが、市になりまして、１万以上２万平方メートル

くらいの体育施設は８カ所ございまして、そういう面からいきましても、私どもとしましては、

もう少し広い総合スポーツ公園的なものもほしいということもございますので、そういうもの

も視野に入れながら、本計画を重ねて検討してまいりたいと思います。 

なお、この中山間地事業につきましては、内藤議員ご指摘のとおり２１年度の事業年度と

なっておりますので、地権者の皆さまにも早い時点でご説明をさせていただきながら、方向性

を出したいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、内藤武寛君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 

内藤議員の関連質問をさせていただきます。 

私は、①だけの関連質問をさせていただきます。ということは、②、③は、いま少し私も勉

強して再度質問させていただきたい、そんな気持ちでございます。①だけで結構です。 

今、次長の答弁によりますと、当面の間は、あのままで使用するということを言っておりま

すけれども、やはり当面の間であるからこそ、水道管の設備等もしてもらいたい。また、駐車

場も、今のグラウンドのところが１万２，７６４平方メートルと聞きましたけれども、現実に

いま少しグラウンドの幅を甲府寄りのほうへもっていけば、要するに東側ですね。東側へ駐車

場も造れるではないかと、そんなような感じがしております。 

これも野球の支部長をやっております石川部長もおります。そういう現状も見ておりますの

で、そのへんもまた相談してもらえばいいかなと思っておりますけれども、水道がこのままで



 １０８

は困るというようなことでございます。 

やはり、やるときには汗をかきますから、ぜひ水道の設備等もお願いし、また、駐車場の位

置も確保してもらえれば、なお一層、あそこの近所の人たちにも迷惑をかけないかなと思って

おりますので、そのへんを検討してもらいながら有効に使ってもらいたいと思っております。 

その件につきまして、当局のお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

風間議員の関連質問にお答えいたします。 

やはり、周りの農家の人たちにご迷惑をおかけしているということは確かですし、使用状況

がゼロということでもございません。ですが、大人が使うことになりますと夜間照明とかいろ

いろな問題も出てきますので、早急な改善は困難ということで、少しの間このままで使いたい

ということでございますが、水道につきましては、子どもたちもペットボトルを持って行った

りということも聞いておりますので、そういうことのないようには、進めさせていただくよう

に努力をしてまいりたいと思います。 

駐車場につきましては、他の部局とも検討させていただいて、進めていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○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。 
４番、山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
笛政クラブの山本です。 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、私は今議会におきまして、第１には、市の情

報化時代への対応、第２には、市の遊休施設の活用についての、２点について質問させていた

だきます。 
昨日の代表質問におきまして、情報化への対応につきましては、わが笛政クラブの海野議員

の質問によりまして、大きな対応の仕方については荻野市長から細かく、また、来年中には市

内全域にＣＡＴＶの放送もしていきたいという、金のかかる仕事もやっていただけるというこ

とで、ひと安心したわけですが、私は、さらに一般家庭におけるパソコンについてですが、既

に、パソコンの世帯の普及率は７８％に及んでいると、間もなく１戸に 1台というパソコンの
時代がやってくるのではないかと、報道もされております。 
そういう状況の中におきまして、最近ではパソコンを利用してのホームページ、あるいはブ

ログといったものを立ち上げ、それで全国へ発信しているケースが多々あります。市内におい

ても、営業用に、あるいは家庭用にと、一般的にそうしたものを立ち上げている人が大勢いる

わけですが、昨日、事務局のほうから執行部の皆さんのほうへも例題として、春日居町におけ

る「くまさんのページ」というホームページの表紙だけをお配りしてあります。 
この例で見ますと、この方は春日居町の熊谷という方ですが、３年ほど前からホームページ

を立ち上げまして、それに当初は春日居町内の神社・仏閣・史跡、そうしたものを自分の足で

歩いて、それを写真に写したり歴史を調べたりして流しているわけです。当初、私どもも熱心
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な人がいるなとびっくりしていたわけですが、その人は本当に仕事の傍らそうしたことをやっ

ておりまして、最近、この人のホームページを開けて見ましたところ、それを見に来ている人

が１４万３千人からいるわけです。こうした例は、あるいは珍しいかもしれませんが、ほかに

も市内におきましては、旅館にしろ、あるいは、最近では一般の農業者の中でも、自分の直売

所のホームページを何人もが立ち上げて、そしてまた、全国へ発信しているわけです。 
このホームページを誰が、どのように作ったり立ち上げたりしているかというようなことは、

電話帳もなければ本で売っているわけでもありませんので、非常に調べにくいわけです。私が

ＮＴＴの関係者に聞いても、それはちょっと調べることはできないというような話です。 
そうした全国に市内から発信しているホームページをこの際、なんらかの方法でそれぞれ自

薦なり他薦なりで挙げていただいて、コンクールでもしたらどうかと。そういうことによって、

それらのホームページがＡランク、Ｂランクというランクを付けていいかどうか分かりません

が、そうしたことを知らせることによって、さらに市内でのホームページの活用、ないしは、

市内から全国、あるいは、これは世界にも飛びますから、世界への発信にもなるわけでありま

す｡ 
ぜひとも、そうしたホームページコンクールというものを市で考えていただきたいと、そん

なふうな趣旨が第１問の情報化時代への対応やお願いであります。 
第２問ですが、これは今度８月から芦川村を迎えるということで、本市もいよいよ歴史的に

も合併の新しい１ページを築く。昨日もありましたように、芦川村は自然の宝庫だということ

からしましても、本市でも一大飛躍がここで計られるのではないかというわけでありますが、

今度、７町村が一緒になるということになりますと、一般的に考えれば７町村のうちの１カ所

だけを、例えば、ここの議場は十分に使われておりますから、ここの議場は役立っております

が、そのほかの町村の議場は空いているという考えになるわけです。そのほか会議室にしても、

そのほかに市の施設にしても、７分の１は使っているけれども、７分の６は空いているのでは

ないか。ただし、御坂町の場合のように、すっきりしてしまえば６町村の旧町の施設はないわ

けですから、７分の１と考えるのはおかしいかも分かりませんが、一般的に見れば、あちこち

にそれこそ遊休の施設があるのではないかと。 
そうした中で、特に老人クラブ、私もちょっと地元の役員をしているもので、そのほうから

の話が持ち込まれまして、今回の質問になったわけですが、そうした遊休施設を老人クラブへ

提供していただけないかと、老人クラブのほうでも活用したいという願いを持っているようで

あります。 
なぜ、老人クラブがそこまで考えるようになったかと申しますと、１つには、厚生労働省の

方針という話ですが、全国の老人のベッド５８万床を２３万床減らして１５万床にすると、そ

ういう計画が１つ出ている。そういうことに対する老人の不安。 
もう１つは、市内においても老人クラブの会員数が年々減少しているそうであります。これ

は平成１７年４月１日の資料でありますが、市内の老人クラブの加入率は、石和２２％、御坂

２７％、一宮３８％、八代２７％、境川６３％、春日居６１％、市老連の平均で、これは６５歳

以上の対象者ですが、１万４，４５５人あるうち加入しているのは４，９４９人で３８％とい

う数字だそうです。 
このように、老人クラブの組織も年々減り、役員のなり手がなくて消えてしまっているクラ

ブもある。 
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昨日、そうした社会的団体に婦人を多く登用したらどうかという話もありますが、ぜひとも

老人クラブにおいても、婦人のそうした登用といいますか、役員に進んでなっていただけるよ

う、地元で紹介していきたい。特に今年の市の老連の活動計画では、退職した人たちとか、あ

るいは団体の皆さん、議員をはじめ農協関係とか、そういった人たちにぜひ老人クラブへ入る

ように、近所の人を誘って進めて入っていただけるようにしていきたいと、そういう運動が

入っているそうですから、この点ぜひともひとつ皆さん方にもよろしく、私のほうからもお願

い申し上げまして、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問目の答弁を池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
山本富貴議員の、情報化社会への取り組みについてお答えいたします。 

総務省の通信利用動向調査によりますと、平成１６年度末インターネット人口普及率は６２．

３％であり、特に１０歳代後半から４０歳代においては、約９割の方が利用しているという調

査結果がでております。 

反面、６０歳以上の方は約２割と利用率は低いものの年々増加傾向にあります。 

 インターネットを利用するきっかけとして、半数以上の利用者が、情報収集や仕事・学業の

ためを理由として挙げており、ホームページの利用は、通信環境の向上に伴い、さらに増加す

るものと考えます。 

 ご質問のありましたホームページコンクールの多くは、報道関係、プロバイダー、産業団体、

情報処理教育を行っている大学などの団体が主催し、ＩＴ技術の向上・情報発信、デジタルコ

ンテンツの普及促進、デジタル化時代に対応した人材発掘等を目的に開催されております。 

 一部の自治体におきましても、独自のホームページコンクールを開催しているところもござ

いますが、多くは協賛・後援という形でサポート役を担っております。 

 現在、公開されているホームページの目的およびその内容は多種多様であり、また、ＩＴ技

術は凄まじい勢いで進歩していることから、地方の自治体レベルで適切に評価するには限界が

あります。 

 以上のことから、市独自のコンクール開催は現状では難しいと考えております。 

 今後は、高齢化社会の進行に伴い、高齢者の利用も増加するものと考えられますので、利用

しやすさにも配慮したホームページを普及促進するためにも、ホームページコンクールが開催

される折には、その内容にもよりますが、市としてもサポート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。 

よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○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） 

山本議員の、市の遊休施設の活用についての質問にお答えいたします。 

笛吹市の施設につきましては、本庁舎・支所等６施設、その他それぞれの部署で管理してい

るものが約８０施設ほどございます。 
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 その中で、今年度４月から利用者のサービスの向上と管理経費の縮減を図るため、笛吹市ス

コレーセンターはじめ２９施設の指定管理者が決まり、管理運営を行っています。 

 市の遊休施設の活用とのご質問でありますが、現在、施設全体が使用されていない市所有

施設はありませんが、ご指摘のように、合併後、空き施設があるのではないかというご質問の

中で、施設の利用頻度が少なくなった一部の施設はありますが、行政財産のままでは安定的な

空き空間の利用を提供することができません。庁舎等の一部のみを普通財産化することも、現

行制度では認められておりません。 

市役所庁舎、支所の会議室等の一時使用につきましては、庁舎等管理規則の定めにより、許可

を受ければ使用できることになっておりますので、利用を希望する場合は相談いただき、対応

してまいりたいと考えております。 

ただ、庁舎の管理規則がこうだからということではなく、やはり利用者サイドに立った中で相

談をいただき、あくまでも使用するサイドにたった対応、活用等を考えてまいりたいと思って

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。 

山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 

ホームページについては、現状ではコンクールまではという話ですが、実際、自治体関係で

は既に行われているようであります。 

今、行っているのが日経ＰＢというところと、東京コンサルティングというところで、第１回

の自治体情報システムに関する実態調査という、コンクールでもないようですが行われており、

その第１位は兵庫県の西宮市、２位が東京都、３位が横須賀というような具合で、全国４１７団

体から応募があったそうですが、山梨県内では都留、大月、韮崎、南アルプス、北杜、このく

らいで、ほかの市は応募がなかった。当然、本市も応募はしてないようでありますが、残念な

がら、山梨県内のそうした団体も１００番以内にも入らなかったという結果のようであります。 

そうした中で、先ほどの民間で作っている「くまさんのページ」というような立派なものが

あります。灯台下暗しではありませんが、笛吹市のホームページについて、私も何回か開けて

見て、ちょっと寂しい思いがするなというところがあるわけです。それは左側の目次別の中に、

例えば、市政カレンダーという項目がありまして、そこをクリックして見ますと、６月の行事

予定は、３日の東京モーツアルトコンサート、８日の笛吹市議会定例会、この２つの項目しか

載っていない、あとは真っ白。これではこれを見た人は、笛吹市というところは暇だなと、何

もしていないのではないのかなと、こんなふうに思われてもしかたがない。 

それでは、１位になった西宮のホームページを開けて見ますと、これは事細かに、ここまで

見せていただけるのかと思うくらいの項目がずらりと並んでおり、それをクリックすると、本

当にそこまで歩いて行かれる地図まで載せて、親切丁寧になっているわけです。さすが、第１位

になるだけのことはあるなと思いましたら、その問題を私ども笛政クラブが定期的に購読して

おります、自治体の知恵袋といいますか「ガバナンス」という雑誌、これは市長たちも見てい

ることと思いますが、これで西宮のホームページをどうして作っているかということまで、事

細かに取り上げているわけです。 
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そうした中で見ますと、この西宮は阪神大震災を受けたときの教訓からして、市民に一番身

近に教えることができるのはホームページだと。自宅にいてもすぐ分かる。特に道の問題は一

番重要だということから、ホームページの中でも道路の地図まで懇切丁寧に載せるようになっ

たというようなこともあります。 

そうしたコンテストの中で第１位になると、こういう雑誌でも取り上げて、さらにこれが全

国的に発信できると、そういう利点もありますから、市でも今後ぜひ、ホームページのそうい

うコンテストがあったら進んで出していただいて、自分のところのホームページは、どのへん

のランクにあるのかというくらいのことは知っておいていただきたい。 

笛吹市のホームページで、開けて見て一番びっくりするのは、メインのテーマの画面です。

市の庁舎へ大波小波が洪水みたいに襲っていくようなホームページが表れてくるわけです。こ

れを見ると、何か例の庁舎の騒ぎのとき、一番洪水になりやすいのは市役所だなんていわれた

のが、ホームページにそっくり載っているような感じで、これはちょっと考えものではないか

と思うわけであります。そのへんは今後のこととして要望しておきます。 

さらに、第２問の遊休施設の関連では、今朝も話がありましたが、峡東病院も空いて使える

というようなことのようですから。さらに、各支所の空き施設なんかが出るようでありました

ら、ぜひ、老人クラブからもそんなような要望があるということだけを頭に入れていただいて、

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） 

池田秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 

貴重なご意見をありがとうございます。 

私どもも、ひとつ研究を進め、研さんをしてまいりまして、全国の上位入選というような方

向を目指して頑張っていきたいと思います。 

それから、関連でございまして、先ほどの答弁の中で、現状では困難ということでございま

すが、内容が多種多様にわたるものでございますから、例えば、コンテンツ内容、いわゆる情

報内容・テーマを絞って、例えば、笛吹市の資源に焦点を当てて募集するとか、観光に焦点を

当てるとか、それから教育に焦点を当ててテーマにしてやるとかということであれば、ある程

度は可能になるというものでございます。 

今後、情報化は凄まじい勢いで進みますので、いずれはそのへんも検討してまいるというこ

とでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、山本富貴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。 

続いて、５番、石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 

ただいま、議長より一般質問の許可をいただきましたので、正鵠会の石倉が質問させていた
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だきます。 

私は、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質問させていただき

ます。 

日本の美しさは、諸外国から認められるように素晴らしい景観と、伝統歴史・文化を持つも

のであります。しかし、日本人自身は、果たして自分の国をどのように思っているのか疑問に

思うところがあります。 

この笛吹市は、自然に恵まれ素晴らしい果実の里であり、県内外の方々に自信を持って、来

訪者にお薦めできるまちであると、私は自負しております。特に若者の中には、「こんな田舎

には何も良いところがない」という声が聞かれるのは、大変寂しい思いがいたします。 

「おらがまち」をもっと、住むものすべてが正しく理解し、当たり前と思っておることが、

実は尊い財産であることを認識し、自信を持って誉めることができる人づくりが大切だと、私

は思っております。また、このまちの良さ・特長をもっと子どものころより教え、学ばせるこ

とも大変必要なことではないかと考えます。 

荻野市長のリーダーシップに大いに期待し、以下、質問に入らせていただきます。 

はじめに、笛吹左岸地区の畑地帯総合整備事業の早期着工についてお伺いいたします。 

畑地帯総合整備事業につきましては、平成１３年度からの長い懸案事項であり、多くの市民

が期待している事業であります。特に予想されております地域の方々の期待は、計り知れない

ものがあります。しかし、御坂町地区をはじめ八代町北地区の方々の中には、２つの地域を結

ぶ道路建設は、話だけで終わるのではないかと懸念する声さえ聞かれるようになってきました。

言うまでもなく、この事業は御坂町、八代町地区の地域住民の農業振興だけでなく、観光振興、

地域経済の大きな振興につながることと、私は考えております。 

特に、幹線道路の整備におきましては、この地方の方々の夢であると言っても、過言ではあ

りません。 

現在のところ、市・県は本年３月までに、地域の意欲的な農家、特に増田地区、永井地区、

二之宮地区等の方々に、またＪＡ等の関係団体に、今後の農業のあり方等について話し合いを

重ねていると伺っております。 

また、地域の集積、観光農業の展開などを実現していくため、幅広い合意形成が必要との点

から、事業の進展がなされていないとお話を伺っております。 

今年度以降は、本市の各種のマスタープラン等の整合を図り、農地の集積、観光農業の展開

をより具現化する必要があるとのお話を伺っております。 

現在、本市におかれましても大いにご努力をいただいておることは承知しておりますが、今

後の県との取り組みについてお伺いいたします。 
次に、圭林バイパスの計画をどのように対応するのかお伺いいたします。 
平成１５年９月供用開始となった圭林バイパスは、交通量に伴い旧境川村と県により長年進

められてきた事業であります。特に、甲府市、中道町、境川町、八代町を結ぶ大きな役割を担

う基幹道路として、地域住民のみならず笛吹市全体の期待を担っております。また、境川町地

域では、大型スーパーの進出により、大きく街の様子も変化し始めております。隣接する農産

物直売所も交通網の整備により、より利用客の増加を期待できるのではないでしょうか。 
平成１９年度には広域農道まで接続される予定と伺っております。これにより塩山市川大門

線また市道の交通渋滞解消など、他に与える影響は大きなものがあると思います。 
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そこで、このような点から今後本市として、この道路の今後の整備の見通しについてお聞か

せください。 
また、甲府南インターからのアクセスが整備される点を踏まえ、このバイパスを利用した企

業誘致を考えてもよいのではないかと考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 
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問目の答弁を保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
石倉議員の、畑地帯総合整備事業（笛吹左岸地区）の早期着工についての質問にお答えいた

します。 
畑地帯総合整備事業（笛吹左岸地区）については、平成１３年度から旧御坂町が、成田地区

に高規格の道路を中心にした農業基盤整備の要望を行い、八代地区においても、平成１５年度

に事業完了した、畑地帯総合整備事業八代西部地区の未実施基盤整備個所を中心に、両町で事

業採択に向け取り組みを行ってきましたが、平成１６年１０月の町村合併に伴い、新たに畑地

帯総合整備事業笛吹川左岸地区として、平成１８年度採択に向け、市において各地区と協議を

行い、県関係部局のご指導により、地域における事業に対するさらなるスムーズな受け入れ態

勢の協議、具体的事業実施施策等を話し合い、準備を進めてきました。 
しかしながら、現在、笛吹市において進めております県営土地改良事業は、当該地区と同様

の畑地帯総合整備事業が７地区、広域農道整備事業が３地区、活性化農道整備事業、中山間総

合整備事業、一般農道整備事業が、それぞれ１地区、合計１３地区において事業展開しており、

平成１８年度の本市事業費総額も２２億７，１８０万円と、他の市町村に比べ極めて多くの県

営事業による農業基盤整備事業が実施されております。 

このため、国への新規事業採択申請を行う山梨県においては、笛吹川左岸地区畑総事業の、

市や住民の必要性や事業受け入れ態勢の熟度の高まりも、十分理解していただいているものの、

県全体のバランスやその事業量の公平化等を考慮すると、早々の新規採択は非常に厳しい状況

にある等の認識がなされております。 

市におきましては、平成１９年度には、現在継続的に実施しています県営土地改良事業も、

７地区が完了すること等もかんがみ、継続的に早期採択ができますよう、各方面の皆さまのお

力もお借りしながら、関係当局に強く働きかけてまいりたいと考えております。 

続きまして、道路を利用した企業誘致はについてですが、圭林バイパスの道路整備にかかわ

る企業誘致につきましては、本市の工業振興政策の重要部門であることを認識し、特に農業振

興施策との連携や整合性を図る中で、中長期的かつ総合的な検討のもと、より効果的な成果を

得ることを目指していくことが必要であることから、当該地区の状況なども十分踏まえた中で、

笛吹市全体の工業振興施策を確立していきたいと思います。 

よって、現在、策定準備中の本市総合計画、さらに今後必要とされる都市計画マスタープラ

ンの中で、地域や企業ニーズを把握し、さらに社会経済・地理地形等の状況などを加味し、関

係機関のご意見を賜りながら調査研究を行い、加えて、農業振興地域整備計画など農業関係計

画との整合性を図り、しっかりとした位置づけがなされる中で、本市の工業振興施策の重要な
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地域の一つとして検討していきたいと考えております 

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

２問目の答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 

石倉泰明議員の、圭林バイパスの計画をどのように対応するのかのご質問にお答えいたしま

す。 
道路の今後の見通しについてということですが、その前に、簡単に道路の概要につきまして、

ご説明申し上げます。 
ご質問の道路は、正式には、県道白井甲州線であり、通称圭林バイパスと呼ばれております。 
この道路は、交通渋滞緩和と地域の発展のため平成８年に事業着手し、平成１５年９月に一

部が供用開始になりました。 
この供用区間につきましては、境川町三椚地内、コロン（株）境川工場から境川町前間田地

内、東電変電所跡地までであり、延長は１，９００メートル、幅員は１７メートルであります。 
現在、工事施工区間の境川町前間田地内、東電変電所跡地から八代町米倉地内の広域農道金

川曽根線までの間につきましては、１９年度中に完成の予定であります。延長は８００メート

ル、幅員は１４メートルであり、一部は片側歩道となっております。 
用地につきましては、すべて買収済みであります。 
さて、ご質問の今後の見通しについてお答えいたします。 
現時点では、今後の計画はありませんが、広域農道と接続後、１９年度以降において、交通

量等の実態調査を行い、その結果により、今後の整備計画を検討していきたいとの県のお答え

でありますが、道路の整備は地域の発展に直接影響するものであります。併せまして、ここで

長年凍結となっておりました、リニア実験線の大月－境川区間の建設が具体化されることにな

りました。 
これに伴い広域農道が残土運搬経路と予想されることから、事業推進のための工事車両等の

増大が予想され、交通渋滞等が懸念されます。さらに広域農道沿線には八代小学校、浅川中学

校があり、通学する学童を含めた歩行者等の交通安全対策も急務と考えております。 

笛吹市といたしましては、この道路の全線開通は長年の悲願であります。交通安全・交通渋

滞緩和と地域の発展のため、今後、バイパス建設を含めた広域農道改良計画の推進を強く県に

要望してまいります。 

以上で答弁とさせていただきます。 

よろしくご理解をお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 

ご答弁ありがとうございました。 

非常に明確な答弁をいただきましたけれども、笛吹川左岸地区の畑総事業につきましては長

年の懸案でございます。どうか、なお一層の努力のお願いと要望をいたします。 

それから、白井甲州線でございますが、１９年度までには農免道路までつながるということ
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でございます。 

それから、先ほど部長からもお話がございましたけれども、リニア実験線がいよいよまた始

まるということでございます。それに併せまして、広域農道はリニア実験線の残土運搬道路に

なるのではないかと、こういうご説明をいただきましたけれども、特にリニアに併せまして、

リニアの工事にあやかりましてバイパス建設も含め、また、広域農道の改良もとくと県のほう

へ要望をお願いしたいと思います。 

要望で結構でございますので、質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

今、石倉議員のほうからご質問いただきました、県の土地改良事業、左岸地区でございます

が、私も助役も何回か県のほうへ足を運んでおります。本当に、行って愕然として帰ってくる

わけでありますけれども、その主な理由は、笛吹市におきましては、先ほど説明申し上げまし

たように、今１３の事業を展開いたしております。この事業がスムーズに進んでいないという

ことで、ご指摘をいただいているわけです。これは地主との交渉がうまくいかなくて、道路の

開通ができなかったり、あるいは、思うように事業が進んでいないというような状況でござい

ます。 

ぜひ、議員各位におかれましても、この点についてもご協力をいただく中で、私どももしっ

かり頑張りますから、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

リニアにつきましても、同じように地主さんとの交渉がスムーズにいかなければ、事業その

ものが前進できないということでございます。大変、地主さんとの交渉については難しい問題

でございますけれども、やはりそのことが前に進まない限り、事業ができないということでご

ざいます。今年度、年度が始まるにあたりましても、それぞれの担当部署に対しまして、とに

かく一つでも今年度、事業が完成するようにという話を強くさせていただいております。ぜひ

ともご理解と、また、なおかつ重ねてご協力をお願い申し上げたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、石倉泰明君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

小林始君。 

○１６番議員（小林始君） 

ただいまの石倉議員の一般質問の中で、畑総事業（笛吹川左岸地区）の件につきましての関

連質問をさせていただきます。 

この件にきましては、御坂町時代から数多くの議員からも一般質問がなされ、そして、県の

ほうへの働きかけということで、早期採択に向けて１３年度から御坂町でも、政策的に重大な

件として取り組んでおりました事業でございます。そして、笛吹市になりましても、昨年の

１２月、正鵠会の代表質問の中へも取り込んでいただきまして、代表質問でも質問をさせてい

ただいた経過もあります。 

先ほどの答弁の中で、笛吹市ではたくさんの土地改良事業があるから、合計で１３ですが、

今のところ大変事業採択が遅れているというような答弁でありましたけれども、しかしながら、

この当該地区におきましては、事業採択への動きを平成１３年度から重ねて推進いたしまして、
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御坂町、八代町、両地区とも地元の強い熱意の下、一日も早い事業着手を望んでおります。 

御坂町の関係地域、下井上区、井上区そして二之宮区、国衙区では、既に地元の説明会も開

催いたしまして、地元の要望等も聞いたというような経過もございます。特に幹線農道の整備

につきましては、これから当該地区において道路ばかりの問題でなくて、新たな戦略的農業経

営を行っていくため、また、地域発展のため必要不可欠なものであると認識しております。 

市当局におきましては、幹線道路の必要につきましてどのように考えておられるのか、まず

１問お尋ねいたします。 

また、畑地帯総合整備事業では、みさかの湯から南側までがその計画エリアとなっておりま

す。国道２０号バイパスまでの道路整備も、畑総事業で行う幹線農道整備と並行して進めてい

かなくてはならないと思います。その方法を含め、現在の取り組み状況についてお聞きいたし

ます。 

さらに、畑総事業は、言うまでもなく道路整備などの基盤整備や集落環境整備を総合的に行

い、果樹等の生産振興と農業経営の改善・安定を図ることを目的としていることは、十分承知

しているところであり、市においても事業採択を県に求めている中で、具体的な整備計画をあ

る程度立てていることと思います。畑総事業の笛吹川左岸地区の具体的計画概要の素案があり

ましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

それから、両町の地元での説明会も終わり、要望も聞き、そして、機は熟していると私は思っ

ております。そうした中で、これは県が事業主体でございますが、件数が多いということで大

変難しい。また、熟度も達していないというようなお話もありましたけれども、この中で、例

えば、促進期成同盟会もしくは推進委員会なり、そういった地元の方々が立ち上がっての組織

づくりはいかがなものか、市側の見解も伺いたいと思います。 

そして、先ほど土地改良事業を現在１３カ所、笛吹市で行っているというようなお答えでご

ざいますけれども、その中で分かる範囲でいいですが進捗状況。そして、最終の期限があると

思いますが、例えば期限が平成２０年の場合、期限内に工事ができない場合はそれで打ち切り

なのか、工事が遅れた場合の考え方等もお伺いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 

それでは、小林議員の関連質問にお答えいたします。 

基本的に５つの関連質問だと思います。 

産業経済部は農業と観光の活性化、あるいは観光と農業の連携、その中で農業基盤整備は最

重要課題だと、私どもは認識しております。その中でのご質問の答弁に入ります。 

まず、幹線農道の必要、この地区での幹線農道につきましては、７メートル幅員で１，

１００メートルほどを予定しております。全体的な事業費は１５億円を予定しております。負

担割合は、国が５０、県が２５、市が２５。受益面積につきましては、御坂町の二之宮・井上・

国衙、八代町の増田・永井・北・南地区にわたる３８０ヘクタールを予定しております。幹線

道路１本、支線道路７本、用排水路１３本で、圃場整備も１６ヘクタールの概要であります。 

この中での幹線道路につきましては、地域につきましては、「桃・ぶどう日本一の郷」宣言

を行った笛吹市有数の農業地域であります。この中での幹線道路７メートルが開くことによっ
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て、将来的に観光と農業がマッチしていくような素晴らしい道路と考えております。 

次に、２０号バイパスからみさかの湯までの取り組みの方法等でありますが、バイパスから

の畑総の幹線を結ぶ非常に重要な路線であると位置付けがされます。これにつきましては、畑

総の進捗状況、あるいは地権者のご意見を聞きながら、関係機関と協議しながら進めていきた

いと考えております。 

それから、推進委員会の立ち上げでありますけれども、私どもとすれば、地元の熟度の高ま

りを踏まえて、地元の推進委員会の立ち上げは、ぜひ私どものほうからもお願いしたいと考え

ております。 

期限内の整備ということでありますが、現在１３カ所を実施しております。通常５年くらい

の期限で事業実施をするわけですが、地権者の理解を得られないところ、あるいは国の予算の

配分状況などによりまして、残事業改定あるいは事業の進捗状況を見ながら、県・国と協議を

して、若干の事業の延伸が協議の中で行われることもあり得るということで、ご理解をお願い

したいと思います。 

それから、地区の進捗状況でありますが、先ほどの答弁の中で１９年度に７地区が事業完了

する予定ということであります。御坂地区におきましては、農村地域活性化農道整備事業の上

黒駒地区が１９年度、御坂地区の緊急畑総の上黒駒地区が１８年度、一宮地区の農免農道の釈

迦堂地区が１９年度、緊急畑総の一宮塩田地区が１８年度、担い手畑総の一宮末木地区が

１８年度、担い手畑総の一宮北部が１９年度、一般農道本都塚二区が１８年度で、７地区が事

業完了する予定でありますけれども、なかなか地権者の理解を得られないところも若干ありま

すので、地元あるいは役員さんと協議しながら、事業がスムーズに進むよう年度内の事業完了

を目指しているような状況であります。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
関連質問の持ち時間が終了しましたので、小林議員の関連質問を終了いたします。 
以上で、本日の一般質問を終了いたします。 
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。 
明日１４日から１６日、および１９日から２１日は、議案調査のため休会といたしたいと思

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。 
よって、１４日から１６日、および１９日から２１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。 
大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ３時００分 
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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。 
念のため申し上げます。 
本日も、議場での上着の着用は必要ありません。また、携帯電話をお持ちの方は、電源を切

るかマナーモードに設定してください。 
直ちに、日程に入ります。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

日程第１ 議案第１１２号から、日程第２３ 議案第１３５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８日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあります

ので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
はじめに、総務常任委員会委員長、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、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１５日、１６日

の２日開催し、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。 
予算執行上、起債事業もやむなしとは思うが、昨今の起債制度は変わってきている。そのあ

り方と考え方はとの問いにつきまして、民間資金の活用が多くなっている。活用には限度があ

るが、競争原理を働かせ今後増やしていきたいと考えているとの回答がなされました。 
ＩＣカードの導入にあたり個人の特定をどうしていくのか、また、セキュリティーの対策は

との質問があり、個人の特定は暗証番号で行う。番号については複雑化が可能である。また、

電子化の中でセキュリティーが大事である。今後国とも協議し指紋認証なども検討していくと

の回答がなされました。 
青色パトカーの実施時期および所管部局についての質問では、公用車を２台選定し整備を現

在進めている。また、乗車職員の研修を近々に行い、早期実施を目指すとの説明がなされまし

た。 
消防団員の削減については、人口規模に応じ人員整理が必要で、旧町村ごとに対応を図ると

の説明がございました。 
リニア実験線につきましては、計画が動き始めているが、市としての今後の対応は、また、

市民への情報提供はとの問いでは、現段階では事業内容が明らかでないため、明確になった時

点で検討し対応する。市民に対しても広報等により周知していくとの説明がなされました。 
なお、議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」につきまして

は、反対討論がなされました。 
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以上、総務常任委員会で審議されました主な内容について報告をいたしました。 
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１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第 1 号）」のうち総務常任委員

会に付託を受けた案件については、審査の結果、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。 
以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑を終結いたします。 
この際、申し上げます。 
総務常任委員会に付託されております、議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補

正予算（第１号）」につきましては、各常任委員会に分割付託しておりますので、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。 
次に、教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
教育厚生常任委員会委員長、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、教育厚生常任委員会の委員長報告をさせて

いただきます。 
去る、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１５日および

１６日の２日にわたり、全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 
審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。 
市民環境部所管では、市内ホテル等で活用しているレンタル自転車の保険料について質問が

出されました。 
レンタルサイクルについては、石和温泉駅前の駐輪場に一定期間放置してある自転車を法的

手続きを行ったあと改修し、使用できるものについては再利用の目的で保険を掛け、使用して

いるとの答弁でありました。なお、保険料の掛け金についてはホテルで使用の場合、各ホテル

で保険を掛けていること。今回の補正については、市で使用する自転車についてのものであり、

また、保険料については、毎年更新を行っていくとの説明がありました。 
青木が原ごみ処理組合への市から持ち込むごみについては、市内の事業所や芦川地区の一般

家庭から出される不燃ごみ、缶、ビンなどのごみだけであるとの説明がありました。 
国民健康保険課にかかわる職員人件費の減額についての質問では、今年４月の機構改革によ

り、国民健康保険課総務担当の職員体制が、これまでより３名少なくなり、うち２名は、一部

業務が収税課にかかわるものもあり、収税課に配置替えになったとの説明がありました。 
職員減による業務への支障はないか、それを懸念する質問に対しては、定員適正化計画に基

づき職員配置を行っている。担当課としては通常業務のほかに窓口業務があるが、市民サービ
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スが低下しないよう努めているとの説明がありました。 
保健福祉部所管では、旧石和保健所内の活用について質問がありました。 
現在は、１階にある旧レントゲン室および２階診察室の２部屋が空いているが、診察室につ

いては、集いの広場を受託しているＮＰＯ法人より事業計画を出したいとの要望があるが、他

の団体からも利用したいとの声も多くあるので、改修を含めて今後検討していくとの説明があ

りました。 
来年から指定管理者に内定している法人より、石和第３保育所に保育士が派遣されているが、

子どもからの評判がとても良いと委員会ら発言がありました。 
保育所の指定管理導入については、今後も保護者の理解を求めていくとの説明がありました。 
また、児童館情報を市民に周知すべきであるとの意見があり、これに対しては今後積極的に

取り組んでいくとの回答がありました。 
教育委員会所管では、各学校施設へエアコン等が設置されているが、給食調理員室にも設置

をとの意見がありましたが、今回は平準化という観点から、校長室、図書室、会議室等でこれ

まで設置されていなかった学校があったため、そういった施設を重点的に行ったものであり、

今後検討を重ねていくとの回答がありました。 
一宮ももの里文化館の減額補正について質問がありました。 
４月より指定管理者制度に移行し、建物の管理および運営を委託したが、人件費や、建物の

中には図書館があるので、一体的な管理を行ってもらうため、清掃業務などの一部の業務を見

直し、一括で行うことにより経費が下がったこと。また、これまで教育委員会一宮事務所が建

物の一部にあり、コピー機などを使用していたが、指定管理によりそれらの器材が図書館費に

組み替えとなったことが、減額の要因であるとの説明がなされました。 
図書館関係では、石和図書館で行われた親子教室等の事業は、とてもよいことであるが、全

市に広めるには各支所に、持ち回りで行うことがよいのではないかとの意見に対しては、各図

書館が独自に事業を展開し充実している。今後検討す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、報告をいたしました。 
次に、教育厚生常任委員会の審査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、次のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告します。 
議案第１１２号 「笛吹市障害者等支援認定審査会の委員定数条例について」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１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第 1 号）」のうち教育厚生常任

委員会に付託を受けた案件については、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１２１号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）について」

は、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１２２号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第1号）について」は、

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１２３号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」は、

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１２４号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第1号）について」
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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１３１号 「青木が原ごみ処理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規

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１３３号 「笛吹市及び芦川村ことばの教室共同設置の廃止について」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１３４号 「笛吹市及び芦川村指導主事共同設置の廃止について」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１３５号 「笛吹市と芦川村との間の介護保険における要介護認定、要支援認定等に

係る審査及び判定に関する事務の委託の廃止について」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１２０号につきましては、先般申し上げま

したとおり、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１１２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） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本件に対する委員長報告は可決です。 
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第１１２号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１２１号から議案第１２４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） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本４案件に対する委員長報告は可決です。 
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本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本４案件は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１３１号および議案第１３３号から議案第１３５号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本４案件に対する委員長報告は可決です。 
本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本４案件は原案のとおり可決されました。 
次に、建設経済常任委員会に付託しております案件について、常任委員長から審査結果につ

いての報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、志村勢喜君。 

○建設経済常任委員長（志村勢喜君） 
それでは、ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
去る、６月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１５日、１６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、幾つか質問等がありましたので報告いたします。 
まず、産業経済部所管では、農村環境資源保全事業について説明がありました。この事業は

地域ぐるみでの農地や水を守る効果の高い共同活動と、環境保全に向けた営農活動を支援する

ものであります。その中で、申請方法や対象事業、区域についての質問がありましたが、具体

的な区域や予算の配分方法については、公平にできるよう検討し決定していくというものでご

ざいました。 
また、各支所で行われる果実消費拡大宣伝事業についての質問があり、各支所で行う事業に

ついては、支所と観光協会や農協と個別に行っており、事業内容については地域に任せている

との説明がありました。今後、現在、観光連盟の法人化を進めているので、消費拡大等の事業

は連盟が一括してできるよう検討していくとの説明がありました。 
次に、建設部所管では、市道の舗装復旧などの修繕が必要なった場合の対応は、どのように

行うのかとの質問がありました。 
緊急を要するもので５０万円以下の軽微な補修については、本庁もしくは支所住民課が対応

することとなっているとの説明がありました。 
次に、石和温泉駅前に設置予定のモニュメントのデザインを市民公募で行ってはとの意見が

あり、現在、若者を中心に意見を聞いているところであるとの回答がありました。 
駅前区画整理事業が現在進められているが、事業年度内に用地取得ができなかった場合、今
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後、事業計画の変更などを行うのか。また、補助金がなくなった場合の財源確保ははどのよう

に行うのかとの質問では、現在進めている事業を計画どおり進める方向であり、計画の変更は

行わないこと。また、事業年度内に完了しなかった場合については、市の単独事業として自主

財源で計画を進めるとの説明がありました。 
次に、公営企業部所管では、水道会計にかかわる条例制定内容についての質問があり、合併

直後は各町村の水道料等の統一を行わず、条例についてもそれぞれであった。今回は条例を一

本化し、加入金および手数料の統一を行うものであり、今後、旧町村ごと上水道事業や簡易水

道事業になっている水道事業を統合し、使用料についても統一を行っていくとの説明がありま

した。 
また、条例の項目の中で、水道の停水に関する規程など、旧町村のままで不明確な部分が見

られるので、使用料の改正とともに各項目について検討していただきたいという意見が出され

ました。 
以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な意見等の報告でございました。 
それでは、審査結果について報告をいたします。 
本委員会に付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第

１０１条の規定により報告します。 
議案第１１３号 「笛吹市水道事業給水条例について」は、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１１４号 「笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例について」は、原案のとおり、

全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１１５号 「笛吹市簡易水道事業給水条例について」は、原案のとおり、全員賛成に

て可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１１６号 「笛吹市水道給水工事分担金徴収条例について」は、原案のとおり、全員

賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１１７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、原案の

とおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１１８号 「笛吹市小規模企業者小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て」は、原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１１９号 「笛吹市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について」

は、原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第 1 号）」のうち建設経済常任

委員会にかかる部分につきましては、原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いた

しました。 

議案第１２５号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第1号）について」は、

原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１２６号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第1号）について」は、

原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１２７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補正

予算（第１号）について」は、原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしまし

た。 
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議案第１２８号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」は、原

案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１２９号 「市道認定について」は、原案のとおり、全員賛成にて認定すべきものと

決定いたしました。 

議案第１３２号 「新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び同組合規約の変更について」は、原案のとおり、全員賛成にて可決すべきものと決定

いたしました。 

以上、建設経済常任委員会に付託された案件についての委員長報告といたします。 
○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１２０号につきましては、先般申し上げま

したとおりでございます。 
それでは、議案第１１３号から議案第１１６号についてを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本４案件に対する委員長報告は可決です。 
本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
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１１７号から議案第１１９号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本３案件に対する委員長報告は可決です。 
本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本３案件は原案のとおり可決されました。 
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次に、議案第１２５号から議案第１２８号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本４案件に対する委員長報告は可決です。 
本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
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１２９号ならびに議案第１３２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） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本２案件に対する委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
以上、各常任委員会に付託しました議案の採決が終了しましたが、最後に、各常任委員会に

分割付託いたしました、議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」

について、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、日本共産党を代表しまして、平成１８年度一般会計補正

予算（第１号）に反対の立場から討論を行います。 
今回の補正予算には、私たちが合併以来、現場を訪れ、長きにわたって求め続けてきた、旧

石和町小中図書室等のエアコンの設置など計上されておりますが、その点については高く評価

したいと思います。しかし、大きく２点にわたってどうしても同意できない問題がございます。 
その第１は、職員の配置およびその人件費の増減についてであります。 
基本的に増えているのは本庁部門、一方、現場および支所が減らされました。本来、合併に

よるスケールメリットが働くところは管理部門でございます。管理部門の合理化を図らず、現

場・支所を削るものであり、これは皆さん到底容認できないのではないでしょうか。 
第２は、総務管理費情報化推進費のＩＣカード利用による住民票、印鑑証明等の自動発行シ
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ステムの事業についてであります。 
約１億円の今年度事業費のうち６千万円は助成金でありますが、残りの約４千万円は自主財

源、さらに、次年度以降は助成金が入らないということであります。助成金がもらえるからと

いって率先して手を挙げる事業か、甚だ疑問であります。たとえ機械自体には十分なセキュリ

ティーが施されたとしても、人間系、および人間系と機械系の境界領域のセキュリティーは確

立されていないからであります。すなわち、本人確認は暗証番号だけであるため、ＩＣカード

と暗証番号さえ搾取されれば、本人に成りすまして重要な諸証明書等を入手できるのでありま

す。先ほどもありましたが、顔や指紋、音声、その他本人の属性認識がまだできないのであり

ます。そういう点で、大変危険だと言わざるを得ません。技術的課題とともに法整備も必要に

なってきます。 
既に幾つかの自治体で試行的に導入していると言いますが、統一的な規格になっておらず、

ばらばらでございます。要するに、まだ確立されていない、安定しない技術だということであ

ります。先陣を切ってやらなくても 、数年で技術的にも安定してきます。そのときでも遅く
はありません。財政難が喧伝させれ、さまざまな行政課題が切り捨てられている現在、４千万

円の自主財源と、来年度以降経費がないこと、そして、来年度以降の経費はすべてが自主財源

でなければならないこと、そして、安全性という面でもリスクを負って行うことは許されない

ことだと思います。 
情報関係の仕事に限定しても、高速通信網の基盤整備や、市民、地場産業、農業者等のシス

テム活用支援など、もっと優先してやるべき課題が山積しております｡ 
ぜひ、この事業はやめて、他の切実な課題を優先していただくことお願いいたします。 
以上をもって、反対討論を終わりたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」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。 
今回、提案されております一般会計補正予算につきましては、総額で３億５，８４９万７千

円の追加予算であります。補正予算の主な内容は、法改正により支給対象範囲が拡大されたた

め、追加補正が必要となった児童手当支給事業、そして国が住民サービスの向上と行政事務の

効率化を目的にした住基カード、その普及促進のための多目的利用の一つのサービスとして提

供される、住民票や印鑑証明書等の自動発行機設置のための補助付きの補正予算等であります。 
いずれもその有効性や将来性を考えるとき、重要な予算であることは誰もが認識していると

ころであります。三位一体の改革により、国庫補助金等が削減される厳しい財政事情の中、投

資に見合う効果を得られるような事務事業の推進に努めていただくことを願いまして、本件、

「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」につきましては、これに賛成とさせてい

ただくものであります。 
○議長（龍澤敦君） 

ほかに討論はありませんか。 
（ な し ） 
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討論を終結いたします。 
議案第１２０号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は、各常任委員長とも可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、各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１２０号は原案のとおり可決されました。 

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

続いて、日程第２４ 平成１７年請願第４号、ならびに、日程第２５ 平成１８年請願第１号を

一括議題といたします。 
ただいま、議題となっております請願第４号については、前定例会の折に継続審査となって

おりました。また、請願第１号については、定例会初日に教育厚生常任委員会に付託しており

ます。 
審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 
教育厚生常任委員長、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、教育厚生常任委員会に付託されました請願

について、去る６月１６日に審査をいたしましたので、審査結果について報告いたします。 
本委員会に付託された請願は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第

１０１条の規定により報告いたします。 
平成１７年１２月６日に付託されました、平成１７年請願第４号 「最低保障年金制度の創

設を求める請願」については、不採択とすべきものと決定いたしました。 
平成１８年６月８日に付託されました、平成１８年請願第１号 「義務教育費国庫負担制度

を堅持し、教育の機会均等及び水準の維持向上を図るための請願」については、採択すべきも

のと決定いたしました。 
以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
本件について、一括質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
これより、平成１７年請願第４号について討論を許します。 
討論はありませんか。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
「最低保障年金制度の創設を求める請願書」、これを採択する立場で討論を行いますので、

先ほどの委員長報告の不採択に対する反対討論を行います｡ 
この請願は、最低保障年金制度の創設によって、高齢者が安心して老後を送れることを趣旨

とした請願であります。 
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現在、無年金者は全国に６０万人以上いるといわれておりますけれども、また、国民年金の

受給者９００万人のうち、その平均受給額といいますのは月額４万６千円という、大変わずか

な金額となっております。このわずかな年金から介護保険料が天引きされるわけですから、高

齢者が大変な生活状況にあるということは、たやすく想像できるものであります。 
さらに、現時点での国民年金保険料の未納者・免除者・未加入者を合わせると、１千万人を

はるかに超えるといわれておりまして、これから無年金者がますます増大になることは目に見

えて明らかであります。 
保険料未納者の中には、よくいう悪質な人もいると思われますけれども、しかし、大多数は

善良な市民でありまして、１カ月１万３千円余りの保険料を払いたくても払えない人たちであ

ります｡ 
この請願にあります制度の創設によって、例えば、月８万円の年金を保障するために必要な

お金は、およそ２兆円ということであります。財源は確実に確保できるものであります。例え

ば、トヨタ自動車は今期純利益１兆円という空前の大儲けを上げておりますけれども、このよ

うな大企業にはヨーロッパ並みの税金を納めていただく。そして、無駄な大型公共事業をやめ

れば十分に財源は確保できるものであります。 
地方自治体の本来の役割は、住民の福祉向上であります。その地方で議員を務めている私た

ちも、住民福祉の向上のために最善を尽くすことを求められるものでありますけれども、度重

なる国の福祉切り下げのもとで、高齢者の暮らし・福祉を保障するために、この年金制度創設

について、国に物申すことは、地方の議員として当然の責務と考えております。 
加えて、１８日に閉会した通常国会では、医療制度改悪が決まってしまいました。これは高

齢者の自己負担が１割から２割、３割の高負担になる。また、平成２０年度からは新たな高齢

者医療制度の創設で、年金から医療保険料を天引きされることになる予定になっております。 
少ない年金から介護保険料と医療保険料が天引きされるということでは、高齢者の暮らしは

大変な事態になってしまうものと考えております｡ 
こういうことからも、国の責任で最低保障年金制度を創設することは、多くの国民の切実な

願いであります。 
この請願の不採択は、この多くの国民の願いに逆行するものであると考えます。 
以上、討論とします。 

○議長（龍澤敦君） 
ほかに討論はございませんか。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
これより、平成１７年請願第４号を採決いたします。 
この請願に対する委員長報告は不採択です。 
本件は、これを採択することに賛成の方は挙手を願います。 
（ 挙 手 少 数 ） 
挙手少数です。 
よって、請願第４号は、委員長報告のとおり不採択と決しました。 
続いて、平成１８年請願第１号について討論を行います。 
討論はありませんか。 



 １３４

（ な し ） 
討論なしと認めます。 
これより、請願第１号を採決いたします。 
この請願に対する委員長報告は採択です。 
本件は、これを採択することに賛成の方は挙手を願います。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、請願第１号は、委員長報告のとおり採択することに決しました。 
後刻、日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は２時３０分から行います。 

休憩  午後 ２時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時３０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１３６号が提出されました。 
これを日程に追加し、追加日程第２６として議題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） 
異議なしと認めます。 

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

追加日程第２６ 議案第１３６号を議題といたします。 
本件について、提案理由の説明を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
追加議案第１３６号について、内容の説明をさせていただきます。 
笛吹市介護保険条例の一部改正につきましては、平成１７年度税制改正に伴い平成１８年度、

１９年度の２カ年に限り保険料率に対する激変緩和措置があります。この対象被保険者につき

ましても、介護保険条例第４条に規定する賦課期日後に被保険者になられた方、資格喪失され

た方同様に、保険料額の１０円未満を切り捨てて賦課するよう改正させていただくものであり

ます。 
よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 
これより、質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本件は、会議規則第３６条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これ
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にご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件は委員会付託を省略することにし、直ちに討論・採決を行います。 
これより、議案第１３６号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
議案第１３６号を採決いたします。 
本案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１３６号は原案のとおり可決いたしました。 

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

日程第２７ 「青木が原ごみ処理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） 
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） 
異議なしと認めます。 
青木が原ごみ処理組合議会議員に、山崎光世君を指名いたします。 
お諮りいたします。 
山崎光世君を青木が原ごみ処理組合議会議員とすることに、ご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、山崎光世君が青木が原ごみ処理組合議会議員に当選されました。 

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

日程第２８ 意見第１号を議題といたします。 
  提案者の教育厚生常任委員長から説明を求めます。 
 教育厚生常任委員長、井上一已君。 

○教育厚生常任委員長（井上一已君） 
議長から指名をされましたので、この請願につきましてご説明を申し上げたいと思います。 
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先ほども報告をいたしましたように、これは笛吹市教育会協議会の会長の志村憲彦氏が提出

者でありまして、志村氏は一宮中学校の校長先生をされている方でありまして、教育界を代表

してこの請願を出されたわけであります。 
もうご存じのように、この請願の趣旨は、今、三位一体の改革によりまして教育費国庫負担

を削減するという方針が打ち出されたわけでありますが、教育費国庫負担をいままでの２分の

１から３分の１に削減するという政府の方針が出されたわけでありますが、教育水準の維持あ

るいは向上、あるいは地方の格差をなくそうということで、私どもはこの請願に対して賛成を

し、政府に意見書を出すことに決定したわけであります。 
議員の皆さま方の賛成を得まして意見書を出すことに決定していただければ非常にありが

たいと思っているわけであります。 
内容的には、ちょっと説明不足でありますが、議員の皆さん方のご理解をいただきまして、

賛成をいただきたいと思います。 
以上、説明に代えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
これより、質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本件は、会議規則第３６条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件は委員会付託を省略することとし、直ちに、討論・採決を行います。 
これより、意見第１号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
意見第１号を採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
したがって、意見第１号は原案のとおり可決いたしました。 
追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

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

日程第２９ 「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。 
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（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決定いたし

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、これを許します。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 
本定例市議会は、６月８日から本日まで１５日間に及ぶ日程で開催されました。 
正・副議長さまをはじめ市議会議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、

慎重かつ熱心な審議に努めていただきました。誠にありがとうございます。 
本議会に上程いたしました条例の制定および改正案９件、補正予算案９件、その他７件、報

告等合わせまして２７件に及ぶ議案に対しまして、原案どおりご議決を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 
また、本会議におきましては、６会派から１８項目の代表質問、８議員から１３項目の一般

質問をいただきました。ご質問の内容は、教育、民生、衛生、防災といった市民生活に関する

ものから、土木、産業、地域情報化、リニア実験線といった地域活性化に関するもの、合併、

行財政改革といった行政運営に関するものまで幅広く、行政に関する市民の関心が多岐に及ん

でいることを改めて感じました。 
このようなことから、本年度は市民と行政との対話の場を設けるなど、これまで以上に市民

ニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。 
今月３０日には境川地区において市民ミーティングを開催いたします。他の地区においても

日程や準備が整い次第、随時開催していく予定であります。 
次に、６月３０日から７月３日までの４日間、アメリカのオハイオ州とミズーリ州から

４０人の中高生と４人の指導者が、「ピープルｔｏピープル」事業の訪日教育旅行として笛吹市

を訪れます。本事業は、文部科学省の「フレンドシップ・ジャパン・プラン」の中に位置付け

られ、国際理解教育と国際交流の推進を図るためのものです。 
旅行者は市内のホストファミリーのお宅にオームステイして、日本の文化や生活習慣を体験

するとともに、浅川中学において学校交流を実施します。事業を通しまして、国際社会におけ

るわが国、および本市に対する理解を深めていただきたいと思います。 
次に、７月１０日から１２日までの３日間の日程で、一宮町と姉妹都市関係にありました中

国山東省肥城市から張期東市長以下５人の幹部職員が笛吹市を訪れます。１１日に市幹部およ

び正副議長との友好会談を行い、１２日には国際交流委員会を中心に歓迎レセプションを催す

予定です。期間中は、訪問団は市内の温泉施設に宿泊し、平成１１年に肥城市より贈られた肥

城桃の苗木の見学、市内の共選所や県立博物館、八代郷土館、境川直売所、春日居足湯、近津

用水ウッドデッキ、石和温泉駅前区画整理事業の視察を行う予定であります。 
笛吹市の７月は、国際色豊かな月になりそうであります。 
さて、７月下旬になりますと、市内各地で夏祭りが始まります。市役所本庁舎前笛吹川河川

敷の特設会場では、７月１７日から８月１９日までの水・木・土・日曜日の夜８時から、７００年
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の歴史をもつ「笛吹川いさわ鵜飼」が実演されます。また、期間中は毎晩８時５０分から連夜

花火も打ち上げられ、夕食後のひととき、涼を求めて市内外から大勢の見物客が集まってまい

ります。 
８月１日には、芦川村との合併により、人口７万２，８１０人、面積２０１．９２平方キロ

メートルの新笛吹市が誕生いたします。全国屈指の果樹産地と温泉施設、文化遺産など特色あ

る地域資源を持つ笛吹市に、日本の原風景と渓谷の落ち着いた佇まいを残した芦川村という奥

座敷が加わることで、これまで以上に格調高い文化都市が建設できるものと期待いたしており

ます。 
最後に、本年度は、総合計画、国土利用計画、都市計画マスタープラン、および地域福祉計

画といった基本計画の策定が始まります。こうした基本計画の策定にあたりましては、市民と

協働して進めていきたいと考えております。 
市民の皆さまには、市政への参加の機会が増えてまいりますが、市の基本方針を定める大切

なものです。趣旨をご理解いただきご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
これから厳しい暑さが続きますが、くれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることを

お祈りしつつ、閉会のあいさつとさせていただきます。 
ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、平成１８年第２回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 
大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ２時４５分 
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