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平成１８年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成１８年９月７日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 
 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 
 日程第 ２ 会期の決定 
 日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
 日程第 ４ 行政報告ならびに提出議案要旨説明 

 日程第 ５ 報告第 ３号 平成１７年度笛吹市継続費精算報告書の報告について 
 日程第 ６ 承認第１２号 笛吹市芦川地区過疎地域活性化基金条例の専決処分の承

認を求めることについて 

 日程第 ７ 承認第１３号 笛吹市地域振興基金条例の専決処分の承認を求めること
について 

 日程第 ８ 承認第１４号 笛吹市財政調整基金条例の一部を改正する条例の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第 ９ 承認第１５号 笛吹市減債基金条例の一部を改正する条例の専決処分の
承認を求めることについて 

 日程第１０ 承認第１６号 笛吹市地域福祉基金条例の一部を改正する条例の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第１１ 承認第１７号 笛吹市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する
条例の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第１２ 承認第１８号 笛吹市介護保険基金条例の一部を改正する条例の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第１３ 承認第１９号 笛吹市土地開発基金条例の一部を改正する条例の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第１４ 承認第２０号 笛吹市公共施設整備等基金条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認を求めることについて 

 日程第１５ 承認第２１号 平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計予算の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第１６ 承認第２２号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第４号)の専決処
分の承認を求めることについて 

 日程第１７ 承認第２３号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算(第
３号)の専決処分の承認を求めることについて 
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 日程第１８ 承認第２４号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算(第２号)

の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第１９ 承認第２５号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算(第２号)
の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第２０ 承認第２６号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算(第
２号)の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第２１ 承認第２７号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算(第２号)
の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第２２ 承認第２８号 字名の変更についての専決処分の承認を求めることにつ
いて 

 日程第２３ 議案第１６６号 平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２４ 議案第１６７号 平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第２５ 議案第１６８号 平成１７年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第２６ 議案第１６９号 平成１７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第２７ 議案第１７０号 平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第２８ 議案第１７１号 平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第２９ 議案第１７２号 平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第３０ 議案第１７３号 平成１７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３１ 議案第１７４号 平成１７年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３２ 議案第１７５号 平成１７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３３ 議案第１７６号 平成１７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３４ 議案第１７７号 平成１７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３５ 議案第１７８号 平成１７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３６ 議案第１７９号 平成１７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
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 日程第３７ 議案第１８０号 平成１７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３８ 議案第１８１号 平成１７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第３９ 議案第１８２号 平成１７年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

 日程第４０ 議案第１８３号 平成１７年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第４１ 議案第１８４号 平成１７年度芦川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

 日程第４２ 議案第１８５号 平成１７年度芦川村老人保健特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第４３ 議案第１８６号 平成１７年度芦川村介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第４４ 議案第１８７号 平成１７年度芦川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第４５ 議案第１８８号 平成１７年度芦川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

 日程第４６ 議案第１８９号 笛吹市ふれあいの家条例の制定について 

 日程第４７ 議案第１９０号 政治倫理の確立のための笛吹市長の資産等の公開に関す

る条例の一部改正について 

 日程第４８ 議案第１９１号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第４９ 議案第１９２号 笛吹市保育所条例の一部改正について 

 日程第５０ 議案第１９３号 笛吹市土地利用条例の一部改正について 

 日程第５１ 議案第１９４号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第５号)について 

 日程第５２ 議案第１９５号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算(第

４号)について 

 日程第５３ 議案第１９６号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算(第３号)

について 

 日程第５４ 議案第１９７号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算(第３号)

について 

 日程第５５ 議案第１９８号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算(第

３号)について 

 日程第５６ 議案第１９９号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算(第

１号)について 

 日程第５７ 議案第２００号 平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算(第

１号)について 

 日程第５８ 議案第２０１号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算(第３号)

について 
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 日程第５９ 議案第２０２号 平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算(第２号)

について 

 日程第６０ 議案第２０３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２号)について 

 日程第６１ 議案第２０４号 平成１８年度笛吹市大積寺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６２ 議案第２０５号 平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６３ 議案第２０６号 平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６４ 議案第２０７号 平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６５ 議案第２０８号 平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６６ 議案第２０９号 平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６７ 議案第２１０号 平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区

管理会特別会計補正予算(第１号)について 

 日程第６８ 議案第２１１号 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算(第２号)につ

いて 

 日程第６９ 議案第２１２号 市道認定について 

 日程第７０ 議案第２１３号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村自治

センターを組織する地方公共団体の数の減少について 

 日程第７１ 議案第２１４号 芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域行政事務組合

が消防に関する事務の共同処理を廃止したこと及び消防

組織法の一部を改正する法律が施行されたことに伴う山

梨県市町村総合事務組合の規約の変更について 

 日程第７２ 議案第２１５号 芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 日程第７３ 発議第 ３号 笛吹市議会委員会条例の一部改正について 



 ５

 
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 ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 

   ２番 前 田 初 男 ３番 上 野   稔  
 
 

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 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 消 防 所 長 中 村  健  
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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３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。 
 厳しい残暑も過ぎ、なんとなく秋の気配を感ずる今日このごろでございます。 
連日、暗いニュースばかりの中、秋篠宮家に男子のご誕生で、日本中がご祝福一色となりま

した。 
わが笛吹市議会といたしましても、心よりお祝いを申し上げたいと思います。 
 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

構でございます。 
 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたのでご報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、また、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静

粛に願います。 
 また、携帯電話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。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 
 本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第２番 前田初男君 
 議席第３番 上野  稔君 
の両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９月２９日までの２３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２９日までの２３日間と決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 
 監査委員から、平成１８年５月分から平成１８年７月分の例月出納検査の結果について報告

がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承をお願いいたします。 
 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、お手元に配布した名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 
   日程第４ 市長より市長行政報告、ならびに、日程第５ 報告第３号から日程第７２ 議案第

２１５号までの６８案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 説明に先立ちまして、昨日、男子を出産されました秋篠宮妃紀子さまに、まずもってお祝い

を申し上げます。 
 宮家におかれましては、天皇陛下の孫の世代では初めての男子の出産となられました。天皇

ご夫妻と秋篠宮家ご一家にとりまして、お喜びはいかばかりかと存じ上げます。 
 国民にとりましても大きな喜びであり、心から皇室のご発展をお祈り申し上げます。 
 本日、ここに平成１８年９月定例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

まのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 国政においては、この９月、小泉首相が自民党総裁として任期を迎え退陣をいたします。 
 ２００１年４月から５年間余り、天才ともいわれるその手腕で、たびたびの政局を乗り切り、

この国の舵取りを務められました。その就任当時から改革に意欲を示し、デフレ脱却を目指し、

金融政策や構造改革特区の導入、郵政民営化、三位一体改革等々、「改革なくして成長なし」の

フレーズの下、意欲的に取り組んでこられました。 
 しかしながら、国民格差の広がりや、また、外交においては自衛隊の海外派遣や、米国との

友好関係を堅持しつつも、竹島、尖閣諸島など領有権にかかわる大きな歴史的課題が存在する

中、韓国・中国の関係悪化を招くなど、アジア外交の失敗を指摘する声もあるところでありま

す。 
 ただ、この国をどのような方向に導くかを、強い意志と信念をもって取り組まれた姿勢に対

し、私も為政者の一人として、高く評価させていただいているところであります。 
 今年７月、政府は経済財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる骨太の方針２００６を

決定し、２０１１年度に借金部分を除いた財政を健全化するため、必要な歳出削減と増税額を

示しました。 
 これによりますと、２０１１年度黒字化必要財源は１６兆５千万円で、必要歳出削減は最大

で１４兆３千億円とされ、残りの不足額２兆２千億円は消費税など増税分で対応するとされて

おりますが、その具体的な引き上げ幅や時期については先送りとなっております。 
 なお、１４兆３千億円の削減額は、人件費２兆６千億円、社会保障費１兆６千億円、公共事
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業費は最大の５兆６千億円、そのほか防衛費、文教費まで及ぶものがあります。 
 この中で、地方関係では、公共事業を除く単独事業、いわゆる一般行政経費が今後５年間据

え置かれるものの、地方公務員の純減５．７%も打ち出され、また、地方交付税は現行水準や
国の予算を踏まえて対処するとも、地方交付税に頼らない自治体を増やすことが明記されてお

ります。 
 このことを考えてみますと、今回の骨太の方針は、私どもが懸念いたしておりました地方交

付税の一方的な削減こそ回避されましたが、長期債務残高が８００兆円という国・地方の危機

的財政状況からすると、近い将来、地方交付税にいずれは削減されるものと警戒もいたしてい

るところでございます。 
 三位一体改革等が進み、国と地方の関係が分権社会に向け大きく変化しつつあります。しか

し、さまざまな制度変更や議論が現場の実情に即しているとは、言いがたい面があります。 
 私は、この国をつくるのは現場から、現場にこそ真実があり、現場を運営する基礎的自治体

なくして、この国をつくることはできないと考えている一人であります。 
 新たに就任される総理には、真に必要な地方行政を基本として、さらなる地方分権を進めて

いただくとともに、必要とされる財源移譲や地方重視の視点における地方交付税の堅持など、

地方における自己決定と自己責任による行政運営を効果的に成し得る、そのような条件整備を

切に希望するところであります。 
 さて、笛吹市として初めての施策および事業を実施した、平成１７年度の決算がまとまりま

した。児童館建設など新たな事業も行う中で、合併前の事務事業の整理統合を図りながら予算

執行を行ってまいりましたが、一般会計では２８０億７千万円、歳出は２６７億１，８００万

円、実質収支は１２億５００万円となり、市民１人当たりの歳出額は約３７万円となり、経常

収支比率は８２．６％で、ほぼ健全な財政運営が図られたものと考えております。 
 中でも人件費比率は、合併効果による減や、職員の理解の中で進めてまいりました、平均３％

から５％の給与減額措置の効果もあって、２３％に抑えることができました。ただ、地方交付

税は合併特例により、従来どおりの算定方式となっていたため、結果として増額となりました

が、合併特例がなかった場合を考えますと、大変厳しい結果となっていたのではないかと、推

察いたしているところであります。 
 今後とも、財政の健全化を図るため一般財源の確保に一層努めるとともに、基幹産業の振興

による自主財源の確保を図ることが必要とされ、また、歳出面では普通建設事業については費

用対効果を見極めつつ、計画的な事業執行を行っていく必要があるところであります。 
 なお、これから平成１９年度の予算編成に入りますが、基本的には本年度同様、枠配分予算

をベースに、新市基本計画に位置付けられた施策を着実に推進する方向で取り組んでまいりま

す。 
 次に、当面する市政の課題について申し上げます。 
 まず、本市の総合計画策定についてであります。 
 ８月１日に芦川村と合併し、新笛吹市がスタートいたしましたが、合併という基本的な枠組

みの変化に加えて、少子高齢化、高度情報化、国際化、環境問題の深刻化、産業構造の高度化

など、社会経済情勢が大きく変化する中、地方分権の進展や厳しい財政状況を踏まえた対応が

求められております。 
 このような中で、新市が一体となって共生・連携し、各地域が持つポテンシャルを高めなが
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ら、他の圏域と交流していくことにより、自立した新笛吹市の創造と、地域の特性を生かした

個性あふれる魅力ある地域の形成を目指し、笛吹市総合計画の策定に入りました。 
 今年度は、基礎資料の収集・分析、市民意識調査等の実施、審議会・策定本部の開催などを

行い、来年度、基本構想・基本計画・実施計画の策定を行いたいと考えております。 
 次に、事務事業評価についてであります。 
 行政運営の質的改善を図るため、市が実施する事務事業の効果や目的達成度を客観的に評価

する仕組みを導入するため、４月より庁内ワーキンググループの開催、職員研修、管理職の実

践的な研修などを重ねております。 
 平成１９年度にさらなる研修を実施し、事務事業の評価を行い、次年度の事業計画、予算編

成に反映させていきたいと考えております。 
 次に、平成１８年度指定管理者制度導入について報告いたします。 
 平成１７年度、２９の公共施設について指定管理者制度の導入を行ったところでありますが、

昨年度に引き続き行政改革の一環として本制度の推進を図り、平成１８年度は、スポーツ施設

および児童福祉施設を中心に、公募１１施設、公募によらないもの４施設の計１５施設への導

入作業を進めております。 
 また、本年４月１日、指定管理者による管理運営が開始されている施設については、市民サー

ビスが低下することのないよう、モニタリング等によるチェック体制の整備を行っております。 
 次に、笛吹市総合防災訓練についてであります。 
 まず、本年度は各行政区のご協力をいただく中で、合併後、初めて９月３日の日曜日に笛吹

市一斉の訓練を実施いたしました。 
 午前９時の発災の防災無線放送を合図に住民の避難訓練、火災の初期消火訓練等さまざまな

訓練が行われました。 
 また、市職員についても、笛吹市防災訓練に併せて、参集訓練を計画し、本庁、支所それぞ

れの部署に集まり、本部と支所現場指揮本部との職員非常伝達訓練等を行いました。 
 今後、訓練内容の統一および充実を図り、災害への備えを行ってまいりたいと考えておりま

す。 
 また、来年度は明治の大水害から１００年目という節目の年にあたります。過去に市内では、

まちの姿を一変させ、甚大な被害をもたらせた風水害が何度か発生しております。 
 市内において過去にどのような風水害が起こったのか、資料を収集して記録誌としてまとめ、

その教訓を今後の防災対策に役立てたいと考えておりますが、既に何件か問い合わせがあり、

協力の申し出もいただいております。編さんに向けての準備が始まりました。 
 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日に一部施行され、順調にスタートを切ることができました。現

在は１０月実施の施策に向けて、諸準備が最終段階を迎えているところであります。 
 その中に、障害者の聞き取り調査結果でもある、１次判定に基づいて最終的な障害者区分の

審査判定を行うものでありますが、審査会を開催して順調に審査と認定が進んでおります。 
 また、障害者自立支援法の大きな柱であります地域生活支援事業につきましては、相談支援、

コミュニケーション支援、移動支援などの事業がスムーズに実施できるよう、実施事業所等と

協議をしながら準備を進めております。 
 また、４月に県から譲渡していただきました旧石和保健所につきましては、現在、保健福祉
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部関係の３団体が入居して、活発に活動いたしております。 
 市では、この施設を福祉活動の拠点として位置付けております。本９月定例会に設置管理条

例の制定をお願いしているところでございます。 
 次に、児童福祉についてでありますが、まず、児童館整備については、御坂地区および石和

富士見地区の建設検討委員会を立ち上げて、検討を重ねておりますが、御坂地区におきまして

は、公共用地であります旧御坂支所の跡地奥側の土地を活用して、学童保育併設の児童センター

を建設する方向で意見集約がされました。今後は、測量・地質調査・基本設計および補助事業

の協議などを進めてまいります。 
 石和富士見地区につきましては、引き続き関係者をはじめ地域の皆さまのご意見をお伺いし

ながら、よりよい方向を見極めてまいりたいと存じます。 
 次に、今年度、１カ所の設置を予定しております子育て支援センターの設置についてであり

ますが、既存の公共施設を有効活用することとし、一宮ＹＬＯ会館内で１０月１日の開所に向

けて諸準備を進めております。 
 また、保育所への指定管理者制度の導入については、石和第三保育所および石和第四保育所

について、導入時期を１年延長して、保護者の十分なご理解をいただくために説明会等を重ね

てまいりました。 
 このほど、石和第三保育所につきましては、保護者会臨時総会において大多数の賛成により

合意をいただきました。今後は、内定しております宮前保育園と十分な事前協議を行い、１９年

４月の導入を図ってまいります。 
 次に、老人福祉についてでございます。 
 まず、敬老祝金につきましては、社会構造の変化と財政事情により、支給対象者の年齢・金

額について見直しを行い、県の支給と同様にさせていただきました。 
 ９月１５日から７７歳、８８歳および１００歳以上の方に支給をいたします。これにつきま

しては、区長、民生児童委員の方々をはじめ、７５歳以上全員の方々にご理解をいただくため

に通知をいたしました。議員の皆さまのご理解をお願いいたします。 
 次に、特定高齢者の運動機能向上、栄養改善および口腔機能向上事業については、市が実施

している基本健診時の生活機能評価のチェックリストから、対象となる特定高齢者の把握を行

い、１０月から実施いたします。 
特定高齢者が要支援、要介護状態にならないように生活機能の維持・改善を目標に、介護予

防の推進を目指してまいりたいと考えております。 
次に、健康づくりについてでありますが、高齢者による高齢者への健康体操指導員を養成す

るとともに、自らの健康管理・増進を行い、地域活動における健康体操の普及を図るため、９月

下旬より「シルバー体操指導員」の養成を行います。 
 また、自己の健康維持・増進を図るため、温泉を活用した健康づくり事業として、９月２０日

より「温泉活用健康づくり事業」を行う予定で、各団体等に呼びかけたり、広報誌などにより

幅広く募集を行います。 
 次に、観光振興についてであります。 
 平成１８年笛吹市夏まつりは、７月１７日海の日から鵜飼まつりと連夜花火で開幕し、８月

２１日花火大会で終了となりましたが、昨年よりも人数も多く、観光客も増加いたしておりま

す。 
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 特に、今年度は各地域の夏まつり、納涼祭り等が、御坂、八代、境川で地域の要望により復

活実施され、各支所を中心として地域ごとにそれぞれ盛り上がりを見せました。 
また、花火大会におきましても、定着化と内容充実から例年以上の誘客増員が見られたと思

います。 
今年度中に整備予定の約２，９００席の観覧席が完成すると、来年４月からは花火大会前日

の場所とりにおいても毎年苦労いたしておりましが、整理ができるものと期待するとともに、

数多くのイベント・行事においても活用でき、景観的にも環境的にも、また観客にとりまして

も、気持よく利用ができるものであります。 
 次に、生涯学習についてであります。 
 教育委員会では、夏休みをはさむこの時期、支所地域課と連携しながら青少年を対象とした

事業に取り組んできました。 
 小学校高学年を対象としたジュニアリーダー研修会では、八代、境川地区の中学生を中心に

活動している笛吹ジュニアリーダーズの指導のもと、市内の小学生８５名が１泊２日の集団生

活を体験しました。参加した小学生は年齢も近いジュニアリーダーズのお兄さん、お姉さんの

指導の下、さまざまなメニューを体験しました。 
 ジュニアリーダーズのメンバーも、小さな子どもたちを指導することで、自らも成長いたし

ております。 
 地域の人材、グループを活用しながら、受講者も指導者もお互いに成長する笛吹市の生涯学

習の目指す形が、ここに実現されております。 
 夏休みに入り、毎年恒例の子どもクラブ対抗の球技大会が、地区大会、市大会と実施されま

した。学年の違う子どもたちが一丸となって、１つのボールを追うことで絆が生まれ、地域を

愛する心も育ってくると思われます。 
 次に、文化振興についてであります。 
 ７月１７日から８月６日まで、春日居郷土館で交響詩「笛吹川」『安野光雅の世界展』が開催

されました。２１日間の会期中１，６２８人の入館者がございました。 
 展示会では、「さかさま」等の絵本の原画８０枚、山梨の風景を描いた絵画４枚、「笛吹川」・

「一宮の桃」・「明野の秋」・「都留の富士」を展示いたしました。開催期間中には春日居小学校

の生徒や春日居デイサービス利用者等も訪れ、安野光雅先生の描いた水彩画の世界を楽しんで

いただきました。 
 また、８月１５日から１０月８日まで、春日居郷土館「わが町の８月１５日展－戦争と笛吹

市－」を開催いたしております。 
 「わが町の８月１５日展」は今回で９回目になります。今年度は笛吹市内、石和・春日居・

一宮・御坂・八代・境川地区の戦没者の遺影約１千枚、戦没者の遺品、戦没者家族紹介パネル

等も併せて展示いたしました。 
 また、８月８日、１０日、春日居中学校生徒等を対象に「語り部」の会を行い、さらに開催

期間中の土・日曜日には、２００５・２００６年に開催した「語り部」の会の記録映像を上映

し、戦争体験の貴重な話を聞いた中学生は感激をいたしておりました。 
 また、市立図書館におきましては、初めての企画といたしまして、子どもを対象に「夏休み

スタンプラリー」を開催いたしました。この企画は市内６カ所の図書館を回り、スタンプを押

して、最後の図書館で記念イベントに参加するもので、夏休み期間中の開催でありましたが
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８０名ほどが達成し、各図書館の雰囲気を味わっていただきました。 
 以上、当面する市政の課題について、ご説明をさせていただきました。 
 引き続きまして、本定例会に提出させていただきました案件の内容につきまして、ご説明を

申し上げます。 
 提出させていただきました案件は、報告事項１件、専決処分の承認１７件、決算認定２７件、

条例案５件、補正予算案１８件、および、その他の案件が４件、合わせて６８件となっており

ますが、主なるものにつきまして概略をご説明申し上げます。 
 まず、専決処分の承認案件についてでありますが、８月１日に芦川村が笛吹市に編入したこ

とに伴い、合併日をもって基金条例の制定および改正、補正予算ならびに字名の変更を行う必

要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分させていただいたもの

であります。 
笛吹市芦川地区過疎地域活性化基金条例につきましては、芦川村から地域活性化基金、義務

教育振興基金などの受け入れ。 
また、笛吹市地域振興基金条例につきましては、東八代広域行政事務組合から、ふるさと市

町村圏基金を受け入れたことに伴い、それぞれ新たに制定するものであります。 
 さらに、芦川村財政調整基金などを受け入れたことに伴い、笛吹市財政調整基金条例ほか６条

例の改正を行ったものであります。 
 補正予算案につきましては、芦川村の平成１７年度予算を引き継いだことにより、農業集落

排水事業特別会計を設置し、一般会計および５特別会計予算の補正をさせていただきたいもの

であります。 
 芦川地区の字名の変更に併せて、以上１７件の専決処分について報告させていただきました。 
 どうか、ご承認賜らんことをお願い申し上げます。 
 次に、平成１７年度決算認定についてであります。 
 地方自治法第２３３条第３項、および同法２４１条第５項、ならびに地方公営企業法第３０条

第４項の規定により、監査委員の意見書を付して提案するものであります。 
 なお、詳細につきましては、後ほど、収入役および公営企業部長よりご説明を申し上げます。 
 次に、条例案についてであります。 
 まず、笛吹市ふれあいの家条例の制定についてであります。 
 旧石和保健所の施設について、山梨県から払い下げを受けたことに伴い、市民の福祉を増進

する目的をもってその利用に供するため、地方自治法第２４２条の２の規定により制定するも

のであります。 
 次に、笛吹市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、国民健康保険法の療養給

付を受ける場合の一部負担金の改正、および、健康保険法の出産育児一時金の法定給付費の改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 次に、笛吹市立保育所条例の一部改正についてでありますが、指定管理者を導入するため、

現行の保育所条例に、施設の管理を指定管理者に行わせることができる旨の規定を追加するも

のであります。 
 次に、補正予算につきまして概略のご説明を申し上げます。 
 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）であります。 
 歳入歳出それぞれ１３億６千万円を追加し、総額を２７９億円とさせていただくものであり
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ます。 
 歳入の主なものでありますが、県支出金は芦川村との合併に伴う特別交付金など３，３００万

円を、繰越金は平成１７年度一般会計決算繰越額８億６千万円を、諸収入は芦川村の決算剰余

金など２，８００万円を、また市債は合併特例債の基金造成分など９億６千万円をそれぞれ受

け入れるものとなっております。 
 また、歳出につきましては、旧峡東病院改修設計費、合併に伴う例規データ変更事業など総

務費を７，９００万円、障害者自立支援費などにより民生費を１億６千万円、土地改良事業の

緊急整備などにより農林水産業費を３，４００万円、観光基盤整備事業など商工費に６００万

円をそれぞれ追加し、土木費は市営住宅耐震診断および市道河川整備費等に６，３００万円を

追加いたしておりますが、下水道会計における１７年度繰越金１億２，５００万円の受け入れ

があり、６，２００万円の減額としております。 
 また、教育費につきましては、各小中学校および社会体育施設等の改修費などに１億４００万

円を追加し、諸支出金の基金への積立金につきましては、合併に伴い東八代ふるさと市町村圏

基金を地域振興基金として受け入れておりますが、これは合併特例債を活用する中で、新たに

１０億円を積み立てることとさせていただくものであります。 
 また、特別会計の補正予算でありますが、国民健康保険特別会計では５億１００万円を追加

しその総額を７４億５千万円に、老人保健特別会計では３９０万円を追加し総額を６２億

７００万円に、介護保険特別会計では６，５００万円を追加し総額を３８億１千万円に、公共

下水道特別会計では５３０万円を減額し総額を３９億６千万円に、合併により新設いたしまし

た農業集落排水特別会計では４２０万円を追加し総額を９，２００万円に、簡易水道特別会計

では５，６００万円を追加し総額を１１億６千万円に、温泉事業特別会計では１千万円を追加

し総額７，４００万円とし、黒駒山など恩賜県有財産特別会計８会計では、合わせて２８０万

円を追加させていただくものであります。 
 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）でありますが、収益的収入および支出

において１６４万円を追加し、総額を１０億５，６００万円とさせていただくものであります。 
 次に、市町村合併に伴う一部事務組合の規約変更等に関する案件についてであります。 
 本年８月１日に芦川村が笛吹市に編入したこと、消防本部に関する事務を笛吹市が行うこと

等に伴いまして、組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更等に係る協議を行う

ことについて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を必要とするものであり、山

梨県市町村総合自治センターほか２団体の規約変更についても、お願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

してご了承をお願いいたします。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由の説明とさせていただきま

す。 
 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 
 続きまして、議案第１６６号から議案第１８８号につきまして、収入役および公営企業部長

から補足説明があります。 
 はじめに、収入役、羽中田弘已君。 
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○収入役（羽中田弘已君） 
 先ほど市長よりご提案いたしました、議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入

歳出決算認定について」から、議案第１８１号 「平成１７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財

産保護財産区管理会特別会計歳入歳出決算認定について」までの１６案件につきまして、決算

書の補足説明をさせていただきます。 
 なお、議案第１８２号 「平成１７年度笛吹市水道事業会計決算認定について」は、後ほど

公営企業部長より説明いたします。 
 昨年度の決算につきましては、平成１６年１０月１２日、旧６町村が合併、笛吹市が誕生し

初めての決算でありました。年度途中の合併であり、決算につきましては、旧６町村それぞれ

の事業計画に基づいた、懸案あるいは継続的な事務事業遂行に伴う決算でありました。 
 今回、ご提案申し上げました笛吹市の１７年度決算につきましては、合併後初めての通年予

算に対する決算であり、“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍動するふれあい文化都市」実現

を目指すものとなっております。 
 それでは、１７年度決算書について説明させていただきますが、金額につきましては千円未

満を省略させていただきますので、ご了承をお願いしたいと思います。 
 お手元の、平成１７年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算書の２ページ、３ペー

ジをご覧ください。 
 平成１７年度一般会計、そして１５特別会計の歳入額、歳出額および歳入歳出差引額の総括

表であります。 
 平成１７年度一般会計および１５特別会計、収入済額合計５０１億２，３３７万２千円、支

出済額合計４８４億８４万４千円で、歳入歳出差引額合計１７億２，６５２万８千円となりま

した。 
 それでは、議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」ご

説明申し上げます。 
 決算書の１６ページをご覧ください。 
 歳入額２８０億７，０６８万６千円、歳出額歳出金２６７億１，８４０万３千円で、歳入歳

出差引額１３億５，２２８万３千円であります。 
 ６、７ページをご覧ください。 
 歳入でありますが、１款市税は収入済額８２億７，６５５万７千円で、その内訳は市民税

２６億５，４８８万４千円、固定資産税４５億３，７３１万６千円、軽自動車税１億５，１４５万

３千円、たばこ税５億１，５１４万９千円、入湯税１億３，０５７万４千円、都市計画税２億

８，７１３万１千円、特別土地保有税５万円であります。市税全体の徴収率は７７．６％であ

ります。また、不納欠損額は６，３０３件で９，３３７万８千円ですが、消滅時効および執行

停止によるものであります。 
 ２款地方譲与税でありますが、所得譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を合わせて

５億８，３４６万９千円。 
 ３款利子割交付金、９款地方特別交付金までの各種交付金は１２億４，２１１万１千円。 
 １０款地方交付税でありますが、７３億２，６４２万７千円。そのうち普通交付税６４億７，

６１６万６千円、特別交付税８億５，０２６万１千円であります。 
 １１款交通安全対策特別交付金１，２１６万６千円。 
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 次のページになりますが、１２款分担金及び負担金５億８，４６０万５千円。 
 １３款使用料及び手数料３億２，７１８万３千円。 
 １４款国庫支出金２１億１，７７２万１千円。 
 １５款県支出金１５億５，６６９万７千円。 
 １６款財産収入５，２６４万９千円。 
 １７款寄附金４，１５２万５千円。 
 １８款繰入金２億８，５８５万円。 
 １９款繰越金２１億９，６９０万８千円、 
 ２０款諸収入３億２，７８１万８千円。 
 ２１款市債３１億３，９００万円であります。 
 次のページになりますが、歳入合計２８０億７，０６８万６千円、不納欠損額９，３３７万

８千円、収入未済額２３億５，４０６万６千円であります。 
 次に、歳出でありますが、１２、１３ページをご覧ください。 
 １款議会費２億５，１３７万３千円。 
２款総務費、総務管理費３５億８，３６１万８千円、徴税費３億９，１６３万２千円、戸籍

住民基本台帳費１億６，１５６万４千円、選挙費３，９４１万４千円、統計調査費２，７８０万

８千円、監査委員費１２５万３千円で、４２億５２８万９千円。 
主なものとしまして、電算システムの運用管理など、情報化推進のための経費３億３，

４８５万７千円、「なごみの湯」「みさかの湯」「ももの里温泉」の管理運営費１億６，２８５万

円、衆議院議員総選挙および農業委員選挙経費３，８０２万９千円、国勢調査、農林業センサ

スなど指定統計調査費２，７７７万５千円などであります。 
３款民生費でありますが、社会福祉費３３億８０４万３千円、児童福祉費２６億８，３３８万

円、生活保護費８億８，９１８万８千円などで、６８億８，０６１万１千円。 
主なものとしまして、国民健康保険・老人保健・介護保険特別会計への繰出金１０億１，

４９６万９千円、保育所運営費等経費１６億２，１０７万２千円、石和東小地区および春日居

地区への児童館建設事業費１億８，４５９万９千円、生活保護費８億３，８３８万４千円など

であります。 
４款衛生費でありますが、保健衛生費５億１，５５４万４千円、環境衛生費６億６，１７３万

６千円、清掃費８億５，８５８万１千円で、２０億３，５８６万１千円。 
主なものとしまして、各種健康健診実施等に伴います経費２億２，５２７万２千円、水道事

業会計および簡易水道特別会計への出資金ならびに繰出金５億６，２７５万４千円、甲府市環

境センターおよび民間施設への搬入処理費４億５，６１６万４千円、クリーンセンター管理運

営費８，４４６万円などであります。 
 ５款労働費２，１８８万円で、シルバー人材センター負担金および働く婦人の家管理運営費

が主なものであります。 
９款農林水産業費、農業費１０億４，４２４万９千円、林業費２，９８９万５千円で、１５億

７，４１４万４千円。 
主なものとしまして、農道整備事業費１億３，８８９万５千円、畑地帯総合整備事業費３億

７，２８４万円、笛吹川沿岸土地畑かん施設の維持管理経費２億７，３３６万４千円、土地改

良および県単土地改良事業費２億８，１７４万５千円、一宮ふれあいテレビ管理運営費６，
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９１６万５千円などであります。 
 ７款商工費２億９，０５９万１千円で、笛吹市の商工振興および観光振興のための諸事業に

かかわります経費が主なものであります。 
８款土木費でありますが、土木管理費１億６，７０７万５千円、道路橋梁費１億１，０４９万

円、河川費２億１，７４４万６千円、次のページになりますが、都市計画費２３億４，９８８万

３千円、住宅費１，４４４万４千円で、３５億５，９３３万８千円。 
主なものとしまして、市道維持管理費２億６万４千円、緊急地方道路整備および市道新設改

良に要した経費５億９，９２６万５千円、準用河川改修および水路整備等経費１億８，９１４万

１千円、石和駅前土地区画整理事業費４億９，１９４万６千円、下水道特別会計繰出金１７億

２，１４３万４千円などであります。 
 ９款消防費９億８，３００万３千円で、東八代広域行政事務組合消防費負担金６億７，

０６５万８千円、消防団員待機所および車庫、貯水槽、消防車両購入費等消防施設整備にかか

わります経費１億３，７８４万７千円などであります。 
１０款教育費でありますが、教育総務費１億９，９３３万８千円、小学校費６億８，１７４万

２千円、中学校費３億２，４８４万９千円、社会教育費９億３，４１５万５千円、保健体育費

２億７２万９千円、学校給食費３億３，５１５万９千円で、２６億７，５９７万２千円。 
主なものとしまして、市内１３小学校および５中学校の管理運営および教育振興費１０億

６５９万１千円、市内６図書館の管理運営費１億５，８５３万５千円、甲斐国分寺跡整備費２億

２，０１９万３千円、学校給食運営費３億３，５１５万９千円などであります。 
 １１款災害復旧費１，２３３万６千円で、農業用施設災害復旧事業水路改修工事費が主なも

のであります。 
 １２款公債費２８億２，５９３万４千円。 
 １３款諸支出金でありますが、財政調整・公共施設整備・減債基金などへの積立金１４億

２０７万１千円であります。 
 以上、歳出合計２６７億１，８４０万３千円、翌年度繰越額４億４４２万円、不用額１０億

６，１６０万４千円であります。 
 次に、１８４ページをご覧ください。 
 実質収支に関する調書であります。 
 歳入総額２８０億７，０６８万６千円、歳出総額２６７億１，８４０万３千円、歳入歳出差

引額１３億５，２２８万３千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源としまして、繰越明許費繰

越額１億３，９３３万６千円、事故繰越繰越額７８８万５千円、計１億４，７２２万１千円を

差し引いた実質収支額は１２億５０６万２千円となります。 
 以上、一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に、議案第１６７号 「平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」ご説明いたします。 
 決算書の１９０ページをご覧ください。 
 歳入金６８億９，９９７万５千円、歳出金６８億５８３万３千円、歳入歳出差引額９，４１４万

２千円であります。 
 １８６、１８７ページをご覧ください。 
 歳入ですが、１款国民健康保険税２３億５，６３５万６千円。 
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 ２款使用料及び手数料１３１万６千円。 
 ３款国庫支出金２４億８，５３０万９千円。 
 ４款療養給付費交付金７億５，０８１万１千円。 
 ５款県支出金３億２，０７８万６千円。 
 ６款共同事業交付金１億７，０３０万７千円。 
 ７款財産収入４１万１千円。 
 ８款繰入金６億８，２７６万２千円。 
 ９款繰越金１億２，４２２万１千円。 
 １０款諸収入７６９万６千円であります。 
 歳入合計６８億９，９９７万５千円、不納欠損額５，４３２万８千円、収入未済額８億７，

１５４万７千円であります。なお、不納欠損につきましては２，８５７件であり、消滅時効に

よるものであります。 
 次に、歳出でありますが、１８８、１８９ページをご覧ください。 
 １款総務費９，０６１万３千円。 
 ２款保険給付費につきましては、療養諸費４０億３，４２４万２千円、高額療養費３億９，

５２２万３千円、移送費１万８千円、出産育児諸費４，５１２万円、葬祭諸費２，４６３万円

の、合計４４億９，９２３万３千円。 
 ３款老人保健拠出金１４億５，２１４万７千円。 
 ４款介護給付金５億１，８４６万円。 
 ５款共同事業拠出金１億５，３８４万１千円。 
 ６款保健事業費１，７９６万２千円。 
 ７款基金積立金４０万円。 
 ８款諸支出金７，３１６万６千円であります。 
 歳出合計６８億５８３万３千円、不用額１億７，５６１万６千円であります。 
 次に、２１０ページをご覧ください。 
 実質収支に関する調書ですが、歳入総額６８億９，９９７万５千円、歳出総額６８億５８３万

３千円、歳入歳出差引額９，４１４万２千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありません

ので、差引額が実質収支額となります。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 
 次に、議案第１６８号 「平成１７年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
 決算書の２１６ページをご覧ください。 
 歳入金６２億５，５０４万１千円、歳出金６２億５，３４８万円、歳入歳出差引額１５６万

１千円であります。 
 ２１２、２１３ページをご覧ください。 
 歳入ですが、１款支払基金交付金３５億１，６５９万６千円。 
 ２款国庫支出金１７億６，５７５万７千円。 
 ３款県支出金４億４，０８４万３千円。 
 ４款繰入金５億２１３万７千円。 
 ５款繰越金１，１５６万３千円。 
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 ６款諸収入１，８１４万５千円であります。 
 歳入合計６２億５，５０４万１千円、不納欠損額、収入未済額とも０であります。 
 次に、歳出でありますが、２１４、２１５ページをご覧ください。 
 １款総務費２，６６４万３千円。 
 ２款医療諸費６０億４，６８７万８千円。 
 ３款諸支出金１億７，９９５万９千円であります。 
 歳出合計６２億５，３４８万円、不用額１５５万３千円であります。 
 次に、２２６ページをご覧ください。 
 歳入総額６２億５，５０４万１千円、歳出総額６２億５，３４８万円、歳入歳出差引額１５６万

１千円で、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差引額が実質収支額となります。 
 以上、老人保健特別会計決算の概要であります。 
 次に、議案第１６９号 「平成１７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
 決算書の２３２ページをご覧ください。 
 歳入金３７億２，８４３万円、歳出金３６億７，６４５万８千円、歳入歳出差引額５，１９７万

２千円であります。 
 ２２８、２２９ページをご覧ください。 
 歳入ですが、１款保険料５億１，５９１万８千円。 
 ２款使用料及び手数料１８万７千円。 
 ３款国庫支出金９億２，０５０万２千円。 
 ４款支払基金交付金１１億３，１０９万８千円。 
 ５款県支出金４億３，８７２万７千円。 
 ６款財産収入１千円。 
 ７款繰入金５億８，９８６万５千円。 
 ８款繰越金６，３６９万７千円。 
 ９款諸収入１，１９３万５千円。 
 １０款市債５，６５０万円であります。 
 歳入合計３７億２，８４３万円、不納欠損額９５０万１千円、収入未済額２，１８８万５千

円であります。 
 次に、歳出でありますが、２３０、２３１ページをご覧ください。 
 １款総務費１億５，１１９万円。 
 ２款保険給付費３４億３，５３１万円。 
 ３款財政安定化基金拠出金３０６万９千円。 
 ５款公債費９３０万８千円。 
 ６款諸支出金７，７５８万１千円であります。 
 歳出合計３６億７，６４５万８千円、不用額５，０８２万４千円であります。 
 次に、２５０ページをご覧ください。 
 実質収支に関する調書ですが、歳入総額３７億２，８４３万円、歳出総額３６億７，６４５万

８千円、歳入歳出差引額５，１９７万２千円で、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、

差引額が実質収支額となります。 
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 以上、介護保険特別会計決算の概要であります。 
 次に、議案第１７０号 「平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明いたします。 
 決算書の２５６ページをご覧ください。 
 歳入金４０億９，２９９万円、歳出金３９億６，８０３万４千円、歳入歳出差引額１億２，

４９５万６千円であります。 
 ２５２、２５３ページをご覧ください。 
 歳入ですが、１款分担金及び負担金９，１５７万９千円。 
 ２款使用料及び手数料３億９，３０１万６千円。 
 ３款国庫支出金３億８，４５９万８千円。 
 ４款繰入金１７億２，１４３万４千円。 
 ５款繰越金２億１，８６０万１千円。 
 ６款諸収入５，８４６万２千円。 
 ７款市債１２億２，５３０万円であります。 
 歳入合計４０億９，２９９万円、収入未済額１億３，２０２万７千円であります。 
 次に、歳出でありますが、２５４、２５５ページをご覧ください。 
 １款総務費１億４，４８３万６千円。 
 ２款下水道事業費２０億５，３８６万６千円。 
 ３款公債費１７億６，９３３万２千円であります。 
 歳出合計３９億６，８０３万４千円、不用額９，６７６万８千円であります。 
 次に、２７０ページをご覧ください。 
 実質収支に関する調書ですが、歳入総額４０億９，２９９万円、歳出総額３９億６，８０３万

４千円、歳入歳出差引額１億２，４９５万６千円で、翌年度へ繰り越すべき財源がありません

ので、差引額が実質収支額となります。 
 以上、公共下水道特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に、議案第１７１号 「平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
 決算書の２７６ページをご覧ください。 
 歳入金９億６，３０９万８千円、歳出金９億５６７万４千円、歳入歳出差引額５，７４２万

４千円であります。 
 ２７２、２７３ページをご覧ください。 
歳入ですが、１款分担金及び負担金１，７６０万５千円。 
２款使用料及び手数料２億６，３０４万６千円。 
３款国庫支出金８，３１２万５千円。 
４款財産収入７千円。 
５款繰入金１億７，３６６万６千円。 
 ６款繰越金４，５５９万６千円。 
 ７款諸収入４，６６５万１千円。 
８款市債３億３，３４０万円であります。 
歳入合計９億６，３０９万８千円、収入未済額３，３４４万１千円であります。 
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次に、歳出でありますが、２７４、２７５ページをご覧ください。 
１款総務費８，０９１万７千円。 
２款水道費６億４３９万８千円。 
３款公債費１億９，２５９万円。 
４款諸支出金２，７７６万９千円であります。 
歳出合計９億５６７万４千円、不用額４，５９３万５千円であります。 
次に、２９２ページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額９億６，３０９万８千円、歳出総額９億５６７万４千

円、歳入歳出差引額５，７４２万４千円、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差引

額が実質収支額となります。 
以上が簡易水道特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
次に、議案第１７２号 「平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
決算書の２９８ページをご覧ください。 
歳入金７，８３２万円、歳出金６，７０６万８千円、歳入歳出差引額１，１２５万２千円で

あります。 
２９４、２９５ページをご覧ください。 
歳入ですが、１款使用料及び手数料７，０２９万１千円｡ 
２款財産収入６千円。 
４款繰越金７９７万１千円。 
５款諸収入５万３千円であります。 
歳入合計７，８３２万円、収入未済額４７７万６千円であります。 
次に、歳出でありますが、２９６、２９７ページをご覧ください。 
１款総務費６，７０６万８千円であります。 
歳出合計６，７０６万８千円、不用額４５１万２千円であります。 
次に、３０８ページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額７，８３２万円、歳出総額６，７０６万８千円、歳

入歳出差引額１，２２５万２千円で、翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、差引額が

実質収支額となります。 
以上が温泉事業特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
次に、議案第１７３号、以下９議案につきましては、いずれも恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計の決算であります。 
お手元に配布のとおりでありますので、省略させていただきます。 
引き続きまして、議案第１８３号 「平成１７年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定につい

て」から、議案第１８８号 「平成１７年度芦川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について」までの６案件につきまして、ご説明申し上げます。 
なお、この６案件につきましては、決算合計額および実質収支額のみ読み上げさせていただ

きます。 
議案第１８３号 「平成１７年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたし

ます。 
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決算書の２ページおよび４ページをご覧ください。 
歳入合計９億４，０４０万円、歳出金８億９，１５２万８千円、歳入歳出差引額４，８８７万

７千円であります。 
次のページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額９億４，０４０万円、歳出総額８億９，１５２万３千

円、歳入歳出差引額４，８８７万７千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源としまして、繰越

明許費繰越額３，８１７万８千円を差し引いた実質収支額は１，０６９万９千円となります。 
続きまして、議案第１８４号 「平成１７年度芦川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について」ご説明いたします。 
決算書の２ページ、４ページをご覧ください。 
歳入合計８，４１１万３千円、歳出合計７，０２５万１千円、歳入歳出差引額１，３８６万

２千円であります。 
次のページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額８，４１１万３千円、歳出総額７，０２５万１千円、

歳入歳出差引額１，３８６万２千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差

引額が実質収支額となります。 
次に、議案第１８５号 「平成１７年度芦川村老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
決算書の１ページ、２ページをご覧ください。 
歳入合計１億２，５００万９千円、歳出金１億２，３３１万３千円、歳入歳出差引額１６９万

６千円であります。 
次のページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額１億２，５００万９千円、歳出総額１億２，３３１万

３千円、歳入歳出差引額１６９万６千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、

差引額が実質収支額となります。 
次に、議案第１８６号 「平成１７年度芦川村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明いたします。 
決算書の１、２ページをご覧ください。 
歳入合計６，４１６万８千円、歳出金６，１２９万７千円、歳入歳出差引額２８７万１千円

であります。 
次のページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額６，４１６万８千円、歳出総額６，１２９万７千円、

歳入歳出差引額２８７万１千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差引額

が実質収支額となります。 
次に、議案第１８７号 「平成１７年度芦川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」ご説明いたします。 
決算書の１、２ページをご覧ください。 
歳入合計１，７１６万５千円、歳出金１，７０８万６千円、歳入歳出差引額７万９千円であ

ります。 
次のページをご覧ください。 
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実質収支に関する調書ですが、歳入総額１，７１６万５千円、歳出総額１，７０８万６千円、

歳入歳出差引額７万９千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差引額が実

質収支額となります。 
次に、議案第１８８号 「平成１７年度芦川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について」ご説明いたします。 
決算書の１、２ページをご覧ください。 
歳入合計９，０８５万７千円、歳出金９，０７８万５千円、歳入歳出差引額７万２千円であ

ります。 
次のページをご覧ください。 
実質収支に関する調書ですが、歳入総額９，０８５万７千円、歳出総額９，０７８万５千円、

歳入歳出差引額７万２千円。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、差引額が実

質収支額となります。 
なお、決算中に財産に関する調書が記載されております。また、平成１７年度芦川村主要事

業成果に関する説明書が別冊で配布されておりますので、ご覧いただきたいと思います。 
また、笛吹市の財産に関する調書、また主要事業の成果に関する説明書が配布されておりま

すので、これらをご覧いただきたいと思います。 
以上、雑ぱくな説明でありますが、よろしくご審議の上、認定くださいますようお願い申し

上げ、補足説明とさせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 

以上で、収入役の説明が終わりました。 
続いて、公営企業部長、斉藤宏君。 

○公営企業部長（斉藤宏君） 
それでは、議案番号第１８２号 「平成１７年度笛吹市水道事業会計決算認定について」ご

説明申し上げます。 
お手元の決算書をお開きいただいて、まず、１４ページをお開きいただきたいと思います。 
この１４ページに１７年度笛吹市水道事業事業報告書ということで、概要を載せてございま

す。 
そこに総括的に概況ということで、営業関係について、給水状況につきましては、総配水量

７７０万５，１３３立方メートル、有収水量は６３４万５，３９８立方メートルとなり、有収

率につきましては８２．４％となりました。給水世帯数につきましては１万８，３２６戸、給

水人口にいたしますと４万６，５９８人で、行政区域内人口は４万８，０７３人に対しまして、

９６．９％の普及率となっております。 
次に、建設改良関係でございますが、平成１６年１０月に合併し、現在、旧町村別で水道事

業を運営しております。将来的に上水道事業と簡易水道事業を統合し、安定しました良質の水

の確保を目的に畑かん用水を利用した水源対策として、国庫補助事業を取り入れまして、水利

権の確保をいたしました。 
石和地区においては、峡東地域水道企業団からの受水施設が完成したほか、八田、井戸地内

に配水管を布設いたしました。 
御坂地区においては、十郎第４配水池が完成しました。配水管については栗合、成田地内の

布設を行いました。 
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八代地区におきましては、下水道関連配水管布設工事が主なものであります。 
次に、経理についてでございますが、収益的収支では収入９億１，９１３万８，１５４円に

対しまして、支出８億６，１４８万９，３４７円で、差引５，７６４万８，８０７円の当期純

利益となりました。 
資本的収支では、３億２，２８９万５，３０７円の不足が生じましたので、補てん財源で措

置いたしました。 
以下、あとのページに職員体制等、それから建設工事の概要等が載せてございますので、こ

れをご覧いただきたいと思います。 
元へ戻りまして、１ページのところに決算報告書がございますので、朗読をもって説明させ

ていただきます。まず、収益的収入および支出ということで、その中で収入についてでござい

ますが、第１款水道事業収益、第１項営業収益としまして、横に予算額の合計金額、決算額、

予算額に比べての決算額の増減という順序で読み上げますが、第１款の水道事業収益につきま

しては、予算額の合計９億５，４３５万５千円に対しまして、決算額９億５，３２０万１，

７９４円、予算額に比べまして１１５万３，２０６円でございます。 
それから、第１項営業収益ですが、予算額８億３，２５５万２千円に対しまして、決算額は

８億３，５６５万４，５２５円、３１０万２，５２５円でございます。 
それから、第２項営業外収益でございますが、１億２，１８０万２千円、決算額は１億１，

７５４万７，２６９円、△４２５万４，７３１円。 
第３項特別利益ですが、予算は１千円、決算額０でございます。△１千円でございます。 
支出に移りますが、同じく横に読んでまいりますが、第１款水道事業費用、予算額は９億５，

４３５万５千円に対しまして、決算額は８億７，５４１万１９６円でございます。不用額は７，

８９４万４，８０４円です。 
内訳です。 
第１項営業費用、予算額６億６，４０２万１，２８８円、不用額３，６５２万７，７１２円

でございます。 
第２項営業外費用ですが、予算額２億３２８万８，５９５円、不用額４０５円でございます。 
それから、第３項予備費、予算額４，２３１万７千円に対しまして決算額０、不用額４，

２３２万７千円です。 
第４項特別損失、合計８２０万円、決算額８１０万３１３円、不用額９万９，６８７円でご

ざいます。 
めくっていただきまして、裏側の２ページに移ります。 
次には、資本的収入および支出でございます。同じように読み上げてまいります。 
第１款資本的収入、予算額は１２億７７１万６千円、決算額１２億５０５万１，５２０円、

予算額に比べての決算額の増減といたしましては、△２６６万４，４８０円でございます。 
内訳です。 
第１項企業債、予算額５億１，２４０万円、決算額は同額５億１，２４０万円であります。 
第２項国庫補助金、２億６，５９７万７千円、決算額２億６，５９７万７千円、同額でござ

います。 
第３項出資金、予算額２億７，４８６万円、決算額が２億７，４８６万２，６４０円。２，

６４０円でございます。 
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第４項負担金、予算額６，１２１万２千円、決算額５，５７８万２，８８０円、△５４２万

９，１２０円でございます。 
第５項加入金、予算額４，０２６万７千円に対しまして、決算額４，３０２万９千円でござ

います。予算額に比べまして２７６万２千円でございます。 
それから、第６項県補助金でございます。予算額５，３００万円、決算額は同額でございま

す。 
次に、支出に移ります。 
第１款資本的支出でございますが、予算額の合計は１５億７，０７２万３千円でございます。

決算額１５億２，８１９万８，８２７円、不用額４，２５２万４，１７３円です。 
内訳です。 
第１項建設改良費、決算額１３億３，７３８万１，４８６円、不用額４，２５２万３，５１４円

であります。 
第２項企業債償還金であります。予算額１億９，０８１万８千円に対しまして、決算額は１億

９，０８１万７，３４１円、不用額６５９円でございます。 
資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億２，３１４万７，３０７円につきましては、

過年度分損益勘定留保資金２億１，４１６万９，３８７円、当年度分損益勘定留保資金８，

３９４万６，６１９円、当年度消費税および地方消費税資本的収支調整額２，５０３万１，

３０１円で補てんをいたしております。 
非常に雑ぱくですが、以上で説明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） 
公営企業部長の説明が終わりました。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は３時から行います。 

休憩  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時００分 
○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 
次に、代表監査委員より、決算監査の結果につきまして、意見報告を求めます。 
代表監査委員、金井豊明君。 

○代表監査委員（金井豊明君） 
それでは、決算審査の報告をいたします。 
平成１７年度一般会計決算および特別会計の決算１６件、水道事業会計決算、ならびに決算

にかかわる関係調書等の審査が付議されましたので、飯田三郎監査委員、小林始監査委員、そ

して私の３名の監査委員をもって審査をいたしました。その３名の合議を終えましたので、そ

の報告をいたします。 
お手元の審査意見書により報告をいたしますので、お手元の決算審査意見書をご用意いただ

きたいと思います。 
１ページをお開きいただきたいと思います。 
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 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された平

成１７年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１４特別会計歳入歳出決算、なら

びに基金運用状況について審査いたしましたので、その結果について報告をいたします。 
 １．審査の対象 
  平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算 
  平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算 
  等６件、および黒駒山恩賜県有財産区管理特別会計ほか８件の財産区の特別会計でござい

ます。 
  次に、各会計の歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金

運用状況に関する調書等であります。 
 ２番目に審査の期間 
  平成１８年７月２６日、２７日、８月１日、２日、７日、８日、１１日であります。 
 ３．審査の方法 
  各会計歳入歳出決算、その他法令で定められた書類について、関係諸帳簿、証書類と照合

し、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査をいたしました。 
 ４．審査の結果 
  審査に付された決算、決算事項別明細書、実質収支に関する調書および財産に関する調書

は、それぞれ関係法令の規定に適合し、計数は正確であり、予算執行についても概ね適正で

あった。 
 ５．審査の概要 
  この概要につきましては、細かく意見書に記載してありますので、ご覧をいただきたいと

存じます。 
なお、審査過程の意見を集約いたしましたので、申し上げます。 
 意見書の３３ページをお開きください。 
 一般会計審査意見 
平成１７年度決算につきましては、笛吹市誕生後、初めての通算予算による決算であったが、

職員各位の努力により、スムーズに決算処理がなされていたことを大いに評価いたします。 
平成１７年度一般会計の決算は、歳入総額２８０億７，０６８万６千円、歳出総額は２６７億

１，８４０万３千円で、形式的収支は１３億５，２２８万３千円となり、翌年度へ繰り越すべ

き繰越事業費充当財源は１億４，７２２万１千円を差し引いた実質収支額は、１２億５０６万

２千円となりました。 
歳入につきましては、自主財源について市税等で１２０億９，３０９万５千円を歳入し、収

入済額全体の４３．１％を占め、依存財源として地方交付税、市債等で１５９億７，７５９万

１千円、全体の５６．９％を歳入いたしました。 
歳出の主なものにつきましては、民生費６８億８，０６１万１千円、総務費４２億５２８万
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９千円、土木費３５億５，９３３万８千円、教育費２６億７，５９７万２千円、公債費２８億

２，５９３万４千円であった。 
今決算の特徴としては、歳入面では地方交付税が生活保護費や社会福祉費の算定や合併特例

による合併算定替えなどによりまして、前年度より６億７，４９１万７千円ほど増加いたしま

したが、利子割交付金をはじめとする各種の交付金および国・県の支出金が大幅に減額いたし

ました。 
歳出面につきましては、扶助費のうち生活保護費、児童手当、保育所の負担などが増加した

結果、昨年度より３７．７％、９億９２３万１千円ほどの増となったが、人件費につきまして

は、旧町村長および議員報酬等の減により１．６％、７，５７６万９千円ほどの減となってい

ます。また、普通建設事業費につきましは、合併関連の事業等が減少した結果、前年度対比６１％、

５２億９，２８４万５千円の減となりました。 
今後の財政見通しにつきましては、わが国の景気は既に回復したとはいわれておりますが、

地方としては、いまだに本格的な景気の回復が実感できない状態にあります。また、三位一体

の改革の実施により、本市の財政状況につきましては、今後とも厳しい状況が続くことが予想

されております。 
このことから、歳入面においては、引き続き税や料金の公平負担の観点から、未済額の減縮

に向け、より一層の徴収努力を願うとともに、歳出面におきましては、国・県の補助事業等を

有効に活用して、財源確保に努めるとともに限られた財源を最大限に活用して、市民が真に求

める福祉向上のために大きな効果が得られるように、事業執行を望むものであります。 
なお、今後の行財政運営にあたりまして、いくつかの課題が見受けられましたので、将来に

備えるために、次の事項について取り組みを望みたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 
まず、第１点でありますが、予算の積算についてであります。 
追加補正を行いながら多額の不用額を生ずるような積算や、当初予算の原形をとどめない補

正予算が見受けられました。予算編成をする場合におきましては、事業の目的をしっかり見据

えた上で、厳正に積算したものでなければなりません。予算は事業を執行する上で最も大事な

ものであります。大切に扱って執行することを心がけていただきたいと思います。 
次に、会計年度独立の原則でありますが、予算の裏付けのない複数年の計画や年度途中で未

執行の予算を正式の手続きもせずに、次年度へ持ち込む事例が見受けられましたが、会計年度

独立の原則を踏まえた上で、複数年にまたがる事業を行う場合には、継続費等の手続きを行っ

て執行すること。なお、執行にあたっては財政当局と打ち合わせた上、慎重に行い、乱用は慎

んでいただきたいということであります。 
それから、支出項目の確認でありますが、予算に計上した経費を他の課の予算により執行し

た不正、いわゆる不用額、執行して不用額を生じた事例が見受けられました。予算はおのおの

の部課の聖域であることを確認して執行をしていただきたいと思います。 
４番目に、税および料金等の徴収の向上でありますが、平成１７年度末の税および料金等の

収入未済額が、市全体で３４億円に達しております。本市におきましては、この点を真摯に受

け止めて、徴税課等の設置や納税が容易にできる環境づくり等について検討している努力は認

めますが、税・料金等につきましては、市にとって貴重な財源であり、負担の公平性の面から

も、なお一層の徴収努力を願いたいと思います。 
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なお、滞納者が納入しやすい環境づくりについても、視点を変えた中で検討を願いたい。こ

の視点を変えてということは、完納をされている人たちの中で考えている環境と、それから、

滞納をしている人たちの環境とは違っております。したがって、滞納している人たちの視点か

ら考えたものも、一つの参考になるのではないかというふうに指摘をしたわけであります。 
それから、債務負担行為についてでありますが、債務負担行為の中で起債と同様に考えられ

るものが見受けられるが、将来の債務としてとらえて、財政計画へ入れるとともに、今後は本

来の債務負担にとどめるように願いたい。 
この債務負担行為というのは、市が債務を負担するわけでありますが、その事業、あるいは、

何か問題があったときにその債務を負担するわけでありますが、それを旧来は裏わざを使うと

いう方法があったわけであります。ということでありますが、これは現在はもうそのことは使

われておりませんけれども、まだ裏わざとして残っているものがあります。したがって、こう

したものを継承せざるを得ませんけれども、今後、新しい方向においては、本来の債務負担に

とどめていただきたいということでございます。 
それから、随意契約についてでありますが、随意契約が数多く見受けられました。随意契約

の特性を生かして有効に活用していることは認められますけれども、中には慣例や慣習によっ

て契約を行っているのが見受けられます。随意契約というものは、あくまでも一般競争入札の

原則に対する特例であることを念頭において、取り扱っていただきたい。 
また、委託業務の内容に応じまして、競争の原理を大いに活用しながら契約することも、検

討をお願いしたいということでございます。 
それから、二重徴収等のミスの防止対策についてでありますが､平成１７年度において税の誤

課税や料金の誤徴収などによって、市民の信頼感を失墜させた事件が発生したことは、誠にい

かんに堪えません。市民に信頼される行政運営を行うために、万全なチェック体制づくりを早

期に確立していただきたいことを望みます。 
それから、債務の執行についてでありますが、支出負担行為の手続きを行い、さらに事業が

完了していながら年度内に支出しなかった事例が発生しております。決裁者ならびに予算執行

担当者は、十分に注意して真剣に出納業務を履行するとともに、出納の管理体制を十分に検討

をお願いしたいということでございます。 
それから、市民の安全・安心の確保でありますが、消防施設の整備につきましては、市民の

生命・財産を守り、安心・安全を確保するものであります。重要な施策でありまして、緊急性

が高く必要な事業については、積極的な予算配分を望みたい。なお、この中には民間における

住民の生活の中の家屋の耐震の診断を行った。これは大変に評価があるところでありますが、

今後続けていただきたいと思います。なお、貯水槽あるいは消防ポンプ等の充実等にも心がけ

ていただきたいということでございます。 
それから、起債残高についてでございますが、起債残高につきましては１７年度末、市全体

で６３０億円ほどになっております。長期的な展望に立って財政計画と整合性を取るとともに、

減債基金等の活用も含めて、削減に努力をお願いしたいということでございます。これは繰上

償還等の方法があるわけでありますが、縁故債等の中で繰上償還のできるものは、減債基金等

を使って起債を少なくするということでございます。 
それから、１１番目に業務委託の削減と成果品および作業日報等のチェックについてであり

ますが、委託料が市全体で約３０億円に達し、昨年度より９億円の増加となった。委託料の削
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減のため各課でも、もろもろの取り組みや努力をなされていることは認めるものの、経常経費

を増加させる大きな要因であるために、削減に向けてさらなる取り組みを行っていただきたい。

これはいろいろな方法があると思いますが、委託業務を行う中で、あるいは、職員の中に技術

職員がいるはずでございますが、これらの職員を上手に使いながら、委託契約というものを少

なくすることも、一つの方法ではないかということであります。 
それから、補助実績の精査と、それから交付制度の構築についてでありますが、財政援助団

体への補助金については、公平で価値のあるものでなければならない。補助金が本当に価値が

あり、必要なものなのか否か、また、確実に履行されているか。将来に向け適切な処理がなさ

れているかなど、実績報告や年間の活動内容等を十分に精査いたす中で、公平で成果の上がる

補助金交付制度の構築をお願いしたいということであります。 
それから、予算方針の浸透につきまして、これは気がついた点でありますが、予算執行方針

につきましては、直接携わる職員全体に浸透しなければならないと思っております。今回、執

行方針として推進されました使いきり予算について、職員間で趣旨の浸透に徹底を欠く場面が

見受けられました。使いきり予算につきましては、間違えて理解して不用額を残して執行額を

下げた事例や、当初予算において目的を持って計上した予算の未執行部を補正において削減し、

執行率を上げた事例などが見受けられました。また、使いきり予算により、残された余剰金の

使途について職員が理解していない面も見受けられました。 
このことから、予算執行方針など重要な施策につきましては、その目的は何か、また、出た

結果を次の段階へどのように生かしていくかという、目的と結果へのプロセスを職員に十分理

解させた上で、執行することを望みたいということであります。 
それから、繰越金についてでありますが、今決算も各視点から多額の余剰金を生み出してい

る。このことは評価に値する面もあるけれども、会計年度独立の原則は、一会計年度の収入で、

その年度の経費を支弁しなければならないとし、例外として歳計余剰金の処分等が設けられて

いるのであり、翌年度の歳入財源として多額の余剰金を生み出すような予算執行は、必ずしも

適正ではない。市民が大切な税を納入する目的は、自分たちが求めているもろもろの公共の福

祉を一日も早く、増進してもらうために納入するものである。このことから、今後の財政運営

にあっては、住民が求める真の住民福祉向上のために、大切な財源を有効かつ適切に執行され

るとともに、余剰金について活用方法を事前に示した上で活用することを望みたい。 
以上が、一般会計にかかわる意見であります。 
次に、国保会計について申し上げます。 
決算審査意見書の４０ページをお開きください。 
国民健康保険特別会計審査意見。 
国民健康保険特別会計の歳入決算額６８億９，９９７万５千円に対し、歳出予算額６８億

５８９万３千円である。 
国民健康保険税については、調定額から収入済額を差し引いた収入未済額が８億７，１５４万

７千円で、歳入済総額の１２．６％になり、滞納世帯数３，５７８世帯となっている。また、

徴収率は現年課税分が８９．６％、滞納繰越分が１３．５％となり、全体では７１．８％であ

る。 
時効により不納欠損になったものは２，８５７件で、５，４３２万８千円であった。 
未収入金額が多いてことは、国民健康保険の健全な運営を妨げる大きな要因となり得るもの
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であるとともに、負担の公平性の面からも、認められるものではないため、今後は滞納世帯に

対して徹底した滞納整理対策を講じられ、収入未済額の縮減に向けた一層の徴収努力を望みた

い。 
また、今年度決算におきましては、財政調整基金は２億５，１００万円ほどの取り崩しがあ

りました。次年度以降、適正な基金の額を確保しつつ、財政計画をもとに健全な運営に努めて

いただくとともに、保険給付費の削減に向け、健康づくりの事業の積極的な展開を望むもので

あります。 
以上が、国保会計の意見であります。 
次に、老人保健特別会計について申し上げますが、決算意見書の４２ページをお開きいただ

きたいと思います。 
老人保健特別会計審査意見。 
老人保健特別会計歳入決算額は６２億５，５０４万１千円、歳出決算額は６２億５，３４８万

円である。歳入歳出差引残額１５６万１千円となった。 
また、１７年度の年間医療費は１６年度と比較すると１．９％、１億１，３８９万６千円増

加し、年間平均受給者数は８，９７９人、１人当たりの医療費は６７万１千円となり、年間平

均受給者数は、昨年より減少したものの、年間１人当たりの医療費は医療の高度化により、約

３万４千円、５．３％の増加となっている。 
このため、今後、健康老人を増やすために、施策を他課との連携を含めながら推進をして、

医療費削減に向けた早急な施策の展開を望むものであります。 
以上が、老人保健特別会計の意見であります。 
次に、介護保険特別会計について申し上げます。 
意見書の４５ページをお開きいただきたいと思います。 
介護保険特別会計審査意見。 
介護保険特別会計の歳入決算額は３７億２，８４３万円に対し、歳出決算額３６億７，

６４５万８千円であり、歳入歳出差引残額は５，１９７万２千円となった。 
今後は、介護保険会計の基盤安定のため、次の２点について取り組みをお願いしたい。 
１．介護保険の保険料の滞納者へ、保険料を納めないことによってどのような不利益を被る

のか、その詳細な事例を示した中で、滞納しないように広報誌等を通じて啓蒙するととも

に、催告書により個人への通知に臨んでいただきたいと思います。 
 ２．介護にかからない健康老人をつくるために、他の課と連携をして、相乗効果をねらった

健康づくりを願いたいということでございます。 
以上が、介護保険特別会計の意見であります。 
次に、公共下水道特別会計について申し上げます。 
４８ページをお開きいただきたいと思います。 
公共下水道特別会計審査意見。 
公共下水道特別会計の歳入決算額４０億９，２９９万円に対し、歳出決算額３９億６，

８０３万４千円である。 
歳入におい手は、起債や一般会計からの繰入金、国庫支出金などの依存財源が、歳入全体の

８１．４％を占め、それらを財源として下水道の整備事業等を含めた事業運営を行っている構

造は、依然として変わっていない。 
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今後の財政見通しにつきましては、国の補助金割合等が減少する見込みであるため、一般会

計からの繰入金や起債の借り入れが増加することが予測されます。 
このことから、今後の事業運営にあたっては、市の財政計画と整合性をもちつつ、合併浄化

槽整備区域との面的な整備を行いながら、公共下水道事業、事業認可計画等を策定いたしまし

て、生活環境日本一の快適な生活都市の創造のために、計画的かつ効率的に下水道整備を進め

ていただきたい。 
また、下水道事業の本来の目的達成のために、加入促進にさらなる努力を行っていただきた

い。なお、下水道受益者負担金および下水道使用料など、１７年度末現在では１億３，２０２万

７千円の収入未済額があるが、取材源が乏しい状況の中で貴重な財源であるために、きめ細か

い納付指導に努めて、収入未済額の縮減を図っていただきたいということであります。 
以上が、下水道特別会計の意見であります。 
次に、簡易水道特別会計について申し上げます。 
決算意見書の５１ページをお開きください。 
簡易水道特別会計審査意見。 
簡易水道事業につきましては、一宮、春日居、境川の３地区への、安全かつ良質な水を安定

供給するとともに、将来の水需要の増加、既存水源の水質悪化に備えて、新規水源の確保を図

るべく、笛吹畑かん施設を利用する権利を取得した。 
また、一宮、春日居地区につきましては、上水道への移行に向けて、簡易水道統合整備事業

を実施して、配水管の新設工事等を行っております。 
本年度の営業実績は、給水人口２万３，７１６人で６２．８％の普及率になっており、年間

の総配水量は３１８万立方メートルで、有収水量は２８０万２千立方メートルとなっておりま

す。 
老朽管布設替え等によって、有収率が向上しているが、今後ともさらに努力を望むものであ

ります。 
未収入料金は３，２００万円余りになり、昨年度より増加していることは経営に対して悪影

響を与えており、さらに統合整備事業に伴い、水道施設整備や既存設備の維持管理に多額の経

費を要することによって、使用水量の大幅な増加は期待できず、財政事情はさらに厳しい状況

になると推測されることから、今後、水道事業に移行していくには、独立した経営ができる基

本計画の策定が望まれる。 
財政改善策としては、収入面では、収入未済金の徴収計画を策定して、公営企業部内でおの

おのの担当が相互に協力してり滞納整理に努めるとともに、給水停止等の執行と徴収員の雇用

について検討し、少しでも前に進むことを望んでおります。 
また、歳出面におきましては、既存の施設の使用率等を調査して、施設の統合や、あるいは

維持管理費の削減を図って、併せて企業債の償還計画の見直しなど、長期的展望に立った業務

改善を行い、住民の福祉の向上に資するために、最少の経費で最大の効果を上げるように努め、

健全で効率的な事業運営と良質な水の安定供給を望むものである。 
以上が、簡易水道特別会計の意見であります。 
次に、温泉事業特別会計について申し上げます。 
意見書の５３ページをお開きいただきたいと思います。 
温泉事業特別会計審査意見。 
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温泉事業につきましては、春日居地区の加入者について温泉の供給を行っている。 
歳入額７，８３２万円に対し、歳出額は６，７０６万８千円であり、実質収支は１，１２５万

２千円である。将来予想される施設あるいは機械等の更新や修理に備えて、基金等の積み立て

を検討することが望まれる。 
また、滞納額４７７万６千円があるが、公営企業部内でともに協力し、滞納整理に努めると

ともに、温泉についても給湯停止等の措置について検討をお願いしたい。 
以上が、温泉事業特別会計の意見であります。 
次に、財産区の管理特別会計について申し上げます。 
意見書の６０ページをお開きいただきたいと思います。 
恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計審査意見。 
本市が持つ幾つかの資源の一つであります森林資源は、自然生態系の保護や水源涵養、ある

いは国土保全などに大きな役割を担っている。また、美しい山の緑は市民に安らぎを与えると

ともに、都市住民には素晴らしい自然の中で、すがすがしい空気を思う存分満喫できる機会を

提供することができる、大きな財産であります。しかしながら、笛吹市内にある９つの財産区

においては、それぞれ構成員の高齢化にともなって、森林保護や整備の促進などの問題を抱え

ている状況にあります。 
このような状況の中でありますが、貴重な森林資源を守るために、管理会の関係各位と協力

をしながら、将来の笛吹市民への貴重な財源を残していくために、尽力をお願いしたいという

のが、財産区特別会計についての意見であります。 
次に、財産管理について申し上げます。 
意見書の６６ページをお開きください。 
財産に関する調書、審査意見。 
基金につきましては、的確な管理が行われているが、公金の安全性を確保するため、金融機

関の経営状況等の情報収集を行って、ペイオフ等に備えていただくとともに、公金の運用につ

きましては、より一層効率的な運用を図っていただきたい。 
また、財産台帳の整備を行なって財産管理を適切に行うとともに、未使用財産の取り扱いに

ついても早急に検討をお願いいたしたい。 
以上が、財産管理についての意見であります。 
次に、基金運用状況について申し上げます。 
６７ページをお開きいただきたいと思います。 
土地開発基金運用状況の審査意見。 
平成１７年度は７０万１千円の基金を積み立て、また、新たに土地の先行取得を行ったが、

取得される土地は、取得年度以降において使用する土地であることから、取得するにあたって

は、しっかりした事業計画と事業目的を持って取得していただきたい。 
土地開発基金の基金運用状況について審査した結果、的確な管理が行われていた。基金の運

用につきましては、今後も引き続き十分な配慮をお願いしたい。 
次に、水道事業会計について報告をいたします。 
意見書は別冊になっておりますので、ご用意をお願いいたします。 
それでは、意見書の１ページをお開きいただきたいと思います。 
公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された平成１７年度笛吹市水道事業会計
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決算および証書類、その他政令で定める書類について審査したので、その結果について報告い

たします。 
審査の対象でありますが、笛吹市水道事業会計決算。 
審査の時期でありますが、平成１８年７月２０日。 
審査の方法につきましては、この審査につきましては、地方公営企業法第３条の経営の基本

原則に基づき、適正かつ効率的に予算の執行および事業の経営が行われているかどうか。決算

報告書、財務諸表および事業報告書が関係法令に準拠して作成されているか。また、計数が正

確に記載され、かつ当該事業年度の経営成績、ならびに当該年度末における財政状況を適正に

表示しているか否かを検証するため、関係諸帳簿等を検査し、合わせて関係職員の説明を聴取

した。 
審査の結果でありますが、審査に付された笛吹市水道事業会計決算書および財務諸表は、そ

れぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および当該年度末における財政状況が適正に表示さ

れており、計数は正確であったことを認めました。 
引き続いて、意見を申し上げますので、意見書の９ページをお開きいただきたいと思います。 
水道事業会計審査意見。 
水道事業は、石和、御坂、八代の３地区へ飲料水を供給することに加え、配水管の新設や老

朽管の取り替え工事等を行った。特に新規水源を確保するため国庫補助事業を取り入れ、笛吹

畑かん施設を利用する権利を取得するとともに、琴川ダム用水受水施設を石和地区に築造した。 
今年度の営業実績は、１万８，３２６世帯、４万６，５９８人に７７０万５千立方メートル

の配水をした。そのうち有収水量は６３４万５千立方メートルで、有収率は８２．４％となっ

ています。 
収益勘定は黒字決算にはなっているけれども、料金収入は、使用量が節水意識の向上等に

よって、当初予算の予定量を３５万１千立方メートル下回ったために、歳入予算額を下回った。

合わせて有収率が類似都市より３．９％低く、無収水量に経費がかかっていることになる。 
また、未収入料金は２億１千万円余になった結果でありますが、経営的には厳しい状況にあ

ります。一般会計からの繰入に依存せざるを得ない体質は、昨年と変わっていない。 
このことから、公営企業の基本理念であるところの独立採算に向けて、既存施設の使用状況

を調査して、施設の統廃合等により維持管理費の削減を図り、業務改善改革を進めるとともに、

料金の改定や企業債の削減を図るなど、長期的な財政計画の策定の中で、水道事業経営の検討

を行い、体質改善に向けた取り組みが早期に望まれるものであります。 
また、課題でありますところの料金統一につきましては、不公平感の解消を図るとともに、

経営の根幹である料金の単価設定が、今後の経営をも左右する重要なものであるので、慎重か

つ早急に進めていくことが望まれるものであります。 
今後とも、公営企業として住民福祉の向上のために、最少の経費で最大の効果を上げるよう

に努め、健全で効率的な事業運営と安全で良質な水供給を行う努力を、引き続いて望むもので

あります。 
以上が、水道事業会計における意見であります。 
次に、平成１７年度芦川村一般会計・特別会計歳入歳出決算、および基金運用状況審査意見

書の引き継ぎの報告をいたします。 
これは別冊になっております。 
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別冊の中で、芦川村一般会計歳入歳出決算というのがあると思いますが、その中の４枚目の

意見書に芦川村の監査委員さんの意見書が登載してありますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 
それでは、その引き継ぎについてご報告申し上げます。 
平成１７年度芦川村一般会計・特別会計歳入歳出決算、および基金運用状況にかかわる審査

意見書につきましては、去る８月１日の合併に伴い、芦川村代表監査委員・梶原吉男氏から、

審査意見書の引き継ぎを受けましたので、別紙のとおり報告をいたします。 
以上でございます。 
それでは、最後に、決算は一会計の歳入歳出予算の執行の実績であります。予算の適正な執

行の有無が確認されるものであります。それぞれの実績数値は、住民の福祉に対する投資、さ

らには安全・安心への投資、また、市民の教養向上への投資等でありますが、それらが織り込

まれているわけであります。 
したがって、その目標に向かっての実績であり、総じて市政の成績表であるといわれるべき

ものであります。表に表れたバランスシートでもあるというふうに考えられます。 
さらに、決算は次年度以降の予算編成の指標となるものでありまして、限りなく活用される

ことを希望して、決算審査を終了いたしました。 
以上で、報告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、監査委員の報告が終わりました。 

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

それでは、これより日程第５ 報告第３号を議題といたします。 
本件につきましては、お手元にございます継続費精算報告書の報告のとおりでございますの

で、ご了承願います｡ 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

次に、日程第６ 承認第１２号から、日程第２２ 承認第２８号を一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
先ほど、市長から要旨説明のありました承認第１２号から承認第２８号の１７案件について

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。 
それでは、これより承認第１２号から承認第２８号について一括質疑を許します。 
（ な し ） 
以上で質疑を終結いたします。 
これより、１７案件につきましては一括討論を許します。 
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。 
これより、各承認案件について、採決を行います。 
まず、承認第１２号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１３号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１４号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１５号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１６号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１７号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１８号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第１９号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
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挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２０号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２１号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２２号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２３号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２４号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２５号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２６号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２７号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
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挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
続いて、承認第２８号について採決いたします。 
本件について、これに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は承認することと決しました。 
以上、承認案件の採決が終了いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 
   これより、日程第２３ 議案第１６６号から、日程第７２ 議案第２１５号を一括議題といたし

ます。 
この際、申し上げます。 
ただいま、議題となっております５０案件のうち、日程第４０ 議案第１８３号から、日程

第４５ 議案第１８８号の「平成１７年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定」ほか６案件につ

きましては、全員協議会の申し合わせ事項に基づき決算特別委員会を設置し、これに付託する

ことになっております。 
後刻、委員については指名いたしますので、ご了承願います。 
また、議案第６６号から議案第１８２号、および議案第１８９号から議案第２１５号の各案

件については、審査を所管の常任委員会に付託することになっておりますので、これらの案件

につきましては、大綱的な質疑にとどめたいと思います。 
それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
これから委員会審議、および一般質問でも取り上げられるかもしれないということで、大綱

的な質問は２点に絞りまして行いたいと思います。 
第１の質問は、「平成１８年度一般会計補正予算（第５号）」におきまして、私立幼稚園就園

奨励費について、私どもはこの充実を求めてまいりました。今回の補正で当初予算の７倍とい

うことになっておりますが、これは私ども大いに歓迎するものであります。つきましては、こ

の内容説明をお願いしたいと思います。 
第２点は、平成１７年度芦川村一般会計決算についてであります。 
芦川村は小さな村でありながら、米百表の精神で芦川小学校、中学校の２校を立派に支え育

ててきました。そのご苦労は大変だったろうと推測いたします。そこで、財政負担はどうかと

いうことで伺います。 
伺う中身は、両学校の存在による基準財政需要額への算入額、すなわち交付税額は、この分

がいくらとなっているか。 
２つ目に、小学校費、中学校費を合わせ、両学校にかかる経費はいくらか。 
３つ目に、交付税額と経費の差額はいくらか。そして、その差額は村の自主財源から捻出し

ているのかどうなのか、伺いたいと思います。 
以上でございます。 
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○議長（龍澤敦君） 
高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
渡辺議員のご質問の、就園奨励費の関係でございますが、これにつきましては、前の議会で

規則の改正を行いまして、追加をしていくと決められておりましたが、予算額につきましては、

申請者の数と額が確定しませんので、この議会で補正をさせていただきました。 
内容につきましては、市内の児童が通っております幼稚園を広報で紹介いたしまして、それ

に通知を出しまして、確定をいたしまして、該当者は２４８名となりまして、予算も当初予算

の１２９万７千円から、８２７万７千円の追加になりまして９５７万４千円となりました。細

かい部分につきましては、生保の家庭ですとか非課税家庭、それから所得割の非課税家庭、あ

とは所得割を納めていましても、その額を多くいたしまして、該当者が多くなるようにいたし

ました。 
国庫補助金のほうを３分の１いただけるということですので、市で負担いたします全体の額

は、当初の予算とプラスしまして６３８万３千円となります。 
以上ですが、よろしいでしょうか。 

○議長（龍澤敦君） 
中川財政課長。 

○財政課長（中川啓次君） 
渡辺議員の２番目の質問で、芦川村の小中学校の経費の関係ですが、普通交付税の基準財政

需要額へ算入される額ですが、これは児童数、学級数などから算入額が算定されているわけで

すが、１７年度は芦川小学校が１，７３３万１千円となっております。それから、芦川中学校

が１，７４０万７千円となっておりまして、合わせまして３，４７３万８千円が交付税に算入

されているという形になっております。 
これに対しまして、１７年度の決算で見てみますと、小学校が１，７９２万３千円、中学校

が７９０万４千円で、合わせまして３，２９９万７千円という決算内容になっております。 
したがいまして、最後にお尋ねいただきました交付税算入額より、決算額のほうが１７０万

円ほど少なくなっております。 
ただ、今後は交付税算入額が減少する傾向がありますので、市になりましてからの１８年度

予算で見ますと、小中学校合わせまして３，７００万円ほどの予算額になっておりまして、こ

れに対して交付税に算入される額というのは、今のところおよそ３，１００万円程度という予

測がされております。 
したがいまして、６００万円程度は市の一般財源が必要となってくるかなという、予測をさ

せていただいております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
どうもありがとうございました。 
１７年度決算については、そういうことで自主財源あるいは一般財源からの持ち出しではな

くて、むしろ、ほかへも使えたという理解でよろしいでしょうか。 
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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） 
おっしゃるとおりでございまして、１７０万円少なく支出しておりますので、その分はほか

の財源に充てさせていただいていると、ご理解いただきたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

以上で、質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
ただいま、議題となっております議案第１８３号から議案第１８８号までの６案件について

は、６名からなる決算特別委員会を設置し、これに審査を付託したいと思います。 
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、本件については、６名からなる決算特別委員会を設置し、審査することと決しまし

た。 
ただいま、設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、中村善次君、大久保俊雄君、井上一已君、新田治江君、志村勢喜君、風間

好美君、以上の６名を指名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。 
よって、ただいま指名いたしました６名を決算特別委員に選任することと決しました。 
ただいま、選任いたしました決算特別委員は、後刻、正副委員長の互選をお願いいたします。 
ただいま、議題となっております議案第１６６号から議案第２１５号の５０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、所管の常任委員会および決算特別委員会に付

託いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 

次に、日程第７３ 発議第３号を議題といたします。 
総務常任委員長ほか２名より、発議第３号が提出されております。 
提出者より提案理由の説明を求めます。 
中村善次君。 

○総務常任委員長（中村善次君） 
資料につきましては、議案つづりの最後につづってございます。 
発議第３号 
平成１８年９月７日 提出 
笛吹市議会議長 殿 
                       提出者 笛吹市議会議員 中村善次 

   賛同者    〃    井上一已 
    〃     〃    志村勢喜 
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笛吹市議会委員会条例の一部改正について 
笛吹市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
笛吹市条例、笛吹市議会委員会条例の一部を改正する条例 
笛吹市議会委員会条例（平成１６年笛吹市条例第１９７号）の一部を次のように改正する。 
第２条１号中「会計課」の次に「、消防本部」を加える。 
付則、この条例は、公布の日から施行する。 
提案理由 

  平成１８年８月より、笛吹市消防本部および消防署の設置等に関する条例が制定されたこ

とにより、議会常任委員会の所管事項に加える必要があるため提出するものであります。 
 ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（龍澤敦君） 
提案説明が終わりました。 
お諮りいたします。 
本件については、委員会付託・質疑・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。 
これより、発議第３号について採決を行います。 
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。 
明日８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） 
異議なしと認めます。 
したがって、明日８日は休会とすることに決定いたしました。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は、１１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 ３時４０分 



 ４１

 
平成１８年笛吹市議会第３回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平成１８年９月１１日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 
 

 日程第１ 代表質問 
 

 
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 ） 



 ４２

 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 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 消 防 所 長 中 村  健 
  
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 

 
 
 



 ４３

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は脱いで結構です。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。 
報告事項を申し上げます。 
開会初日に設置しました決算特別委員会が休会中に開催され、互選によりまして、委員長に

中村善次君が、また、副委員長に大久保俊雄君が決定いたしましたので、ご報告いたします。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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。 
質問につきましては、申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 
なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして、議事進行にご協

力をお願いいたします。 
まず、正鵠会の代表質問を行います。 
降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 
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。 
まず、はじめに、同月６日にご誕生されました宮さまのご誕生を心よりお祝い申し上げます。

宮さまの健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます。 
このご誕生が、国の大きな課題とされている少子化の時代を脱却する大きな光となってくれ

ることに、大きな期待を寄せるものでございます。 
また、今年の夏は日照不足、また、突然の突風により本市の主要産業である果樹の生産には、

大変厳しい試練の年でありました。 
その中で、全国高校野球選手権におきましては、多くの国民が高校生のひた向きなプレイに

感動を覚えたのではないでしょうか。特に８月２１、２２日の両日に行われました決勝戦では、

早稲田実業、駒大苫小牧の両校においては、両校一歩も引かず、まさに高校野球史に残る名勝

負ではなかったでしょうか。 



 ４４

高校生とは思えない強い精神力と鍛え抜かれた体力には、厳しかったわれわれ果樹生産者に

も、負けてはいられないとの思いを抱かせてくれたのではないでしょうか。 
われわれ議員も、厳しい財政状況の中ではありますが、本市の将来を見据え日本一のまちづ

くりを目指して、高校球児に負けない情熱を持って取り組んでいかなければならないと感じま

した。 
時代は地方の挑戦の時代であり、挑戦を忘れた地域は、間違いなく消えていくのではないで

しょうか。 
荻野市長の本市発展にかける熱い情熱と、自らが挑戦者として先頭に立ち、挑戦者・笛吹市

長として進まれることに大いに期待し、以下、質問に入らせていただきます。 
まずは、はじめに、国が策定した骨太方針２００６に対して、今後の笛吹市の財政計画につ

いてお尋ねいたします。 
全国的には大変な財政難の時代であり、国と地方を合わせた日本の借金は、先進諸国にも例

のないものとなっております。 
本県におきましても、減債残高が約９千億円に迫り、極めて厳しい状況に直面しており、こ

の危機的状況を踏まえ、県においては行財政改革プログラムに基づき、公共事業等の段階的な

縮減、事務事業や県単独補助金の見直し、給与の適正化、職員の見直しなど、財政再建に向け

ての取り組みが始まっております。 
本市におきましても、第一次笛吹市行財政改革大綱を策定し、昨年より集中改革プラン

２００５により改革の取り組みが行われております。本市設立より当議会において多くの議員

が質問されておりますが、改めて、現在の本市の財政状況は、どのような状況にあるのかお伺

いいたします。 
また、市民に分かりやすい目安といたしまして、１人当たりの市民が抱える借金はどのくら

いあるのか、お聞かせ願いたいと思います。 
今後も多くの施策・事業を遂行していく中で、下水道事業は財政に大きな比重がかかること

が予想できますが、今後、予定されている下水道事業を計画的に進めるにあたり、その借入金

の見通し、下水道事業計画終了までの計画年数はどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。 
国は、地方税法等の改正により、所得税と個人住民税のフラット化を目指す中で、地方の自

立を目指して約３兆円規模の税源移譲の取り組みがなされております。 
確かに、住民税の比率を上げることにより地方の財布に直接入る額は増えることとなります

が、しかし、この税源移譲は、多くの人口を抱える大都市には大変有利であり、小規模の市町

村には、税収の増加幅が少なく税源移譲に伴い、これまで地方に均等に配分された地方交付税

が大幅に削減されることになり、市町村がこれまで行ってきた、徴収システムのやり方から脱

却しなければならない状況にあります。 
このような点から、今後行われる税源移譲について、本市としてはどのような対応をとるの

か、お伺いいたします。 
また、新たに収税課を設置されましたが、先ほど述べた税源移譲の取り組みなども踏まえ、

幅広い考え方から収税課の設置が行われたと考えますが、改めて、どのような趣旨で設置をな

されたのか、お伺いいたします。 
それから、平成１７年度一般会計決算において、市税収納率が７７．６％との報告がありま
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したが、県内の他の市町村の状況はどのような状況にあるのか、市当局はその実態を把握して

いるのか。また、他の市町村と本市の状況を見て、どのような感想をお持ちなのか市長の所見

をお伺いいたします。 
こうした厳しい財政情況の中、本市としては収納率向上対策本部を市長が先頭となり立ち上

げたと伺っておりますが、その組織を含めた本部の概要はどのようなものか、お伺いいたしま

す。 
次に、行財政改革大綱、行財政改革プランの進行状況についてお伺いいたします。 
先ほどより述べてきたように、改革は待ったなしの状況にあります。本市におきましても、

集中改革プランにより取り組みが始まっておりますが、その集中改革プランの内容を見ると、

職員定員適正化計画により、現在の職員数より８０人削減し、平成２２年度には職員数

５６０人を目指すとのことであります。 
また、市税納税率の向上目標として、平成２１年には、市税納税率８２％を目指されると、

５年間で１１億７千万円の市税の増収を見込んでいるとのことであります。 
当然、職員の削減に伴い諸機能の見直しをさらに進めなくてはならず、事務の効率化・集中

化を前提に総合窓口課など事務事業の再編整理が必要であり、事務事業の再編整理の目標とし

て、２１年度までに再編整理を完了することと伺っております。 
また、公共施設の運営の見直しを進め、既に取り組まれている多くの施設を踏まえ、平成

２１年度までに４７施設の指定管理者制度の導入を目指すことも計画の中にあります。 
こうした改革を進めることにより、５年間で２５億５千万円の経費の軽減を目指すとのこと

であります。しかし、改革には大きな痛みも伴います。計画を実効性あるものにしていくこと

には、住民の理解と、市当局また私たち議会の一丸となった取り組みが必要だと思われます。 
そこで、現在進められている改革計画が現在どのような状況であり、今後、具体的にどのよ

うな取り組みをなされていくのか、お伺いいたします。 
本年８月１日に旧芦川村との合併式典が挙行され、長年同じ地域・行政区の中で、共に固い

絆の中にあった旧芦川村との合併がなされたのは、大いに喜ばしいことであります。 
先ほどより述べた改革計画は、芦川町との合併前の計画であり、今後、新たに組織等を含め

た改革計画の見通しが必要と考えますが、荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
また、荻野市長は市民第一主義の行政運営を提唱していますが、大きな改革を目指す中、職

員にこの考え方がどこまで徹底されているのか、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 
次に、国が進めようとしている地域消防本部の広域化について、お伺いいたします。 
このたび、国は昭和２３年に設置された消防組織法の一部改正に伴い、市町村の消防の広域

化の基本方針を定めました。 
広域化の必要性の内容としては、災害や事故の多様化および大規模化、都市構造の複雑化、

住民ニーズの多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後、住民の生命・身体

および財産を守る責務の必要な点から、この基本方針を作成したとのことであります。 
この広域化を進めるにあたり、平成１９年度までに、各都道府県に広域化の推進計画を作成

し、２４年度までに必要性がある市町村と計画を作成せよとのことであります。 
本県におきましても、その動きが行われることではありますが、推進計画に定めた市町村の

組み合わせに関する基準によると、一般論としてではありますが、３０万人の人口規模を一つ

の目標とすることがうたってございます。ただし、市町村の事情に十分考慮するとのことも書
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かれております。 
こうした中、本市におきましても県より具体的な話が既にきているのか。また、きていたな

ら、今後どのような取り組みをされていくのかお伺いいたします。 
次に、教育委員会の市長の権限の一部移譲についてお尋ねいたします。 
今回の国の骨太の方針の第２章、成長力・競争力を強化する取り組みの中で、教育委員会制

度のあり方について記されています。その中で教育委員会制度について、その機能が十分満た

されているのかとの指摘を踏まえ、教育の政治的中立性の担保に留意し、当面、市町村の教育

委員会の権限、例えば学校施設の整備・管理・権限、文化・スポーツに関する事務の権限など

を首長へ移譲するため、特区の実験的な取り組みを進めるとともに、教育行政の仕組み、教育

委員会制度について抜本的な改革を行うこととし、早急に結論を得ることとするとの文章があ

ります。 
しかし、各方面のお話を伺うと、まず、はじめに、規模の比較的大きな中核市に権限の移譲

を図り、各市町村に広めていくとの話があるようでございます。 
政府の規制改革の動きの中で始まった、この権限移譲は、小規模の本市においては、まだま

だ話が見えにくいことではありますが、どのような進行をするのかその推移を十分注視し対応

していくことが、行政の責務と考えます。 
ただ、全国、また本県におきましても、教育行政を含めた教育改革の声は大きなものとなっ

ております。このような点を踏まえ、この権限移譲の件について荻野市長のご所見をお伺いい

たします。 
次に、合併後の芦川地域の具体的な取り組みについて、お伺いいたします。 
芦川町との合併には、うれしさとともに幾つか超えなければならないハードルがあります。

その１つは、学校教育の問題であります。 
皆さん方ご承知のように、現在、芦川町には児童１５名、生徒１３名、合わせて２８名の芦

川小・中学校が存在しております。地域の唯一の教育施設であり、地域の児童・生徒をはじめ、

中には、なかなかみんなと打ち解けることのできない児童、不登校の悩みを持つ児童など、田

舎ならではの素晴らしい自然環境に囲まれた中で、自分の病と戦っている児童・生徒が通って

おります。芦川地域の方々、また、芦川小・中学校に通うお父さん・お母さんからの声は、荻

野市長のお耳にも届いていることと思います。 
教育は百年の大計をにらみ、大きな大局の中から子どもたちの将来を願い、進めることが必

要であります。 
そこで、今後の芦川小・中学校のあり方を荻野市長はどのようにお考えなのか、お伺いいた

します。 
また、これまで芦川町が国より指定されていた過疎地域対策地としての指定は、この合併に

よって指定外になるのか、重ねてお伺いいたします。 
以上をもちまして、私の正鵠会の代表質問を終わらせていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 
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○市長（荻野正直君） 
正鵠会 降矢好文議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

はじめに、骨太方針２００６に対する今後の笛吹市の財政計画についてのご質問のうち、ま

ず、市の財政状況はどうなっているか、市民１人当たりの基金および借金についてはどうかと

いう、ご質問にお答えいたします。 

地方自治体の財政状況につきましては、夕張市の破綻の記事以来、マスコミでもいろいろ取

り上げられております。ある雑誌によりますと、「危ない自治体６０」というようなのを出した

り、あるいは、全国に市が現在約７００ほどあるわけでございますが、その中のワースト

４００というのが発表になっております。いずれもドキドキして見たわけでありますが、おか

げさまで危ない自治体６０にも、あるいは４００にも笛吹市は今のところ含まれておりません

でして、胸をホッとなでおろしているところでございますけれども、先ほど来ご指摘のように、

決して良い状況であるというような状況ではございません。 

はじめに、市の財政状況についてお答えさせていただきます。 

これまでの行政改革大綱等でお示しさせていただきましたように、歳入におきましては、補

助金、交付金等が減少し、市税の収納率も低迷する中で、財源不足を基金から繰り入れて賄い、

歳出におきましては、高齢化の進展や市民ニーズの多様化等に伴い、扶助費、繰出金といった

義務的経費が増加している傾向にございます。 

ご質問の１人当たりの借金と基金につきましては、芦川村と合併した８月１日現在で、一般

会計の地方債残高は３１１億４千万円となっており、１人当たり４２万７千円となっておりま

す。 

なお、これに特別会計分を加えますと、総額では６４４億７千万円で、１人当たり８８万５千

円となっております。このうち国の財政対策で１００％交付税算入となります減税補てん債、

および臨時財政対策債は７８億円となっております。そのほかの地方債につきましても交付税

に算入される部分がございますので、全体のおそよ６割は交付税算入になるものと考えており

ます。 

また、基金につきましては、一般財源として活用するための財政調整基金が現在２４億３千

万円で、減債基金が５億３千万円のほか、公共施設整備基金等の特定目的基金は６０億８千万

円となり、基金の総額では９０億６千万円となっております。 

次に、下水道事業を進めた場合の借入金の見通し、整備年数についてでございます。 

昭和５４年度より事業を開始いたしまして、事業費総額５０３億円余りを投入しまして、現

在、全体計画の５６％の整備を進めてまいりました。 

整備期間につきましては、下水道基本計画上では最終年度を平成３２年に定めております。

この整備事業費は、概算で３４０億円を投入しなければ完成せず、残り１３年間で建設を終え

ることになりますが、単年度投入金額が大きいため、終了年度につきましては、多少延伸する

のではないかと思われます。なお、起債借入総額は、およそ３００億円になると考えておりま

す。 

次に、今後の財政運営の考え方はというご質問でございます。 

現状のまま推移した場合は、平成２１年までに毎年４億円規模の財源不足が生じるものと予

測されております。行財政改革大綱に基づく定員適正化計画の実施、市税の徴収強化、事務事

業の再編整理等を強力に推進し、市民サービスを低下せずに、経費削減を図っていく必要があ
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るものと考えております。 

これは、既に人員の適正配置、収税課の設置、指定管理者制度の導入など、それぞれに具体

的な取り組みに着手しておりますが、今後さらに予算執行管理を計画的に進めながら、財源の

確保と効率的な予算執行に努めてまいりたいと考えております。 

次に、税源移譲についての対応は、のご質問でございます。 

小泉内閣が進める骨太の方針とは、経済財政運営と構造改革に関する基本方針の通称であり

ます。その方針の第３弾として税源移譲が打ち出され、「第２７次地方制度調査会」において、

今後の基礎自治体のあり方が答申されており、全国一律の行政サービスから地域の特性を生か

した行政サービスが提供できる、自主・自立性の高い基礎自治体の確立が提唱されております。 

この実現のために、各自治体にふさわしい財政基盤を有する必要があるとして、三位一体改

革が推進され、国庫負担金、地方交付税、税源移譲の３つを一体的に見直そうとするものであ

ります。 

税源移譲につきましては、地方税法等の改正により来年度から、所得税から個人住民税へ３兆

円規模の税源移譲が行われることになっております。 

笛吹市では、その対応の一環として本年４月より、総務部税務課から管理担当、収納担当を

分離して、１５人体制で収税課を設置し、収納強化を図っていきたいと考えております。 

また、先月、笛吹市市税等収納率向上対策本部を庁内に設置し、さらに収納率向上を目指し

ていきたいと考えております。 

次に、新たに収税課を設置した趣旨と、平成１７年度一般会計決算において市税収納率７７．

６％との報告があったが、県内市町村の状況および市長の所見はについてでございます。 
新たに収税課を設置いたしました趣旨ですが、先ほどからお答え申し上げておりますように、

税源移譲が進行する中で市税の徴収体制を強化し、税の公平性の確保と滞納額の縮減を図るこ

とを目的に、本年４月に設置いたしました。 
笛吹市平成１７年度一般会計決算について、県内の主な自治体を比較したところ、市税の現

年分は、調定額・収納額とも甲府市に続き、額は第２位になっております。一昨年と比較いた

しますと、収納額では１億１千万円、１．４％の伸びを示しております。 
しかしながら、収納率については現年度分９４．８％、過年度分は８％と、県内でも下位グ

ループにあると思われ、大変憂慮すべき事態と認識いたしております。 
原因といたしましては、特に固定資産税の収納率が下降傾向にあり、その対策を担当部課長

に指示いたしております。 
また、要因といたしまして、旧町村時代に時効消滅、執行停止即時消滅事案等、徴収権のな

い課税客体が新市に引き継がれており、滞納繰越額を嵩上げしてある状況であります。現在そ

の精査も行っております。 
いずれにいたしましても、収納率が低迷していることは事実であり、これを打破していくこ

とが肝要であると考えております。 
今後、滞納整理にあたっては、強い姿勢で臨んでいきたいと考えております。 
次に、笛吹市収納率向上対策本部の概要はについて、お答え申し上げます。 
収納率が下降傾向にあることにつきましては、先ほどからご報告させていただいているとお

りでございます。したがいまして、収納率低下に歯止めをかけ、市税収入確保に努めることが

緊急かつ最重要課題であると位置付け、笛吹市市税等収納率向上対策本部を設置いたしました。 
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私を本部長に、助役・収入役を副本部長に、部局長・次長等を本部員に、収税課職員を班員

として、体制づくりを行っております。 

今後は、職員一人ひとりが収税の重要性を認識し、職員一丸となってそれぞれが収納確保に

努め、税の公平性の確保と滞納額の縮減を図るとともに、納税秩序の確立と、市民が自主納税

する地域社会の実現を目指してまいりたいと考えております。 

次に、行財政改革大綱、行財政改革プランの進行状況はについて、お答えいたします。 

平成１８年３月、笛吹市では、国・地方の財源不足の中、刻々と変化する行政経営環境に対

応できる行財政の仕組みと運用を構築するため、『ヒト・カネ・モノ・情報を効果的に活用し、

スリムで魅力ある市政の実現』を目指して、第一次笛吹市行財政改革大綱を策定しました。 

現在、５５項目の改革について、平成１７年度から平成２１年度までの５年間の実施計画を

作成し、改革の進行管理を行っているところであります。また、特に財政効果が大きいと考え

られる項目については、笛吹市集中改革プラン２００５を作成し、平成２１年度までの５年間

をかけて改革の推進を図ってまいります。 

はじめに、実施計画について検証してみますと、平成１７年度に２８の改革に着手いたしま

した。そのうち、昇任・昇格試験の導入や落札価格の公表、市政クイックアンサー制度の導入

等、１１項目について当初の目標が達成されました。 

平成１８年度には、バランスシートの作成や大規模災害時に備えた応急態勢の確立、市民ミー

ティングの開催、市民調査の実施、パブリック・コメント制度の導入など、３５項目の改革に

取り組んでおります。 

次に、集中改革プランについてでありますが、定員適正化計画の実施、市税の徴収強化、事

務事業の再編整理、公共施設運営の見直しの4項目について、それぞれ目標値を定めて改革に

取り組んでいるところであります。 

定員適正化計画の実施につきましては、平成１７年４月１日現在の職員数６４０人を、平成

２２年４月１日には５６０人にしようとする計画であります。平成１８年４月１日現在では

６１８人となり、当初の目標であります６２４人をクリアし、目標値を６人上回る削減が達成

できました。 

市税納税率の向上につきましては、平成１６年度の市税収入額８１億７千万円、徴収率７９％

を、平成２１年度に市税収入額８８億２千万円、徴収率８２％にするという目標を掲げており

ます。平成１７年度は、調定額が増えたことから、市税収入額では目標値８２億４千万円を４千

万円上回ることができましたが、徴収率では目標値８０％を達成することはできませんでした。 

そこで、平成１８年度には職員を増員して収税課を新設し、市税等収納率向上対策本部を設

置し、全庁一丸となって収納対策に取り組んでまいります。 

次に、事務事業の再編整理についてでございますが、平成１８年度に事務事業評価制度の導

入に取り組み、同１９年度に制度の本格導入、同２１年度までに既存の事務事業を再編整理す

る計画であります。現在、全職員を対象に評価研修を行っており、４月から９月までの上半期

に、制度についての理解を深めているところであります。 

事務事業評価は、事務事業を、その必要性、有効性、効率性の順に検証するもので、より市

民の視点に立った質の高い施策の展開に結びつくものと思われます。平成１９年度以降も研修

会を繰り返し実施していきたいと考えています。 

次に、公共施設運営の見直しについてであります。 
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平成２１年度までに４７の施設の指定管理者制度の導入を目指しております。現在２９施設

の導入が終了しています。定員適正化計画に基づき職員数が減少しておりますが、１３０を超

す公共施設の管理運営業務に支障をきたすことのないよう、かつ市民サービスの向上が図れる

よう取り組んでまいります。 

なお、集中改革プラン、および実施計画につきましては、芦川町の行財政データを含めて修

正を行っているところでありますが、公表までには、いましばらくお時間をいただきたいと思

います。 

次に、芦川村地域との合併により今後新たな組織改革等が必要と思われるが、どのように考

えているかとのご質問でございます。 

８月１日の芦川村の編入合併により、芦川村職員２３名が笛吹市職員となりました。 

また、合併後の組織としては、芦川支所を設置し、支所には地域住民課を置き、地域担当、

住民担当、振興担当の三担当制とし、専任の支所長および課長１名の職員１３名を配置してお

ります。また、合併時の職員配置において、芦川地域の産業構造や地域性も考慮して、本課へ

の配置も行っております。 

なお、芦川村合併に伴う組織変更については、平成１９年度の笛吹市の組織のあり方につい

て検討する中で、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。 

次に、市民第一主義の行政運営を提唱しているが、職員にどこまで徹底できているかについ

てのお答えでございます。 
市が行政運営を進めていく基本姿勢として、市民の視点に立った行政運営を行うため、市民

第一主義の考え方に基づき、平成１６年度合併時以降、職員の意識改革や、行政運営というと

らえ方ではなくて、行政経営の仕組みの改革等の行政システムの改革を進めてまいりました。 
これらは、従来の行政の考え方や枠組みを見直し、組織、機構、定員などの改革にとどまら

ず、職員一人ひとりの意識の持ち方や対応の仕方、さらに組織運営の方法など、システム全体

の構造的な改革に取り組んでいきたいと考えます。 
具体的には、徹底した情報公開の実施、市政クイックアンサー制度の導入、目的志向・成果

志向の行政への転換を目指した行政評価システム、および人事評価システムの導入に向けての

取り組みや、市民との協働でパブリック・コメント制度の導入、包括配分等による新しい予算

編成、さらに「プラン・ドゥ－・チェック・アクション」のマネジメントサイクルの確立を目

指した「政策推進システ」の構築等にあたります。また、市民に対する接遇を「ホスピタリティ」

（おもてなし）の言葉に置き換え、市民サービス満足度の効果を図るなど目指す姿を共有し、

展開しているところであります。 
これらの一連の取り組みは、短期間で集中的に取り組んでいるところであり、システムに対

する不慣れさや負担感等により、職員が主体的に活用できていない点も見受けられますが、従

来の業務管理型から目的達成型の行政経営への転換が進んでいることや、日常業務にあたって

の職員の基本認識として、市民第一主義の考え方は、一歩ずつではありますが浸透しつつある

と思われます。 
今後も、市役所内部の改革にとどまらず、その成果が市民に実感できるまで、市民第一主義

の基本姿勢による行政経営を職員に徹底し、取り組んでいきたいと考えております。 
次に、広域化する消防行政に対する市の対応は、についてお答えいたします。 
国におきましては、消防は災害や事故の多様化・大規模化、都市構造の複雑化、市民ニーズ
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の多様化等の消防を取り巻く環境の変化に対応し、住民の身体・生命および財産を守る責務を

全うする必要があることから、小規模な消防本部においては、出動態勢、保有する消防車輌、

専門職員の確保等に限界があることや、組織管理や財産運営面での厳しさが指摘されることが

あるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合があります。これを克服するために、

全国の管轄人口３０万人以下の市町村消防の広域化を図るために、先般、国会において消防組

織法が改正され、その基本的な理念およびその推進の枠組みに関する規定が整備されました。 
この改正消防組織法の規定に基づき、国においては市町村消防の広域化に関する基本指針が、

消防庁長官から示されました。 

この指針によりますと、自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項。自主

的な市町村の消防の広域化を推進する期間。推進計画に定める市町村の組み合わせ、および都

道府県における必要な措置に関する基準。広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的

な事項。市町村の防災にかかわる関係機関相互間の連携の確保に関する事項。が示されました。 
今後、県におきましては、国で示しましたこの指針に基づき、当該区域内において自主的な

市町村消防の広域化を推進する必要があると認める場合は、その市町村を対象として、自主的

な市町村消防の広域化の推進、および広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する推進計画を

定めることとなっております。 
本市といたしましては、この推進計画を注意深く見極めながら、常備消防のあるべき方向性

を探っていきたいと考えております。 
次に、２００６骨太の方針と今後の市の教育施策についてのご質問でございます。 
７月７日閣議決定された、いわゆる骨太の方針では、教育の政治的中立性の担保に留意しつ

つ、当面、市町村の教育委員会の権限を首長に移譲する「特区」の実験的な取り組みを進める

こととされました。 
また、これに先立ちまして、平成１７年１０月に出された中央教育審議会義務教育特別部会

においても、文化財保護を除く文化・スポーツ・生涯学習支援に関する事務は、自治体の判断

により、首長が担当することを選択できるようにすることが適切であるとの答申が出されてお

ります。 
今回の骨太の方針による「特区」の設置は、平成１８年２月全国市長会からの政府に対する

意見、分権型教育の推進と教育委員会の役割の見直しで、生涯学習や芸術・文化、スポーツな

ど学校教育以外の分野については、市町村行政の総合的な運営にあたっている、市町村長の所

管とすることが望ましいとする意見や、先進的な自治体における社会教育部門の市長部局への

移管などを踏まえてのことと考えております。 
ご提案のように、特色ある教育の推進、スポーツ振興を保健部局での健康づくりと一体的に

取り組むことにより、確かに成果が期待できるものと思います。 
今後は、市民にとってどのような選択が望ましいかを基本に、教育委員会関係者など多くの

皆さまの意見をお聞きして、検討してまいりたいと考えております。 
次に、合併後の芦川地域の具体的な取り組みの中で、過疎地域対策についてお答えいたしま

す。 
旧芦川村における人口の推移を見ますと、昭和３５年の国勢調査において、総人口１，

７３４人、その後５年毎ごとの調査で７％から２０％の人口が減少しており、昨年の国勢調査

の速報値では５２１人で、昭和３５年時の３割となっております。 
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こうした状況の中で、旧芦川村は過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法において過

疎地域とされ、定住者の促進を図る事業などを盛り込んだ過疎計画を策定し、過疎債などを活

用しながら住宅の整備などを行ってきたところであります。 
過疎法による過疎地域の指定については、合併日をもって笛吹市の旧芦川村区域を過疎地域

とみなされる区域とする総務大臣の告示があり、笛吹市の過疎計画を策定することとなってお

ります。 
この計画につきましては、合併協議会において、芦川村過疎計画は現行のまま新市に引き継

ぐことが確認されており、この調整方針に基づき、旧芦川村での取り組み状況を見極めた上で、

新市過疎計画を策定することで現在調整を進めております。 
芦川地域の過疎対策につきましては、この計画に基づく、通称・若彦トンネルなど道路網の

整備や、インターネットなどを活用できる情報インフラの整備を進めることで、生活や就業で

きる環境をつくり出す等、活性化が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 
なお、学校教育の問題につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
続いて、教育長より答弁を求めます。 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
降矢好文議員の代表質問、芦川小・中学校の存続についてにお答えさせていただきます。 
芦川小・中学校の存続は、今回の合併協議の中でも、難しい問題をはらんだものの一つであ

りました。 
既に、ご案内のとおりだとは存じますが、経過的にご説明を申し上げます。 
去る４月１８日に笛吹市と芦川村の間で、協定項目２７の協議が終了し調印されました。こ

の２７項目のうち、２６番目の学校教育の取り扱いについては、新市における学校施設や通学

区域などについては、検討委員会を設け総合的な検討を行うと定められました。 
これを受け、両市村教育委員会が中心となって、それぞれ検討委員会を立ち上げ、芦川小・

中学校の存続問題について検討を行いました。 
合併までの日数が限られていたため、６月５日、７月７日と２回ではありましたが、それぞ

れの立場から真剣な協議を重ねてまいりました。しかしながら、結果的には一致した結論には

至りませんでした。 
７月１９日、両教育長がそれぞれの存続に対しての方針を記した文書を携え、合併事務局に

協議結果として提出いたしました。 
７月２５日、芦川村で開かれた第４回法定合併協議会では、一致した結論に至らなかった存

続問題について、合併後に、市教委を中心にして存続問題を引き続き検討していくことが確認

されております。 
芦川小・中学校の運営につきましては、芦川村の豊かな自然と小・中合わせても、３０有余

という少人数の子どもたちという環境の中で築き上げられてきました。 
ひるがえって、笛吹市を眺めますと、１６年１０月、６町村合併後、小・中１８校、生徒数

は６，５００名余となりました。 
これら大人数の児童・生徒一人ひとりに、等しく教育の機会・環境を与えることを教育の第
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一義としている笛吹市の教育方針は、おのずから、旧芦川村のそれとは異ならざるを得ません。 
限られた予算の中で、将来を担う子どもたちに、でき得る限りの教育を与える、義務と責任

が市には求められ、また委ねられております。 
合併後、市内の子どもは、すべて平等な取り扱いを市の基本方針としている従来の立場から、

芦川地区の子どもたちに対しても、同様な考えで臨むものであります。 
これらさまざまな事情を勘案する中で、笛吹市教育委員会では、芦川小・中学校に対する今

後の運営方針として、小・中学校ともに、平成１９年度中に深く状況を精査する中で運営方針

を固め、平成２０年度から、市の新たな方針のもとに教育を行うものとするとの考えで、対処

してまいる所存であります。 
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。 

降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 

今回から笛吹消防署の所長さんが答弁者として見えておりますので、そういう中で、こうし

て見ますとこの議場も何か引き締まった感じがいたします、制服姿の方が入ったということで。

本日は傍聴の方も大変見えております。その中で所長がひときわ目立って見えるのではないか

と。これがきらめきテレビの放映にもつながるわけでございます。制服姿が子どもたちに好印

象を与えて、きらめきテレビが高視聴率になることをご期待申し上げまして、私が最初に所長

に対して質問をさせていただきたいと思います。 

本年７月に市町村消防の広域化に関する基本指針が総務省から出ております。全国的にも、

平成３年から１８年度までに約１２０の消防署が再編されて消えております。その中で、笛吹

市でも、いずれは県の指導の下に広域化、特に合併が行われると思いますが、消防所長の考え、

また、合併が行われるまでの消防署の基本精神である、住民の生命と財産を守るため日夜努力

されていることに対しましては、大いに感謝しております。 

所長が見えておりますので、２つほど質問させていただきます。 

１つは救急車の問題。 

これは高規格救急車といわれているそうでございますが、笛吹市には幾つか支所がございま

すが、境川、一宮と本所それから春日居ですね。その中で高規格救急車が何台、どこに設置さ

れているのか。その中で入っていないところがありましたら、これは人命に非常に関係するこ

とでございますので、市長にもお願いいたしまして、なんとか１台はお願いしたいと、そんな

ように考えています｡ 
それから、救急救命士の問題でございますが、今、笛吹消防署には何人いるのか。その方た

ちがどういう活躍をされているのか。将来的に救命士を増やす予定があるのか。増やした場合、

１人当たりどのくらいの予算がかかるのか、そのへんの説明をお願いいたします。 
それから、続いて下水の問題を質問させていただきたいと思います。 
今年の８月３０日の山日に出ていますが、公債費比率を県が公表しいたしました。その中で

笛吹市は非常にいいわけです。この中に甲州市が１８％以上の中にありますが、何が原因かと

言われたときに、ここに書いてあります。下水道事業が非常に比率を高めていると、甲州市に

しても公債費比率の高いところにおいては。この公債費比率の高い町村は下水道事業に重きを
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置いて進めた中で、公債費比率が上がっているということが書かれております。その点に対し

て、これからの下水道計画について市の取り組みをお聞きしたいと、そんなふうに考えており

ます。 
それから、もう１点ですが、収税課を立ち上げたわけでございますが、県から３人の指導官

が来たということでございますが、その方々はいつまでいるのか。そして、どんな指導を職員

にしてくれたのか。それでどのくらいの成果が上がっているのか、そのへんをひとつ聞いて私

の再質問とさせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 

中村健消防長。 
○消防長（中村健君） 

降矢好文議員の再質問にお答えしたいと思います。 
ご質問は３点ございました。 
まず、消防の広域再編成についてでございますが、国の基本指針に基づきまして、県で１８年

の後半から１９年度にかけまして、推進計画を定めることになっております。 
笛吹市におきましては、その県の推進計画を注意深く見極めながら、方向性を見出していく

ということになっております。推進計画ができました時点で、常備消防のあるべき方向性を検

討し、探ってまいりたいと思っております。 
それから、救急救命士と高規格の救急車についての状況であります。 
高規格救急車は、高規格の救急資機材を搭載した救急車に救急救命士が同乗して、高規格救

急車となりますので、救急救命士のご質問と、高規格救急車の配置の状況についてのお答えを

一緒にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
まず、救急救命士の数についてでありますけれども、現在１３名おります。この救急救命士

の配置状況につきましては、高規格救急車、先ほど申し上げましたように救命士対応の救急車

でありまして、その特別の資機材が搭載されております。例えば、電気ショック、今で言いま

すとＡＥＤのハイレベルの資機材、それから気管内挿管用の機器、および静脈路の確保、分か

りやすく言いますと点滴用の資機材、これら三点セットと申しますけれども、このような資機

材が搭載してある救急車が現在、本所と御坂町金川原にあります東部出張所に配置してありま

すので、そこに救命士を配置してあります。 
また、現在発注しておりますけれども、高規格救急車が今年の１２月２５日に納車される予

定でありますので、納車後は資機材の点検や訓練をした後に、春日居出張所に救急救命士も含

めて配置をしたいと考えております。 
したがいまして、残るは境川町石橋にあります中部出張所だけということになります。これ

も車両更新計画の中で順次整備していこうと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 
それから、もう１つ、救命士１人当たりどのくらいかかるのかというご質問でございます。 
救急救命士は八王子の研修所、もしくは北九州の研修所に半年間、研修所に入りまして勉強

をしてまいります。半年間で勉強したのは、救急救命士の試験を受ける資格ができるというだ

けであります。半年間勉強した後に受験をして救命士の資格を得るということで、負担金だけ

でも半年間で約３００万円かかります。それから宿泊費等であります。給料はまた別というこ

と、そのような状況であります。 
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以上で答弁とさせていただきますが、よろしくお願いします。 
○議長（龍澤敦君） 

斉藤宏公営企業部長。 
○公営企業部長（斉藤宏君） 

ご質問いただきました、下水道事業のこれからの費用ということで、どうしても公債費が高

くなるということでございますが、議員ご案内のとおり、下水道事業というものは、循環型社

会の典型的なものでございまして、天から恵みを受けた水をまずは水道として利用し、それを

下水で処理をして、また元へ戻していく。これは今の時代に大変要請された政策的事業でもあ

ります。つまり循環型社会、使い終わった水をきれいにして元に戻すということでございます。 
政策的でもございまして、しかも、これは急いでやらなければならないというところがござ

います。そういう中においては、この下水道事業は大変に巨額な金がかかる。しかも、目標年

次を定めてできるだけ早く工事をしていかなければなないと、こういう仕組みで私どもは工事

を進めておるわけです。 
こういう中で費用ですが、全体の工事費の２０％が補助事業に大体該当する。残りの８０％

は単独事業であります。その中で補助金はどのくらいいだけるかと言いますと、補助事業

２０％のうちの２分の１が補助事業としていただける。では、補助事業２０％のうち残りの半

分は全額起債でくる。８割は単独事業になさらざるを得ない。これは全額起債です。というよ

うなことから、どこの市町村も下水道事業を進めていく上においては、起債をして進めていく

状況であります。今の時代要請からして、その額が大きい大変な金額になってきつつあるとい

うことでございます。 
これにつきましては、負担金、使用料等で賄っていくわけですが、これは次の世代へのとい

う下水道の目的がございます。と同時に方策としてございますから、どうしても起債で長期間

にわたって世代を超えて負担をしていく、お返ししていく、こういうシステムでございます。 
そのようなことから、全国的に見てもどこの市町村は一生懸命に、そういう考えのもとに大

きな金を投入して事業を進めておる状況でございます。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
石川光次総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
降矢議員の再質問にお答えいたします。 
県から収税課に派遣されている職員の期間それから業務、その成果等についてのご質問でご

ざいますが、県からは３名派遣されております。７月、８月、９月の３カ月間でございます。

その業務につきましては、主に滞納整理、それから差押え、こういったノウハウを笛吹市の職

員にいろいろ教えていただいているところでございます。 
ただ、笛吹市の職員もすぐにそういったノウハウを習得して、そういった効果が出てくれば

いいわけですが、そういったことにつきましては、今後職員の努力によるかと思いますけれど

も、そういった滞納整理、差押えについてのノウハウを教えていただいています。 
それから、差押えにつきましては、いままで電話債権とか不動産といったもの差押えしてき

ましたけれども、やはりなかなか効果が表れていないのが実情でございます。そういったこと

からしましても、今後は給料あるいは預金とか、そういったものについての差押えを考えてい
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かなければならないという中で、そういうノウハウを県の職員から周知をしていただいている

ところでございます。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
再々質問を許します。 
（ な し ） 
以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
次に、清新会の代表質問を行います。 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
清新会の日髙でございます。 
通告に基づきまして、今求められている行政課題についてと題しまして、４点について質問

させていただきます。 
６町村が合併しまして２年目を迎えようとしている今、私たちはこの夏、８月１日に新しい

仲間を迎え、新笛吹市として出発いたしました。新しく仲間となった芦川の自然のすばらしさ

は、さまざまな場面で紹介されております。９月の広報でも本州随一といわれる、すずらん群

生地、歴史的遺産である石垣、兜造りの民家、そして芦川渓谷について紹介されているのを読

まれた方も多いと思います。議会広報では、新道峠からの絶景が表紙を飾りました。 
私たちは、芦川と合併をしたことを契機に、ブドウ・桃の大生産地であることと、温泉のま

ち、そして文化のまちとしての景観をどうつくり上げていくのかという宿題に、本気で取り組

まなければならないのではないでしょうか。 
美しい風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造、および個性的で活力のあ

る地域社会の実現を目的としています景観法、そして、景観法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律、都市緑地保全法、この三法が２００４年１２月に施行されたことに着目する必要

があると思います。 
この法律の責務として、良好な景観を形成するためには、地方公共団体のみならず､さまざ

まな主体が参画する必要があることから、国、地方公共団体、事業者、住民、それぞれの立場

において、良好な景観の形成のために必要な責務を果たすように、それぞれの責務として規定

されています。その目的に示された守備範囲は、わが国の都市、農山漁村などにおける良好な

景観の形成を促進するためとして、地域自然、歴史、文化、人々の生活、経済活動などの多岐

にわたっているようです。まちづくりの分野においても、景観という側面からの取り組みが重

要になってきたとも言われております。 
そこで、笛吹市の景観行政の取り組みについてのお考えをお伺いいたします。 
２問目の環境政策について質問させていただきます。 
大気中の温室効果ガスの増大が地球を温暖化し、自然の生態系に悪影響を及ぼすことを背景

に、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的として、京都議定書が採択された

のが１９９７年１２月のことになります。日本は２００２年６月に締結しました。ロシアの締

結により、条約の発効要件が満たされ、ようやく２００５年２月に発効されました。 
昨年、１７年に策定された京都議定書目標達成計画では、自治体の基本的役割が示されてお

ります。地域の特性に応じた対策の実施、行政の事務および事業に関しての実行計画の策定、
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実施の義務付け、地域住民への情報提供と活動を推進することです。 
今後、１００年の間に全地球の平均地上気温が１．４から５．８度上がるというふうにも予

想されております。そのことによって海面上昇、水不足、沿岸域の洪水、健康や食料への悪影

響により、多くの人々が影響を受けることも指摘されております。 
笛吹市にとっても、将来的には農産物への被害が及ぼされることも予想され、看過できない

問題です。 
市民が安全で快適に暮らし続けるためには、より責任を持った自治体の施策が求められてお

りますけれども、笛吹市の環境行政についての基本的なお考えについて、お伺いいたします。 
３問目に移ります。 
これまで質問させていただきました景観行政、環境行政だけではなく、さまざまな施策の実

現には住民とのパートナーシップが不可欠といわれております。この住民と行政の協働をどの

ように築き上げようとしているのかという点について、お伺いします。 
最後の質問ですが、いよいよ１０月から障害者自立支援法により、新しい体系のもとにサー

ビスが提供されることになりました。この法律に関しては、知れば知るほど根本的な疑問を感

じざるを得ません。 
ある会合で、車イスの若い女性の当事者の方が、「私は髪を一人では洗えません」とおっしゃ

いました。彼女の生活を支えるためのサービスが必要になるわけです。そして、基本的には、

その利用料の１割は自己負担になるのです。障害が重ければ重いほど利用料が高くなっていく

のです。このことをどのように受け止めればいいのでしょうか。 
少なくとも、彼女の生活の質の高まりを保障し自立を促すのは、市町村の施策にかかってい

ることだけは確かです。特に地域生活支援事業の内容、利用料については、自治体の判断で設

定し実施することになっております。 
本市・笛吹市の事業の中身についてお伺いし、質問を終わらせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
清新会、日髙せい子議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

はじめに、今求められている行政課題についてのうち、本市の景観行政の取り組みについて

のご質問でございます。 

まず、景観緑三法について簡単にご説明申し上げます。 

三法とは、ご案内のとおり、景観法・都市緑地法・屋外広告物法であります。 

景観法は、平成１６年１２月１８日に公布されましたが、これまで各自治体が景観条例を定

め、景観の整備・保全に努めてまいりましたが、景観を整備・保全するための国民共通の基本

理念が確立されておらず、自主条例に基づく届け出・勧告等による景観誘導には限界が生じ、

各地で景観をめぐる訴訟等が起こっています。そこで、新たに景観形成の基本理念や景観形成

のための制度を位置づけた、景観法を定めたものであります。 

次に、都市緑地法は、従来の都市緑地保全法を都市緑地法としたものであり、都市公園の整

備と緑地の保全推進を総合的に行うことにより、効果的、かつ効率的に都市の緑地の創出・保

全を行っていこうとするものであります。 



 ５８

屋外広告物法は、自治体が撤去できる違反広告物の対象を拡大したほか、屋外広告業者の登

録制度を導入し、悪質な業者には登録の取り消しや営業停止を命令することもできます。 
景観法では、良好な景観は現在および将来における国民共通の資産であり、それぞれの地域

の持つ自然・歴史・文化と、地域に住む人々との生活との調和のもとに、良好な景観は形成さ

れていくものであるとしております。 
笛吹市におきましては、良好な景観を形成しようと地域の皆さまで決めた地区計画が、市部

通り線・駅前土地区画整理事業地の２カ所に策定され、良好な景観形成に住民と共に、ただい

ま事業が進行中であります。 
また、芦川地区景観保全については、現在、芦川地域審議会で協議していただいております

ので、これらをモデルとして、他地区でも地域の皆さまの発意による景観形成を推進していき

たいと考えております。 
続きまして、本市の環境行政についての基本的な考えについてのご質問でございます。 
かつて、わが国では高度経済成長のもと、産業公害による環境汚染や開発による自然破壊が

深刻な問題となっておりました。これらに対して国を挙げて対策に取り組んだ結果、一定の成

果は得られたといえますが、利便性の向上による大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済

構造を背景に、廃棄物の増大や自動車排出ガスによる大気汚染、生活排水による水質汚濁など

といった生活型公害につながっております。これらは環境負荷の発生源が不特定多数であるこ

とや問題が複雑な側面から、従来の産業公害に比べ、その対策は一層困難なものとなっており

ます。 
一方、地球環境にまで視野を広げると、過去からの活動に起因する環境負荷による地球温暖

化をはじめとして、オゾン層破壊、酸性雨など重大な問題に直面しております。 

今後、これらの問題を解決していくために、あらゆる分野で環境に配慮した取り組みを進め

ることが課題と考えます。 

笛吹市では、自然環境と共生した、安心して健やかに暮らせる「やすらぎ」のある都市づく

りを基本理念に、快適な生活環境づくりを基本施策として、新笛吹市基本計画における将来像

を示しておりますが、この中で環境の保全に向けた対策を実行するためには、各分野、各施策

相互の連携を図る総合的な取り組みが不可欠といえます。 

本市では、一般廃棄物処理施策として、「やってみるじゃん！ごみ減量５３パーセント作戦」

をスローガンとし、余分な包装を断る「リフューズ」、長く使える製品購入の「リデュース」、

繰り返し使う「リユース」、資源として再利用する「リサイクル」の４Ｒの推進、環境教育の充

実、広域処理の推進等を基本方針として、今年度中に廃食用油（天ぷら油）を原料とするディー

ゼル代替燃料の製造事業を始めます。 
これにより、当面はごみ収集車、公用車の代替燃料として、市民の皆さまに目で見える形で

アピールしたいと考えております。リサイクル意識の向上を図り循環型社会の形成に努めてま

いります。そして、地球温暖化の元凶ともいわれておりますＣＯ２の削減には、一般企業、事

業所はもちろんのこと、家庭での役割が大きなウエイトを占めております。その一環として、

自然エネルギーを活用した住宅用太陽光発電設置費補助制度が、市民の皆さまに大変ご理解、

ご支持され、前半での設置申し込みが、当初の予定件数に達しましたので、今議会に補正をお

願いし、より一層の普及を図ってまいりたいと考えております。 
多様化・複雑化していく環境問題に的確に対応していくため、広域的・長期的な視野のもと
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で、笛吹市に暮らす市民および事業者・行政が環境保全に取り組んでいく上での共通の理念や、

目標・施策の方向を示すとともに、行政の役割の明確化と実行を達成するため、三者が協働し

て環境問題を自らの問題として考え、それぞれの役割を有効に実行したいと考えております。 

市といたしましても、各地域における環境行政推進の中心的役割をいただいております環境

指導委員会の設置をはじめとし、廃棄物減量等推進審議会、および、ごみ減量推進委員会等の

ご意見をいただく中で、いままで以上に環境問題の特性を踏まえ、循環型社会の形成に努めて

まいりたいと考えております。 
次に、住民と行政との協働をどのような方法で実現していくのかというご質問でございます。 
住民と行政の協働については、大きなテーマであるものと認識しております。 
先ほど申し上げましたように、環境行政につきましては、循環型社会の形成など多様化・複

雑化する環境問題への対応のためには、市民や事業者が自らの問題としてとらえ、行政も含め

たそれぞれの果たすべき役割を実行していかなければなりません。 
景観行政につきましても、良好な景観は地域の固有の特性と密接に関連するもので、その推

進は住民との協働が最も大切なことと考えております。 
このように、まちづくりに係る多くの施策は、市民の皆さんとの協働なくして、この実現は

困難であると考えております。 
既に、本市におきましては、「高齢者と子どもの帰り道ふれあい事業」とか、道路環境美化の

ための「アダプトプログラム事業」や、福祉ボランティアなど、各分野で市民の皆さんに活躍

していただいているところでございます。 
また、総合計画をはじめ各行政計画の策定にあたりましても、市民の参画をいただくなど、

住民と行政の協働による計画づくりに努めております。 
また、本日、傍聴をたくさんいただいておりますけれども、今年度中に女性議会の開催も考

えております。 
このように、市民の皆さんとの協働は、これまでにも、また、これからも必要不可欠である

と考えております。 
なお、今後の取り組みとして、市民の皆さんの積極的なご意見や参画をいただきながら、住

民と行政との協働などを規定した、自治基本条例などの制定も検討してまいりたいと考えてお

ります。 
次に、１０月より完全実施の、障害者自立支援法の中の地域生活支援事業の具体的な実施状

況について、お答えいたします。 
地域生活支援事業につきましては、ご指摘のとおり、１０月からの完全実施となりますが、

身体・知的・精神の３障害の皆さんが、地域で自立した生活ができますように支援していくこ

とが、自立支援法の趣旨であります。 
したがいまして、この観点から従来の各種事業を再検討させていただくとともに、必要な新

規事業につきましては、積極的に対応させていただく考えであります。 
まず、相談支援事業でありますが、専門的な人的資源を活用した相談支援を展開していくた

めに、社会福祉協議会を含む市内の民間事業所２カ所に委託して実施することを検討しており

ます。 
その具体的な内容は、各種福祉サービスの利用援助、社会生活力を高めるための支援、権利

擁護のための必要な援助、専門機関の紹介などとなっております。 
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次に、コミュ二ケーション支援事業ですが、手話通訳者の派遣につきましては、市内を中心

に１０数名の手話通訳者を組織しまして、社会福祉協議会にコーディネートを委託して実施し

たいと考えております。 
また、移動支援事業は、支援員が移動の介助、誘導および見守りをするガイドヘルプサービ

スと、車両を使って移動を支援する移動サービスを実施してまいります。 
この事業は、本市と山梨市、甲州市の３市で歩調を合わせまして、一定の基準をクリアした

サービス提供事業所に、１時間当たり１，３５０円の助成をしていく考えであります。 
さらに、地域活動支援センター機能強化事業といたしましては、「精神支援センターふえふき」

と、精神障害者小規模作業所「さくらハウス」に、これまで以上の活動をお願いし、支援して

まいりたいと考えております。 
また、これらの必須事業のほかに、障害者本人の活動支援、ボランティア活動支援、福祉機

器リサイクル、手話奉仕員養成研修等の事業につきましても、引き続き実施していきたいと考

えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（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） 

１問目の景観行政についての質問でございますが、地域独自のグランドデザインを持たずに、

陳情型のまちづくりや地元利益誘導型のまちづくりが後を絶たないという指摘もございます

が、確実に国の施策というのは開発から景観・環境に配慮した質的向上・保全、そして、発展

から維持・持続、そして、画一から個性というふうに変化してきたといわれております。 

地域の景観をつくり上げるには、表面的な修正とか取り繕いだけでは出来上がらない、私た

ち市民がその地域で暮らすことに価値観とか生活の規範、そして、地域の組織原理といいます

か、または地域経済・産業などと密接に関係して、はじめて可能だというふうにもいわれてい

るわけです。 

魅力のある暮らしぶりをつくることも重要であるといわれていますし、地域産業・経済の振

興というものへの取り組み、企業の取り組みなどが重要だともいわれているわけですけれども、

全市民の皆さんにも景観に対する意識を持っていただくためには、特定の地域のみを景観計画

区域にするということではなくて、全域を景観法の適用範囲にするというような、そういう条

例も必要だと思いますが、その点についてお伺いいたします。 

もう１点、環境政策についてですが、笛吹市は、ごみ問題ではかなり先進的に精力的に実行

されているということは、存じ上げているつもりでございます。 

環境政策においては、緑の保全とか廃棄物の処理とか、そういうことが優先されまして、地

球温暖化対策の優先順位というのは、総体的には極めて低いといわれております。 

これは影響が広範囲で、さらにかなり長期にわたるということでも、地域や生活という点か

ら考えれば、かなり見えにくいといわれて、それに対する対策というのは、どうもトップダウ

ン的な印象を免れないともいわれております。 

ぜひ、その点を市民の皆さんにご理解をいただく中で、温室効果ガスの具体的な排出量の把

握から始めて、抑制のための実行計画の策定が急務ではないかと思われますが、その点につい
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てのお考えをお伺いいたします。 

３番目のパートナーシップをどう築くかということに関してですが、これは地域コミュニ

ティーというものをどういうふうにとらえているのかということが、まず大前提になると思い

ます。いわゆるコミュニティーが衰退するということは、非常に大きな影響を及ぼすのだとい

われております。例えば、病気・犯罪・児童虐待が多いとか、政治への市民参加が少ない、あ

るいは、子どもの教育の質、経済的な活力が低下してくるというような、そういう指摘がござ

いますけれども、その地域コミュニティーをどういうふうにとらえているのか。そして、その

ことに対して、どのように政策として提案されていこうとしているのかという点について、お

伺いします。 

最後の質問でございますが、お答えをいただきましたけれども、その点について要綱は作成

されているのかということです。されているとすれば、それに基づいての説明会は準備されて

いるのかということです。なお、区分認定調査はどのくらいの進捗率なのか。また、サービス

利用度意向調査というものがされるはずですが、どれくらい終了されているのかということに

ついて、お伺いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

再質問にお答えさせていただきます。 

全市の景観条例をつくるべきだと、こういうご質問だと解釈しましたけれども、これにつき

ましては、全市をどういう形でつくっていくか。今現在、中心部におきまして駅前の開発等に

つきましては、地域の方たちのご意見をいただきながら駅前再開発をいたしました。それから、

市部通りの開発もいたしました。これにつきましても、地域の方たちの意見を聞きながらつ

くったわけです。芦川につきましては、先ほどからご指摘いただいておりますように、あの自

然景観をどう守っていくかというような観点から、地域審議会に諮問させていただき、そして、

出されたご意見を中心にいたしまして、できますれば条例の制定までもっていきたいと、こん

なように考えております。 

全市につきましては、大変範囲が広いわけでございますから、再度、それぞれにつきまして

は検討させていただくということで、ご理解いただきたいと思います。 

次に、環境問題でございますが、ご指摘のように、笛吹市内でどの程度排ガス等、いわゆる

ＣＯ２がどのくらい出ているのか、その実態調査をしてみないと簡単にはお答えができないわ

けであります｡ 

現在、市の方針といたしましては、先ほど申し上げましたように、目に見えるものをどう減

らしていくか、このことが私は大きなテーマではないかと、現在は思っております。理想的に

は、議員ご指摘のように、どういうふうな状況で環境破壊するものが発生されているのか、そ

のへんの原因究明も必要だと思いますけれども、費用あるいは時間等も大変かかると思います。

そういった点につきましては、今後の進展を見ながら検討重ねていきたいと、こんなふうに

思っております。 

また、地域のコミュニティーの問題でございますが、現在考えておりますのは、基本的には、

現在ございますそれぞれの自治体単位、このコミュニティーを大切にしていきたいと思ってお

ります。例えば、現在でもそれぞれの地域に区長会というものもございますし、また、全体の
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区長会というものがございます。その中で各種の問題が取り上げられております。そして、な

おかつ、もう一つ注目をしておりますのは、各小学校区単位でのコミュニティーをどうつくっ

ていくか、このことも一つの課題ではないかと、こんなふうに思っております。 

いずれにしましても、コミュニティーというのは断片的なものでなくて、いろいろな角度で

市民の方に参加をしていただきながら、つくっていくものだと思います。災害に関しましても

そうでございますし、ボランティアに関しましてもそうだと思います。 

そういうような課題が発生次第、今年度の施策の中でも幾つか取り入れましたように、例え

ば、健康のためにシルバー体操指導員の養成でありますとか、あるいは入浴健康法であります

とか、そのための指導員をどうつくっていくか、そういうところからのコミュニティーの発信

もできるのではないかと。あらゆる機会、問題を一つひとつとらえながら、そういうことにつ

いて前向きに進めていきたいと、かように考えております。 

よろしくご理解をいただきたいと思います。 

また、障害者自立支援法でございますが、かなり専門的な質問もございますから、福祉部長

のほうからお答えをさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

内藤運富保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

日髙議員の再質問にお答えいたします。 

要約いたしまして、４点ほどになると思います。 

まず、最初の地域生活支援の要綱につきましては、障害者等社会参加支援事業実施要綱を策

定いたしまして、主に移動支援、一時支援等について固めたところでございます。このほかの

地域生活支援の要綱につきましても、現在、委託先の事業所と最後の詰めを行っている段階で

ございます。期限内に策定をする考えでございます。 

２番目の、これに対します説明会への取り組みでございますが、これにつきましては障害者

団体とは順次、現在まで協議を重ねてきたところでございますが、レスパイトを含む移動支援

関係につきましては、９月２２日に説明会の実施を予定しているところでございます。また、

その他の事業につきましても、必要に応じまして個別のお知らせ、また、団体ごとの説明会を

適切に順次実施していきたいと考えております。 

次の障害区分認定の進み状況でございますが、９７名の対象者がおるわけですが、うち

３６名の区分認定が既に終了いたしまして、約４０％というところでございますが、認定申請

が未提出の約１０名の方には、急いで認定申請を出していただくとともに、医者の意見書等の

提出もいただきまして、この期限内に間に合わせたいと考えております。 

次のサービス利用の意向調査はどのように進んでいるかという点でございますが、区分認定

が終了している方から順次、サービス利用の意向調査を行っているところでございます。今週

から区分認定の結果を通知しながら、順次、意向調査を開始する予定になっております。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 

日髙せい子君。 
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○２５番議員（日髙せい子君） 

１問目の質問について、全体を包括する条例は今後考えたいというようなお話でしたけれど

も。やはり屋外広告物の件などを考慮いたしますと、全体を指定地区としながら重点地域とし

て設定していくというような条例のほうが、私としてはベターではないのかと、個人的には考

えておりますので、その点についてはぜひ考慮いただきたいと思います。 

２問目の環境政策についてですが、どうしてもお金がかかるというお話、経費も時間もとい

うことだと思いますが、現実的に言えば、日本の国で６％削減というような大きな目標がある

わけです。それに対して、各自治体がどれくらい責任をもってきちっとやっていくのかという

ところ、それがキーポイントになるのではないかと思っているわけです。 

確かに、きちんとした枠組みという完璧なものは、なかなか難しいかもしれませんけれども、

早い段階でそういう作業に着手するという意気込みは、示していただきたいと思っております。 

一応、効果のある政策としましては、地域エネルギーの活用とか利用システムの確立といわ

れておりますが、私たちの地域の特性から言いますと、バイオマスエネルギーの利用というこ

とも、今後考えていかなければならないことかなと、私個人としては思っておりますので、そ

の点について何かお考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 
あと、地域コミュニティーの話ですが、先ほど自治基本条例をというようなお話もございま

した。三段論法みたいになってしまいますけれども、地域のコミュニティーをどう考えるか、

そして、自治というものを自分たちでどういうふうに考えていくのかということが、とても求

められている時代だと思うわけですけれども、どうしても、いままでの政治の流れから、行政

の下請け機関のような感じからなかなか抜け出せない、お上から何かやってもらおうというか、

そういうような気持ちからも脱却するのがとても難しいというか、そういうような雰囲気もご

ざいます。ですから、そういう意味ではそこを超える。コミュニティーの自治というのは、自

発的なものだから、行政がそれに対して働き掛けるというのは、おかしいのではないかという

ようなお話もございますけれども、やはり首長がリーダーシップをとって、自治という問題を

みんなで考え合おうというような姿勢は、とても大事だろうなと思っております。 
そこで、具体的な施策が必要だと思います。ただ、自治の気持ちを育てるには、そういうふ

うなことを言うだけではなくて、具体的にそういうことを考えるため支所への人員の配置とか、

地域で、みんなで考え合っていこうというような、ディレクターみたいな感じの職員配置も必

要ではないかと感じております。 
最後の自立支援法に関してですが、要綱に関しては期限内に策定をというご答弁がございま

したが、本当に１０月１日からの実施ですので、区分認定が４０％の実施ということで、当事

者の皆さんは、きっとご心配をされているだろうなと思っております。制度が変わるわけです

から、それによって、いままで自分が受けてきたサービスが受けられるのかどうかということ､

実施する段階で、本来であれば今の段階できちんと、それぞれの方たちが分かっていなければ

ならないではないかと、私は思います。 
ですから、この法律に関しても、国がいろんなことを直前に変えたりというので、市町村の

現場で働いている職員の皆さんたちが、大変苦労しているということは存じ上げています。し

かし、もしそれがスムーズにいかないのであれば、きちんと職員の配置をしながら当事者への

説明責任を果たしていく、安心を得ていただくということを考えていただきたいと思います。 
やはり自立支援に関しては、当事者それぞれの状況に応じての相談事業がどうしても、それ
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が充実していくかどうかということに、かかっているのではないかと感じておりますので、地

域自立支援協議会の設立が待たれるところでありますが、そのタイムスケジュールをお伺いし

まして、私の質問とさせていただきます。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

繰り返して、全市の景観条例の件でございますが、先ほどお答え申し上げたとおり、景観三

法を中心にしてどうつくっていくか、これが大きな課題でございますし、中で特に今年度から

着手いたしました笛吹市の総合計画、こういった中でも検討していきたいと思います。 
また、環境問題でありますが、なんと言いましても、笛吹市の環境問題の大きな課題という

のは、やはりごみ減量５３パーセント作戦、これをいかに成功させるかということに今、環境

部を中心にしまして、すべてをかけております。全国でも、もしこれが達成したならば、すご

いことだと私は思っております。 
したがいまして、いろんな情報が入ってきて、各地でいろんなことを行っておりますけれど

も、やはり一つのことがきっちりできるということは、これからの笛吹市の行政を進めていく

上で、また、市民の方たちに行政を理解していただく上で、大きなテーマではないかと思って

おりますから、私は、今いろんなご指摘がございましたけれども、むしろ、これはどう成功さ

せるかというところに、すべてのエネルギーをかけていきたいと、こんなふうに思っておりま

す。 
また、バイオマスのお話もいただきましたけれども、これにつきましては、今、ごみ減量と

併せて、なおかつ新清掃工場をつくろうとしております。こういう計画の中で、併せて検討さ

せていただきたいと思っております。 
また、コミュニティーの問題でありますが、市民の方たちがコミュニティー、あるいは行政

に興味を持っていただく一番大きなポイントというのは、情報公開から一つ始まるのではない

かと、こんなふうに思っております。 
したがいまして、はっきり申し上げますけれども、情報公開、どう公開してどう理解してい

ただいたらいいか。まだまだ私どもの立場として疑問に思う点もありますし、反射的に本来な

らば問題が起きたときに早く公表しなければならないことを、後から「あっ、しまった」とい

う点もございます。やはりそういったこと、自分たちの情報公開ということが、身に付かなけ

ればいけないなということを痛切に感じている昨今でございます。 
そして、もう１つは、市政にどのように参加していただくか。これは例えば総合計画一つ作

るにしても、一般から公募するとか、あるいは、合併してすぐに行いました市の木であるとか

鳥であるとか花を子ども議会で決めていただきました。そういう手法をいろんなところで採用

する。あるいは、先ほどもお話し申し上げましたように、年度内中には女性議会も開催してい

ただけるということでございます。いろんな機会を通じて、まず、ご意見をちょうだいする中

で一緒になって考えていく、そういうふうな地域のコミュニティー、また市政に参加をしてい

ただく。 
それから、自治基本条例でありますが、これはもちろん行政のほうからの支援もさせていた

だきながら、基本的には住民の手によって、住民自らがつくっていくというのが自治基本条例

でありますから、そんな方向に進めさせていただきたい。 
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現在、その作業につきましては、まず、市の総合計画を先に策定いたしまして、その策定が

終了後、自治基本条例については作成すべき準備をしたいと、こんなふうに考えております。

ご理解をいただきたいと思います。 
福祉の問題につきましては、福祉部長からお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
再々質問にお答えいたします。 
先ほどご指摘がございましたように、若干の遅れという部分が実際あるわけでありますが、

これにつきましては、議員もご承知のとおり、国の細部にわたる部分の内容等がなかなか不明

確な部分がございまして、各市町村も悩んでいるところでございますが、いずれにいたしまし

ても、この点につきましても、本来の自立支援法の目的に沿って、しっかりとした態勢で臨ん

でいきたいと考えております。それにつきまして、８月より、この障害福祉担当につきまして

１名の職員の増員をしていただきまして、現在、取り組みをさせていただいているところでご

ざいます。 
また、自立支援協議会の設置の進捗でございますが、これにつきましては、自立支援の施策

に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす組織でありまして、市町村が設置することを

義務付けられているものでございますが、障害者相談支援事業の中で運営していく予定であり

ますが、協議会のメンバーにつきましては、選考を概ね終了いたしまして、順次お願いする予

定となっております。その中につきましては、医師とか、障害者連合福祉会、福祉施設の代表

とか居宅サービス事業者の代表等々、１２～１３名ということになりますが、構成し、この運

営を図っていくことになっておりますので、ご理解願いたいと思います。 
以上でございます。 

○議長(龍澤敦君) 
以上で、清新会の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
なお、再開は１時３０分から行います。 

休憩  午前１１時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長(龍澤敦君) 

再開いたします。 
続いて、新和会の代表質問を行います。 
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、新和会を代表して質問をさせていただきます。 
質問に入る前に、９月６日の秋篠宮家の親王さまがご誕生になりました。心よりお祝いを申

し上げたいと思います。 
とりわけ、昔から養蚕地帯であったこの峡東地方は、皇居内にあります紅葉山御養蚕所にお
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いて、皇后さまがご飼育されております御養蚕の助手として、蚕業学校、石和高校、園芸高校

などの卒業生を多数送り出してきました。そんな意味におきましても、御皇室により多くの親

近感を感ずるものであります。 
親王さまのお健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます。 
それでは、質問に入らせていただきます。 
笛吹市も平成１６年（２００４年）１０月１２日に合併し、本年の１０月１２日には合併２周

年を迎えます。また、今年８月１日には芦川村との合併により、新笛吹市として新しいスター

トを切りました。 
この２年間、荻野市長を先頭に全職員一丸となり、ふれあい・やすらぎ・きらめきの躍動す

る文化都市・笛吹市を目指して、大変なご努力をされ、さまざまな施策を推進されてまいりま

した。その成果も着実に実を結びつつあると認識いたしております。 
その中で、市民の連帯感・一体感はまだ道半ばではないかと思います。市民同士の連帯感を

養い融和を図っていくことが、これからの課題の一つだと考えます。大切な問題でもあり、難

しい課題でもあると考えます。 
市民一人ひとりが笛吹市民として誇りを持ち、一体感・連帯感を持つことができたら、それ

こそ合併してよかったと思えるときではないかと考えます。 
市民融和を図るためには、さまざまな方策が考えられると思いますが、次の２点について伺

いたいと思います。 
昨年は、１周年記念で笛吹市の木が桃、鳥がオオルリ、花がバラに制定されました。市民に

も浸透しつつあると思います。今年は２周年を迎え、また、芦川村を加えた新笛吹市の出発の

ときでもあります。国には国歌があるように、市民が歌える市の歌があってもよいのではない

かと考えます。機会あるごとに一緒に口ずさむことのできる歌がほしいと思います。歌は人の

心を和ませ豊かにしてくれると思います。 
過日、８月１４日、八代町でも納涼祭が開催され、その中で女性部を中心に輪になって盆踊

りが行われました。何曲か踊られましたが、その中に笛吹音頭があり、輪になって踊れたら、

もっともっと素晴らしい会になったのではないかと思います。 
２周年の記念として、笛吹市の歌、笛吹市音頭の制定を考えてみてはいかがでしょうか、考

えを伺います。 
笛吹市一般市民を対象にした全市民参加型のスポーツイベントはいかがでしょうか。これか

らスポーツの秋、文化・芸術の秋を迎えるわけですが、市民誰でもが参画できるスポーツ大会

を考えてみてはいかがですか。 
この２年間、全国ゲートボール大会、桃の里マラソン等、さまざまな体育関係の行事も開催

され、文化関係ではスコレー大学をはじめ、内外から多数の参加者がありました。大きな成果

を上げつつあると思います。 
私は、老いも若きも一緒にできる、市民参加のスポーツイベントを開催したらどうかと思い

ます。スポーツをすることの意義・効果は、私がいまさら申し上げるまでもありません。グラ

ウンドゴルフ、ゲートボール、ソフトバレー等、なんのスポーツでもよいと思います。旧町村

対抗でも、行政区対抗でもいいと思います。石和の井戸区と境川の前間田区の対戦など、きっ

とおもしろいと思います。いろいろな話題も生まれ、新しい人間関係も広く・深くなっていく

と思いますが、ひいては笛吹市民の一体感にもつながっていくのではないかと考えられます。
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当局のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 
次に、市内の幹線道路の整備について伺います。 
財政状況が厳しくなり、公共工事の縮小が言われている中で、金のかかる道路整備は非常に

大変だとは思いますが、道路が開通し整備されることにより、人や物が集まり、人や物の流れ

も多くなり、観光や地域産業の発展、また居住者の増加等、経済効果は計り知れないものがあ

ると思います。これは誰もが認めることであります。 
今、笛吹市において国や県の事業計画として整備されつつある道路が幾つもあり、市道とし

て整備の必要がある道路もあります。その中で３つ伺います。 
１．若彦路トンネルが今着々と工事が進められていますが、その進捗状況と今後の計画予定

等を伺いたいと思います。 
若彦路トンネルが開通すると、富士山麓、富士五湖等の一大観光地と笛吹市を結ぶルートと

して、御坂トンネル、国道１３７号と並んで非常に笛吹市にとって、観光面、産業面、地域活

性化等、多方面にわたって期待される道路になると思います。また、この若彦路トンネルから

石和・春日居温泉郷への連結、また、今県で計画されている環状線東部区間への連結、甲府小

瀬方面への連結等をどのように考えているのか、伺いたいと思います。 
２つ目として、第二農免道の進捗状況について伺います。 
この道路は、正式には県営農林漁業用揮発油税財源見替農道整備事業と言うそうです。みや

さか道とも言われています。境川、御坂地区が平成２年に着工、八代地区が４年に着工されて

いますが、現在の進捗状況と今後どんな計画で進んでいくのか伺いたいと思います。 
３番目として、今、中央自動車道側道を利用活用し、境川から一宮への市を南北に結ぶ幹線

道路として整備する考えはあるか、伺いたいと思います。 
笛吹市の地形は、笛吹川と中央道が南北に走り、縦に３つに分断されているような状況であ

ります。笛吹川右岸には県の環状線が計画され、白井河原八田線の工事も進んでいます。中央

道東側については広域農道が完成され、第二農免道も工事が進んでいます｡笛吹川と広域農道

の間には中央道が走っていますが、その側道は右に左に中央道をくぐって行かなければなりま

せん。これを拡幅整備すれば、直線で境川・一宮間を結ぶ、笛吹市の中央を南北に走る幹線道

路として活用できるのではないかと考えます。市道として整備していく考えはあるか、伺いま

す。 
次に、芦川の地域課題と今後の対応について伺います。 
８月１日に合併し、１カ月と１０日が経過するわけですが、旧芦川の人たちには、合併して

村がどう変わっていくか。おらが村の将来像はなかなか見えてこないようです。不安も多いよ

うです。地域説明会等で詳しい説明会もなされていると思いますが、合併して初めての議会で

もあります。次の点について、市当局の考えをお伺いいたします。 
過疎対策について。 
１０年前、１９９５年には６５１人の人口が、昨年、２００５年の国勢調査では５２１人、

１０年間に１３０人が減少しています。離島を除けば最も少ない人口の自治体であったようで

す。過疎化に伴い高齢化も少子化も極めて深刻な状況にあると思われます。当局の対策を伺い

たいと思います。 
次に、小・中学校存続について伺いたいと思います。 
過疎対策の一つとしての学校の存続も視野に入れてもよいのではないかと思います。また、
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区域外通学者が増え、成果も上がっているようですが、今後の笛吹市の教育行政の中の位置付

けを考えていくべきではないと思います。 
次に、芦川の景観保全、景観条例について伺いたいと思います。 
芦川の清流をはじめとする景観は貴重な資源であり、兜造り・石垣は大切な文化財でもある

と思います。この景観を保全することは大事なことだと思います。平成２０年に開通予定の若

彦路トンネルは、この景観が評価され、世間に知られ、地域活性化にもつながる反面、開発に

よる景観の破壊も考えられます。地域の人たちの合意とか支援もなくてはできないことですが、

景観条例の制定を考えているか伺いたいと思います。 
次に、空き家対策について伺いたいと思います。 
現在、芦川地域には２５０軒の民家があり、５０軒余りの空き家があると聞きました。この

空き家の有効利用を図ることと、反面、防災・防犯上からも何か対策を考える必要があると思

いますが、いかがでしょうか。 
次に、芦川の道の駅の建設について伺います。 
芦川村の継続事業で測量が行われる予定だとも聞いていますが、芦川の観光の拠点施設、ま

た、すずらん祭りの中心的な施設としての、道の駅に対しての考え方をお伺いしたいと思いま

す。 
次に、電子化が進む笛吹市のセキュリティ対策について伺います。 
最近、新聞やテレビ等で個人情報の漏えい問題が取りざたされています。その漏えい元とし

て警察署や市役所の公的機関も含まれています。その漏えい情報の件数も一度に数千件という

ような、膨大なときも見受けられます。このようなことが一市民の立場としてはとても気がか

りです。わが笛吹市でも市役所業務のかなりの部分がコンピューター化されていると思います

が、漏えい防止のためのセキュリティ対策についてお尋ねします。 
以上。 
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） 
新和会、内藤武寛議員のご質問にお答えさせていただきます。 

はじめに、２周年記念事業として、笛吹市の歌、笛吹音頭の制定を考えてはどうかのご質問

でございます。 

８月１日に東八代郡芦川村を編入合併したことに伴いまして、人口７万２，８６４人、面積

２０１．９２平方キロメートルの笛吹市が誕生いたしました。 

笛吹市は、ご案内のとおり、全国屈指の果樹産地であり、湯量豊富な温泉街、国重要文化財

を多数出土する史跡地、飯田蛇笏を輩出した俳句の里、日本の原風景を彷彿させる集落など、

特徴ある産業と多様な歴史・文化を備えた都市であります。 
こうした多彩な地域特性を生かしながら、一体的な都市整備を進めていくことが、笛吹市の

行政課題でもあります。 
ご質問の、市民の一体感と市民融和を図る施策についてですが、これまでにさまざまな施策

を展開してまいりました。 
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昨年の市制祭では、市民の心が一つになれるよう市のシンボルを定めました。「市の木」「市

の鳥」「市の花」を笛吹子ども議会で選んでもらうことで、市民に親しみやすい「まちづくり」

のシンボルとなりました。 

さらに、桃とブドウの収穫量が全国で１位になったことを記念して、「桃・ぶどう日本一の郷」

を宣言しました。「桃・ぶどう日本一」という共通の言葉を市民が共有することで、一体感が生

まれてきたと感じています。 

また、現在、市内循環バスの運行を検討していますが、公共交通ネットワークを整備するこ

とで、市民の一体感が高まることが期待されております。 

さらに、市内全域ＣＡＴＶ放送・笛吹チャンネルの放映開始もあと一歩のところまできてお

り、これが実現すると、市民の一体感が一層高まることを期待いたしております。 

このように、市民の一体感を醸成する施策は着実に展開されております。 

さて、ご質問にもありますように、笛吹市の歌をつくって合唱コンクールを開催したり、笛

吹市のスポーツ大会を開催することも、市民の一体感を醸成していくための手段として有効か

と思います。 

なお、市の歌や音頭等につきましては、市民の一体感を醸成する施策の一つとして、今後の

検討課題とさせていただきたいと思います。 

次に、市内幹線道路の整備についてのご質問です。 

まず、仮称・若彦路トンネル工事の進捗状況についてご説明申し上げます。 

ご質問の道路は、一般県道富士河口湖芦川線であり、通称、若彦路と呼ばれるルートの一角

を成す区間であります。この道路は、昭和４３年に期成同盟会が設立され、全線開通は沿線住

民の悲願であり、完成後は富士北麓と甲府圏域を結ぶ新たな交通ネットワークとして、産業・

観光の振興はもとより、防災面でも重要な避難・資材輸送路として期待されております。 

このトンネルの計画延長は２，６１５メートルで、うち河口湖工区１，４３５メートル、芦

川工区は１，１６２メートル、車道幅員は６メートルであります。 

現在、河口湖工区のトンネル掘削は終了し、芦川工区トンネル掘削工事を今年度発注し、平

成２０年度に完成する予定であります。また、舗装・設備工事は平成２１年度に発注し、２２年

度完成・供用開始を目指しております。 

次に、新山梨環状道路東側区間、石和・春日居温泉郷への接続ですが、東側区間概略計画が

本年６月公表され、今後、環境影響評価、都市計画決定等で、概ね３年程度要し、その後事業

化され測量設計・工事が実施される予定であります。概略計画では２００メトール幅でルート

が示され、若彦路トンネルから最短での接続は、石和町地内主要地方道甲府笛吹線とのランプ

になります。石和・春日居温泉郷への接続は、本年１０月供用開始となる、笛吹市御坂道１３号

線（通称・直進道）を利用することが最短と考えられます。 

いずれの路線についても、今後関係する県道の改良計画の推進を強く県に要望してまいりま

す。 

次に、第二農免農道の整備状況につきましてお答えいたします。 

笛吹市内で整備を進めております、県営農林漁業用揮発油税財源見替農道整備事業、通称・

第二農免農道整備事業は、境川町小黒坂から御坂町下黒駒に至る全長６，５１５メートルの東

八中央地区と、一宮町市之蔵から同町千米寺に至る全長２，５９４メートルの釈迦堂地区の２地

区に分かれており、平成２年度事業着手し、平成２１年度を最終年度として事業を展開してお
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ります。 

整備の状況は、工事施工延長ベースで、東八中央地区が８５．４％、釈迦堂地区が４１．０％

となっておりますが、この事業で整備を行っている区間のほか、境川地区から一宮地区までを

一本の幹線農道として総合的に整備を進めており、第二農免農道の両区間を接続する同規格の

農道整備を、県営活性化農道整備事業等を取り入れて整備しております。この延長を含めます

と、笛吹市の第二農免農道等高規格農道の計画整備延長は１万２，７８７メートルとなり、そ

の整備状況は、施工延長で９，３８４メートル、進捗率は７４．０％となっております。 

次に、中央自動車道側道を活用し幹線道路として整備する考えはあるか、のご質問ですが、

中央道の側道については、高速道路の建設工事用道路として、当時の道路公団が開設したもの

でありまして、高速道路の開通後各町村に譲与移管され、現在は笛吹市道として管理しており

ます。 

現況につきましては、境川町から一宮町までの区間約１０キロメートルのほぼ全線について、

幅員が４メートルの市道と幅員が６メートルの市道を管理しております。道路幅員につきまし

ては、区間によりまして南北の位置が入れ替わっている現況であります。 

また、交差する主要な河川については、橋梁が整備されていないため、連絡道路としての機

能が悪い状況となっております。 

整備に対する考え方でありますが、本路線は行政サービスの向上と日常生活の利便性を高め

るとともに、諸施設と市街地を円滑に結び地域間交流を促進するなど、新市を循環する道路網

整備の上からも骨格路線となるため、笛吹川左岸地区を縦横断する連絡幹線道路と考えており

ます。 

また、本路線については、計画区間内で県道白井甲州線、藤垈石和線、甲府笛吹線、栗合成

田線、田中勝沼線、国道２０号および１３７号など主要な道路と交差することとなるため、活

力と交流の都市基盤づくりのための幹線道路として、整備を検討していきたいと考えておりま

す。 
次に、芦川の地域課題と今後の対応についてのご質問でございます。 
はじめに、過疎対策についてお答えいたします。 
旧芦川村における人口の推移を見ますと、昭和３５年の国勢調査においては総人口１，

７３４人、その後、５年ごとの調査で７％～２０％の人口が減少しており、昨年の国勢調査の

速報値では５２１人で、昭和３５年時の３割となっております。 
こうした状況の中で、旧芦川村は過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法において過

疎地域とされ、定住者の促進を図る事業などを盛り込んだ過疎計画を策定し、過疎債などを活

用しながら住宅の整備などを行ってきたところであります。 
過疎法による過疎地域の指定については、合併日をもって笛吹市の旧芦川村区域を過疎地域

とみなされる区域とする総務大臣の告示があり、笛吹市の過疎計画を策定することとなってお

ります。 
この計画につきましては、合併協議会において、芦川村過疎計画は現行のまま新市に引き継

ぐことが確認されており、この調整方針に基づき旧芦川村での取り組み状況を見た上で 新市

過疎計画を策定することで現在調整中であります。 
芦川地域の過疎対策につきましては、この計画に基づくとともに、若彦路トンネルなど道路

網の整備や、インターネットなどを活用できる情報インフラの整備を進めることで、生活や就



 ７１

業できる環境をつくり出し、活性化が図れるよう取り組んでいきたいと考えております。 
次に、芦川地域の景観保全、景観条例を制定する考えがあるかについてでございます。 
芦川地域の素晴らしい自然景観と、長い歳月をかけ、先人たちにより築き上げられてきた石

垣の景観など、地域の魅力を十分に生かすことのできるよう、景観の保全について検討してま

いりたいと考えております。８月３０日に設置されました芦川町地域審議会へ、芦川町地域に

おける景観保全対策について検討していただくよう、諮問したところであります。 
今後、地域の皆さんの声をお聞きする中で、ＮＰＯなどのご協力もいただきながら、景観の

保全方法や条例の制定などについて検討してまいりたいと思います。 
次に空き家の利活用についてお答えいたします。 
ご質問の芦川地域における空き家の状況については、全体で５０軒ほどとなっており、併せ

て遊休農地の増加により景観の維持・保全が危ぶまれております。 
昨年、旧芦川村におきまして、空き家となっている茅葺き家屋の所有者にアンケート調査を

行ったところ、活用策について検討してもよいという回答が９件、売却・貸し出しは行わない

が１１件という調査結果が出ております。 
このような状況の中で、総務省では過疎地域における交流居住の推進に関する調査で、施策

推進のための一つとして、交流居住推進プログラム策定事業のモデル市町村として芦川村を選

定し、空き家の利活用について情報の蓄積を行うため、今年度は、「空き家・空き地情報収集ア

ンケート」などが計画されております。 
ご承知のとおり、芦川地域の特徴的な景観として、茅葺きで兜造りの民家があり、空き家と

なっているところも多い状況であります。 

市では、芦川地域の定住促進や景観保全も含めた中で、総務省の事業を活用しながら、空き

家の活用について考えてまいりたいと思います。 
次に、芦川地区における道の駅の建設についてであります。 
現在、県で建設を進めております県道河口湖芦川線、通称・若彦路道路は、平成２０年度開

通に向け事業が進められております。 
この道路が開通しますと、自然豊かな観光ルートとして通行量の増加が見込まれ、旧芦川村

では、これを機会に中山間整備事業の中に、観光や都市住民との交流の拠点施設となるような

活性化施設の建設を取り入れ、道の駅的な施設を計画しておりました。現段階におきましては、

建設候補地の現状の地形の状態や、地権者の権利関係等の基本的な土地状況の調査が終了して

いるものの、事業の施設規模、運用方法、建設方法等、基本的な計画等がないため、市としま

しては、これから地域審議会や関係機関等のご意見を十分お聞きしながら、県当局のお力等も

お借りし、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
次に、電子化が進む笛吹市のセキュリティ対策についてお答えいたします。 
ご質問のように、個人情報の漏えい問題が警察署をはじめとする公的機関でさえも発生して

いることが、テレビ等で報道されております。 
市では、このような情報漏えい等の事故を未然に防ぐための対策として、笛吹市情報セキュ

リティポリシーを策定して対処いたしております。このセキュリティポリシーは、いわゆる訓

令に属するもので、情報漏えい事故の防止などのセキュリティ対策の根幹をなすもので、職員

に対する懲戒規定も含まれております。 
内容は、基本的な方針を示した部分と、具体的な対策の基準となるものを示した部分の２つ
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で構成されております。その基本的な方針として３つ掲げております。 
第１に、許可された者だけが情報にアクセスできることを確実にする「機密性」の確保。 
第２に、情報やその処理方法が正確で完全であることを保護する「完全性」の確保。 
そして、第３に、許可された利用者が必要なときに必要な情報にアクセスできることを確実

にする「可用性」の確保です。 
この３つを確保することを大きな目標として基本方針を定めております。 
つまり情報漏えいを防ぐための基本的な方針は、機密性・完全性・可用性の継続的な維持で

あります。そして、これらの基本方針を実現するために具体的な対策として、３つの対策を講

じております。 
その第１の対策として、パスワードの長さや、ウイルス対策等の技術的な方法によるセキュ

リティ対策です。 
第２に、利用者教育などの職員に対する倫理教育的な人的セキュリティ対策。 
第３に、サーバー室の鍵掛や、パソコンの盗難防止装置設置などの物理的な方法によるセキュ

リティ対策の３つであります。 
この３つ対策をバランスよく運用することにより、基本方針の機密性・完全性・可用性の継

続的な維持が可能となります。 
また、セキュリティ意識向上のための具体的な対策として、昨年度は全職員を対象にした情

報セキュリティ研修を実施いたしました。これらは、いくら技術的なセキュリティや物理的な

セキュリティを向上させても、実際に機械を操作するなど、情報を扱うのは職員です。その重

要性を再認識してもらうために、職員セキュリティ研修を実施いたしました。 
さらに、定期的に笛吹市情報セキュリティ委員会を開催しております。この委員会は部局長

以上の職員をもって構成されており、現状報告や今後の対策等を検討しながら、継続的に情報

漏えい事故の防止に努めております。 
日々進歩する情報化社会の中で、日本国内はもちろんのこと、世界の情勢等を見据えながら、

費用対効果の十分上がる方法を検討しながら、今後とも市民の安全・安心の確保に努力してい

く所存であります。 
以上、答弁とさせていただきます。 
なお、教育関係につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
続いて、教育長より答弁を求めます。 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
内藤議員の代表質問、市民参加型スポ－ツイベントについてと、芦川小・中学校の存続につ

いてのご質問にお答えさせていただきます。 
はじめに、市民参加型のスポーツイベントについてでございます。 
現在、笛吹市では、体育協会、スポーツ少年団などの団体を中心として、スポーツ活動が展

開されております。 
体育協会では、３３競技団体で約４，４００名の会員が各種のスポーツ活動を行っており、

スポーツ少年団では、６４団体、団員１，６４３人、指導者は３４５人で活動しております。 
体育協会主催で今年４月に第１回笛吹市体育祭りを各競技団体ごとに、地区対抗形式で開催
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いたしましたが、この大会は体育協会加盟者のみの大会で、一般の方の参加はありませんでし

た。 
一般の方を対象としたスポーツイベントは、この２月に開催した市民ウォークがあります。

このイベントは、約８キロメートルの金川の森公園のコースを、自分の体力に応じたペースで

歩き、周囲の景色を楽しみ、また、仲間とおしゃべりしながら歩くものです。平成１８年度も

体育指導委員さんの協力を得ながら、春日居地区でコースを選定し、開催する予定で現在協議

を重ねております。 
また、体育指導委員を中心とした、ニュースポーツの普及や軽スポーツ教室を各地域ごとに

開催しております。 
一般市民の皆さんを対象にした、老いも若きも楽しめるスポーツイベントの開催については、

市民の一体感や交流を図る意味合いで非常に効果があると思いますので、今後、体育関係団体

等と協議・検討させていただきたいと考えております。 
次に、芦川小・中学校の存続についてでありますが、午前中、降矢議員のご質問に答えさせ

ていただきましたことの繰り返しになりますが、４月の合併協議会の結論を受けて、両市村教

育委員会が中心に検討委員会を立ち上げ、存続問題を検討いたしましたが、一致した結論には

至らず、７月１９日に両教育長が、存続に対する方針を文書にして、合併協議会事務局に提出

いたしました。７月２５日に開催の第４回法定合併協議会において一致を見なかった学校存続

問題は、合併後、笛吹市教育委員会を中心に検討していくことが確認されております。 
笛吹市教育委員会といたしましては、３０人の芦川の子どもも、６町村６，５００人の児童・

生徒も、その一人ひとりに等しく教育の機会・環境を与えることを第一義としております。 
合併後、市内の子どもはすべて平等な取り扱いを基本といたします。 
芦川小・中学校に対する今後の運営方針として、小・中学校ともに、平成１９年度中に深く

状況を精査する中で運営方針を固め、平成２０年度から、市の新たな方針のもとに教育を行う

ものとするとの考えで、対処してまいる所存であります。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

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。 
市の歌、市の音頭は笛吹市の顔でもあり、体制とか体裁を整えていく上でも大事なことであ

ると思います。一日も早い実現をお願いします。 
また、市民参加のイベントについてですが、今回は市民の連帯感・一体感を養うという観点

から質問させていただきました。さまざまな方策はあると思いますが、連帯感養成のため、ぜ

ひ前進が図られますようお願いいたします。 
これは要望で結構です。 
次に、若彦路トンネルの工事に伴う多量の残土が発生すると思われますが、その処理につい

て伺いたいと思います。 
次に、第二農免道は、境川、八代、御坂、一宮を結び、中山間地を通過しますが、甲府盆地・

南アルプスの景観が素晴らしく、春には桃の花がじゅうたんのように広がり素晴らしい景観で
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あり、日本一の桃の里の証でもあると思います。まさにこの景観は笛吹市の宝物であると思い

ます。この桃源郷を走る第二農免道は、ただ通り過ぎるだけでは誠にもったいないと思われま

す。この宝物を大事に活用するべきだと思います。この道路を桜やハナモモの並木道としての

活用はいかがでしょうか。また、沿線の開発、農産物の直売所、展望台等の設置はお考えでしょ

うか。 
また、若彦路トンネルからこの道路を経由して石和・春日居温泉郷への観光客の誘導等、計

り知れない利用度のある道路であると考えられます。農業と観光の両面からも有効活用ができ

るのではないかと思いますが、見解を伺いたいと思います。 
次に、芦川の問題ですが、芦川の地形的・地理的な条件からも、地震や自然災害に対する備

えをどうするのか。災害が起きた際の避難等、高齢化が進む中での住民の安全を図るためには、

どのような方策を考えられているか伺いたいと思います。 
次に、芦川の学校問題について、再度伺います。 
統合することにより、笛吹市の教育行政にとって、どんな点で利点があるのか。また、芦川

の子どもや保護者にとって、良くなる点があるか考え方を伺いたいと思います。 
また、不登校児童の受け入れ等により、区域外通学の成果も上がっているようですが、この

点をどのように評価するのか伺いたいと思います。 
私は、教育問題を財政面からだけで考えたくはないし、考えるべきではないと思います。現

状では、芦川小・中学校の経費は交付金で賄われていると伺っておりますが、いかがでしょう

か。 
仮に、統合する場合、児童・生徒が通学する方法、受け入れる側の学校の児童・生徒数と先

生との関係。何人学級とかいいますね、そのような問題が生じてくると思いますが、どのよう

に考えているか伺いたいと思います。 
それから、職員それぞれにインターネットにつながるパソコンが用意されているようですが、

情報の漏えい等は、インターネットを通じての事例が多いようですが、その対策は何か講じて

いるのか伺いたいと思います。 
以上、再質問とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
内藤議員の、若彦路トンネルの残土をどうするかということでございますが、既に残土捨て

場は芦川村等に用意がしてございまして、その防災対策も含めて現在進行中であります。 
それから、第二農免道の件でございますが、もう少し地権者の理解、あるいは、旧公図によ

る不合理性等々の課題が残っておりまして、一日でも早くこの点について解決し、工事の完成

を目指しております。おそらく上から眺めた状況によりますと、本当に景観のいい、甲府盆地

が一望できるような素晴らしい観光スポットになるのではないかと思います。 
ご提案の桜並木にするとか、あるいは、ハナモモの並木にするとかという提案でございます

が、完成の中で、今、完成しているところをよく調査しながら、植えた場合に眺めはどうなる

のか、いろんな点で検討しながら、あるいは、現在ある、八代にも桜の公園がございますから、

あるいは御坂にもございますから、こういったものの整合性をどう図っていくか、あらゆる角

度から観光面にいかにしたら活用できるかという面について､今後の検討課題とさせていただ
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きたいと思います。 
あとにつきましては、それぞれの担当部長がお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
芦川村の防災対策につきまして、お答えを申し上げます。 
芦川村には芦川村の地域防災計画が、平成９年に策定したものが現在ございます。それによ

りますと、４集落、集落ごとに避難施設等が定められておりのます。それは神社とか公民館と

か学校が施設になっているわけですが、ただ、これから高齢化、あるいは、そういったもろも

ろの諸条件の中で、どういった対策が図られるかという問題が確かに急務でございます。現状

の中では、やはり芦川地区の４つの集落の中は、芦川はご存じのとおり渓流が豊かでございま

す。そういった中で土石流あるいは土砂災害等、そういった危険個所に避難場所となっている

ところがあるわけです。そういったところの現状を十分把握する中で、今後、笛吹市の地域防

災計画の中に組み入れて、各関係機関と協議、意見を聞く中で、笛吹市防災計画としての策定

を考えていかなければならないと思っています。 
それから、次に、職員のインターネットに関した多くの事件が発生するわけですが、その対

策についてでございますが、先ほどの市長の答弁の中にも、笛吹市の情報セキュリティポリ

シーを策定し､それを基本方針に機密性・安全性・可用性、こういった３つの基本方針を基に

安全性を確保するとお答えを申し上げましたが、そういった中で、やはり職員のモラルの欠如、

職員の不注意、そういったことが大きな事故に発生することが多分に、現実に起きているわけ

です。そういった中でどういった対策が必要になるかというわけですが、許可されたものだけ

が情報にアクセスできることを確実にする、そういったことが急がれるわけですが、実際、現

状を見ますと、ホームページの中でゲーム、オークション、ショッピングとかいろいろなホー

ムページで検索できるわけです。そういった業務上不必要なホームページへつながることが、

いままではできたわけですが、これは今回ソフトを導入したわけですが、課ごとに必要なもの、

許可されたものだけを開くことができる、そういったソフトを導入しまして、大きな事故の発

生を未然に防ぐということで、対策を実施しております。 
要するに、閲覧制限をすることにより、不正なホームページにつながることによるウイルス

感染防止、あるいはホームページからの情報漏えいを防止することにより、より一層の安全・

安心の確保に努めてまいりたいと考えております。 
○議長（龍澤敦君） 

芦原教育長。 
○教育長（芦原正純君） 

学校関係について、幾つかご質問をいただきました。お答えを申し上げたいと思います。 
最初にも申し上げましたように、１９年度中に精査するという、そのことの意味でございま

すが、先ほど交付金の問題がございましたが、開会のときの総括質問の中でも、１８年度にお

いてはもう既に６００万円くらいマイナスになるというようなお話がございました。これは財

政課長のほうから話されたとおりでございます。 
そういった教育問題を財政だけで片づけてはいけないとは思いますが、今、私ども心配して

おりますことは、学校の建物につきましても、耐震診断が未実施のところがある。中学校の教
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室それから体育館、このようなものもきちんと調査をしていかなければなりませんし、それか

ら、児童・生徒の数の動向でございますが、今のところは来年度がマイナス１くらい。現在は

小学校に１５名、中学校に１４名、２９名おりますが、来年度は、小学校は変わりませんけれ

ども中学校が１名減ということになります。そういった動向も、何年間を通してという形で調

べていかないと、はっきりしたことは申し上げることができません。 
そんなふうなことも含めて考えさせていただきたいと思います。 
それから、不登校の子どもの扱いについては、環境を変えればというのは、芦川だけでなく

ても、ほかの学校に行っても解決されたというようなことがございます。そのへんも含めて、

今、区域外の通学をしている子もいます。それらも含め、いろんな面でよく精査をしながら、

この問題については考えていきたいと思っております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
再々質問を許します。 
内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 
今の芦川の学校の問題の中で教育長の言われる生徒の数ですが、私が質問したのは、受け入

れ側の、例えば八代小学校なり、御坂の小学校なりが受け入れる場合、その芦川の小・中学校

の生徒が入ることにより、その数が変わって、はっきり言えば、３０人学級とか４０人学校の

ことで、受け入れる側の父兄とか生徒のほうから、新しい問題が生じるのではないかという危

惧を感じたものですから、その点を伺ったわけです。また検討委員会の中で検討をお願いしま

す。 
合併して２年、笛吹市民にとっても大きな変革の２年間だったと思います。これからもまだ

まだ荻野市長を先頭に数々の改革が進められていくと思います。その中で全員の賛成を得られ

る政策ばかりとは限りません。ときには、市民にとりましては納得のいかない政策であったり、

傷みを伴う政策であったりすると思います。その中で、ぜひ時間をかけて、少しでも理解が深

まるような説明と努力をお願いしたいと思います。その点の荻野市長の意気込みを改めて伺い

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） 
今、内藤議員ご指摘のとおり、合併して２年余りが経過するわけでありますが、やはり何と

言いましても、一つひとつの施策につきまして、市民の皆さま方に十分なご理解をしていただ

かないと、前進ができない。午前中のご質問の中にありましたように、例えば、職員の中です

ら、私が市民第一主義ということで、何があっても市民のためにまずすることによって、市民

にどのように喜んでいただけるか、市民にどのような影響があるかと、そういうことを中心に

ものを考えましょうと、こういうことをかなり繰り返し申し上げておりますけれども、それで

も、なかなか浸透しない。これは時間をかけてやらなければならないというように思います。 
今、情報化社会の中で、幾つか策があるわけですが、先ほど申し上げましたように、例えば、

今、一宮地区はＣＡＴＶが入っておりまして、この議会の模様もそっくりそのまま家庭で見ら
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れるような状況になっています。これをあと２年くらいの間にできるというように、私は期待

をしているわけありますけれども、笛吹チャンネルというようなのができまして、この模様を

市民にもお伝えできる。あるいは、市から直接、今度はこういうように問題が変わるから市民

の皆さま、ご検討いただきたい、あるいは、こういうようにご理解いただきたいと、そんなふ

うな手段を考えながら、あるいは、インターネット等も活用しながら、あるいは、広報等を通

じながら、あるいは、それぞれの自治会の活動を含めて、市民のご理解を少しでも得るような

努力を進めていきたいと、こんなふうに思っております。 
よろしくご理解をお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、新和会の代表質問を終わります。 
次に、公明党の代表質問を行います。 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
秋篠宮、秋篠宮妃､両殿下におかれましては、お子さまのご誕生､心よりお喜び申し上げます。 
健やかなご成長と皇室の一層のご繁栄を祈念いたしまして､質問に入らせていただきます。 
公明党としまして､４点質問させていただきます。 
はじめに､自治体における危機対策についてお伺いいたします。 
武力攻撃やテロ等から国民の命や財産を守るため､平成１６年９月に国民保護法が施行され､

平成１７年３月には国民の保護に関する基本指針を閣議決定しました。この指針を基礎にして､

都道府県は１７年度中に国民保護計画を、市町村も１８年度中に国民保護計画を作成すること

になりました。 
日本の有事法制は、有事体制の基本を定めた武力攻撃事態法と武力攻撃の排除や国民保護の

５対策を定めた、有事関連法の二本柱で構成されております。 
有事対象のうち､武力攻撃の排除は国の役割ですが、住民避難や被災者救助など国民の安全

確保は、住民に身近な地方自治体が主要な役割を担うことになります。 
有事法制では、国と地方自治体との連携が不可欠であり、さらに避難情報などの情報提供に

おいては、指定公共機関、放送、電気、ガス、輸送などの公益事業を営む法人との連携も必要

であります。 
そこで、本市におきましての国民保護計画について、市長のお考えをお伺いいたします。 
２点目としまして、企業の協賛などによる子育て支援についてお伺いいたします。 
子育て中の家庭の負担を軽減しようと、買い物や施設を利用する際に料金割引や特典などを

受けられるサービスを提供する自治体が広がっております。仕組みのポイントは、地域企業の

協賛です。経済的支援と地域における子育て支援の両面から、有効な支援策の考えだと思いま

す。 
本市においても、子育て中の家庭の負担の軽減に社会全体で応援する、この事業に向けての

ご所見をお伺いいたします。 
次に、地方自治体における任用勤務形態の多様化についてお伺いいたします。 
平成１６年６月９日に、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が改正され、

地方公共団体における職員任用の幅が広がりました。この法改正の国会審議で、任期付職員に

文化人・芸術家を採用することが、市町村長の判断でできる等、答弁がありました。 
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具体的には、各団体が行うイベント等のアドバイザーやコーディネーターとして雇用するな

どが考えられます。また、さまざまな面で文化・芸術、また、教育関係についてもこの制度を

活用できると思います。 
この任期付短期間勤務職員をもって充てることを想定している分野では、現在、臨時職員や

非常勤職員により一部の業務が行われている場合があります。非常勤職員は常勤職員と同様の

本格的な業務を行うことができないと解せられており、同じ分野の業務に就く場合においても、

任期付短期間勤務職員が本格的な業務を担い、非常勤職は補助的な業務に就くことになります。 
本市においてもこの制度の活用で地域の文化・芸術の振興をと考えますが、市長のご所見を

お伺いいたします。 
最後に、文字・活字文化振興の推進についてお伺いいたします。 
公明党を中心に活字文化を守り発展させるための、文字・活字文化振興法を成立させること

ができました。国民の活字離れや若者の読解力の低下が著しいことが背景にあります。 
公明党は一貫して活字文化の振興を重視してまいりました。 
２００１年１２月に制定された子どもの読書活動推進法においては、朝の読書、ブックス

タート事業、読み聞かせ運動など全国で推進してまいりました。 
こうした中、子どもたちの読書活動を推進する上で、学校図書の果たす役割は最も重要であ

ると感じました。 
文部科学省は平成１４年度を初年度として、学校図書館図書整備のための５カ年計画を策定

し、毎年約１３０億円が地方交付税で措置されてきました。 
未来を担う子どもたちのために、より良い読書環境の構築が必要であると感じます。 
今日、テレビ、ビデオ、インターネット等、さまざまな情報メディアの発達・普及や子ども

たちの生活環境の変化により、読書離れが指摘されております。活字文化が衰退し、人々が断

片的な情報に左右されて、自分や社会の将来について主体的に考えることを怠れば、それは民

主主義の危機にもつながります。健全な社会を支える文字・活字文化の振興に向けましてのご

所見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） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
公明党、渡邉清美議員の代表質問にお答えいたします。 

はじめに、自治体における危機対策についてのご質問でございます。 

わが国を取り巻く安全保障環境は、冷戦終結後１０年以上が経過し、わが国に対する本格的

な侵略事態発生の可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、

国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が、

差し迫った課題となっております。 

ご案内のとおり、平成１６年６月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律（国民保護法）を制定し、平成１７年３月に国の指針が示されました。また、平成１８年

３月に策定された山梨県国民保護計画は、国民保護法第３５条に基づく市町村国民保護計画作
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成の基準を示しております。 

笛吹市におきましては、国の指針および県の国民保護計画を基に、本年７月に市国民保護協

議会を設立し、笛吹市国民保護計画の策定作業に入りました。計画では、武力攻撃事態等にお

いて、住民への警報の伝達、避難住民の誘導・指示など、市民の保護措置を的確かつ迅速に実

施し、また、市町村の区域内において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進できる

よう求められております。 

これらのことを基本として、地形や交通等の違いからくる地域的な特徴について、市国民保

護協議会の意見をお聞きしながら、来年３月を目途に笛吹市国民保護計画策定作業を行ってお

ります。 

次に、企業の協賛などによる子育て支援についてのご質問についてお答えいたします。 

少子化が進行する中、地域、企業および行政が連携して子育て家庭を応援し、経済的負担を

軽減し、子育てしやすい環境をつくっていく必要があります。 

県では、少子化対策・子育て支援の一環として、やまなし子育て応援カード事業を１０月１日

の事業開始に向け、準備を進めております。 

この事業は、県と市町村が協働して行う事業であり、１８歳未満の子どもを３人以上持つ世

帯に対して、経済的な負担の軽減を図るとともに、地域、企業および行政の子育て支援に対す

る理解を深め、社会全体で子育てを支援していくという、機運の醸成を図ることを目的として

いる事業であります。 

子育て応援カードを提示することにより、本事業に協賛する店舗、施設等が提供する特典を

受けることができます。 

市町村の業務としましては、応援カード事業の趣旨を住民に周知するとともに、応援世帯か

らの申請に基づき応援カードの交付を行います。 

協賛企業における割引などの特典の設定については、各企業の判断により独自に設定されま

すが、この事業が息の長い取り組みとして定着しますように取り組んでまいります。 

なお、地域振興といった観点からも、制度施行後の利用状況を見ながら、本市独自の取り組

みも検討してみたいと考えております。 

次に、地方公務員制度における任用勤務形態の多様化についての、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用所見についてお答えいたします。 

地方分権の進展に伴う地方行政の高度化、専門化が進む中、地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律が制定され、さらに平成１６年６月には法の一部改正により、任期付

短時間勤務職員制度も導入されるなど、地方公共団体において、専門的な知識や経験のある人

材を任期付職員として採用できるようになりました。 

公務員の仕事は、言うまでもなく中立性、公正性が確保されることが必要であり、公務の運

営は行政組織の中で業務の経験等を通じて育成されていく人材が基本であると考えますが、市

役所の公務の中では育成することが難しい専門性や知識経験は、外部から確保していくという

ことも、住民サービスの充実という視点から重要であるとも考えております。 

任期付職員の採用制度は、そのための有効な採用形態の一つになると認識いたしております。 

今後は、市政における喫緊の課題に対応するため、条例制定を考えるとともに、文化、芸術

等教育分野はもとより、他の分野においても高度な専門的知識・経験を有する業務や最新の知

識・技術を要する分野での住民サービスの充実に関し、市役所の中で育成すること自体が効率
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的でない場合は、必要に応じ任期付職員および任期付短時間勤務職員の採用も検討していきた

いと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

なお、学校教育関係につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、教育長より答弁を求めます。 

教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 

渡邉議員の文字・活字文化振興の推進についてに、お答えさせていただきたいと思います。 
渡邉議員のご質問にもありますように、平成１３年、子どもが自主的に読書活動できる読書

環境の整備をするため、子どもの読書活動の推進に関する法律が公布、施行されました。 
この法律には、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けられるよう、また、すべての子どもが、あらゆる機会とあ

らゆる場所において、自主的に読書活動ができるよう、積極的にそのための環境整備を推進し

なければならないという、基本理念が掲げられております。これを具体化するため、国、地方

公共団体に施策の実施が求められました。 

地方公共団体に対しては、子ども読書活動推進計画の策定が定められております。 
これらを受け、翌１４年、財政上の措置を含んだ、国の子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画ができました。５年間、総額６５０億円、年間１３０億円を地方交付税で措置する

という内容であります。 
ご質問にもありますとおり、未来を担う子どもたちに、より良い読書環境を整えることは教

育行政の大きな役割であります。国語力はすべての基本であり、文字文化の衰退は人間性の衰

退にも通じるものがあると考えます。 
笛吹市では、現在、芦川地区を除いて、子ども読書の推進役を担う学校図書司書を市担で全

校に配置し、読書教育に力を注いでおります。 
また、それ以外にも、１７年度システム統合された市内６図書館に４０名余の司書を配置し、

年間６０万件の貸し出しを行っております。 
まず、文字・活字振興のため、各学校が行っている読書推進の現状についてご説明申し上げ

ます。 
各校とも、それぞれの年間活動計画表、あるいは年間読書指導計画書に基づき指導を行って

おります。特に全校で共通して行っているのは、授業が始まる前の朝の読書です。学校により

毎朝実施しているところ、週１回から３回のところと、回数はさまざまで時間も１０分から

１５分の短い時間ではありますが、指導する先生方からの報告からも、その効果のほとんどは

確認されております。 
この読書の特徴は、感想文はない読みっぱなしであり、ひたすら好きな本を読むことに集中

することです。 
その効果をかいつまんで申し上げますと、まず、心に落ち着きが出て、授業に集中して取り

組むことができるようになったと、どの先生方からも報告がされております。さらに、普段読

書をしない子どもに、読書時間と読書場所が確保できたことも大きな収穫であります。 
これらの相乗効果により、読書の習慣ができたこと、本を読む能力が高まり、さらに、想像
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力や表現力を豊かにし、思考力を養うことの実績が上がっております。 
また、子どもたちの年間図書貸し出し冊数も、１人平均７０冊から１００冊、学校によって

は２００冊という報告もされて、着実に、そして確実に読書指導が実を結び、定着してきたこ

とがうかがわれます。 
今後も、市立図書館との連携を密にし、学校への団体貸し出しや、相互貸借のシステムを活

発にし、図書に、より親しめる環境構築に力を注い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。 

○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） 

世界に新たな脅威の存在と印象付けた２００１年９月１１日の同時テロから、ちょうど５年

目になりました。 

自然災害とはまったく違う環境下での任務となるため、防災計画をそのまま利用できないと

は思います。最も大事な任務は、外部から武力攻撃が迫った、テロなどが起こったとき、いち

早く住民をその地域から避難させることです。特に避難進路については、いったん自衛隊が出

動した場合、部隊が移動に使った道路は、移動後も補給など後方支援用に確保すべき必要があ

り、住民の避難経路として使えなくなる可能性がありますが、この点の対策はいかがでしょう

か。 

さらに、消火活動や化学物質などの汚染拡大防止、警戒区域内の立ち入り禁止、そこを立ち

去るような撤去の命令なども行います。こうした措置を確実に行うために地域の実情を常に把

握するための体制づくりも必要だと思います。 

また、国民保護の実施にあたっては、人権を尊重し土地使用などの権利を制限する場合も、

必要最低限として適正手続きで行えるよう、この点もよろしくお願いいたします。これらにつ

いて対策をお伺いいたします。 

次に、企業の協賛などによる子育て支援でございますが、本市においても市独自のものを考

えてくださるという大変喜ばしい意見をいただきまして、市民の皆さまも期待していると思い

ます。私たちも新聞を見まして、笛吹市が出るたびに、いち早く他の市よりも率先して、こう

いうことをやったなということが分かりますと、すごくうれしく思います。市民の皆さまもそ

うだと思いますので、どうか他の市には負けない素晴らしい対策をよろしくお願いしたいと思

います。これは要望です。 

地方公務員制度における任用勤務形態の多様化につきましては、一定期間に終了することが

明らかな事業、業務の増加が一時的な事業に対し任期付職印を充て、行政ニーズに的確に対応

しつつ行政の肥大化を防止することが重要ではないでしょうか。例えば、数カ年限り予測され

る増加するクラスについては、その任期だけの教職員を充てるとか、そういうことを今後お考

えになっているのか伺います。 

短期間勤務を固めることにより、職員の方が夜は大学とかそういうところに通えるような、

また、ボランティア活動をするような、優秀な職員の皆さま方ですから、きっとこうしたこと

を心の中に思っているけれども、勤務時間がいっぱいで、いろんな仕事がいっぱいでできない

という方もいらっしゃると思います。そういった方々が、夕方、終わって大学等で勉強すると
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か、そういうことにも今後充てていってくだされば幸いだと思っております。 

また、文字・活字文化振興の推進については、本の読み語り、そして読書アドバイザーの育

成について、どのように行っているのか。中には司書の方が本当に熱心に読み聞かせをしてく

ださいますけれども、声がつぶれるほど、がんばっている方もいらっしゃいます。なかなか日

常の仕事が忙しくて、そういう補助的なことも必要だと思いますので、この点どのようにお考

えになっているのか。また、学校教育で言語力の育成はどのようになさっているのか。 

そして、図書館などを見てまいりますと、人気の本は誰もが借りたがる。夏休みなんかは、

いっぱい借りたいのに冊数がないということもありますので、どうか人気のある本は１冊だけ

ではなくて、数冊くらいそろえていただきたいし、また、低学年が見る童話とかそういうもの

を見ますと、折りたたんであと少しで破れてしまうようなものも、セロハンテープで留めてあ

るようなものもあります。でも、小さいお子さんはそれをうちへもって帰って、もしそれが破

れてしまえば、また学校へ持っていくときに罪悪感というか、大人では古かったんだからと思

い切りますけれども、純粋な子どもさんは、それによって借りることを遠ざけてしまうような

こともありますので、そういう古い本は新しくして、そういう傷つかないような対策もお願い

したいと思います。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

渡邉議員の再質問にお答えさせていただきます。 

国民保護法の件でございますが、これにつきましては、風水害あるいは地震等の災害につい

ては、いろいろな角度で過去の教訓をもとにしながら、今、避難訓練等をはじめとする災害対

策の方法について、いろんな面から検討がされております。なおかつ国民保護計画については、

実は、マスコミ等でいろんな情報は得ておりますけれども、実際に自分たちの実感としてそう

いう経験はまだないわけであります。そういうことを想定しながら、今、笛吹市の保護計画を

策定いたしております。 

ご指摘のように、自衛隊が通ったら、そこは補給路として使えなくなるというようなことも、

いろいろな部分からご提案をいただきながら、より確実な笛吹市の国民保護計画を策定したい

と考えております。ご意見をさらにいただければありがたいと思います。 

次に、短期間職員の採用の件でございますが、先ほども申し上げましたように、新しい制度

でございます。活用方法によっては、ご提案いただきましたように、職員の別の意味でも活用

できるというようなことも想定させていただいております。 

いずれにしましても、新しい制度でありますから、試行的にこのことを一日も早く体制が取

れるように努力をしていきたいと、こんなふうに思っております。現在は、職員数をいかに減

らせるかということが、実は大きな課題でありまして、逆に、減らしながらそういうこともやっ

ていかなければ、あるべき形に近づかないわけでありますから、十分にそのことを念頭に入れ

て進めさせていただきたいと、このように思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

芦原教育長。 
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○教育長（芦原正純君） 

何件かいただきましたので、お答えさせていただきます。 

読書アドバイザーというようなお話でございますけれども、今、学校で早朝の読書時間があ

ります。そのときにボランティア的に来ていただけるような方、また、図書館の中で司書さん

には、県の図書館なんかはそれの研修がありますので、できるだけそういうようなところに

行って、自分がそういった技術を身に付けるようにして、さらに、それをまた一般の方にも普

及していただく。特にボランティアの方には、そういうふうな自分がやってきたことをお伝え

するというようなことを考えております。 

それから、古い本で壊れそうなものというようなお話でございますが、確かに、古い本もあ

りますし、人気のある本は引っ張りだこと言いますか、数が足りないというようなことがあり

ます。古くなった本について、傷みのひどい本は順次更新をさせてもらっています。学校によっ

て更新の冊数は違いますが、ここのところだいぶ数を新しくさせてもらっています。 

ただ、子どもたちがそういう本を使ったときに、もし壊してしまった、破いてしまったとい

うときに、それをどのように指導するかということが非常に大切なことだと思います。それは

正直に、こういうふうな扱いをして破れてしまったとか、これはどうしたらいいでしょうかと

いうような、そういうことが素直に言えるような子に育ってほしいと、こんなふうに思ってお

ります。 

それから、図書館にはその本が１冊しかないというような場合もございます。要望があれば、

これは図書館システムを使いまして、他の図書館にあるものを借りることもできますので、一

つの図書館に５冊、１０冊というように同じ本を置くのではなくて、あちこちの図書館に何冊

かずつ置かせていただいて、それをお互いに融通し合う、そのためのシステムの構築がなされ

ましたので、ぜひそんなふうなことを利用していただきたいと、こんなふうに思っております。 

それから、読解力の指導ということですが、これについては教科の中での指導ということが

主になってくると思います。国語だけでなくて各教科、それぞれ解釈できなければ問題解決に

つながらないというようなことがありますので、どの教科についても同じことが言えると思い

ます。特に基礎・基本というものを充実させるという、こういう基本姿勢で臨んでおりますの

で、そのうち効果が表れてくるのではないかと、こんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 

渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 

これは要望ですが、文化・芸術ということで、地域におかれまして県外から芸術家の方たち

が、この笛吹市にきている方たちもいらっしゃいます。そして、市民の方たちから、そういう

方たちの力を借りて、何とかその人たちをも笛吹市のために、力になってもらいたいという意

見をだいぶ前から、私聞いておりましたので、区長さん方々はそういう方をご存じだと思いま

すから、また区長さんたちの集まりの中で、そういう方たちがどこにいらっしゃるのか把握し

たり、そういう文化・芸術の力のある方を市としても吸い上げていただきたいと思います。 

以上です。 

ありがとうございました。 
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○議長（龍澤敦君） 

以上で、公明党の代表質問は終わります。 

暫時休憩いたします。 

なお、再開は３時１０分から行います。 

休憩  午後 ２時５４分 

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

再開  午後 ３時１０分 

○議長（龍澤敦君） 

再開いたします。 

続いて、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 

亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

通告に基づきまして、日本共産党の代表質問を行います。 

まず、市場化テストについて伺います。 

いわゆる市場化テスト法、競争に導入による公共サービスの改革に関する法律が、先の通常

国会で成立しました。 

これは、この笛吹市でも導入されております指定管理者制度やＰＦＩ制度と同じように、公

共サービスを民間の業者に官民競争入札などによって委託するものであります。 

この市場化テスト法では、国のサービスについては、幅広い業務を対象としておりますが、

地方自治体については特定公共サービスとして、対象を窓口業務に限っているところでありま

す。 

つい先日のマスコミの報道によりますと、この市場化テスト法に基づいて、国においては当

面９つの事業を対象と定めて、早いものでは今年１１月に入札を開始して、来年４月からは事

業を委託するということであります｡ 

この９つの事業の中には、国民年金保険料の徴収事業、ハローワークの職業紹介・就職支援・

求人開拓など、国民の生活や権利を守るために国が責任をもってやらなければならない、極め

て公共性の高い事業ばかりであります。 

私たち日本共産党は、この市場化テストは、公共サービスに対する国や地方自治体の責任を

投げ捨てて、民間の企業に儲け口を提供するだけのものだと、反対の立場を貫いているところ

であります。 

さて、地方自治体の対象業務として６つの窓口業務、すなわち戸籍謄本と納税証明書、外国

人登録原票の写し、住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書など、この６つの業務

を対象としております。この６つの書類の交付の請求の受け付けと、引き渡しを対象としてお

ります。 

これら６つの業務の民間委託で、市民のプライバシーが果たして守れるでしょうか。 

例えば、戸籍に記載されております家族関係を知られたくない人は少なくありません。納税

証明書では所得や資産が分かってしまいます。また、二世、三世の世代になって、日本名で社

会生活を送って外国人であることを知られたくない人も、少なくないと思いますし、印鑑登録

は大事な不動産を守るものであります。 

こうした市民にとって誰にも知られたくないプライバシー・個人情報が民間事業者の目に触
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れることになるわけであります。プライバシーの漏えい・侵害の危険が大きいと考えますが、

市長の見解を伺います。 

また、市民の個人情報・プライバシーを守るということは、行政として大変大事な仕事であ

ります。職員の皆さんも仕事で知り得た市民の個人情報は、一切漏らしてならない守秘義務を

持って仕事にあたっているところであります。しかし、民間企業の社員が窓口業務に就くよう

になったら、果たして、いままでのように市民が守られていくでしょうか。 

大変危険が伴う市場化テストの導入はしないことを求めますけれども、市長の見解を伺いま

す。 

次に、合併２周年にあたっての笛吹市政の検証について質問します。 

合併２周年にあたって、わが党は市民アンケートを実施しました。合併に対して期待も持っ

ていた市民にとっては、この２年間はこんなはずではなかった、というようなマイナスイメー

ジが強い回答も寄せられておりました。 

２年間の施策の中で評価が高かったのは、ごみ収集減量化政策や交通安全・防犯対策、保育

所の充実などに対して高い評価が寄せられておりました。一方で評価が低かったのは、公共交

通対策、障害者・高齢者福祉や介護事業などでありました。これから市政に望むこととしては、

本庁一極集中ではなく支所の充実を望む回答もたくさん寄せられたところであります。 

さて、この合併２年を迎えて当局としては、この２年間をどう検証し評価するのか。そして、

どんなことが課題として考えられるのか、まず伺います。 

そして、市民の目線、市民感覚に立ったこの２年間を検証するのは、今後の行政の進め方と

して大変大事なことではないかと考えておりますが、市民の目から見たこの２年間について、

なんらかの方法で市民調査をする考え、予定はあるのか伺いまして、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、亀山和子議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

はじめに、市場化テストについての質問でございます。 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サービス改革法）に基づく市場化

テスト、いわゆる官が独占してきた公共サービスについて、官と民が対等な立場で競争入札に

参加し、価格・質の両面で最も優れたものが、そのサービスを担っていくこととする趣旨の法

制度が施行されました。 

国は、この制度を地方公共団体の自主性および自立性を尊重しつつ、この制度を講じようと

する、地方公共団体の取り組みを可能とするための環境を整備したものと考えております。 

はじめに、市場化テストの地方自治体での具体化は窓口業務からだが、危険が大きいという

質問でございますが、窓口６業務（戸籍謄抄本等・外国人登録原票の写し等・納税証明書・住

民票の写し等・戸籍の附票の写し・印鑑証明書）に関する証明書の交付の請求の受付、その引

き渡しですから、いわゆる取り次ぎに関する部分を担当することになります。中間の台帳との

照合、確認、審査、作成につきましては、いままでどおり、引き続き地方公共団体の職員が行

い、それ以外のことは想定されておりません。 

とはいうものの、亀山議員ご指摘のように、この民間事業者が受け付けた申請書や引き渡す
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書面には、個人情報が掲載されるわけでありますから、プライバシーの考えについてですが、

プライバシーを守るために法律では公共サービス実施民間事業者に要件を課しております。 

先ほどの窓口６業務を民間に行わせるにあたりまして、４つの要件を定め、さらに省令でも

詳細を定めており、この要件のいずれにも該当するものでなければならないと規定しておりま

す。 

要件の１つに、民間の人的構成に照らして、窓口６業務を適正かつ確実に実施することがで

きる知識および能力を有していることの要件。 

２つ目は、この６業務を適正かつ確実に実施するために必要な施設および設備を備えている

こととあり、この施設および設備の備えは省令でも次のとおり定めています。その１つに、こ

の窓口６業務ならびに、これらの交付の請求に係る書類を窓口６業務に従事する者、および当

該請求を行う者以外の者が容易に見ることができないように、適切な措置が講じられた施設。

その２に、地方公共団体との間で証明書等および、これらの交付の請求に係る書類に記載され

た情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取り扱い、その他これら窓口

６業務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備。その３に、証明書等の交付

の請求に係る書類を適切に保管することができる設備。この３つを定めております。 

次の要件として、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置、その他窓口６業務を適

正かつ確実に実施するために必要な措置として、省令で定める次の措置が講じられていること

とされております。 

この要件も省令に定めがあり、その１つは、個人情報の適正な取り扱いの方法、その他窓口

６業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。２つ目は、個

人情報の適正な取り扱い、その他窓口６業務の適正かつ確実実施のための研修の計画を策定し、

これに基づいて窓口６業務従事者に対して研修を実施させること。が定められております。 

あと１つの要件といたしまして、その他総務省令・法務省令で定める要件に適合するもので

あること。とあり、法の規定では４つの要件を課し、その要件の中には詳細を総務省・法務省

令第１号で定めておりますので、その安全性に問題はないと考えております。 

次に、市場化テストの導入はしないことを求める、についてでありますが、現在、国におい

て所管する事業に関して、市場化テスト等の導入を柱とする議論が進められているところです

が、今後、公共サービスの民間開放を実効あるものとするためには、住民に一番身近である地

方公共団体の事業に対して、競争原理、コストパフォーマンス、いわゆる費用に対して作業能

率が上がっているかどうかの評価を高めることにあり、その第一弾として地方自治体の窓口業

務が示されたところであります。 

これからの自治体経営のあり様として、競争原理、コストパフォーマンスは避けて通ること

ができない事柄であり、私自身、大いに関心があるところです。 

導入につきましては、幅広くご意見をいただくなど、十分に議論を重ねていくことが大切と

考えています。個人情報の保護ならびに情報セキュリティの安全性を十分に確認した上で、今

後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

続きまして、合併２年の笛吹市政の検証についてのご質問であります。 

合併２年の笛吹市政をどう評価するか、教訓・課題は何か、とのご質問でございます。住民

の視点での合併２年について、何らかの方法で市民調査をする考え、予定はあるか、のご質問

ですが、関連がありますので一括してお答えさせていただきます。 
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ご案内のとおり、平成１６年１０月１２日、東八代郡石和町、御坂町、一宮町、八代町、境

川村および東山梨郡春日居町の６町村が合併して、人口７万１，５３５人、面積１６４．７７平

方キロメートルの笛吹市が誕生いたしました。 

笛吹市は、全国屈指の果樹産地であり、湯量豊富な温泉地、飯田蛇笏先生を輩出した俳句の

里など、特徴ある産業と多様な歴史と文化を備えた都市であります。 
こうした多彩な地域特性を生かしながら、一体的な都市整備を進めていくことが、笛吹市の

行政課題でもあります。 
現在、新笛吹市建設計画に基づいて、６体系３３の施策に取り組んでおります。 
３３の施策の中には、短期間で成果が得られるものと中長期に及ぶものとがあり、個々の比

較はできませんが、全体的には計画的に進行しているものと感じております。 
評価につきましては、行政評価や調査を実施していないため、具体的には言及できませんが、

これまでいただきました市民の皆さまからのご意見を総合的に判断しますと、概ね成果が得ら

れ始めているのではないかと感じております。 
現在、笛吹市では、事務事業評価制度の導入を進めております。これは事務事業を必要性、

有効性、効率性の順に見直すことで、市民の視点に立った質の高い市政を実現するためのもの

であります。さらに事務事業評価制度の導入が始まる平成１９年度以降には、施策について見

直す施策評価の導入を検討していきたいと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（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） 

１つは、市場化テストのことについてお伺いします。 

現在、市が行っている指定管理者制度、このことについては、直営にするのか、それとも指

定管理にするのかどちらかを選択しなさいという法律でした。 

市は、全施設を指定管理にするということを選択したわけですが、この市場化テストについ

ては、選択性なのか、それとも義務付けなのか、それともできる規定なのか、そのへんの市の

認識をまずお伺いしたいと思います。 

もう１つは、合併２年の笛吹市の検証についてですが、今、各旧町村に地域審議会がありま

す。この地域審議会の中でこの合併２年のことがどういうふうに論議されているのか。もし論

議されているとしたら、どういう意見が出ているのかお伺いしたいと思いますし、その地域審

議会で今後、この２年間をどう検証していくのかという予定があるのか、ということをまずお

伺いします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

再質問にお答え申し上げます。 

市場化テストにつきましては、先ほども申し上げたとおり、自主性および自立性を尊重しつ

つということがうたわれております。したがいまして、私の認識では、それぞれの自主的な判

断でよろしいと、こういうふうに思っております。 
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次に、地域審議会の件でございますが、地域審議会では、それぞれの地域審議会が自分たち

の地域の問題についてご協議をいただく場面もございますけれども、基本的には、私のほうか

ら諮問を申し上げましたことに関しまして、お答えをいただくというのが基本的な流れであり

ます。 

したがいまして、現在、地域審議会から、この問題についてはこうしなさいと、あるいは、

合併してからこの問題についてこういうふうな点で改正してほしいというような意見は、まだ

いただいておりませんけれども、過日、春日居地区におきましてお願い申し上げましたのは、

東山梨行政事務組合に笛吹市は加入しているわけでありますが、これは斎場の点で東山梨の行

政事務組合に入っております。こういったものについて、どうしたらいいかということについ

て、過日、春日居の地域審議会に諮問させていただきました。 

というようなことで、課題がある時点において、それぞれの地域審議会にお願いしていると

いうのが、現状でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

再々質問を許します。 

亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

市場化テストのことについて再度お伺いいたします。 

今、市長の答弁ですと、自主性・自発性を尊重するということなので、早くいえば、やるや

らないは各自治体の判断に任せるという認識でいいというわけですね。そういうことを前提に

おいて質問するのですが、私の認識が間違っていなければ、この１７年度決算で見ますと、市

場化テストで対象になっている笛吹市の窓口業務、１７年度決算にいくと、そのところの手数

料収入というのは、納税証明とかいろいろ含めて、およそ４，５００万円でした。この４，

５００万円の市場というのは、民間企業から見たらとても魅力的な市場ではないかと考えます。

しかし、本当に民間が儲け主義で、市民の命・安全やプライバシーを守ってくれるところだろ

うかということは、問題になったマンションやホテルの耐震偽装の問題であるとか、ライブド

ア事件の問題であるとかということを見ても、あまりにも明らかではないかと考えています。 

市民が窓口に来て、公務員ではなく民間の企業が窓口業務にあたるということを考えても、

市民としてはとても受け入れがたいことではないかなと思っております。 

先ほど、市長の答弁では、４つの要件を満たしているのだから、安全性には問題ないと思う

と答弁していらっしゃいましたけれども、このいろいろな事例を見ても、本当にそういうふう

に言い切れるのだろうかということを思いますので、本当に慎重に論議を重ねていただきたい。

できるだけ市場化テストについては、導入は見直していただきたいということを申し上げてお

きます。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

再々質問にお答えさせていただきますけれども、現在、市では窓口６業務にたいして、する

とか、しないという議論は現在していないわけであります。今、窓口業務に関しましては、い

かに市民の方に便利にサービスが提供できるかということで、チャレンジしているのは、機械

化によって、カードを利用することにより長時間、住民票等が取れるシステムをどうしたらい
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いかと、実は、こちらがもっぱら大きな課題でありまして、来年度におきまして、今の計画ど

おり進んでまいりますと、一部の図書館でございますが、図書館において住民票が交付できる

ようなシステム、こんなようなものを検討させていただいております。 

もう１つは、決算の中で４，５００万円の手数料が入っているわけですが、すべてその業者

に入るものではありません。やはりこの案分はどういうふうにするか、もしする場合には検討

しなければいけないと思いますが、基本的には、今の笛吹市の現状の中で、窓口を市場化テス

トで導入するということについては、現状ではまだ検討の段階ではございません。 

○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。 
次に、笛政クラブの代表質問を行います。 
上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 
笛政クラブの上野でございます。 
質問に先立ち、われわれ笛政クラブといたしましても、このたびの秋篠宮紀子さまの男子ご

誕生には、心からお祝いし、天皇家のさらなるご繁栄をお祈り申し上げるものであります。 
一方、本市におきましても、６町村から芦川を加えての７町村と、ひと回り大きな行政区域

となり、合併２周年を迎える日も近くに迫っております。 
爽快な荻野市政のますますの発展と７万余の全市民の幸福・安泰を願うものであります。 
市議会における最大会派として、われわれ笛政クラブは市政の礎を強化し、全市一体による

日本一の観光と農業のまちづくりのため、全力投球をし、是々非々の立場のもとで、荻野市政

の片腕として飛躍的躍進を期してまいりたいと念願しております。 
それでは、質問に入ります。 

最初に、平成１７年度決算状況、および今後の財政課題と見通しについてお伺いいたします。 

６町村の合併により笛吹市が誕生し、間もなく２年が経過しようとしています。また、芦川

村との合併や、消防本部を含む広域行政事務組合の合併から、はや１カ月余り経過し、本市も

新たな形での再スタートを切ったわけでありますが、こうした状況の中にあって、市の行財政

運営はますます多方面にわたり､地方財政の厳しい中で難しいものがあろうかと推察いたして

おります。 

最近の北海道夕張市の財政破綻の背景には、産業の衰退や過疎化、高齢化が要因として挙げ

られておりますが、地方財政の厳しさが表に表れたものとして、他人事でなく、身近な問題と

して受け止めているところでもあります。 

そこで、私は笛吹市の財政状況を今回の決算結果と現状の取り組みをとおして、質問をいた

します。 

笛吹市となりまして初めての年間予算として、平成１７年度一般会計予算が当初２６３億円

として計上され、その後、１２億円余りの補正予算を追加する中で執行され、歳入総額２８０億

７千万円、歳出総額２６７億１，８００万円という結果が示され、国保会計などの特別会計決

算とともに今議会に決算の認定が求められております。 

私は、この笛吹市として初めての年間予算の執行結果となりました、平成１７年度決算につ

きまして、その状況を伺いたいと思います。 

個々の事務事業の決算につきましては、それぞれの委員会において審議されることとなって
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おりますので、私は決算全般についてお伺いいたします。 

まず、一般会計における歳入について、市民税をはじめとする税収の状況はどうだったので

しょうか。 

地方交付税をはじめとする国および県からの交付金・補助金などの状況、さらに合併特例債

等の市債はどのような状況だったのでしょうか。 

また、歳出における事業目的別の執行状況や人件費・扶助費等の義務的経費、建設事業など

の投資的経費といった性質別の状況は、どのような結果であったのか、財政力指数などの指標

となる数値結果についても併せてお願いいたします。 

次に、この決算を 16 年度と比較した状況や、分析された結果における特徴といえる点を伺

います。 

平成１６年度は年度の途中からの合併ということで、年間をとおしての予算としては比較が

難しいとは、何度か伺っておりますが、そうした状況も含めてどのように変わったか。１７年

度決算の特徴や課題などをお伺いいたします。 

また、今回の合併により新たな枠組に加わった芦川村は、豊かな自然を抱えておりますが、

この自然を活用した過疎対策事業の展開等、新たな課題もあろうかと考えます。さらに消防署

も、これまでの一部事務組合から市の直轄の消防本部となり、新たな取り組みもあるものと考

えます。 

こうした状況も含めた、今後の市の財政運営における課題と見通しにつきまして、市長の考

えをお伺いいたします。 

次に、旧峡東病院の現存建物の具体的活用策についてお伺いいたします。 

先の第２回笛吹市議会の代表質問、正鵠会・中村善次議員において、空き施設となった山梨

峡東病院の建物を整備し、現在分庁舎方式で分散しているセクションの集中化を図ることにつ

いて、荻野市長は、既に３６年が経過しており、老朽化とともに新耐震基準以前の建物である

ことから、今後、安全性や建物・設備の状況ならびに部屋の配置等を確認し、分庁舎方式によ

る事務の非効率化、ならびに利用者の不便解消が重要な課題であるため、幾つかの視点から利

用の可能性について検討を行うと答えております。 

その後の検討内容と今後の方向性について伺います。 

合併協定書の事務組織および機構の取り扱いの中で、現６町村役場庁舎は必要に応じ分庁舎

として有効活用することとされており、現在、八代庁舎には建設部、教育委員会が、春日居庁

舎には公営企業部が置かれていますが、多様化する住民サービスに対して、分庁舎方式による

弊害はないのか。将来的まちづくりの観点から、組織の一元化を考えるのであるならば、その

必要性について、さらに機能的にはどこまで整備するのか、どこのセクションに何人入るのか、

事業計画ならびに計画予算と費用対効果をどう考えるかなど、今後の方針、具体的活用策につ

いてお答えをお願いいたします。 

次に、事務事業、組織機構の見直しについてお伺いいたします。 

第１次笛吹市行財政改革大綱は、笛吹市行政改革推進委員会からの答申および提言をもとに

本年３月に策定され、改革の目標を人・金・物・情報を効果的に活用し、スリムで魅力ある市

政を実現することとし、具体的な改革内容の一つに、事務事業、組織改革の見直しが挙げられ

ています。 

笛吹市が誕生してはや２年、事務組織もある程度は落ち着いてきたと思われますが、厳しい
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財政状況の中で、新市の施策を強力に推進していくためには、無駄を省き、求められる課題に

取り組んでいくためには、組織の再編、改廃、各部門の役割分担の見直し、適材適所など組織

改革の意識が常に必要と考えます。 

本年４月には、支所の統括責任者として各支所に支所長の配置、収税管理部門の充実強化と

して収税課を新設するなど、随所に組織の見直しが行われ、その効果も表れつつあると思われ

ますが、まだまだ課題は多い中で、今後、支所や出先機関のあり方をどう考えるのか。各種行

政課題に迅速かつ的確に対応し、簡素で効果的な組織機構の再編をどう考えるか。芦川地域と

の合併により、今後さらに組織改革等が必要と思われるが、組織機構の見直しの必要性や組織

構築の考え方、取り組みについお伺いいたします。 

次に、都市再生整備事業についてお伺いいたします。 

新市建設計画では、笛吹市の将来像である“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍動するふ

れあい文化都市」を建設するための施策の一つに、活力と交流の都市基盤づくりを位置付け、

施策実現のための具体的な事業として、駅および駅舎周辺整備の推進を挙げています。 

笛吹市が活力と交流の都市基盤づくりを進め、躍動するふれあい文化都市を建設していくた

めには、ＪＲ中央本線やバス路線、国道等、市外との交通の結節点となる石和温泉駅周辺地区

の都市機能を強化していく必要があると考えます。 

本年３月の第１回定例会では、わが笛政クラブの前島敏彦議員の代表質問でもお聞きしてい

ますが、その中で市長は、都市再生交通拠点整備計画を作成していくと答えています。 

石和温泉駅および駅周辺のまちづくりを計画的に進めていく考えがあるようですが、都市再

生交通拠点整備事業の目的をお聞かせください。 

現在、石和温泉駅の南部で駅前土地区画整理事業が実施されていますが、駅南口広場の整備

が完了する時期はいつになるのでしょうか。平成２０年度と言っていましたが、遅れる心配は

ないでしょうか。また、駅前土地区画整理事業が急ピッチで進み、周辺街路や施設が新しくな

るに従い、駅舎の老朽化が気になるところであります。 

石和温泉駅は、平成１７年度、１日平均５，２４０人が乗降する施設であり、他の公共施設

と比較しても利用頻度が高く、効果的な活用が期待されています。市として、笛吹市の玄関口

となる駅舎整備の予定はどのようになっているのでしょうか。また、スケジュール的なものを

お聞かせください。 

都市再生交通拠点整備事業では、まちづくり交付金を活用して石和温泉駅から近津用水沿岸

までの広範囲の地区の整備を考えているようですが、すべての計画を実現するためには膨大な

費用と時間が必要になると思われます。一刻も早く市の玄関口を整備するために、全体事業に

先行して駅舎を建て替えることはできませんか。また、市として、いつころまでに駅舎を整備

する考えを持っているのかお聞かせください。 

これから、笛吹市が活力と交流の都市づくりを進めていくためには、駅舎および駅周辺地区

を笛吹市の観光情報発信拠点とするとともに、温泉や果物などの地域資源を活用した観光客に

魅力ある空間として整備していくことが有効であると思われますが、市長のお考えをお聞かせ

ください。 

次に、観光振興政策についてお伺いいたします。 

日本一の桃・ぶどうの郷の本市は、農・官・工・商が市内各所にバランスよく配置されてお

り、特に温泉資源と果樹農業を生かした観光産業が地域産業構造を特色付けております。 
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都市と農村、農業と観光、歴史と文化など本市が持つ貴重な資源を効果的に組み合わせるこ

とによって、全国各地、国際的に交流を活発化させる地域づくりを推進し確立する必要が急が

れます。約１万人もの宿泊収容力を持つ石和・春日居温泉郷、その周辺に広がる国内有数の果

樹地帯や歴史・文化ゾーンなどの地域資源を有効に活用し、多用な交流とにぎわいを創出し、

年間を通じたさまざまな魅力ある行事づくりが基本であります。これらの情報発信が重要な課

題であろうかと思います。 

合併前から各地域観光協会がそれぞれの地域状況の中で活動していたものを、統一に向け努

力し、本年２月に笛吹市観光連盟が発足し、４月から職員５名を研修派遣し、法人化を進めて

いくと聞いております。 

観光事業の一元化を図り、地域住民と来訪者のにぎわいと躍動感あふれる交流を促すことが、

活力ある交流都市の創造に結びついていくと思われます。 

観光連盟に関する市長の基本的かつ具体的な考え方と今後の方針をお聞かせください。 

最後に、農業振興についてお伺いいたします。 

昨今の地球温暖化による気象への影響は、異常な気象変化をもたらしています。この影響は

全国の農業者だけでなく、桃・ぶどうを中心とした笛吹市の農業全般にも、不安材料として農

家は危惧している状況であります。 

農業は自然を相手にした産業であり、天候に左右され、結果、国民の農産物の消費生活や流

通経済、そして農家の生活にも大きく影響しています。 

そこで、災害による農家収益の打撃を緩和し、減収分を助成するため国も加わり、農家の相

互扶助による農業共済の制度が発足しているわけですが、市としての考えを伺います。 

まず、笛吹市内の農家が加入している農業共済の種類と加入率、平均的な年額の掛け金につ

いて伺います。 

次に、市として現在農家に助成している内容をお聞きします｡ 

最後に、今後どのような支援の拡大を考えているのか、また、山梨中央農業共済組合との連

携についてお聞きします。 

以上、笛政クラブを代表しての質問とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

答弁を求めます。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

笛政クラブ、上野稔議員の代表質問にお答えいたします。 
はじめに、平成１７年度決算についてのご質問でございます。 
平成１７年度一般会計決算の状況につきましては、歳入総額２８０億７千万円に対しまして、

歳出総額は２６７億１，８００万円で、差引額は１３億５千万円でした。繰越財源を除く実質

収支は１２億５００万円という結果になっております。この実質収支額は前年度と比較し６億

２，５００万円の減額となっております。 
これは旧 6 町村の予算を継続した前年度平成１６年度決算における課題として、実質収支
１７億８千万円という多額な繰越が生じたことを踏まえ、歳入歳出の執行状況を十分精査し、

年度末の３月補正予算に向けて見通しを立てながら、基金積み立てなどを行う中で残額の処理

を行った結果、実質収支額１２億５００万円となりまして、前年比でおよそ６億２千万円の減
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となっております。 
ご質問の歳入歳出の状況ですが、まず、歳入における市税収入、収納率につきましては現年

では９４．８％となっておりますが、滞納分を含めて見ますと全体では７７．６％と、前年よ

り１％の減となりましたが、収納額は１．４％増の１億１千万円の増加となっております。 
また、地方交付税につきましては合併算定替、生活保護費、社会福祉費算定等により６億７千

万円の増額となっているものの、各種交付金、国・県支出金は大幅に減となり、１０億３千万

円の減額となっており、依然として財源確保が厳しい状況となっております。 
なお、市債につきまして、１７年度は合併関連の投資的事業が多く行われたことから、地方

債の発行も多く決算額も増額となっておりましたが、投資的経費は少なく、臨時的な特定財源

も大幅に減となっており、地方債は１５％、５億９千万円の減額となっており、歳入全体では

マイナス１４．９％、４９億円の減額となっております。 
次に、歳出の状況ですが、目的別では教育費、土木費、消防費、農林水産業費といった合併

関連の施設整備、新設改良事業をかかえるものが減額となったことにより、全体では前年度比

マイナス１３％、額にしまして４０億５千万円の減額となっており、民生費につきましては、

生活保護、児童扶養手当、保育所関係の扶助費などが大幅に増加し１１％、７億１００万円の

増額となっております。 
また、性質別で見ますと、義務的経費のうち人件費は、合併に伴う行政役職員の減などによ

り１．６％のマイナスとなりましたが、扶助費が３７％の大幅な増となり、義務的経費は７．

１％の増額となっております。 
また、投資的経費につきましては、教育関係など施設建設事業が前年度で完了していること

などから、６１％の減となっております。その結果、実質収支比率は６．８％、経常収支比率

８２．６％、実質公債費比率は１５．６％となりまして、財政力指数は０．５９％で、前年よ

りわずかですが上がっております。 
次に、今後の財政課題と見通しについてでございます。 
合併に伴う課題といたしましては、芦川村については、過疎対策事業や豊かな自然景観の保

全なども、当然計画に沿って取り組みを行っていくこととなりますが、まず、通信基盤の整備

促進が必要かと考えております。 
テレビ受信をはじめ携帯電話、インターネットも支障なく使え、当然防災無線もこれまでの

市内と同様に対応できる環境を構築することが、芦川地域の基礎的な活性化の基盤となるもの

と考えております。 
また、消防本部が市の直轄となったことにより、施設利用として、市の事務処理システム全

体の心臓部とも言えますコンピューターサーバー室を本庁舎から、防災対策の整ったより安全

な消防署へ移転させる方向で検討しております。 
こうした中で、財政見通しにつきましては、財源不足は年々深刻な状況になっておりますの

で、定員適正化計画による人件費の縮減、事務事業の再編整理、指定管理委託など、行財政改

革の改革プランを強力に進め、コスト削減に努めていくこととしております。 
しかし、こうしたコスト削減を行ったとしても、基金の繰り入れは避けられないものと予測

しており、税収確保策や効率的な事業財源確保など歳入面も含めて、なお一層きめ細かな財政

運営を行う必要があるものと考えております。 
次に、旧峡東病院の現存建物の具体的活用策についてのご質問でございます。 
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まず、前回の市議会第２回定例会以後から現在までの検討状況についてお答えいたします。 
７月の臨時議会におきまして、補正予算の議決をいただきました解体および撤去費用により、

病院建物周囲の付属施設の取り壊し、ボイラー室、煙突、焼却炉、また、建物内部の廃棄物の

処理等行うべく進めているところであります。これら周囲の建物の取り壊しにより、保健福祉

部等への来庁者の駐車場としての利用も行いたいと考えております。 
また、旧峡東病院利用につきましては、２階以上を利用して、現在、八代分庁舎にあります

教育委員会、建設部、春日居分庁舎の公営企業部、また、保健福祉部の一部、それに会議室と

しての利用を検討しております。なお、１階につきましては、書類の保管場所などとしての検

討を行っております。 
これらの職員数は、３部署合せますと１２０名程度と見込んでおります。 
次に、多様化する住民サービスに対し、分庁舎方式をなくすことによる弊害はないか、との

ご質問でありますが、本来、市行政を執行するにあたっては、機能面、行政効率面等から考え

ると、一つの施設に市の機能を集めることが必要であります。 
ワンストップサービスによる住民の利便性の向上や、現在の手狭となっている事務スペース

の確保による事務能率の向上、文書保管場所を確保し、文書管理システムの充実などがありま

す。特に災害等有事の際には、機能を集中し、指揮・命令系統を一元化することが求められま

す。 
これらの視点から、旧峡東病院の建物が使用できないかの検討を積極的に進めております。 
なお、市の庁舎として利用する場合、小分割された間仕切りが多く、事務室としての機能確

保が難しいことから、これらを撤去し、広いスペースとしての利用を検討しております。 
これに伴い、間仕切りを撤去した場合の耐震診断および耐震補強等の設計が必要となります

ので、耐震補強および必要スペースを確保するための改修費用などを算定したいと考えており

ます。 
このため、本定例会一般会計補正予算に、耐震補強および改修費用算定のための設計委託料

を計上させていただきました。この結果により、必要費用額と比較しながら、分庁舎の移転に

ついての結論を出していきたいと考えております。 
なお、八代分庁舎から、建設部および教育委員会部局が移転した場合については、八代分庁

舎に現在手狭となっている笛吹市社会福祉協議会本所を移転し、機能の集約化による効率的な

運営に役立てることができれば、社会福祉協議会の運営の改善に資することができるものと考

えております。 
今後、分庁舎の移転についての方向性が明らかになった段階で、笛吹市社会福祉協議会関係

者とも協議してまいりたいと考えております。 
次に、事務事業、組織機構の見直しについてのご質問にお答えします。 
まず、求められる課題に取り組むためには組織の再編、改廃、各部門の役割分担の見直し、

適材適所など組織改革の意識が必要と思うが、のご質問であります。 
組織の硬直化は、行政の効率を悪くするとともに、市民サービスの低下を招くことにもなり、

社会・経済情勢の変化に伴う行政需要に対応した柔軟な組織の見直しが必要であると考えてお

ります。 
これらの考え方から、平成１８年度当初には、各支所を中心に組織の見直しを行ったところ

であります。 
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まず、支所機能の充実を図るため、次長級の専任支所長を配置し、各地域の取りまとめや市

の方針の伝達など、行政機関の支所における中心的な役割を担ってもらっております。この結

果、約半年が経過した現在、本所と支所との連携が高まっておりますし、イベントなどを通じ

て支所の独自性も発揮されております。 
また、収納率向上を図るべく収税課の設置や、環境対策およびごみ減量対策強化のため環境

対策課を環境課とごみ減量課に再編いたしました。 
また、情報化の推進を図るために情報政策課を設置し、教育部局の再編など、市の行政課題

に対応するために組織の見直しを行いました。 
今後も、社会および経済情勢に即した柔軟な対応を行っていきたいと考えております。 
次に、職員の適材適所の配置につきましては、副主幹以下の職員を対象に自己申告制度を導

入しております。この制度は、定期異動前に副主幹以下の全職員から、現在の職場の状況や異

動の希望などについての提出を求めるものであり、異動希望などを参考に人事配置の検討を

行っております。 
また、市が実施するプロジェクト事業等への担当職員の募集も行っております。 
これらの制度を通じて、意欲を持って仕事に取り組める体制の構築に努めてまいります。 
今後も、これらの制度をより充実させ、職員の意識改革にもつなげていきたいと考えており

ます。 
次に、支所や出先機関のあり方についてであります。 
笛吹市が誕生して約１年１１カ月が経過しようとしておりますが、事務効率および市組織の

一体性を考えますと、分庁舎方式によらず行政機能を集約することが必要であると考えており

ます。 
また、支所のあり方につきましては、地域住民の利便性に配慮した窓口サービスを中心とす

る、住民に身近なサービスを提供する機関として位置付けたいと考えております。 
このことは、合併の必要性として提起される、住民の日常生活圏の拡大、少子高齢化社会へ

の対応、地方分権の推進に対応した行政組織の強化、住民ニーズに対応した広域的な地域整備、

行財政基盤の強化などの実現を図るためにも必要であります。 
今後も、引き続き地域審議会などの地域の皆さまの意見をお聞きし、地域住民のコンセンサ

スを得ながら再編作業を進めていきたいと考えております。 
続きまして、都市再生整備事業についてのご質問でございます。 
まず、都市再生交通拠点整備事業についてですが、国土交通省管轄のまちづくり交付金とい

う補助制度があります。これは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の

個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住

民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度で、この補助金を受けるため

には、都市再生整備計画の策定が必要となります。 
都市再生整備計画には、交付期間、まちづくりの目標、目標の実現状況を定量化する指標、

交付期間内に実施する事業等を記載し、その計画に基づいて総合的・戦略的にソフトやハード

のさまざまな事業を連携的に実施し、地域の創意工夫を生かしたオーダーメイド型の計画実現

が図れるものです。 
次に、駅前土地区画整理事業につきましては、平成２０年度完成を目途に事業を進めており

ます。 
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続いて、駅舎の整備の予定についてでありますが、笛吹市にとって観光は重要な要素であり、

地域の顔・玄関口としての石和温泉駅は、築７０年が経過して老朽化が目立ち、温泉郷をイメ

－ジして駅に降り立つ観光客の期待は、市街に出たところで削がれているのが現状であります。 
新たな魅力を構築するためにも、笛吹市の玄関口である駅舎改修を含め、石和温泉駅周辺地

区の都市再生整備計画を策定することが必要であるとの意見をいただいておりますので、市民

が豊かで健やかに生き生きと生活でき、また観光を通して、にぎわいとやすらぎを創出できる

拠点としての整備・改善を考えております。 
今後のスケジュ－ルといたしましては、今年度、都市再生整備計画案を策定し、１９年度に

概算要望および本要望を国土交通省に提出し、承認を受け、２０年度からの事業実施を目指し

たいと考えています。 
次に、一刻も早く駅舎を建て替えることが重要だと思うが、市の考え方はについてでござい

ます。 
都市再生整備計画の中に、駅から旅館街までの人の動線も含めて、石和温泉駅周辺を整備地

域として取り込む予定でおり、事業費が多くなることから、必要な事業の選択を慎重に見極め、

計画していきたいと考えております。 
次に、駅舎を観光客に魅力ある空間として整備することについてであります。 
駅舎は、市民の鉄道交通拠点としてだけでなく、市民の憩いの場として、まちのシンボルと

して、さらに観光客の玄関として、その役割は多岐に及ぶものと思われます。 
石和温泉駅駅舎につきましては、笛吹市の農産物や温泉および観光情報をＰＲしたり、観光

客に、にぎわいと感動を与える空間として整備をしていくことも、一つの方向かと思われます。 
いずれにいたしましても、今年度、整備計画を策定していく過程で、地域住民や利用者、関

係各位のご意見をいただきながら、方向性を検討していきたいと考えております。 
次に、観光振興政策について、観光連盟に関する基本的、かつ具体的な考え方と今後の方針

についてお答えいたします。 
本年２月２７日の観光連盟設立総会において笛吹市観光連盟が発足し、石和温泉駅前に事務

所を置き、市から派遣された５名の職員により業務をスタートしたところであります。 
連盟は、笛吹市内における観光事業および観光関連産業の健全な発展振興を図るための事業

を実施することを目的としていることから、市観光商工課、各観光協会と連携し、市を挙げて

笛吹市の知名度アップ、イベント、観光客増に取り組むことと考えております。 
ついては、しっかりとした組織づくりを行い、連盟、観光協会、また協会加盟の各種組合等

との役割を明確にし、強固な組織をつくり上げることが重要であると考えております。 
本年度においては、４月の桃の花まつり、夏まつり、鵜飼などのイベントに関わってきたば

かりではなく、県立博物館において実施いたしました観光研修会「ケンパクを知ろう」、東京に

おいての「富士の国山梨」観光キャンペーンへの参加、県民情報プラザ物産展への出展、Ｊリー

グヴァンフォーレ甲府戦での観光宣伝事業などを行ってまいりました。 
今後につきましては、引き続き組織の充実に努め、充分な話し合いで各組織の役割を明確に

したいと考えております。 
イベントにつきましては、笛吹市全体に関わる大きなイベントを企画実施、効果的な観光宣

伝事業などを行うほか、観光ボランティアガイド養成講座などのソフト事業にも力を入れてい

きたいと考えております。 
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また、峡東地域３市による研究会も立ち上げたところでございますが、広域連携による、よ

り効果的な事業が期待されるところでございます。来年１月からのＮＨＫ大河ドラマ「風林火

山」の放映は絶好のチャンスだと考えております。 
連盟の法人化については、多少時間がかかると考えられますが、社会的にも認められる確た

る組織を確立するため、公益法人である社団法人笛吹市観光連盟設立の許可を得るために、山

梨県と事前協議を始めましたことをご報告いたします。 
発足して間もない連盟ですが、きめこまやかな心遣いと斬新な発想で笛吹市を全国に発信し

ていきたいと考えております。 
次に、農業振興についてでございます。 
農業共済制度は、農家が掛け金を出し合って、災害が発生したときに共済金の支払を受け、

農業経営を守るという農家の相互扶助を基本とした共済保険制度です。山梨県では、山梨中央

農業共済組合がこの事業を取りまとめております。その内容は、果樹共済、園芸施設共済、農

作物共済、畑作物共済、家畜共済、農機具共済、建物共済などがあります。 
果樹共済で加入できる果樹は、ぶどう、桃、すもも、りんごの４品目と、来年度から石和地

区での富有柿が追加されます。さらに、それぞれのぶどう、桃などの品目中では、デラ、巨峰、

ピオーネなどの品種が細かく設定されております。 

掛け金の金額は、加入する共済の種類・方式により異なります。種類は、全ての災害が対象

となる減収総合方式の総合共済と、特定共済として瞬間２０メートル、平均１３．９メートル

以上の暴風被害を想定した暴風方式、春先の凍霜害を想定した凍霜方式、ひょうを想定したひょ

う方式、暴風とひょうの２点セット、暴風、凍霜、ひょうの３点セットがあり、さらに品種お

よび樹齢などにより細かく区分・算定されております。したがいまして、単純に１０アール当

たりいくらという金額は明示できませんが、例としまして、一番加入の多い９年から１３年生

の白鳳で暴風方式加入の場合では、農家負担額は１０アール当たり４，５６０円と算定されて

おります。 
なお、農家負担額と同額が国の助成金で賄われております。 
現在、市では特に自然気象条件により大きく経営が左右される果樹共済の加入につきまして、

１０アール当たり５００円を助成して加入促進を図っております。 
平成１８年度の助成総額は、約６３８ヘクタールで、金額に直しますと約３１９万円となっ

ております。 
また、芦川地区のホウレン草の簡易ハウス栽培の園芸施設共済の助成が約３万７千円、芦川

村から引き続き実施されております。 
平成１８年度の市内農家の果樹共済への加入状況は、面積で３１．５％、農家戸数で３３．

９％となっております。 
今後も気象要件に大きく左右される果樹栽培の経営安定を図るため、現在実施しております

共済掛け金の助成措置を引き続き講じて、農業共済組合や JA等の関係機関と連携をとり、果
樹共済などの加入促進に努めていきたいと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 
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○３番議員（上野稔君） 

ありがとうございました。 

ただいま、市長より説明がありました答弁内容に対しまして、予算執行状況、旧峡東病院の

活用、組織機構の再編、駅舎周辺整備、被害農家への対応の５点につきまして、再度質問いた

します。 

まず、平成１８年度の予算執行についてでありますが、本年度の予算編成に際しましては、

これまで行われてきた積み上げ方式を改め、新たに枠配分方式を導入するなど、大変ご苦労な

されたことと推察いたしております。 

新たな手法で編成された枠配分予算が執行され、半年が経過したわけですが、本年度の行財

政運営は効果的に執行されているのでしょうか。また、本年度の現時点での主な予算科目の執

行率および進捗率をお聞かせください。 

次に、旧峡東病院の現存建物の活用策についてですが、旧峡東病院につきましては、ただい

まの説明で教育委員会や建設部および公営企業部の事務スペースとして活用できるよう、検討

していきたいとの説明をいただきました。 

県内の合併した自治体を見渡しますと、現在、北杜市では旧須玉商業の校舎を本庁舎として

活用しております。山梨市では旧ＮＥＣ山梨工場を、甲州市では閉店したショッピングセン

ターの建物を本庁舎として活用する構想が示されております。既存の未利用施設を有効に活用

しようとする自治体が増えてきました。 

地域資源を有効活用することで、節減できる経費は極力抑え、市民が本当に必要な分野に集

中して投資する、こうした行財政運営は地方自治の本旨であり、納税者であるわれわれ市民に

とっても納得のできる方法であります。 

こうした風潮を考え見ると、市町村合併を機に自治体運営が望ましい方向に進みつつあるこ

とを喜ばしく思います。 

笛吹市においても、旧峡東病院建物を活用することで効率的な行政運営が可能になるととも

に、市民サービスを高め事務能率を向上できるものと期待されます。まさに荻野市長が提唱し

ている市民第一主義に立った行政運営が進められていると感じております。 

そこで、質問ですが、他の未利用施設につきましても、教育や社会体育の振興、観光業の振

興、または地域のこう民間的な施設として、あるいは、大勢の市民が一堂に会することのでき

る施設や用地として活用する考えはありませんか、お聞かせください。 

続きまして、簡素で効率的な組織機構の見直しについて伺います。 

笛吹市の定員適正化計画では、６４０人の市職員を今後１０年間で１４０人削減し、平成

２７年度で５００人にするとしていますが、現在の組織機構では市民サービスを低下させずに

大幅に職員を削減することは困難かと思われます。 

限られた資源、人、金、物、情報を効果的に活用して、魅力ある市政を実現するためには、

支所の機能や職員数を大胆に見直すとともに、総合窓口化を一層進めるべきだと思いますが、

市長の考えをお伺いいたします。 

次に、駅舎の周辺整備について伺います。 

石和温泉駅の南口につきましては、ビジネスや観光の拠点として、また、地域の憩いの場と

して完成が待たれているところでありますが、笛吹市になり最初の議会、平成１６年１２月で

すが、山本富貴議員が石和温泉駅、春日居温泉駅の北口改札と開発をということで一般質問し
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ています。芦澤建設部長は、観光都市として両駅の開発は重要事項と考えている。また、北口

改札も考えているとお答えになっています。南北流通路を開設することにより、国道１４０号

との交通結節となるほか、北口地域のにぎわいを創設する効果も期待されます。 

そこで、北口住民、春日居町民の意向を把握するとともに費用便益を分析した上で、南北流

通路や国道１４０号とのアクセス道路の整備の必要について検討する必要があると考えます

が、いかがでしょうか。 

最後に、防風被害農家への対応について伺います。 

去る、７月１５日の農作物への防風被害に対する緊急防除対策費として、今回、補正予算が

提出されていますが、もう少し迅速に対応できないものでしょうか。 

以上、５点お伺いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

上の議員の再質問にお答えさせていただきます。 

平成１８年度の枠配分予算の状況についてご説明申し上げます。 

平成１８年度から枠配分予算に踏み切った一番の基本は、限られた財源の中で、それぞれの

部長を中心にして、いかに効率よく、そして、なおかつ自らの作った予算であるという認識を

お互いに深めていくというところに、大きな目標があるわけであります。そして、現在笛吹市

では月次の行動計画、月次予算、月次決算、こういったことを実施いたしております。そして、

１２カ月の１カ月ごとが計画どおり執行されているかどうか、このチェックを毎月実施いたし

ております。 

現在、半年余りが過ぎるわけでありますが、予定どおりの形で進行いたしております。特に

工事発注関係につきましては、既に全体の６０％強の入札が終わっております。これは毎年、

年度末に工事が集中するという、市民からのご意見等を踏まえながら、なおかつ年度末に工事

が集中する場合には、十分な準備もできないというような事態も一時発生いたしておりました。

こういった点の改善につきましては、今年度からはできるだけ早め早めの発注をかけ、業者さ

んにおかれましても早めな準備、そして、良い仕事ができるような状況をつくるのが目的で、

進行中であります。 

したがいまして、毎月毎月の予算執行状況のチェックをいたしておりますから、計画どおり

進んでおります。 

次に、仮庁舎の件でございますが、それぞれの地域の未利用施設について、活用をもっと考

えたらどうかということでございます。 

この質問に関しましては、大変頭を痛めているところでありますけれども、やはり投資をし

ながら空き施設の活用を考えていくというようなことでございます。 

それぞれの地域の中で会議室等に活用する方法も考えておりますが、合併前、あるいは、そ

れ以前からそれぞれの地域には会議室等の施設については、ほぼ満足できる施設が設置されて

いるというふうに認識いたしております。それ以外に今回、例えば、御坂地区に児童館を建設

しようということで、なんとか施設を空けて、集合分散するような形の中で児童館ができない

かということについても、検討させていただきましたけれども、やはり今の施設は今の施設と

して活用し、新しい場所に建設してほしいと、建設検討委員会からそういう答申をいただきま
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した。かなりいろいろな部分で検討いたしましたけれども、今ある施設はより有効に今後も活

用していこうと、こんなふうな形で結論が出ました。 

今、そのほかの支所につきましても、鋭意検討しながら活用していきたいと、かように考え

ております。 

それから、人員適正化計画でございますが、先ほども一部ご説明申し上げましたように、５年

間で人員を削減していこうと言うような計画、一昨年度は６名の減ということで予定どおり進

んでおります。しかし、ただ単に人員を減らすだけでは市民に不便、ご迷惑をおかけすること

が考えられます。今、並行して、いかに事務事業を効率的に進められるかということを進めさ

せていただいております。そのためには事務事業の評価あるいは人事評価、こういったことを

併せて進めさせていただくと、こういう状況でございます。 

また、駅前、特に北口開発の問題につきましては、過日の本会議の中でも質問をいただいて

いるわけでありますが、これにつきましては、駅周辺のまちづくり交付金を活用する中で進め

ていきたいと考えておりますけれども、先ほど議員ご指摘のように、費用対効果というものを

十分に検討しながら進めさせていただきたいと思います。 

それから、もう１つ、農業関係でございますが、これも本当に私も、なんでこんなに遅くなっ

てしまったのかということで反省いたしております。 

次から、もう少し予算の使い方について柔軟な発想をしていかなければならないと思います

けれども、いままでの考えですと、やはり予算が付かなければ執行できないということでござ

います。このへんについては、私が反省しましたのは、予算が付いていなくても、いわゆる予

算を使うめどがついたならば議員各位にお断りして、こういう緊急の場合には先に予算の執行

をさせていただくと、こういう方向で検討させていただきたいと、こんなふうに反省いたして

おります。 

よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 

石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 

もう１点、支所のあり方、総合窓口化につきましてお答え申し上げます。 

支所のあり方につきましては、窓口サービスを中心とする住民の身近なサービスを提供する

機関と、そのように位置付けをしております。 

今後、職員数を削減しながら住民サービスを維持していくためには、どうしても組織機構の

見直しを考えていかなければならないと考えております。 

そうした中で、関係者の意見を聞きながら、総合窓口化を念頭に今後、地域の特色を維持し

ながら、住民に身近なサービスを中心に提供できるように、支所の組織機構の見直しを考えて

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。 

上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 

平成１７年度決算を見ますと、国債および地方債残高の累増に伴う国・地方の財源不足によ
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り、今後も地方交付税や国・県支出金、各種交付金の増額は期待できない状況であります。 

合併に伴って地方交付税収入が増加しているものの、経常経費も増加しています。 

また、景気回復に伴う企業の設備投資の増加や税制改革の影響により、地方税収入が増加し

ているとおっしゃいましたが、税収率は依然、年々低下しているのが現状であります。 

市財政の健全を図るためには、一般財源の確保になお一層努める必要があろうかと考えます。 

一方、財源不足を補うため地方債の発行は避けられないものの、普通建設事業につきまして

は、費用対効果を見据えた計画的な事業の執行により、地方債の発行を極力抑えていく必要が

あろうかと思います。 

さらに、自主財源を確保するために市内基幹産業である観光産業はもとより、農業や商工業

とも有機的に連携するなど、多方面からの振興策を検討していく必要があると考えますが、市

長の考えをお聞かせください。 

以上。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

財政問題につきましては、今、議員ご指摘のとおり、まず自主財源をいかに確保するか、こ

のことが一番の課題であると思っております。したがいまして、収納率の向上をいかに高める

かということが大きなポイントであります。 

ご説明も一部いたしましたけれども、収税課をまずつくりました。そして、収納対策の対策

委員会も立ち上げました。そういう中で詰めていきたいと思いますし、なおかつ、現在のとこ

ろ一番力を入れて収納にあたっておりますのは、現年の分の収納をいかにきちんとするかとい

うことであります。昨年は９４．８％という現年分の収納率でございます。これをやはり少し

でも上げていく、このことが一つの財源確保の大きなポイントではないかと思っております。 
そして、もう１つは、過年度分の収納につきましては、税金の納められない方は、それなり

の事情のある方でありますから、そのへんのことについて十分に精査し、そして、税金の納め

やすい体質をある一面では考えていかなければならないのではないかと、こんなふうに思って

おります。 
また、財政面で、あまり起債を発行せずに健全な財政をしなさいということでありますが、

現在のところ比較的、合併特例債というのがございますし、過疎債というのがございます。活

用しだせばどんどん使えるわけでありますが、やはり借金はすべて借金でございますから、先

ほどご指摘のように費用対効果を十分に検討しながら、やるべきことはきちんとやると、こう

いう方向で進んでまいりたいと思っております。 
いずれにしましても、現在、私どもの予算の使い方そのものが、一つひとつの事業に対して

それぞれが自己評価をしながら、そして、次の計画をつくると、こういう循環方式でプラン・

ドゥ－・チェック・アクション、この流れをさらに強化しながら予算の使い方、あるいは事業

の執行の仕方、こういったことを考えながら予算の有効活用をしていきたいと、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、笛政クラブの代表質問を終わります。 
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本日の議事はすべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

なお、明日１２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３６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２８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。 
報告事項を申し上げます。 
松澤隆一君から本日欠席届の提出がありました。また、中川稔夫君から若干遅れる旨の申し

出がありましたので、ご報告いたします。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○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、関連質問につきましては、申し合わせのとおり、同一会派のみ１０分間としますので、

ご承知願います。 
それでは、９番、大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
議長の許可をいただきましたので、通告に基づきまして質問させていただきます。 
７月７日、これからの５年間の経済財政運営の基本的方針となる「骨太方針２００６」が示

されました。 
国債と借入金を合わせた国の債務残高、いわゆる借金は、今年３月時点で８２７兆円にも上

り、わが国は巨額な財政赤字とともに人口減少社会という新しい時代を迎えており、将来、若

い世代が重いつけを払っていかなければならないことを考えると、財政再建への取り組みをこ

れ以上遅らせることはできません。 
しかしながら、歳出削減で賄えない財源不足を増税等で穴埋めせざるを得ない状況が想定さ

れながら、具体的な工程表は一切示されないばかりか、歳入改革の焦点である消費税の引き上

げ幅や時期などに触れるべきであるにもかかわらず、来年夏の参院選後に先送りされてしまい

ました。 
これでは、歳入歳出一体改革をうたう骨太方針とは到底思えません。 
改革に一番求められるのは、国が一方的に決めて地方が従う従来の関係を断ち切り、事業仕

分けを軸に国、地方それぞれの役割を決め、地方の自立を促し、地方交付税は財政調整機能に

特化させ、地方の格差是正を担うことが求められています。 
一方で、その骨太方針２００６では、従来からの大きな柱である財政健全化および経済成長

力、競争力、戦略強化のほかに、今回は安全・安心の確保と多様な社会の実現の具体策として､

若年層の雇用不安、格差解消を目指す再チャレンジ支援策が盛り込まれました。 
加えて、新たな少子化対策として、若年層がゆとりを持って出産や子育てに取り組めるよう、
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労働環境の改善や経済支援の拡充を明確に打ち出しており、年末にかけて財源確保に向けた確

固たる調整が望まれるとともに、地域の次世代を担う人材を確保し、長期的な地域の活性化、

住みよさを向上させるために必要な人材育成には何が必要で、笛吹市として何ができるのか、

荻野市長のリーダーシップのもと、われわれ市民も一丸となって知恵を出し合い、各種施策を

実現することの重要性を痛感しつつ、以下、地域の教育力を高める具体的方策について質問い

たします。 
まず、第１点としまして、戦後６１年から学ぶ平和の尊さ、命の大切さにかかわる教育につ

いて、お伺いします。 
戦後６１年を過ぎ、国際社会においても東西に分かれたイデオロギーの対立がなくなった今、

新たに民族・宗教・言語等の価値観の違う諸文明の間における闘争が各地で勃発しております。

つまり、環境・人口・平和などのグローバルな問題を全人類的に解決しようとする動きがある

一方で、旧ソ連、チェコなどの解体・分裂や、イラク・イスラエル紛争をはじめ各種テロ多発

等、民族独立を求めるローカリズムへ向かう動きも顕著になっております。 
わが国も戦後６１年、敗戦という大きな代償と引き換えに平和の恩恵を享受してきました。

平和なくして経済発展や国民経済水準の向上はなく、平和の裏には多くの犠牲があり、戦争の

悲劇を絶対に忘れてはならず、次の世代に伝える責任があることは、いまさら申すまでもあり

ません。 
過日、開かれた「わがまちの８月１５日展」で私自身も再考させられました。 
しかし、戦後６１年、国民の４人に３人が戦後世代、次世代担う子どもたちにそれらを伝え

ることは、平和の尊さ、命の大切さを学ぶ上で大変重要であると思います。 
この時期だけでなく、今後、人として生きていく上で、平和の実現には何が必要で、そのた

めにはどう行動していくかを考えることも必要に思われますが、市内の小・中学校では、現在

平和の尊さ、命の大切さについて学ぶために、どのような授業や取り組みをなされているので

しょうか、お伺いします。 
次に、ネット社会の子どもへの影響について伺います。 
インターネットや携帯電話を悪用したサイバー犯罪が連日報道されています。 
ネットオークション詐欺や児童ポルノ、出会い系サイトを通じて知り合った、１８歳未満の

子どもを相手にした児童買春などで摘発された犯罪は、５年前と比べると倍増しており、性や

暴力を強調するわいせつ・残虐画像・自殺サイトなどの有害情報・コンテンツも垂れ流されて

おります。 
日本のインターネット人口は８千万人を超えるともいわれ、誰もが、いつでも、どこでも情

報を交換できるがために、便利さゆえ、それが殺人や恐喝といった、命の尊さ、事の善悪を考

えない青少年の重大な犯罪の温床にもなっております。 
今年の警察白書でも、こうしたインターネットの負の部分にも大きくスポットをあて、安

全・安心な情報社会を目指すには、違法・有害コンテンツに対する保護者の認識不足、行政の

関心の低さが問題だと指摘しております。ネット利用の低年齢化が進む中で、子どもたちを犯

罪からいかに守っていくか、および、安全なネット社会の構築は緊急の課題となっております。 
そして、自転車に乗っていてもカチャカチャ、食事中もカチャカチャ、携帯電話は費用がか

かるもの。実際に支払いをしているのは保護者であり、子どもたちにとってもお金の尊さが分

かりにくくなっておるのではないでしょうか。 
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３０何年前、小学生時代、親からもらった５円玉を握り締め、近くの駄菓子屋へ直行した時

代とは、あまりにも大きく乖離し時代の流れも感じます。 
学校設置のインターネットも含めネットや携帯電話、その活用について学校ではどのように

指導されているのか、お伺いします。 
次に、学習する意欲、働く意欲の減退について伺います。 
構造改革路線の負の側面の一つに格差社会の是正が挙げられますが、この５年間で生活保護

世帯は３５％増え１００万世帯を突破、学校を卒業しても希望する仕事を探している若者が、

２００４年には５５８万人となり、５人に１人が職探しをしており、さらに、学校にも行かず、

就労もしない、いわゆるニートの急増も大きな社会問題となっております。 
また、２００６年版の年次経済財政白書においては、国会論議の最大焦点となった経済格差

の問題を包括的に分析し、若年層の格差拡大を放置すると、将来、大量の中年フリーターが生

まれると警鐘を鳴らし、政策対応の必要性も指摘しております。 
また、不登校に目を向けましても、山梨県内で２００５年度に、病気や経済的な理由でなく

年間３０日以上欠席した不登校は、小学校で２１７人、中学校で７９５人、合計で前年より

４７人増え１，０１２人となったことも、学校基本調査結果速報で分かり、この占める割合は

小学校０．４％、中学校２．９％と、いずれも全国平均を上回っております。 
笛吹市では、児童・生徒の不登校はどのくらいあるのか教えてください。 
また、この件で県教委、市教委ともに、社会環境や家庭環境をはじめ、どこに問題があるの

かをどのように分析されているのか。また、不登校が目立つ中学校を中心に、児童・生徒に対

する相談体制の充実に向けた取り組みについてお伺いします。 
そして、個人の能力を最大限に引き出し、義務教育を終えてからも学習し続けることの重要

性、勤労・働くことの重要性をどのように指導されているのかをお伺いします。 
次に、県立高校の全県一学区導入に向けて、生徒の不安を少なくし、より良い体制で新年度

の入試に望めるよう、どのような対策や準備を進めているのかお伺いします。 
県立高校入試改革１期生として、第１次進路希望調査が９月２０日に迫り、受験生は志望校

選びを本格化させる一方、普通科の全県一学区化、自己推薦の導入で、受験できる学校数が増

え、選択の幅が広がったのは喜ばしいことですが、ここへ来て生徒はもとより、保護者も日に

日に本命選びに頭を悩ませ、不安感が増幅していることも耳にいたします。 
また、先生方にとっても、特定地域や特定校への志望集中による競争の激化、さらに生徒個

人が全県下での学力を確認できるデータ、資料がない中での進路指導、前記の自己推薦で学校

側の求める生徒像があまりにも曖昧であること、教師側が見る実力と生徒の自己評価が異なる

ケースが相次ぐことなどが予想される等、手探りの指導は不安の多いものでありましよう。 
夏休み中も各学校で学校説明会やオープンスクールが開催され、大改革に向けて皆が情報を

最大限に収集し、生徒一人ひとりが能力を発揮し、希望のかなわない生徒が一人でも少なくな

るよう、より良い体制で新制度入試に望めるよう、どのような対策や準備が進められているの

かその進捗状況をお聞かせください。 
最後に、全県一学区導入を見据えた地元高校と地域との連携について伺います。 
いまさら申すまでもなく、笛吹市には石和高校と山梨園芸高校の２校があり、地元を中心に

数多くの生徒が通っていますが、高校と地域とが交流する機会はそれほど多くない状況に思わ

れます。 
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全県一学区が導入され、両校も県内各地から生徒が集まってきますけれども、逆に、他地域、

特に甲府市内の高校への生徒の流失も考えられ、特定校への志願者集中による高校の序列化な

ど、県立高校といえども、競争の時代がくると思われる中で、地域教育力のアップには、各高

校でオリジナリティー・独自性を打ち出し、魅力ある学校づくりが必須となります。 
また、両校を統廃合して総合学科校を設置する改編案もそのスピードを速めて結論が出るの

かと思っていた矢先の今年１月下旬、山本知事は全県一学区制と総合学科校設置を両立で進め

るのは無理がある。しばらく様子を見る必要があると発言しておりまして、来年春の全県一区

の入試後まで議論の先送りを示唆する内容でありまして、実質、結論は大幅先送りとなったと

判断せざるを得ません。 
さらに、今後は少子化の問題や、現状でも市内中学校卒業生のうち市内公立高校進学者は

３５％、市外公立高校進学者は５３％、私立高校進学者は１２％と、すなわち３人に２人は市

外に流失している状況をかんがみますと、市内各校の独自性、特異性、高い魅力をアピールし

ていくことが重要であり、学校の独自性づくりには地域性を生かした取り組みも不可欠であり、

その地域、行政がいかに高校と連携し、地域を挙げてその推進を図るかが課題であると思われ

ます。 
地域の学校がおのおの魅力あふれる学校になれば、多くの生徒が志望する学校になり、それ

が、ひいては地域の教育力、地域全体の活性化にもつながるのではないでしょうか。 
そこで、高校については県教委の管轄ではありますが、地元高校と地域とは現在どのような

交流が図られ、高校全県一学区導入を見据え、地元高校とどのような連携を図っていくべきか、

その考えをお示しください。 
以上、何点か質問させていただきました。 
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。 
答弁を高野あけみ教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
大久保俊雄議員の一般質問、地域の教育力を高める具体的方策について、にお答えいたしま

す。 

議員のご質問の中でも強調されておりますように、多大な犠牲の上に現在の日本は生まれ、

その後６１年の平和を享受してまいりました。 

長い日本の歴史の中でも、また世界的に眺めても、これほどの間、長く平和が保たれてきた

ことはないのではないでしょうか。 

平和が保たれてきたおおもとは、平和の尊さが国民みんなの心に強く根付いていたからでは

ないかと考えるものです。 

ご質問の平和の尊さ、命の大切さの教育についてでございますが、笛吹市のどの学校でも、

この平和を守る教育を総合的学習時間あるいは道徳の時間など、あらゆる機会を使って行って

おります。 

また、学園祭などの演劇でも、悲惨を極めた戦争の記憶を風化させないためにも、進んでこ

れら戦中、戦後の苦しい時代に題材を求めて上演を行っております。 

これらの活動は、ささやかなものかもしれませんが、将来必ずや平和を守るともしびとなっ
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て、次代に引き継いでいってもらえるものであると考えます。 

次に、インターネット、携帯電話が起因となったさまざまな問題についてでありますが、ご

質問にもありますとおり、一時の国主導のネット構築施策により、急激にわれわれを取り巻く

環境の中にインターネット等が入り込んでまいりました。その便利さゆえに、身近な存在とい

うより、すでになくてはならない道具と化しております。 

しかしながら、このネット社会は大きく言うと、人類にとって初めての経験でもあり、それ

ゆえ、さまざまな問題の温床にもなりかねない危険性をはらんでおります。 

教育現場におきましても、その危険性は早くから危惧されておりました。そのため、市で配

置しております情報指導員による専門の立場から、学校でのインターネット機器使用法のアド

バイス、あるいは全国各地で起きている、携帯電話を主としてネット絡みの事件を参考にして

の、笛吹警察署生活安全課の指導を生徒に受けさせるなど、犯罪から子どもたちを守るための

努力を行っているところであります。 

しかし、なんと申しましても、教育のすべての根幹は家庭にあると思います。学校での指導

と家庭での教えが相まって、ネット犯罪に限らず、あらゆる犯罪から子どもを守る抑止力とし

ての効果を発揮するものだと考えます。 

続きまして、市内の不登校児の数、およびその対策についてお答えいたします。 

年間３０日以上欠席した、いわゆる不登校児は、昨年は小学生２２名、中学生７６名、合計

９８名でした。全生徒の２％にあたります。 

本年は、年度途中ではありますが、小学生１２名、中学生４４名、合計５６名で全生徒の１％

にあたります。 

不登校の原因につきましては、専門家からさまざまな指摘がなされておりますが、大きく言

いますと、家庭の成り立ちが劇的に様変わりし、それらが結果として学校現場に投影されてい

るのではないかと考えます。 

不登校を防ぐための対策につきましては、学校におきましては、専門家であるスクールカウ

ンセラーを中学校全校に配置し、同じく各校に配置してある不登校担当の教師と共に、その対

策にあたっております。 

また、八代庁舎内には「ひまわり相談室」を開設しております。ここには、教員の経験のあ

る相談員３名、教育アドバイザー、サポート指導員のいわゆる専門家集団が、問題を抱えた子

どもの相談に常時乗っております。 

ちなみに、昨年度は延べ４００名が相談に訪れ、訪問相談等を含めますと１，８００回の支

援回数にのぼっております。 

さらに、義務教育を終えて就労・就学していない生徒につきましては、教育相談員と自立支

援指導員がかかわりサポートを続けており、悩み事を聞きながら就学・就労の重要性を身を持っ

て指導しております。 

次に、県立高校の全県一学区導入に向けての取り組み状況にお答えいたします。 

自己推薦制が導入され、それに志願する生徒がかなりの数に達することが予想される中、各

中学校でも、かつてない緊迫感の中で受験対応をしております。 

これまで以上に担当の先生方は足繁く高校の説明会に出席し、高校ごとの入試に対する考え

方をくみ取るよう努めております。それは、今回の入試制度の鍵は、とにかく最新の情報を収

集することであると考えているからであります。 
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また、従来から行っている三者懇談についても、本年はよりきめ細かい相談を、回数を増や

すことも含めて行っております。 

いずれにいたしましても、来年１月中旬の前期募集出願期間までに、自己推薦といえども、

学校が相談に乗ることによって、スムーズに新制度の受験に対応してまいりたいと考えており

ます。 

最後の地元高校と地域との将来を見据えての連携はどうかというご質問でございますが、申

すまでもなく、高校につきましては県教委の管轄でございますので、市教委としての意見は差

し控えさせていただきます。 

ただ、学校の置かれた環境を守るため、かつて高校と教育委員会が地域住民と手を携えて解

決を図った、有害図書自動販売機撤去運動が盛り上がりをみせたことがありました。 

今後も、管轄は県であっても、市内にある高校の恵まれた環境を守るため、学校の要望があっ

た場合には、でき得る限りの協力はさせていただきたく考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
再質問を許します。 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
ただいま、当局より説明をいただいたわけですが、国のほうでも教育基本法の改正議論が

ヒートアップしているというような状況ですとか、脱ゆとり教育ということで、教育現場にお

かれましても過渡期というような現在ではないかということで、大変努力を払われていること

は敬意を表するわけですが、４点ほどお伺いしたいわけです。 
まず、平和の尊さを学ぶことに関しては、山梨県教委で昨年から命の大切さを学ぶ体験活動

推進事業というものをスターとさせておりまして、その推進校として指定された学校は、小・

中・高合わせて４校だけというように聞いておりますし、笛吹市としましても、国と県とかい

ろいろな角度からの指定校というものがとられていると思いますけれども、独自の取り組みを

展開することにおきまして、笛吹市はどのように展開するのが望ましいかということが１点と。 
あと、パソコンに関しまして、昨年からいろいろな規定が設けられたと。今日も新聞なんか

で９月１日からいろんな接続ができないようとされているわけですけれども、当然、市のサー

バー内では十分なレベルのフィルターがかけられている、フィルタリングソフトが用いられて

いると思いますが、教育現場でも台数が増えたり、そういったことが本庁に比べれば頻度が増

すわけですけれども、そういったものも十分なレベルのフィルターがかけられているのかとい

うこと。これは総務部になろうかと思いますが、お伺いしたいということと。 
あと、子どもの学力に関して、日本の子どもの学力に関する調査によりますと、成績低位層

が増加する中での二極化が進んでおると指摘しておりまして、入試に対応して高学力を維持す

る層と、早くから学ぶことを放棄してしまう層に分かれていると、専門家は分析しておるわけ

ですけれども、学ぶ意欲を喪失する子どもの増加は、きわめて重大な社会問題となっているわ

けでありまして、笛吹市の子どもたちの学力はどのくらいであるかということと、また、本年

度から全国統一テストというものが導入されまして、笛吹市としては参加するのか、しないの

か。単に偏差値の序列を決めるのでなくて、それらをどう活用し分析して、地域の教育力アッ

プにつなげるのか、お伺いしたいということと。 
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もう１点、骨太の方針２００６で教育特区の導入というものも取り上げられておりまして、

自治体の工夫で教育を活性化させる機会が増えることも期待されるわけですけれども。例えば、

小・中ですとか中・高の一貫教育による独自カリキュラムの作成ですとか、英語とか理科を特

化させた事業の導入ですとか、不登校、学校独自のカリキュラムで編成できるなどというよう

な特色が考えられるわけですが、これは一概に特区導入をする、しないというものは結論が出

るものではないですが、いろんな昔から小・中、中・高一貫とか、教育特区の導入というもの

を今現在、考え合わせてお持ちなのかをお伺いしたいのですが、その４点をお願いします。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

大久保議員からの再質問にお答えしたいと思いますけれども、全体の中で今教育問題という

のは、私は根底から考え直さなければいけないと考えております。 
例えば、今、新市になりまして各小中学校にそれぞれ市単の教員を１名ずつ配置させていた

だきました。それから、それぞれの学校にスクールカウンセラーを用意させていただきました。

あるいは、八代の分庁舎のほうに、ひまわり相談室も開設させていただきました。 
しかし、これがどれだけ活用できているか、どれだけ生きているかという、こういう検証を

私どもはしっかりしなければいけないと、こういうように思っております。 
経費的にも見ましても、総額で１億円以上の投資がしてあるわけであります。しかし、依然

として不登校はそれほど目立って減るわけでもありませんし、あるいは、課題は増えるばかり

であります。 
そういったことを考えたときに、このところ私はつくづく感じますのは、やはり日本の社会

の中で家族体制、日本の従来の家族、こういったものの崩壊が教育にも大きく影響してきてい

るのではないかと考えております。そのへんのところをこれからの笛吹市の大きな課題として

取り上げていきたいと思います。 
なぜならば、今、芦川小学校もそうですが、結局、子どもたちの行き場がないからあの学校

へ行かせてくれと、恐らくこういうふうなことではないと、これは私の推測でございますけれ

ども。不登校になった子どもであるとか、特殊なそういう子ども。そうならないように、その

ためにいくらお金をかけてもその歯止めというのは、なかなかかからないわけであります。 
この間も、ちょっとテレビを見ておりましたら人生相談をしておりまして、聞いておりまし

たら説明する人が、家族の人、お父さん、お母さんとどのくらい話をしていますか、という問

いあわせがあったのですが、ほとんどしていない、自分一人で考えている。それをそのまま学

校へ持っていっても、先生方に解決できるわけがないと、こういうのがそのときの答えであり

ました。 
したがいまして、私はもちろん学校として、教育として、今言ったようにやらなければなら

ないことはしっかりやらなければいけないと、こういうように思っております。しかし、もう

一度、原点は何かということを社会問題として考えていきたいと、こんなふうに思います。 
ぜひ、そういった意味でのご提言等をいただければありがたいと思います。 
それから、もう１つ教育の角度でお話をさせていただきますと、例えば、笛吹市内に中学校

が６つございます。私もずっと議運をやらせていただいておりましたから、この笛吹市内の学

校の流れを見ております。そうすると、ちょっと俗っぽい言い方でありますけれども、非常に
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問題のある学校がずっと問題があるかというと、周期がございます。周期があったときに何が

問題かと見ておりますと、そのときの校長先生をはじめ学校経営で、どういう姿勢を打ち出し

ているか、こういうことに一つ大きなポイントがあるのではないかということを最近、ちょっ

と気にしております。 
つい最近、いつも課題になります石和中学校、何か問題があると石和中学校ではないかと言

われるわけでありましたけれども、この間学園祭に行かせていただきました。生徒自身がもの

すごい盛り上がりでした。これはなんなのかと見ましたら、例えば、いままで低迷しておりま

したブラスバンド部がものすごい勢いで充実をしてきた。あるいは、クラブ活動においても幾

つかの部が充実をしてまいりました。学校というのは、こういうことで雰囲気が変わるのだな

ということを一つ感じました。 
あるいは、先ほど高校のお話がありましたけれども、高校でも、笛吹市内の園芸高校、石和

高校、以前は年に何回か社会問題化することがありました。しかし、ここのところほとんど聞

いておりません。学校へ行ってみますと、例えば、園芸高校ではクラブ活動に非常に力をいれ

ております。つい最近では、ゲートボール部を自分たち自らつくって、その中の１人でありま

すが、世界大会に参加すると、こんなふうなところまで、いわゆるクラブ活動に力をいれて、

学校全体の雰囲気がまったく違ってまいりました。 
あるいは、石和高校もそうであります。今、石和高校では、昨日も質問がありましたけれど

も、朝の１０分間読書、これは小学校、中学校でやってきたことを、活字に親しむということ

で高校でも取り入れなければ駄目だということで、今、取り入れてやっております。校長先生

いわく、あれをしたことよって、だいぶ学校の様子が変わってきた。子どもたちに落ち着きが

出てきたと、高校でもそういう話がございます。 
そういうふうな一つひとつの事象のヒントを得ながら、いいところをどうつくっていくかと

いうことが、大きなポイントではないかと思います。いろんな社会問題が出ておりますけれど

も、そのことに対してもぐら叩きをしても、いわゆる根本から解決できないのではないかと、

こんなふうに感じております。 
したがいまして、一番のポイントは家族を中心にどう家庭教育をつくっていくか、このへん

に大きなキーワードがあるような気がいたしております。 
また、全県一区の高等学校の問題でありますが、これにつきましても議会の中でもかなりご

議論いただいております。ご議論いただいておりますけれども､改めてもう一度お願い申し上

げたいのは、笛吹市の高校の中で、あるべき高校の姿というのはどうであるか、このへんにつ

いてご議論をいただき、１校がいいのか、２校がいいのか、そういう点についてのご議論もさ

らに深めていただきたいと思います。時期的には県のほうでは年度内にはなんとか結論を出し

てくれと、こういうことを迫られておりますけれども、そのへんのコンセンサスが一致すれば、

そこから先は早いなというように思っております。 
ぜひともご理解とご協力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） 
大久保議員再質問でありますが、細かい部分につきましてお答えをさせていただきます。 
平和の大切さ命の大切さを学ぶ事業への取り組み内容でございますが、先ほども答弁させて
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いただきましたが、それ以外に笛吹市として、他市町村に先んじて実施、その取り組みが評価

されているものがありますので、それを紹介させていただきます。 
事業名は笛吹私立小学校における動物飼育支援事業といいまして、この事業につきましては、

石和町時代に取り入れたものを笛吹市全小学校に広げたものでございます。小動物の飼育と、

そのふれあいをとおして、優しさ、思いやり、また命の大切さなどの心を育てることを目的に

しております。具体的には、県獣医師会の協力を得て、複数の獣医師が直接学校に出向き、児

童に動物の飼育方法、ふれあい方、動物の体の仕組みや生活、さらに動物を愛する心の教育に

まで踏み込んで指導をしてもらうものでございます。 
対象は、あくまでも小動物でありますが、この事業は命の大切さの学習、愛する心の育成な

どに通じ、結果的に現場からは、生き物の命を考えるようになったとの報告がなされておりま

す。生きる力がはぐくまれることの醸成に大いに役立っているものであると確信をしておりま

す。 
続きまして、子どもの学力に関するご質問でございますが、子どもたちの学力につきまして

は、先ほども市長のほうからご説明がありましたが、朝読書と並行する形で朝のドリルや市販

の学力テストを行っております。 
結果につきましては、学力は確実に向上しているとの報告を各学校より受けておりますが、

細かい部分につきましては、各学校が把握しまして、結果をもとに努力をいたしております。 
また、全国学力テストにつきましは、来年度から小学校６年生と中学３年生に義務付けられ

ます。結果の公表につきましては、都道府県段階にとどまり、市町村学校名の公表は明らかに

されないと、いろいろな制約がございますが、いずれにいたしましても、結果をもとになんら

かの対応をしていくことになると考えております。 
次に、骨太方針の教育指導の導入についてのご質問ですが、先ほど、これも市長のほうから

お答えがありましたが、教育特区につきましては、総理大臣に認定の申請をしまして、その上

で取り組んでいくというものですが、現段階では、本市はその導入はいたしておりません。し

かし、笛吹市として特区的な教育は実施いたしており、例えば、市単教員は全体で３８名雇用

し、ほかに類を見ない人員で各学校の実情に応じて活躍しております。また、英語指導助手、

いわゆるＡＬＴにつきましても、今年度は市内全小学校で同じように英語の授業ができるよう

配置いたしました。さらに、先ほどもお答えさせていただきました、命の大切さを学ぶ事業等

の特区的なものを取り入れております。 
今後も子どもたちの学力向上や安全確保に力を注ぎ、さまざまな取り組みをしてまいりたい

と考えます。 
また、パソコンの関係ですが、学校につきましては１人１台パソコンですとか、生徒用のパ

ソコンが多数入っておりますが、これは高いレベルでのフィルターがかかっております。パソ

コンにつきましては、専門的な知識が必要ということで、情報指導員を配置しまして各学校を

指導しております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
今のご説明で、教育の多様性と活字教育という説明があったわけですが、今回の入試改革は
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ペーパーだけでなくて面接や作文が前期日程で重視されているようでして、今年の大学入試を

見ましても、大手の河合塾の発表ですと。私立大の４４．８％が推薦入試組と、これはまさに

面接とか作文、ペーパー、学力主義によらない入試組であるということと、国立大学でもここ

２、３年広まり始めましたＡＯ入試、これはアドミッションオフィスの略の入試でありまして、

面接や論文、作文によるきめ細かい選択を加えて選別するということで、これも加えれば、今

やもう、例えば、大学入試の一般入試のほうが少数となっているそうでありまして、面接や論

文というのは、限られた時間で相手が何を意として、子どもさんもいままでどういうことを一

生懸命にやって、これからどういうことをやりたいのか、限られた時間でアピールするという

のは学校を卒業しても、われわれのこの社会で生きていく上で、例えば、就職の際にもそうで

すし、仕事に就いても営業とか相手がいる、民主主義というのは人と人とのかかわりですから、

そういうものが大事ですし、ひいては生涯の伴侶を探すなんていうことも、そういったアピー

ルできないと。 
最近、若い世代を見ていますと、人柄はいいんだけれども、何を考えて何をしたいのかとい

うことが、少し減退しているのかなということでして、まさに全県一区の入試改革というのは

コミュニケーションといいますか、こちらのほうも、活字なんか十分取り組まれているわけで

すが、コミュニケーション学なんていうと難しいわけですが、人と人との意思の疎通をさせる

ような取り組みというのも、にわかにこれから重要視されるということで、コミュニケーショ

ン学の重要性といいますか、そちらはどうお考えなのか１点お伺いするということ。 
もう１点は要望という形になりますが、この夏休み中、小中学生を対象とした文化スポーツ

事業がいくつもなされておりまして、例えば、石和温泉祭り柔道大会ですとか、青年会議所の

わんぱく相撲大会、子どもの落語会とか、こういったものを見させていただいたわけですが、

柔道にしても相撲も一生懸命すれば、体格とか技術を見ていて、国体とかオリンピックに出ら

れる選手も十分考えられるかなというようなこと。例えば、落語なんかを見ても、十分真打に

してもいいような、みんなの前でおもしろい、子どもさんもいらっしゃって、そこらへんいろ

んな事業が出るので、これは要望ですが、物心ともに支援してほしいということ。 
あと１点、補助規定というのがありまして、例えば、全国大会へ行った訓令というのがここ

にあるのですが、今年、水球というのがありますが、ＪＯＣジュニア育成の大会だったわけで

すが、大会の専門部にも入っていない、スポ少にも入っていないということで、笛吹市の小学

生６人が全国大会に、競技がマイナーということで、ＪＯＣジュニア育成の大会、銘打ってやっ

ているわけですが、規定にこの条文がないということで、全国大会の支援というものが受けら

れなかったようなケースもありまして、また拡大解釈ではないですが、そのへん十分、この趣

旨から照らし合わせれば該当するわけですけれども、そういった組織に入っていなかったとい

うだけで、一蹴されたというようなことがありまして、そこらへんもいろんなケースが想定さ

れますので、あくまでも訓令というもの、支給に関するものがありますから、そのへん子ども

さんにとって不利にならないように、競技人口がマイナーだからといって排除されることのな

いような取り組みを、こちらは要望ですのでお願いしたいと思います。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
高野教育次長。 

 



 １１５

○教育次長（高野あけみ君） 
大久保議員のコミュニケーションの重要性にかかわるご質問ですが、全県一学区制の前期募

集では、学力検査を行わず面接、作文等を実施することとされております。また、文科省は国

語、他教科を含めた学習の基本と位置付け、言語力の育成を目指しております。 
小学校の段階から対話や報告、要約、説明など言語の技能を確実に身に付け、活用していく

ことを目標としており、このような観点からもコミュニケーションは重要だと考えます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、大久保俊雄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。 
志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
大久保議員の、地域の教育力を高める具体的な方策という一般質問に関連しまして、２つほ

どお聞きしていきたいと思います。 
大久保議員、大変勉強しておりまして、専門的な教育力を高めることについて質問したわけ

でございますが、私は、本当に今課せられたことについて、先ほど市長のほうからも、今の考

え方といいますかそういうものについて、基本的には家族の中の話だという話もあったわけで

すが、そうした点で２つほどお伺いをしていきたいわけですが、１つは、先ほども話が出まし

た高等学校の統合問題ということです。 
これは議会としても、笛吹市内に教育施設は、言ってみれば市を構成していく中でも、また

住民からも歓迎される施設ということでありますから、いろんなことはちょっと置いても議会

とすれば、この笛吹市内に２つの高校をどうしても存続していただきたいということで、議会

としても地域の住民の方の署名をいただいたりしながら、今年の１月に代表者の方が、石和高

校、園芸高校共に県のほうへ伺って要望をしてきたという経過も、先ほどの質問の中にもあり

ましたし、答弁の中にもあったわけでございます。 
そうした中、来年度から入試が全県一区という中で、そういうものを踏まえて、県教委のほ

うでは一緒には考えない、知事さんも一緒には考えていかないということですが、これはとも

すれば、その結果によっては方向が、住民の要望あるいは子どもたちの要望、父兄の要望等々

とは、まったく違った方向付けがされていってしまうようなことも、実はあるわけです。 
私は、この市の中に教育施設が少なくなることより今の２校があることのほうがいいと、特

に一方の山梨園芸高校においては、この峡東地区は県下としても果樹の盛んなところでありま

す。そういうことを考えていけば、ぜひともこの２つ高校を存続して盛り上げていきたい。そ

れには、先ほども話が出ましたように、やはり県教委の管轄とは申せ、市教委の考え方という

ものが相当影響してくるのではないかなと。 
と言うのは、やはりその考え方を中学校あるいはその前の段階の小学校という懇談の中で、

なんとしてでも市内の学校を盛り上げていこうというコミュニケーションを何かの形で、当然、

入試の場合には三者懇談があるわけです。あるいは、ほかのいろんな学校、地域との連携の問

題には地区懇とか、いろんなそういうことがあると思います。 
そういう過程の中で、市教委としてもなかなか、ただそれだけを考えて教育委員会がどうだ

こうだというのは、大変難しい問題だということは分かっているわけですが、あえて、そのへ
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んについての教育委員会の考え方といいますか、方針といいますか、そういうことを緒ってお

聞きしたいということが１つ。 
もう１つは、もっと身近な問題になってくるわけですが、私が３日ほど前、もっと前から話

は当然出ていたようでございます。文科省あるいは厚労省のほうで、今、非常に子育て支援と

いうことの中で、放課後対策事業の活動を考えてくださいということが、文部科学省、厚生労

働省のほうから全国の２万余りの小学校のほうへ通達が出されたというようなニュースをし

ていまして、たまたま東京の豊島区の放課後対策事業の実態を放映しながら、ＮＨＫでニュー

スをしておりました。 
私がこの質問をするのはなぜかと申しますと、実は、市長が一生懸命に児童館の建設という

ことで１９年度に向けて､１８年度は御坂地域、あるいは石和町の富士見地域ということで、

児童館の建設等の検討がされているわけでございます。その中で、文部科学省あるいは厚生労

働省の通達は、放課後対策事業というのは、言葉では事業ということでありますが、その内容

はなんといっても働く保護者の、厚生労働省の言葉で言えば学童保育ということになると思い

ますが、今度は文部科学省のほうでも、放課後対策事業の実施をというふうな通達が出された

ということをニュースで聞いたわけです。 
そうしますと、今の学童保育の方向が、今は児童館あるいは児童センターを使って学童保育

をしている。あるいは、学校の空き教室を利用して学童保育をしているところがあるわけです。

実態は、少子化というようなことを踏まえていけば、将来的には空き教室が出てくるのかなと

いうことも考えられるわけですが、それ以上に働いている保護者は、放課後の子どもの安全を

確保していただくには、なんといっても学校の施設内が一番安全ではないかということが、痛

切な声として出ているのが現実であります。 
しかしながら、私個人的には、せっかく児童館を造るのであれば、その中で学童保育をして

いくこともやぶさかではないかなと。当然この考え方もあるわけでございますが、そのへんに

ついて教育委員会のほうへは、そういう文部科学省のほうから通達がきているのか。また、そ

ういうものがきているとすれば、そういうものを教育現場の先生方と話し合いがされているの

か、どうなのかということを分かる範囲で結構でございますから、その２点についてお伺いい

たしたいと思います。よろしくお願いします。 
○議長（龍澤敦君） 

高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

志村議員の関連質問にお答えいたします。 
志村議員のご質問の中にもありましたが、来年度から全県一学区制の導入によりまして、ど

の程度の生徒が他に流失するのか、現段階では読めない状況でございます。過去の実情から見

ますと、平成１７年度は市外の高校進学者が、卒業生全体の５３％になっているという状況か

ら見ましても、普通高校を希望する生徒が相当数、他の県立高校へ流失するのではないかと考

えられます。 
こうした中で、石和高校、園芸高校が存続するには、どのような特色を持った魅力ある学校

にするかということが、一番大切なことだと思います。 
いままで有為な人材を数多く輩出してまいりました両高校ですから、今後も学校関係者との

連絡を密にして、地域と一丸となり、県への要望等を進めていかなければならないと考えてお
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ります。 
それから、次のご質問の放課後対策事業でございますが、文部科学省のほうからは現段階で

は通達はきておりません。 
ですから、現場の先生たちとの話し合いもまだしてございませんが、国から示されました段

階で、引き続き、関係します保健福祉部とも連携をとりまして、努力していきたいと思ってお

ります。 
○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

高校問題につきまして、今、私のところに入っております情報を申し上げておきます。 
たまたま、私石和高校の後援会の会合に出させていただいておりまして、石和高校だけの現

状であります。園芸高校に関しましては、まだ詳しい話を聞いておりませんから、石和高校の

現状をお話させていただきますと、当初、議論が始まったときにおきましては、なんとしても

笛吹市の普通科として残してほしいと、こういう要望が大変強うございました。 
そういう中で、学校の適正規模、あるいは、石和高校の現状、こういったことを考えると、

もう一度原点に返って考えたほうがいいではないかと、こんなふうなところからいろんな意見

が出ておりました。 
最近の話し合いの内容の総体を私なりに解釈いたしますと、石和高校と園芸高校は、できれ

ば一体となった形で総合学科を受け入れて、そして、笛吹市に１つの高校としてやっていった

ほうがいいのではないか。それはなぜかと言いますと、園芸高校の生徒数、それから石和高校

の生徒数は年々減少しております。そういった状況を見ると１つのほうがいいのではないかと

いうことであります。 
園芸高校の結論についてはまだ聞いておりませんけれども、県の調査によりますと、いまま

で私どもの園芸高校に対する考え方というのは、この地域の農業、特に果物、果実について園

芸高校の果たした役割というのは非常に大きいと、これは誰しも共通の評価であります。 
しかし、このところの現状で評価しますと、比較的、園芸高校を卒業して農家に就く方が少

なくなった。 
これは私が調べたわけではありませんけれども、一昨年の状況を見ますと、農家を継いだ生

徒は１人。隣の進学校といわれる日川高校では４人と、こういうふうな結果が出ておりまして、

どっちがどういう高校か分からないじゃないかという話を県の方が一部しておりました。これ

は話でございますから、どこまで全体的にそのことが今後の流れの中で影響するかということ

でありますが、やはり実態をしっかり把握したいなと思っております。 
したがって、石和高校の後援会の方向としては、できますれば１校にしてほしいと、こうい

う意見が当初と変わりまして、大勢を占めているということをご報告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、志村議員の関連質問は終了いたします。 
一般質問を続けます。 
１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
通告に従いまして、これより一般質問をさせていただきます、公明党の中川秀哉でございま
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す。 
最近、身近な市民相談を多数いただいておりまして、総合的な観点で若干質問させていただ

きたいと思っております。 
まず、はじめに、障害者自立支援法の１０月から全面施行における笛吹市の対応はというこ

とでございます。 
はじめに、障害者自立支援法に関しまして、利用者負担の見直しが本年４月から施行され､

１０月からは全市町村で障害程度区分に基づく新たな支給決定の仕組みが実施されるほか、新

サービス体系への移行が段階的にスタートいたします。 
最近、市民相談の中で、１０月以降国から支援がなくなるため、これまで心のよりどころと

していた相談窓口など通所施設がなくなることを危惧されまして、そこに通所しているグルー

プの皆さまが会を発足し、去る８月２３日、笛吹市へ支援センター存続を求める要望書が提出

されたところでございます。 
今定例会初日に市長より報告されました行政報告の概要の中で、障害者自立支援の大きな柱

となる地域生活支援事業について、本市の今後の取り組みをお伺いいたします。 
続きまして、介護相談員制度の導入についてでございます。 
笛吹市に、介護の現場において利用者から寄せられる、介護サービスに関する苦情や不満な

どを聞き、サービス提供者や行政との間に立って、問題解決に向けた手助けを行う事業といた

しまして、介護相談員派遣等事業がございます。 
これは介護保険制度と並行いたしまして、平成１２年度から実施された事業であり、介護保

険制度の根幹を担うべき主体である利用者、またサービス提供者、また市町村を対象に、介護

保険制度の目的である質・量の両面にわたる介護サービスの充実の実現を推進するため、介護

相談員が市民として活動することを目指すものでございます。 
平成１８年度施行の改正介護保険法においては、介護保険制度に新たに位置付けられた地域

支援事業の中での事業実施が方向付けられ、さらに、介護サービス適正実施指導事業、これは

都道府県でございますが、そこに介護相談員養成研修等事業を創設し、介護相談員の養成等へ

のより一層の取り組みと推進が図られました。 
この事業を実施するかどうかは、各市町村の判断に任せられております。 
市町村が介護相談員として登録した人が、その活動を行うことになりますが、相談員になる

までには養成研修を終了することが義務付けられております。 
養成研修とは、都道府県が実施主体となる研修、または公益団体において実施される専門の

研修を活用して行います。市町村が自ら実施し、または適切に事業を実施できると認められる

ものに委託して、実施することもできます。 
この上で、同事業の早期導入が求められますが、本市の取り組みについてお伺いいたします。 
続きまして、笛吹市の少子化に対する対応についてでございます。 
まず、はじめに、ますます深刻化する少子化を防ぐための支援制度の充実が求められている

中、平成１８年１０月から出産育児一時金は現行３０万円から３５万円に増額いたします。 
私も本年３月定例議会において、笛吹市に、同時にスタートできるように求めたところ、早

速、笛吹市でも本年１０月より推進するため、財源確保も含め準備するとのご答弁をいただき

ました。 
これは、本年４月よりスタートした児童手当の小学校６年生終了までに引き上げたことと同
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様に、少子化を防ぐための支援制度としての柱となると考えております。 
 しかし、これまでの出産にかかる制度では、出産後に請求し、赤ちゃん１人に付き３０万円、

これから１０月からは３５万円でございますが、この一時金を受け取るまでに約１カ月近くか

かる仕組みになっており、一時的ではあっても、高額の分娩費を親がいったん立て替える必要

があるため、特に若い世帯の方から、同制度の改善を求める声が数多く寄せられております。 
そこで、出産育児一時金の支払い方法の新たな改善策として、受領委任払い制度の導入が既

に全国市町村で取り上げられておるところでございます。 
この制度は、出産予定日の約１カ月前から、被保険者による事前申請、これは受け取り代理

という方法で、被保険者への支払いではなく、市町村から医療機関への支払いを申請するとい

う、依頼する手続きでございます。これを受け付け、出産後に保険者である市町村などが医療

機関に直接、分娩費を支給する制度でございます。 
なお、分娩費は医療機関によって違いがありますが、一時金が３５万円に増額された１０月

以降、３５万円を上限に支給対象となります。 
つきましては、利用者負担の軽減につながる同制度の早期導入が求められますが、本市の取

り組みについてお伺いいたします。 
最後に、認定子ども園は就学前の乳幼児を受け入れて、教育や保育を一体的に提供するとと

もに、育児相談や親子の集いの場を提供するなど、地域に密着した子育て支援を行う総合施設

でございます。 
この背景には、児童福祉法に基づく保育所と学校教育法に基づく幼稚園では、目的や機能が

異なり、現行制度の下では保育所の利用者が子どもに充実した教育を受けさせたい、もしくは、

幼稚園の利用者が子どもを長時間預けたいと思っても、そうしたニーズに対応することは難し

く、さらに、共働き世帯の増加に伴い、保育所への入所待ちをしている待機児童が全国で約２万

３千人に上る一方で、幼稚園は少子化の影響により定員割で閉鎖が相次ぐというような、需要

と供給のミスマッチ問題も生じております。 
そのような状況を受け、幼稚園と保育所の良いところを生かしながら、その両方の役割を果

たしてもらいたいとのニーズに対応するため、公明党の強力な推進にもよります、幼稚園と保

育所を一元化した総合施設、認定子ども園の制度が創設されたところでございます。 
認定子ども園とは、保育所でも幼稚園でもない、まったく別の第三の施設として設けるもの

ではなく、保育所と幼稚園が持っている機能に着目して、それぞれにない機能を付加すること

によって認定を受ける制度でございます。 
例えば、保育所は保護者が就労等の理由で養育できない子どもだけを預かる施設でございま

すが、そうではない子どもの受け入れも可能にし、幼稚園と同様の教育機能を付加したりする

認定を受けることができます。また、幼稚園も保護者の就労等の状況は問いませんが、原則４時

間の教育となりますので、共働きの家庭では預けることができませんでしたが、従来の４時間

に加えて預かる時間を長時間にする、いわゆる保育所機能を付加することで、共働き家庭の子

どもも預けられるように認定を受けることができます。 
なお、認定子ども園の運営体系は、主に４つのタイプがございます。幼稚園と保育所の併設

の幼保連携型、また保育所の機能を加えた幼稚園で幼稚園型、幼稚園機能を加えた保育所で保

育所型、また、自治体の独自設置施設、地方裁量型でございます。 
山梨県では、国が告示した認定基準の指針を踏まえ、具体的な認定基準を本年１０月の条例
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化に向け、必要な準備を整えている模様でございます。 
つきましては、同制度の早期の導入が求められますが、本市の取り組みについてお伺いいた

しまして、以上で私の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問目とも答弁を内藤運富保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
中川秀哉議員の一般質問、笛吹市の介護保険事業等についてお答えいたします。 

まず、障害者自立支援法の完全施行（１０月）における笛吹市の対応についてでございます

が、ご指摘のとおり、障害者自立支援法につきましては、平成１８年４月に一部施行されまし

たが、完全実施はこの１０月からであります。 

その主な内容は、相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、コミュニケーション

支援事業、移動支援事業等であります。 

これらにつきましては、全体的に市町村の事業は拡大しますが、国の補助金は大幅に削減さ

れる内容となっていることもありまして、今回の補正予算で増額補正の計上をさせていただい

たところでございます。 

身体、知的、精神の３障害の皆さんが、地域で自立した生活ができますように支援していく

ことが、自立支援法の趣旨でありますが、新しい制度でありますので障害者の皆さんは、今後

の動向に深い関心を寄せております。 

市としましては、障害者のみなさんの不安をなくし、適正なサービスが受けられるよう、相

談支援事業をはじめとした各種事業を行ってまいりたいと考えております。 

具体的には、専門的な人的資源を活用した相談支援等を展開していくために、市内の民間事

業所への委託を検討しております。 

次に、介護相談員制度の導入についてお答えいたします。 

介護相談員は、利用者から介護サービスに関する苦情や不満を聞き、サービス提供者に伝え

るなど、問題解決に向けた手助けを行うものであります。 

活動内容といたしましては、一定水準の養成研修を受けた介護相談員が、介護サービス提供

施設を定期的に訪問して、サービスの実態等の把握を行うとともに、利用者の相談に応じ、事

実を把握した上で、利用者に対する助言や、施設側への確認、行政に報告するなどの活動が想

定されます。 

現在、県内では３市が事業に取り組んでおりますが、まだ十分に機能しているとは言えない

状況のようであります。 

笛吹市内には、介護サービス事業者の数も多く、既に事業者による連絡会議が立ち上げられ

ておりますので、利用者に目を向けたサービス内容の検証も進められているところであります。 

市といたしましては、今後、介護相談員養成研修を受講していただけるよう、対象者の選定

等の準備を進めてまいりたいと考えております。 

次に、笛吹市の少子化に対する対応についてにお答えいたします。 

はじめに、幼保一元化施設、認定こども園に対する本市の取り組みについてでありますが、

急速な少子化の進行や、家庭、地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の児童の教育
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や保育に対する需要が多様なものとなってきております。 

こうした中、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が、

本年１０月１日に施行されます。 

この法律は、幼保一元化に向けた取り組みとして、幼稚園と保育所の機能を備える総合的な

施設「認定こども園」を創設し、多様化するニーズに応えようとするものであり、意義深いも

のであると考えております。 

この認定こども園の運営形態は、幼稚園と保育所が連携して一体的に運営を行う幼保連携型

や、幼稚園の機能を拡大し保育所の機能を加える幼稚園型、また、保育所の機能を拡大し幼稚

園の機能を加える保育所型、さらに、幼稚園、保育所のいずれの認可もないが、地域教育の保

育施設が、総合施設としての機能を果たす地方裁量型の４つのタイプに区分されます。 

国が定める指針をもとに、具体的な認定基準を都道府県が条例で決定し、その基準を満たす

施設を都道府県知事が、認定こども園として認定することになっております。 

本県においても、１０月に条例化される見通しでありますので、本市といたしましては、国

の動向や県の条例化、具体的な認定基準等を見ながら、柔軟かつ適切な対応を図ってまいりた

いと考えます。 

以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 

続いて、答弁を堀内正徽市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 

中川秀哉議員の一般質問、笛吹市の少子化に対する対応についてのうち、出産時の受領委任

払い制度の取り組みについてお答えいたします。 

出産育児一時金につきましては、被保険者本人が医療機関に出産費を直接支払った後、市町

村保険者から本人に出産一時金が支払われます。また、一時的に支払いが困難な方には、出産

資金貸付制度が設けられています。 

ご質問の、国の改善策につきましては、出産育児一時金を本人ではなく、市町村保険者が医

療機関に直接支払うという内容でありますが、具体的な進め方については、今のところ県にも

示されていない状況にあります。 

この改善策を施行するにあたりましては、各医療機関の同意が必要となりますので、国から

の具体的な指針が示された段階で、県が医師会との調整を図っていただき、広域的に取り組め

るよう働きかけてまいりたいと考えます。 

したがいまして、県内の各医療機関との調整が整った段階で、笛吹市としては対応していき

たいと考えております。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

まずは、ご丁寧なご答弁を誠にありがとうございました。 

４点について、再質問させていただきます。 

障害者自立支援法に関しましては、ますます利用者の細かいところまで見えにくいという、
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サービス内容になっていることが現状でございます。昨日の代表質問の中でもございましたけ

れども、これに対して市民への十分な説明が必要だと考えます。 

まずは、今後、市独自のサービス、情報開示ということで、要綱、区分認定の状況など、市

民説明会を行う旨のお答えをいただければと考えております。 

続きまして、介護相談員につきまして、先ほどもございますが、山梨県では甲府市をはじめ

韮崎市、甲斐市と３市が実際に行われております。 

先ほどのご答弁にもございましたが、まだ具体的にはなかなか、施設が多いという部分もご

ざいまして、全体には行き渡っていないのが状況でございますが、やはり私も市民相談を受け

る中で、多々、そういった情報をお伺いいたしまして、ぜひ、こういった制度があるならば、

導入していただきたいということもあります。この笛吹市内の連絡会を含めて、ぜひご検討い

ただきたい。 

また、これには県の対応ということもございますので、認定をする勉強会、養成の講座がそ

んなにないと考えております。そういった部分でこれから導入するにあたっては、まず、時期

等の問題もあると思いますので、そのへんのご答弁をいただければありがたいと思います。 

続きまして、受領委任払い制度についてでございますが、これについは、ご答弁にもござい

ましたが、やはり国の厚生労働省からの通知を受け、また、保険者、いわゆる市町村と医療機

関が同意したところから、順次実施することである。また、それにともなって、あらかじめ保

険者である市町村が、やる意思があるということを示したものからということでございますの

で、その点について、本市が今後取り組まれるようでございましたら、その意思がある旨、ご

答弁いただけるかどうかということと、医療機関についても県の指導も受けながら、ぜひ早急

にお願いしたいということをご質問させていただきます。 

最後に、幼保一元化についてでございます。 

これは最近の資料でございますが、兵庫県では県や市町村の職員を対象といたしまして、研

修会を催した体験コースというものを実施されております。職員がこれまでの少子化や男女共

同参画ということで、特に男性の職員をとおして、この３カ月の期間の中で３日間を利用して、

保育園で遊びや食事、排泄、睡眠などの援助活動の体験実習を行うほか、保育園職員との意見

交換を行うなど、保育園での現場体験をとおして、子どもの置かれている状況や環境、子育て

の楽しさや大変さを学んで、少子化対策や男女共同参画に対する理解を深めているということ

でございます。 

ぜひ、こういう制度を本市でも取り入れていただきたいと考えます。 

最後に、本年４月に甲府市では子育てをされる方への情報誌といたしまして、「甲府市ガイ

ドブック」なるものを作成されました。内容といたしましては、出産育児に関する基本情報や

情報サービスの紹介、各種相談窓口、子育てマップなどをできる限り分かりやすく掲載してい

るものでございます。 

本市についても、現在、各種情報は広報ふえふきを活用されまして、広く発信されておると

ころと思いますけれども、ぜひ、専門情報を備えた子育てマニュアルとして、作成していただ

くようご提案いたしますが、重ねて本市の取り組みについてお伺いして、終わりたいと思いま

す。 

よろしくお願いいたします。 

 



 １２３

○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。 

最初に、審議会の件につきましては、昨日もご報告させていただきましたが、国の示す内容

等の詳細な点につきましては、さまざまございまして、取りかかりが非常に厳しい状況ではご

ざいましたが、しかしながら、審議委員の皆さんも、真剣な取り組みを日々していただきまし

て、そうした中にありましても、ほぼ順調な形で推移しているという形を報告させていただき

たいと思います。 

次の、介護相談員の件につきましては、先ほど申し上げましたが、本市におきましては事業

所がたくさんたくさんございます。ある程度の今の流れの中では、お互いにそうしたチェック

機能等も進められているような状況ではございますが、これにつきましても、市といたしまし

て、なるべく早い時点で設置をしていく方向で進めていきたいというようにも考えております。 

次の、県の条例化が進んでくる中で、子ども園につきましては、動向を見ながら前向きに、

これにつきましても取り組みをさせていただきたいと思います。 

ガイドマップにつきましては、皆さんご承知のとおり芦川が合併したということでございま

して、これからまだまだ検討もしなければならない部分もございますので、今後の課題とさせ

ていただきたいと思っております。 

また、私たちは、皆さんのお手元に配布いたしましたように、今は次世代育成支援の内容を

お渡ししてございます。まずはそれらを中心に市といたしましては、それを根幹といたしまし

て子育て支援をやっていく基本的な姿勢、方針がございますので、それらを住民の皆さんにま

ずしっかりと理解していただく中で、今後のさまざまな事業展開を幅広く考えていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 

荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 

中川議員の再質問、笛吹市の少子化に対する対応の出産時の受領委任払いの件でございます

が、これにつきましては、条件が整えば、医療機関等々いろいろ条件がございますから、クリ

アしなければ、そういった条件が整えますれば、前向きにその件については考えていきたいと、

こんなふうに思っています。 
よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
出産一時金に関しての関連質問を２点させていただきたいのですけれども、先ほど部長のほ

うから出産資金貸付制度が笛吹市で行われているということは、本当にありがたいことですが、

その制度を利用されている方がいらっしゃるのかどうなのかということと、今朝ほどの話です
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が、出産一時金で、その方は埼玉のほうにお嫁に行かれて、今回、笛吹市内で出産されたと、

そういう方の場合の受領委任払い制度は、どのへんの範囲までその制度を導入されるかどうか

をご検討いただきたいというか、どういう範囲かのお考えを伺いたいと思います。 
以上です。 

○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） 
関連質問にお答えいたします。 
１番目の出産育児貸付制度を利用しておるのかという内容でございますが、利用者はござい

ます。何件あるかというデータは持ち合わせておりませんので報告できませんが、ご利用いた

だいております。 
そして、この受領委任払いの範囲でございますが、これは目的としましては、県内と考えて

おります。可能かどうかはこれからの問題になりますけれども、県のほうの指導に基づきまし

て、医療機関等の同意を得るにつきましても、それぞれの市が独自に医療機関と交渉しなさい

よという意見もございますが、そうすると、医療機関側につきましても困惑がございますので、

県が一括して同意を取るような形を市としては求め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、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３５分から行います。 

休憩  午前１１時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時３５分 
○議長（龍澤敦君） 

再開します。 
先ほどの質問の答弁を堀内市民環境部長から行いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
○市民環境部長（堀内正徽君） 

先ほどの川村議員の出産費用の貸付制度について、補足して再度説明させていただきますこ

と、お許しいただきたいと思います。 
現在の出産費用の貸付制度でございますが、出産前において、本人の申請により出産一時金

の８割を貸し付けております。これは今の笛吹市ですと３２万円でございますので、３２万円

の８割というと２５万６千円でございます。それについての申し込み状況でございますが、

１７年度につきましては、貸付件数が８件です。１８年度今現在におきましては６件ほど申

請・貸し付けがされております。 
以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
一般質問を続けます。 
続いて、１４番、渡辺正秀君。 
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○１４番議員（渡辺正秀君） 
議長の許可をいただきましたので、一般質問を行います。 
昨日、９月１１日、同時多発テロから５年が経ちました。改めて３千名の犠牲者、また、ア

フガン・イラク戦争の数万人の犠牲者に哀悼の意をささげたいと思います。そして、願わくは、

地上でテロと、そして戦争がなくなるように見守っていただきたいと思います。 
９月９日、ワシントンからの情報でアメリカ議会が、イラク戦争開始の理由とされた、イラ

クフセイン政権とテロ組織アルカイダとの結びつきについて、完全に否定したことが伝えられ

ました。これでイラク戦争開始の理由とされた「テロ支援国家」「大量破壊兵器の所有」とい

う２つの口実が、２つとも虚偽であったことが確定しました。そして、今、暴力が暴力を呼び、

テロの温床は拡大したとしか言い様がありません。アメリカブッシュ大統領は、第一級の戦争

犯罪人であると断じざるを得ないのではないでしょうか。 
ブッシュ政権に無条件に従い従属し続けた小泉首相は、平和と自主独立の日本および日本人

の戦後の歴史と誇りを傷つけました。そして、今も国民の不安と猜疑心をあおり、憲法・教育

基本法を放棄して、好戦的国家への道を歩もうとしています。 
「９．１１」６年目にあたり、国民保護計画が軍の活動の自由を担保するものでしかないこ

となどを冷静に見抜き、平和と人権、福祉を守る責任ある態度をとりたいと、改めて決意して

おります。 
それでは、質問に入ります。 
まず、児童センター・学童保育への指定管理者制度導入の問題です。 
指定管理者制度は住民サービスの維持・向上が見込まれ、経費の縮減が見込まれる施設に導

入していくとしております。 
第１の質問は、この指定管理者導入の基準に照らし、何を根拠にサービスの維持・向上が見

込まれるというのか伺います。 
第２の質問は、同じくこの指定管理者導入の基準に照らし、経費の削減はどのようにして実

現するか、いくら削減できると見込んでいるのかということを質問します。 
次に、児童センター・学童保育は、市と共に熱心な先生方と保護者、さらにさまざまなボラ

ンティア支援者・団体の協働で支えられ、発展しております。これを市の一存で特定の者に任

せることが適切かという問題であります。 
そして、第４は、指定管理者応募団体および理事の活動実績はどうか、どのような活動をし

てきたかということを伺います。 
５番目、最後に、子育て支援の場であり、さまざまな個人・団体の協働の輪で支えられてい

る児童センターは、指定管理者制度に最もなじまない施設であり、市が責任を持って運営すべ

き施設の一つと私は考えます。民間にできることは民間にという考えが示されておりますが、

同じ人間がやること、公共がやることで民間にできないことはないと、私も考えておりますが､

しかし、それが、民間に任せるか、あるいは行政が直接責任を負うかの分かれ目ではございま

せん。では、笛吹市はそうした中で、何を市および市職員が直接行うべき業務と考えているの

か、明確な考え方を示していただきたいと思います。 
第２の質問に移ります。 
交通弱者の足の確保についてであります。 
市営バスアンケート調査実施より１年が経ちました。このアンケート結果に基づく住民の移
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動手段確保の進捗状況を伺い、かつ提言を行いたいと思います。 
まず、住民の交通手段確保のための事業内容と財政支出の一覧は、先ほどいただきました。

どうもありがとうございました。 
次に、アンケートに基づく移動手段の確保対策の、では進捗状況はどうなっているか伺いま

す。 
３つ目に、これは提言でございますが、アンケートでは住民の移動の自由拡大を求める声が

８９．２％、そのうち５４．５％が路線バスにこだわらずと回答しております。さらに、路線

バス以外の方法では、タクシー券の発行など助成を求める、こういう回答が５２．９％です。

タクシー利用助成は費用対効果でも大変優れていることが旧境川村の経験でも実証されてい

ます。そして、現在のバス路線、それを利用できないという状況、離れた場所に住まわれてい

る方も数多くあります。そういう時間帯も非常に不便でございます。そうした中で、そういう

ものを補完する手段としてタクシー利用補助制度をぜひ採用していただきたい。こうしたとこ

ろで民間活力を大いに生かし、住民、特に交通弱者の足の確保を行うべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 
以上で質問を終わりたいと思います。 
よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 
当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
渡辺正秀議員の一般質問、児童センターへの指定管理者制度導入の凍結をについて、お答え

いたします。 

はじめに、指定管理者制度につきましては、民間の能力やノウハウを活用しつつ、住民サー

ビスの維持・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が、児

童センターがこれに該当するかとのご質問であります。 

学童保育を併設しております市内４カ所の児童館または児童センターの運営につきまして

は、長期的に見て指定管理者を導入することが、その設置目的に対し効果的な管理と運営が行

え、かつ経費面におきましても節減が見込めるものと判断し、１９年４月導入に向け公募を

行ったところであります。 

まず、最初のご質問で、児童センターおよび学童保育室は、市と共に熱心な指導員・厚生員

の先生方、保護者、さまざまなボランティア支援者・団体の協働で支えられて発展しているが、

これを特定の者に任せることが適切かとのことですが、指定管理者は個人では応募できません。

応募資格を有する法人あるいは団体等の申請に基づき、選定委員会において、指定管理者とし

て適切かどうか、公正かつ厳正な審査のもとに選定が行われ、内定後は、運営のための十分な

事前の協議と議会の議決を経て行うものであります。 

なお、施設の設置目的が従前と変わるものではございませんので、指定管理者のもとに、引

き続き保護者をはじめ市民の皆さま、ボランティアの支援など、これまでと同様の協力をいた

だけますよう期待をしております。 

次に、サービスの向上の見込みはどうかとのご質問ですが、少子化対策・子育て支援に対す

る保護者や地域のニーズは年々高まっております。利用時間の拡充や運営内容、利用形態等に
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つきまして、保護者の皆さんからいろいろな要望も受けております。こうした各種の要望に対

し柔軟に対応していけるのが、指定管理者制度導入の大きな目的でありますので、保護者や児

童にとってプラス面を、よく協議をしながらサービスの向上を図ってまいります。 
次に、経費の削減はどのようにして実現できるのか、見込みはどのくらいかとのご質問です

が、児童センターおよび学童保育室の管理運営経費においては、概ね８割を人件費が占めてお

ります。また、そのほかは光熱水費や保守管理をはじめとする施設の維持管理経費、教材費、

保険料などであります。 

指定管理者制度導入による経費節減につきましては、児童厚生員および学童保育指導員の職

員配置の効率化や、本庁および支所でかかわる現職員の事務量の減少を勘案しますと、長期的

に見て人件費の節減効果が期待できるところでもあります。 

なお、そのほかの管理運営費につきましても、指定管理者が内定した際には、十分に協議を

行い節減を図ってまいります。 

次に、指定管理者応募団体および理事の活動実績はどうか、とのご質問ですが、児童センター

の公募に対しましては２つの団体から申請がありました。今後、選定委員会において、指定管

理者として適格かどうかの審査が行われるわけですので、この場での団体および理事の活動実

績については差し控えさせていただきます。 

なお、選定委員会の審査経緯等は、市のホームページにて公開し、透明性を確保してまいり

ます。 

次に、子育て支援の場として児童センターは指定管理者制度に最もそぐわない施設であり、

市が責任をもって運営すべき施設では、とのご質問ですが、児童センターは、その設置目的を

達成するため指定管理者に管理を行わせることが、法的に可能な施設であり、児童福祉法に規

定されている公的責任を十分に踏まえた上で、利用者からの高まるニーズに対応したサービス

の向上、柔軟かつ効果的な運営、行財政改革プランに掲げる定員管理適正化、財政的効果等を

目的に導入を行うものであります。 

既に本市においても、本年４月より、境川児童館および学童保育室は、指定管理者のもとで

運営が行われているところであります。 

また、導入後の職員配置につきましては、現在の先生方に残っていただくことを基本とし、

急激な変化がないよう配慮し、児童に対して環境の変化による影響が極力ないよう、現行の運

営内容を継続してまいります。安心して児童を預けていただけるよう、保護者会等との話し合

いを重ねながら、導入を図ってまいります。 

次に、市は何を、市および市職員が直接行うべき業務と考えているか、とのご質問ですが、

これにつきましては、議員もご承知のとおり、導入後も笛吹市立であることに変わりありませ

ん。 

したがいまして、笛吹市の指定管理者導入の基本的な考え方を踏まえ、事務事業評価を行う

中で、より一層の充実が図られますよう連携を取り合いながら、運営を推進してまいりたいと

考えております。 

以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 

２問目の答弁を池田聖仁秘書政策室長。 
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○秘書政策室長（池田聖仁君） 

渡辺正秀議員の一般質問、交通弱者の足確保についてお答えいたします。 

ご質問にもありますとおり、昨年度、市では市内の人口の偏在や公共交通不便地帯の発生状

況について調査するとともに、バスに関する市民の皆さんの利用状況や意向をお聞きするため

のアンケート調査を実施いたしました。 

その結果、市内には複数の公共交通不便地帯が発生し、公共交通サービスの提供に地域間格

差が生じていると同時に、市民の多くが、何らかの形で市民の移動の自由を確保する策を講じ

るべきであると考えていることが明らかになり、市としましてはバスの整備充実に向け、さら

なる検討を行うことといたしました。 

本年度につきましては、笛吹市バス交通研究会を設置し、効率的で市民の皆さんが利用しや

すいバスの整備に向け、運行方式や運行経路、運行頻度など詳細な検討を行っているところで

あります。 

この研究会については、交通工学を専門としている山梨大学大学院の西井教授を会長として、

各地域の区長会や高齢者団体などをはじめとした各種団体の代表者により組織され、今年度中

には再編に向けた整備計画を策定し、来年度はその計画に基づいた試験運行を実施してまいり

たいと考えております。 

次に、交通手段確保のために行なっている事業の状況につきまして、平成１７年度の実績に

基づきご説明申し上げます。 

市内を運行するバス路線については、生活交通路線が１１路線、自主運営バスが２路線、市

が運行するバスが３路線で、合計１６路線となっております。 

生活交通路線については、民間の乗合バス事業者が運行する広域的・幹線的路線について、

その路線維持のため運行に係る赤字分について、関係自治体がキロ数に応じて経費負担をして

いるものであり、約８７８万円を支出したところであります。 

自主運営バスについては、現在、奈良原－敷島線と勝沼－甲府南西団地線の２路線が運行さ

れておりますが、これは以前生活バス路線が運行されていた路線が廃止されたことに伴う代替

路線として、関係市町村による委託契約に基づいての運行とし、路線のキロ数に応じて負担を

しており、市といたしましては約１，１４４万円を支出しております。 

また、市が運行する市営バスに関しましては、一宮町と境川町地域で合併前から引き継ぐ形

で運行している循環・巡回バスに約１，１２８万円を支出し、芦川町鶯宿から石和温泉駅まで

運行しております芦川バスについては、約６６４万円が支出された状況であります。 

次に、タクシー利用助成についてですが、旧境川村では村内に乗り入れていたバス路線が廃

止され、関係する区域住民のバス利用が不可能となったため、交通弱者がタクシーを利用する

場合に、その料金の一部を助成することを目的として平成５年１０月から、バス代替･福祉タク

シー利用助成事業を実施しておりました。 

主な助成対象は、村内に居住する７０歳以上の高齢者や、高等学校へ通学する生徒および身

体障害者手帳の交付を受けている方とされており、１枚５００円のタクシー利用料金助成回数

券を年間２０枚交付し、利用助成を行っておりましたが、平成９年度の村内巡回バスの運行に

伴い交付枚数を１０枚に縮減し、合併時には本事業の所期の目的を達成したとして、事業が廃

止されたところであります。 

なお、これと同様の事業を笛吹市において実施した場合、５００円のタクシー券を年間１０枚、
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高齢者と障害者の対象者に交付した場合でございますが、約６千万円以上の予算が必要となる

見込みであります。この事業については福祉的要素が強いため、今後、福祉施策とも併せて検

討をする必要があるものと考えております。 

最後に、現在市で検討しているバス路線の再編整備につきましては、高齢者をはじめとした

交通弱者に主眼を置きつつも、通勤･通学や買い物など、誰もが利用しやすい公共交通の整備充

実に向けて検討しているものであり、アンケート結果にもありますように、バスだけでなく、

デマンド交通システムをはじめとした先進事例などについても併せて研究を行い、地域の実情

に即した手段･手法により、効率的かつ利用者の満足度が高い公共交通ネットワークの構築を

行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 

再質問を許します。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

第２の質問から入りたいと思いますが、来年度から試験運行ということですが、ぜひ、これ

を速やかに推進していただきたいと思います。 

この大きな視点は、やはり交通弱者、外に出られない方を笛吹市内では、一人も残さないと

いう視点で取り組んでいただきたい、このことを要望いたします。 

第１の質問、児童センターの指定管理者制度導入に関して再質問いたします。 

まず、集中改革プラン２００５の指定管理者制度導入効果の積算資料によりますと、平成

１９年度に４つの児童センターの指定管理者導入で、市の財政負担は人件費分で６２５万円の

減、その他の経費が２７万円の増で、合計５９８万円削減できるとしております。 
これは本当か。どこを削ってそのような経費削減ができると試算したのか、試算の根拠を明

確にしていただきたい。 
２つ目に、今でもぎりぎりの予算でやっているが、これをさらに削減して指定管理者だった

ら何ができるか。八代の説明会では児童課長が、職員の身分も今は６カ月ごとの臨時採用で不

安定だが、指定管理者のもとでは正職員として採用されるかもしれない。保護者の要望、例え

ば時間延長なども可能かもしれないと言っております。その財政的な根拠は何か。 
３つ目に、今回応募しているＮＰＯの１つは、現職員にＮＰＯに入って意見を出してほしい

し、運営に生かしたい。入らなければ責任はもてないとか、残業代は出せないとか言っており

ます。こうした事実は把握しているか伺います。 
４つ目に、現在、市直営のもとで複数のＮＰＯ・団体および個人が児童館活動に協力してい

るが、指定管理者のもとで継続して協力が得られるか確認しているかどうか、伺います。 
６つ目に、市は民間の競争原理を強調しているが、４施設を一括して１団体に任せることは

適切と考えているか。あるいは、一括するということは避けたいと考えているか伺います。 
最後に、現場をすべて民間に任せていくというこの姿勢で、本当に現場の士気は高まってい

くのかどうなのか。そして、いろいろな企画を行うときに現場の施設や事業を指定管理者等民

間に任せることによって、正しい企画あるいはマネジメントできるのか、大変心配しておりま

す。そのへんについての考え方を伺います。 
以上でございます。 
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○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） 
何点かご質問をいただきました。 
最初に、試算された金額につきましては、私どもも今るる検討もし、そして、今日まできて

おりますが、いずれにいたしましても、先ほど言いましたように人件費が主な内容でございま

すので、これにつきましては、現在、職員がかかわっている部分、また、先ほど申し上げまし

たが、指導員または厚生員等のやりくりの努力、そのへんの点につきまして８０％以上が人件

費にかかわる問題でございますので、そこらへんの節減が最も大きな効果を図っていかれる、

そういうものと考えております。 
また、ＮＰＯの意見、これにつきましては私たちが指定管理者を公募したということでござ

いまして、動きは確かにあったようでございますが、市がこれにつきましては直接関与すべき

ものでもございません。これにつきましては、そのＮＰＯの考えによるものでございます。市

が直接応援するとか、そういう形でやったものでは決してございません。 
また、今後の協力は他の団体等にやっていただけるかどうかということにつきましては、私

たちもより一層のサービスが提供でますように、市といたしましても取り組みをさせていただ

きたいと思います。しかし、現在のところ、まだ指定管理者が選定されているわけではござい

ませんので、その点につきましては、選定された時点で協議をし、そうした前向きの取り組み

をいただく中で、今後、他の団体とも協力をしていただけるようにお願いしていく、このよう

に考えております。 
最後の、４施設を一括してというＮＰＯがあるということの中で、そういう形で任せるのか

という質問でございますが、これにつきましては、先ほども言いましたように、選定委員会の

中で今後協議していかなければならない問題でございます。そうした点を踏まえまして、１カ

所だけでいいのか、また、４カ所にまとめた提案を採用するのか、これにつきましては、あく

までも選定委員会の中で協議がされるものでございますので、今の時点では私の意見として発

表することができません。 
６番目の企画の点につきましては、これは先ほど言いましたように、さまざまな事業を行う

につきましては、ある程度任せて行っていただく場合も当然あるわけでございますが、大きな

変更とか、また新たな企画等につきましては、これは利用者、また指定管理者はもちろんのこ

とでございますが、指定管理者、利用者、市が加わって、この内容をよく見極めた中で事業実

施をしていただくというような形になります。あくまでも市が責任を持って行うことでござい

ますので、市の施設であることには間違いありませんので、市の責任を果たしていくことは当

然だと考えております。 
以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
今の再質問に対する答えが十分でないということで、もう一度聴きたいと思いますが、まず、

第１番目の再質問の部分ですが、市の財政負担は人件費分を含んで６２５万円の減ということ

でございますが、これをどこで削減できるのか、試算しているのかということを聞いているわ
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けで、その根拠があるはずです。 
もう一方で、児童課長は説明会において、こういう削減はできないということを明確にして

おります。この点の説明はどちらが正しいのかお伺いします。 
それから、３番目の質問ですが、ＮＰＯのいろいろの動きが生じているという話でございま

す。その中で残業代は出せないということを言っているわけですが、労働基準法を無視した言

動をしているということについての認識は、これをどのように、これもＮＰＯの自由だと言う

のか。あるいは、今の職員の身分や、それから労働基準法をきちんと守っていく考えなのか、

伺いたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

岡部敏朗福祉事務所長。 
○福祉事務所長（岡部敏朗君） 

再質問が不十分ということで、再度質問がございまして、分かる範囲でお答えさせていただ

きます。 
集中改革プランの指定管理者導入の削減の額ということでございますが、児童館・児童セン

ターに指定管理者を導入する場合におきましては、人件費は先ほど申しましたように８０％く

らい占めるわけでありまして、その根拠の考え方につきましては、例えば、学童保育の指導員・

厚生員が４人で行っているところを、実際に指定管理を導入して運営していくことになります

と、３．５人くらいというふうな形の中で、指定管理者がそうした効率的な運営によることに

よって、４つの児童館で合わせて６００万円近い削減ができてくる想定の中で、削減額を算定

していることになると考えられます。 
次に、児童課長が説明の中で対応した部分でございますが、細かい節減が児童課長のほうも

できないというお答えはしていないと思いまして、第一にサービスの向上を図っていくことを

目的に、指定管理の導入を行っていく。そして、長期的に見た場合につきまして、経費の節減

を図っていくという考え方の中で、児童課長のほうは説明をしていると把握しております。 
次に、ＮＰＯの法人が残業手当を出さないというお話でございますが、先ほど部長が答弁い

たしましたが、市といたしましては、ＮＰＯ法人から直接の話は聞いていないわけでございま

すが、基本的には現在の指導員をＮＰＯ法人に雇用をしていただく形態を取るわけでございま

すので、この点に関しましては、また選定委員会等で選定された指定管理者と、市が必要な指

導等を行ってまいりたいと考えております。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
渡辺議員の児童センター・学童保育の指定管理に関連して質問をいたします。 
今、岡部所長から、指定管理者制度になったらこのくらいの節減ができる、その節減の根拠

というのが示されたところです。 
一番の根拠になっているのは、今の児童厚生員の人数を減らす、例えば０．５とか減らすこ

とによって経費が節減できるんだと、そういう算定をしているようですが。でも、児童厚生員
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の人数も学童保育の指導員の人数も、今必要な人数だからそこに配置されているというわけで

あって、指定管理になったら人数を減らしていくということで、市としては、児童館や学童保

育で子どもの発達をどう保障していくのか、どのように子どもの安全を保障していくのかとい

うところが、かなりおろそかになるというふうに思っています。そのようなことは絶対にしな

いでもらいたいということが１点。 
それから、各地の説明会において、この指定管理者制度導入は決定したわけではなく検討段

階だと。指導者とか保護者の意見を聞きながら、反対意見が多ければ強行に導入しようという

考えはありませんと、説明しておりました。 
しかし、そう言いながら、例えば、八代にしても保護者の理解が得られない中で、８月１日

号の広報ふえふきで業者を公募しておりました。公募しながらも話をするんだよということだ

と思いますが、でも市民の感覚からしてみれば、まだ話し合いの段階なのに、もう公募してし

まうということは、「もう私たちが何を言っても駄目なのかしら、公募してしまったし」とい

うふうな意識が働くのは当然だと思います。 
そういうことを見ると、意見を聞くということは形式的で、本当にその気があったのだろう

かということを疑わざるを得ないと、いうふうに私は考えています｡ 
昨日の代表質問の中でも市長は、市民第一主義だと、市民の視点で行政運営をしていくのだ

ということを強調しておりましたが、そういう市長の行政運営に対する態度からしても、現在

の指定管理者制度導入については、ちょっとやり方がおかしいのではないかと。もっと市民の

意見を聞いて、理解を得られた中で公募をしてもよかったのではないかと思いますので、その

点の見解も伺います。 
３つ目は、先ほどの部長の答弁では、利用時間の拡充とか子育て支援に対するニーズがさま

ざまな角度から高まったと、柔軟な対応ができるのが民間だと、そういう答弁をしておりまし

た。どうして、例えば、利用時間を延長してほしいという保護者の意見に行政が応えてこない

で、サービス向上の努力をしないで、そういうことを民間に任せるということは、行政自体が

サービス向上のための努力を怠っているのではないかと思います。 
いったい市はどういうふうになっているのか、どうして今の段階で官がそういう市民サービス

の向上を追求できないのか、追求しようとしないのか、どうしてそれを怠るのかという、３つ

の点について質問します。 
○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） 

 ３つの点についてお答えいたします。 
 先ほど、所長が言いましたように人員の件につきましてですが、これは単に４人を３．５人

とか、また、なくなるということではございません。 
 そうした施設の中に今後はさまざまな他事業との関連、例えば、学童保育につきましても午

後からの仕事になります。児童館につきましても、今の状況ですと利用時間がどうしても午前

中は少ないというような形もございます。そうしたことを見ていきますと、では午前中にどん

なことをやったら、どういう事業を取り入れたら、そうした人たちも効率的に、そして、この

ノウハウを生かして幅広い福祉の子育て支援が対応できるかなと、こういう視点をお互いに、

市と事業者と協力し合う中で新たな事業展開、または、いままでできなかったことの展開を
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やっていかれる要素というのは、いくらでもあるのではないかというようにも思っております。 
 そうした点のことの中で、人員の点についても削減ができるというような意見を言ったわけ

でございます。 
 次に、市民の意見につきましては、第１回目の説明会を行いまして、これは６月１４日ころ

でございます。八代につきましては６月１４日に児童センターにおいて行いましたが、そのと

きの大方の意見といたしましては、先生、指導員に特別の変化がなければ、ある程度の理解は

得られるというような状況も伺っております。 
 そういった点ですべてが、皆さんの意見が反対というようなことでは決してないわけでござ

います。そういった点を理解していただいております。そういったことの中から、今回、７月

２５日に公募のお知らせをいたしましたし、また、８月１日から８月いっぱいまで公募をする

んですよということで、保護者にも通知を出させていただいたと、こういう形の中で、皆さん

に今回の指定管理のご理解をいただくための経緯を図ってきております。 
今後につきまして、先ほど言いましたように保護者の皆さんのご意見をいただく中で、さま

ざまなご要望がございますので、これらについて実現ができるそういうことを望みながら、私

たちも取り組んでいくわけでございますので、サービス向上を目指してやっていくということ

を第１に踏まえて、今回の取り組みをしていくということでございます。 
 ３番目の、サービスの向上でございますが、現在のまま官でやった場合、向上ができないの

かということの質問かと思いますが、そういうことでもございません。お互いに努力をし合い

ながら、より良い運営を目指して、毎日の保育に対する事業を進めているところでございます。 
 しかしながら、そうしたことの中にも、施設が市の中に何カ所もあるわけでございますので、

１つの施設ばかりにはいかない、そうした要望も出てくるわけでございます。そうした点につ

きましては、公立の場合ですと、これは全体を見渡して、見極めた中でのさまざまな事業をし

ていかなければならないわけであります。 
 しかしながら、民間の場合でありますと、ノウハウを生かしながら持てる力、また能力を生

かしながらの事業展開が、前向きに早く展開をし、そして皆さんに喜んでいただけるような子

育ての運営ができる、こういう点で、私たちが踏み切るわけでございますので、あくまでも市

でやっている限りは向上が認められないということではございません。 
 現在も指導員さん、また厚生員さんも一生懸命努力して、よりよい運営を目指してやってい

るということでございまして、より一層のサービス向上を目指してやっていくために、民間の

活力の中で事業運営をやっていくということでございますので、ご理解を願いたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

 関連質問の持ち時間が終了しましたので、亀山議員の関連質問を終了させていただきます。 
 暫時休憩いたします。 
 なお、再開は１時３０分から行います。 

休憩  午後１２時１８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。 
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 ２番、前田初男君。 
○２番議員（前田初男君） 

 新和会の前田初男でございます。 
 通告に従いまして、遊休農地対策につきまして質問させていただきます。 
 農家の高齢化、また後継者の他産業への流出等で、現在、笛吹市には約１６０ヘクタール以

上の遊休農地が存在しています。 
 対策として、農用地利用集積等で農地の貸借を行っておりますが、まだまだ遊休農地が各地

で見られます。 
 その解決方法といたしまして、以下３点をお聞きします。 
 １つ目として、農用地利用集積では１０アール以上の耕作を必要としていますが、住宅地に

ある農地につきましては、農薬散布等などトラブルが発生するということで、なかなか借り手

がありません。現在、市民農園という形で、市が土地所有者から土地を借り受け、区画整理を

し、希望者に貸し出していますが、住宅地においては農地も狭く点々と散らばっていて、なか

なか難しいと思います。 
 農地法との関係もありますが、土地所有者が個人で、家庭菜園を希望する人たちに貸すこと

ができないのか、お伺いします。 
 ２つ目として、山付きの遊休農地につきましては、耕作放棄等で荒廃化が進んでいます。そ

れらの土地へ鳥獣害対策も考え、ドングリなど実のなる木を植林して、山に戻したほうがよい

のではないかと思いますが、市の考えをお伺いします。 
 ３つ目といたしまして、県内各地で行っている遊休農地対策の１つとして、草花等の種をま

き、また、植えて景観美化を推進している市町村がありますが、笛吹市としては、これからそ

のような事業を行っていくのか、予定があるのかお伺いします。 
 以上、３点をお伺いしまして、私の質問とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
 これより、当局の答弁を求めます。 
 答弁を保坂利定産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
 前田議員の一般質問、遊休農地対策についての質問にお答えいたします。 
 県内有数の果樹地帯を誇り、「桃・ぶどう日本一の郷」笛吹市の農業を将来にわたり維持発

展させていくためには、本市農業が抱えているさまざまな課題を解消していくことが必要であ

ります。 
 その大きな課題の一つであります、本市耕地面積の約４．６％（約１６０ヘクタール）を占

めている遊休農地への対策の必要性は、本市農業の根幹を揺るがしかけないものととらえ、常

に地域や関係者と連携を密にし、効率的かつ効果的な対応を施すことが重要であると考えます。 
 ご承知のとおり、遊休農地が発生すると、本市農業の低迷はもちろんのこと、環境の悪化、

さらにはこれに起因した笛吹市のイメージダウンにもつながることが危惧されます。 
 農地は荒らさず耕作するものとの基本原則に立ち、耕作できない場合は、認定農業者を含め

た担い手への利用集積をその対策の基本と位置付けますが、しかし、その一方では、農業的活

用である市民農園や環境・林業的活用も、地域や農業者の状況に応じて図っていくことも重要

な選択肢であると考えます。 
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そこで、議員１番目のご質問であります、土地所有者が個人的に家庭菜園に貸し出すことに

ついてお答えします。 
農地の所有者が、非農家が行う自家用野菜や花の栽培のために農地を貸し出す場合には、特

定農地貸付法に基づく農園の開設が該当いたします。特定農地貸付法は、これまで地方公共団

体、もしくはＪＡの農園開設を対象とする法律でしたが、昨年９月に法改正が行われ、個人に

よる農園の開設が可能となりました。 
 こうした法の改正背景を受け、農地を有効活用することは、農業者以外の人が野菜や花卉を

栽培し、自然とふれあうことによる遊休農地対策としてはもとより、地域の方々との交流の場

の提供としても大いに意義のあることと考えます。農園の開設には、貸付面積や期間の制限が

あり、市との貸付協定の締結や農業委員会による貸付規定の承認が必要となることから、本市

としましても、同法に対応した活用マニュアルなどを作成するなど、地域や関係者のニーズに

添った活用が図られるよう啓発活動を行っていきたいと考えております。 
次に、荒廃している山付きの遊休農地対策としての、特に広葉樹を主体とした植林による活

用についてのご質問ですが、これは林業的活用にあたるものであり、農地への復旧がどうして

も難しい山間地の対策としては、必要な対策であると考えております。しかし、山林への変更

は、当然優良農地から他地目へ変わることであり、農地法等の制限がなくなるということは、

開発等における、制限が１つなくなることでもあるため、無秩序な開発が行われないような対

応策も講じなければならないなど、開発や土地利用計画等、他の政策との調整も必要になるか

と考えます。 
しかし、条件の悪い山付きの遊休農地対策としては、ある意味では、農用地による利用とし

ては逸脱するかも知れませんが、有害鳥獣対策や緑資源の保護・育成の観点からも、意義のあ

るものであると考えます。 
次に、草花の種をまき景観美化を推進していく考えがあるかについてお答えします。 
これは、遊休農地を環境・景観的に活用していくものであると考えます。他の自治体におい

ても、ソバやレンゲ、ひまわり等を作付け、地域のＰＲにつなげる相乗効果を期待する効果も

あることも聞き及んでおります。 
 そこで、本市においても、遊休農地対策を含めた、まちづくり効果として想定した場合、「に

ぎわい・やすらぎ・きらめき」をスローガンとした「桃・ぶどう日本一の郷」と、県内随一の

温泉郷のイメージアップを期待し、新生笛吹市の独自のＰＲや、市民に対し憩いの場の提供に

も寄与することも可能ではないかと考えます。 
 そこで、景観美化と笛吹市のイメージアップが図られる当該対策については、農業部門のみ

ではなく、環境、観光等部署とも、その目的を共有した中で相互連携を図り、ボランティア等

市民の協力の可能性も念頭に置き、遊休農地対策の選択肢を多く持つためにも、意義のあるこ

とと捉え、検討していくことが必要ではないかと考えます。 
 先ほどお答えしましたように、本市農業の大きな課題であります遊休農地対策は、わが国農

業を取り巻く社会的・経済的、加えて個人的複雑な問題が遊休農地増加の背景に深く潜んでお

りますが、緊急かつ重要な課題であることを再認識した中で、農業政策のみの対応にとらわれ

ず、環境・観光政策等まちづくりの視点からもその必要性を的確にとらえ、農業者をはじめ関

係機関・団体等のご指導、ご協力を賜り、本市の実情に沿った、より効果的な遊休農地対策が

図られますよう努力したいと考えております。 
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 以上、答弁といたします。 
○議長（龍澤敦君） 

 再質問を許します。 
 前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 
 大変ありがとうございました。 
 再質問をさせていただきます。 
 何年か前でありますが、私、長野県の青木村のジャーマンアイリスの噂を聞きまして、数人

で訪れました。山というか、丘全体がアイリスの畑となっており、苗等の販売も行っておりま

した。素晴らしい景観であり、その後３回ほど見に行きましたが、４千平方メートルほどある

駐車場が満車状態という中で、その駐車場の管理も地元のお年寄りの皆さんが行っておりまし

た。 
 遊休農地としては、ある程度まとまった土地が必要となりますが、このような事業も景観美

化を考える中、検討していただきたいと思います。市のお考えをお伺いします。 
 次に、２つ目といたしまして、私も近所にある遊休農地を所有者の許可をいただき、今、ソ

バをまいております。３アールほどありますが、中山間地の遊休農地についても、ソバ栽培を

導入したらいかがか。ソバの白く素朴な花は、人々の目を楽しませるばかりではなく、収穫し

て食べる楽しみもあります。 
 芦川町のおてんぐさんで製粉、また、そば打ちの指導も受けられます。見てよし、食べてよ

しのソバを中山間地の遊休農地に、ソバ栽培を推進したらいかがかお伺いします。 
 以上、再質問と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） 
 前田議員の再質問にお答えいたします。 
 １つ目、２つ目関連がありますので、総合的に答弁をさせていただきたいと思います。 
 市内の、まず、遊休農地の現状でありますけれども、昨年、農業委員さんのご協力で現地調

査を行っております。総合的に１６３．６ヘクタールという状況で、旧石和町につきましては

５．３ヘクタール、御坂町につきましては３１．５、一宮町については９．１、八代町につい

ては４８．３、境川町については５７．５、春日居町については１１．９という状況で、主に

山間部に遊休農地が見られる傾向があります。 
 その中で、農業委員会によります農地地図情報システムの中で、地図上で正確に遊休農地に

ついては把握している状況であります。ところが、いいか悪いか分かりませんけれども、なか

なかまとまったところが現状的にはないというところで、大規模な事業展開はなかなか取り組

めないような状況があります。 
 市といたしましても、地元のボランティア、あるいは地域の方々のご協力を得る中で、ソバ

とか、いろいろなものの栽培につきまして、１反４万円の補助・助成をするということで事業

の取り組みを進めておりますけれども、なかなかこの事業の取り組みがなされない状況にあり

ます。 
 つきましては、今後もさらに地域の担い手や、県あるいは農業委員会、ＪＡ等、関係機関と
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連携を密にして、担い手への集積、基本的には法人化への推進をして大規模農家の育成という

中で、新規収納への促進と併せて、遊休農地の解消に積極的に取り組んでいくことが必要だと

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） 
 以上で、前田初男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。 
 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、今議会においてまた、一級河川平等川の改修

計画について質問させていただきます。 
 質問に先立ち申し訳ないですが、通告文面の中ほどに、「本年２月」とありますが、ここを

「３月」にご訂正願います。 
 それでは、質問ですが、私ども春日居町におきましては、定例議会の前に地域審議会を開き

まして、そこで提起された問題を市議会へ反映させるというようなことが、当初からなされて

おりまして、今議会の定例会の始まる８月２５日に春日居町では地域審議会を開催いたしまし

た。 
 その席上、平等川の近くに住む委員から、平等川の改修計画がずっと叫ばれていますが、一

体いつになったら実現するのですかという質問がなされました。 
 この問題につきましては、私も当初の議会であります１６年１２月の初の議会において、平

等川改修はどうなっていますかということを提起しました。 
 それというのも、平等川改修につきましては春日居町においても、数十年前というのも大げ

さですが、改修問題が毎年のように住民から要望されていたわけです。そうした中におきまし

て、国・県におきましても、平等川の改修が戦後は徐々に進んでまいりまして、つい数年前に

石和町と春日居町の境目にあります、鍛冶屋橋という橋があるわけですが、その橋までは改修

がなされました。 
 その橋の上に立って、上・下流を見ますと、石和側のほうは河川も川幅も大きく広がり、両

方の堤防の石積みもしっかりなされ、その両堤防を車が上下できるような、立派な河川の改修

となっております。 
 いったんそこから上流の春日居を見ますと、昔のままの細い河川、それに一昨年でしたか、

鍛冶屋橋上流が一度崩壊寸前になりまして、その応急処置として蛇篭などが埋め込まれており

ますので、河川の幅はさらに狭く見えるわけであります。 
 そうした現状ですから、既に春日居町におきましても、河川改修の話が十数年前に出たとき

に、右岸側の山付きのほうですが、右岸側については地権者１０数人が県の要請で、土地は買

収ですが提供をしております。その土地の中には、家を移転したところもあり、あるいは桃を

切り、ぶどう園を縮小するなどして、いつ工事が始まってもいいように準備はされているわけ
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です。 
 しかし、ここ１０年来、その工事の話は河川法の改正とか、設計の変更とかというようなこ

とで、延び延びになってきているわけであります。 
 さっきも申しましたように、鍛冶屋橋から見て、石和側だけが本当に立派にできて、春日居

は全然手が付けられないということについて、私も市議会に出て以来、近隣の皆さんに訴えら

れますので、その問題を、さっき言いましたように当初議会から訴え続けているわけでありま

す。 
実は、昨日も夕方からの瞬間的な雨量によりまして、平等川はあと１メートルくらいになっ

てきたかと、私もこの議会から帰って橋を渡るときに、すごい水だなと思いまして、近くを見

回っていた消防団員に聞いたところ、「山本さん、あと３０分降っていたら水が溢れていたよ」

という話を聞きました。それとまた別の人は、この平等川の河川から流れている駒沢という川

は一時溢れて、役場の人たちが土のうを運んでくれたと、消防も手伝ったという話でした。 
昨日の今日ですから、その実態を聞くにつけても、今日は質問で頑張って、いい返答をもら

わないと、私も地元に顔向けもできないというような状況でありますので、これまでの経過か

らしまして、そして、そういう実情を訴えるべく３月８日に地元の区長５人、それに地元選出

の県議、それから市の建設部の幹部の方にも同行を願いまして、県に陳情をいたしました。 何

とか早く、石和と同じように、すぐ直結している部分ですから、早期の改修をお願いしたいと

陳情いたしました。 
その際も、県のほうは河川法の改正とか、なんらかでいろいろと問題というか、また、国の

公共事業に対する予算の大幅削減というようなことがあって、なかなか進まないというような

回答でした。 
 しかし、私どもとしてみれば、その右岸の１０数戸は、１０年前にそのように農地を手放し

たり、家を移転したりしており、この１０年間で、もしも桃・ぶどうが栽培されておれば、相

当の収益も上がったというようなことで、先日８月２５日の地域審議会における女性委員の訴

えも切実なものがあり、何とか今議会においては、県のほうの３月以降の陳情に対して、よい

回答が寄せられているのではないかと期待を込めて、本日質問をするという事態であります。 
以上の観点から申しまして、３月以降に県のほうからどのような回答がきているか。第２点

としまして、今、大幅な公共事業の削減という中にありましても、もう１０年も前から土地を

提供しているという人たちの事情も考え合わせていただきまして、わずかでも工事をしていた

だける見通しがあるかどうか、その２点をまずお伺いいたします。 
 ぜひとも、明るい答弁が得られますよう期待しながら、以上、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。 
 答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
 山本富貴議員の一般質問、一級河川・平等川の改修計画についてにお答えいたします。 
 まず、陳情後の県からの回答はどうかということですが、本年３月８日、石和建設事務所に

平等川改修工事の早期整備についての陳情をいたしました。 
 その後、峡東建設事務所から次のような回答をいただいております。 
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 平等川の改修計画については、平成１５年度に鍛冶屋橋から下流の改修工事が完成いたしま

した。その後、平成１６年度に鍛冶屋橋から笈形橋までの、延長９２０メートルの概略設計を

実施いたしました。概略設計審査を終了し、翌年の１７年度には詳細設計を実施いたしました。 
 なお、本年度につきましては、改修計画区間に架設されております橋梁の詳細設計を現在実

施して、本年度で設計関係の業務はおおむね終了することとなります。 
 次に、工事着工の見込みについてでありますが、河川法の改正に伴い事業計画の見直しを迫

られ、計画変更手続き等により工事着工が当初の計画より延期となっておりましたが、平成

１９年度から工事に着手する予定との回答をいただいております。 
 河川改修には莫大な予算が必要であります。鍛冶屋橋から笈形橋までの改修には約１０億円、

１０年の歳月を要する大事業であります。 
しかしながら、河川改修は住民が安心して生活するためにも必要不可欠であります。今後、

市といたしましても事業が早急に完了できるよう、県に対し要請してまいりたいと考えており

ます。 
 以上であります。 

○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） 
 答弁ありがとうございました。 
 このように具体的な話が出てくれば、地元住民も十分納得し、安堵することができると思い

ます。 
 ただし、今後１０年かかるということですが、それでもこれまでのように何にも手が付けら

れないということでなくて、設計というか、そういうものが表立って、いままで明らかにされ

ていなかったものですから、住民も不安を持っていたわけです。 
 それはそれとしまして、本当にこれで私も顔が立つ思いで、もうこの問題は二度と質問しな

いでもいいという思いでおりますが、ただし、平等川もこの鍛冶屋橋から笈形橋で終わりでは

ないわけです。それから春日居部分が約３キロ、さらに平等川の分水となっている山梨市の差

出の磯までは、おそらく山梨市部分も６、７キロはあるではないかと。その間に、特に春日居

町の部分ですが、兜山、あるいはその周辺の春日居ゴルフクラブ、その辺を流れてきます梅沢

という沢があるんです。この沢がそうした付近の開発によりまして、いったん豪雨があります

と急激な増水になるわけです。だから梅沢の流入点である岩下地域の人たちは、平等川も笈形

橋まででは困るんですよと、もっと上に危険なところがたくさんあるんだから、そっちのほう

の計画も訴えてくれなくては困るという話ですので、笈形橋から上流の計画はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 
○議長（龍澤敦君） 

 芦澤建設部長。 
○建設部長（芦澤憲一郎君） 

 お答えいたします。 
 笈形橋から上流の改修計画についてでありますが、鍛冶屋橋から笈形橋までの区間だけでも

延長が９２０メートルあり、この区間だけでも先ほど申し上げましたとおり、完成までには
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１０年以上かかる予定になっております。 
 このようなことから、笈形橋から上流の改修計画にめどが付いた時点で検討をしていきたい

という、回答をいただいております。 
 以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
 山本富貴君。 

○４番議員（山本富貴君） 
 このように、河川の改修は多額の費用と年月がかかるということは、十分察知するわけであ

りますが、なにぶん市だけの問題ではありませんので、今後とも改修が一日も早く進むよう念

願しながら、私の質問を終わります。 
 ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
 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。 
 寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
 山本議員の質問に関連してですけれども、質問させていただきます。 
河川の改修につきましては、かなりの時間と費用もかかるということで、市民の安全・安心

を守るためには必要なところでございますので、ぜひとも早急に対処していただきたいと思っ

ております。 
それと同時に、市のハザードマップについてでございますけれども、市民の安全・安心のた

めに災害対策を最優先に考え、国土交通省等の指導をいただきながら、災害時における速やか

な避難と、人的な災害を最小限に食い止め、災害に対する意識を高めていただくことを目的と

して、新河川法の下、平成１７年にハザードマップが作成され、全戸に配付されたわけでござ

います。これは石和町において作成されたハザードマップであり、平等川については、石和地

区まで反映されておりますけれども、春日居地区につきましては、まだ反映されていないわけ

であります。 
そのハザードマップでありますけれども、笛吹川におきましては、重川とか日川とか笛吹川

とかが合流する地点、そういった地点が一番危険なところでもあり、そこが明治４０年の水害

の時には、その辺から水害が起きたということで、私も祖父から聞いているわけですけれども。 
笛吹川も私の家のすぐ裏を流れていたというようなことも聞いておりまして、４０年の水害

で川の流れが変わってしまったということで、現在はだいぶ堤防等も河川改修がされて丈夫に

はなってきて、氾濫は起きないわけですけれども、そういったハザードマップの見直しという

のか、平成２２年までにはハザードマップを国土交通省と一緒になり作成していくというよう

なことも聞いておりますけれども、笛吹川に関しても、平等川に関しても、重川、日川あるい

は金川といった、そういった地域の周りの部分のハザードマップの作成、一日も早い笛吹市の

中のハザードマップが作成されたらいいのではないかと思っているわけですけれども、市の考

え方、どのように取り組んでいくのかを聞かせていただきたいと思っております。 
○議長（龍澤敦君） 

 芦澤建設部長。 
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○建設部長（芦澤憲一郎君） 
 お答えいたします。 
 ご指摘のとおり、昨年度公表しました笛吹市ハザードマップにつきましては、平等川上流、

日川、金川の浸水想定区域が登載されていない状況であります。平等川上流、日川、金川につ

きましては、県管理河川のため、現在、県治水課が浸水想定区域の指定を行うのに必要な調査

を行っており、県では平成２２年度完了をめどに作業を進めている状況であります。 
 したがいまして、平等川上流、日川、金川を含んだハザードマップの整備については、県の

調査区域指定等の業務、今後の推進情報を得ながら、より詳細なマップの整備を図っていきた

いと考えております。 
 以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
 寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
 なるべく早くハザードマップというものを、市民の安全・安心のために作成していただきた

いと思っております。 
 それと同時に、今年８月には芦川という地域も合併しまして、芦川による川、あそこは土石

流の被害も何回かあり、大変な災害を被ったというようなことも聞いております。ぜひとも芦

川に関してもハザードマップの中に組み込んでいただいて、しっかりとしたハザードマップを

作っていただきたいと思っております。これはお願いですので、答えはいいですのでよろしく

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。 
 ２１番、前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
 笛政クラブの前島敏彦でございます。 
 本日は２点につきまして質問させていただきます。 
 まず、１点目といたしまして、市民センター建設への取り組みについてでございます。 
 合併後、市全体にかかわりますイベントの開催については、笛吹市に一堂に開催できる施設

がないことから、旧町村のセンターや会館で開催されております。こうした旧町村の枠を出な

いことから、市民の一体感が醸成されていない現状にあります。旧町村の枠組みを越えて、市

民が交流できる施設の建設を強く望むものであります。 
 他の市の状況を見ますと、甲州市は人口３万５，５９５人でありますが、旧塩山市の中央公

民館が８０１の席、人口７万２，１５２人の南アルプス市は、白根桃源文化会館に７５８席、

人口３万３，８３２人の韮崎市では、韮崎市文化ホールは１千席を有し、さまざまイベントが

開催され、市民が交流を深めております。 
 ちなみに県民文化ホールは１，９９０席、甲府市の総合市民会館は２千席を有しております。 
 温泉と一大果実郷、観光地への集客、多くの人に笛吹市を訪れていただく観点からも、１，

５００人くらいが収容できる市内一堂の成人式、市内小学校の音楽会、市民を対象とした講演

会や演劇、音楽鑑賞などが開催できる市民センターの建設に取り組むべきであると考えますが、
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計画を立ててから完成までには数年かかることから、市民センター建設に向け、検討委員会な

どを設置し検討を進めるべきであると考えますが、市としての建設に取り組む考えがあるのか

伺います。 
 ２点目といたしまして、３月の定例市議会の代表質問の中で多少ふれさせていただきました

けれども、地域子育て支援の中で、一時保育、児童館に触れましたので、今回は視点を変えま

して質問させていただきます。 
 子育てに市独自の助成措置をでございます。 
 少子化の数値を示す出生率、いわゆる女性が一生のうちに平均何人子どもを産むかを示す合

計特殊出生率が、平成１６年は１．２９でありました。平成１７年は１．２５と、過去最低と

なりました。 
 厚生労働省が今年８月に発表した今年の上半期、１月から６月までの出生数は前年同期を上

回り、上半期ベースで平成１２年以来６年ぶりに生まれた子ども数が上回り、出生率が９年ぶ

りに上昇に転じる可能性ができたという報道がありました。 
 笛吹市では平成１７年１月から６月までの出生２８８人、平成１８年の１月から６月までの

出生は３３６人で、前年同期を４８人上回っており、非常に喜ばしいことであります。少子化

対策の一環として、子育てがしやすい環境づくりをすることが重要であります。 
 子育てを支援することが少子化への対応にもつながるものであると思います。 
 人口が減るということは、今後の社会生活や経済活動、年金問題もしかり、産業構造の変化、

さらに地域の活性化などにさまざまな問題が発生いたします。 
 少子化への対応として、各自治体では国からの指針や通達に基づき、エンゼルプランの策定

や、笛吹市でも昨年の３月に次世代育成支援行動計画を策定し、さまざまな取り組みがされて

おりますが、計画づくりの計画としての対応ではなく、今、自治体独自の政策決定、立案と実

施が求められております。 
 笛吹市独自の子育て支援の政策、子育て中の家庭への経済的支援、例えば乳幼児が飲むミル

ク、使う紙おむつへの助成事業の創設を望むものであります。 
 理想は母乳、布おむつでありますが、現実の観点でのミルク、紙おむつに対し支給要綱など

を定め、２分の１程度の助成を交付することにより、経済的な面から子育てを支援し、少子化

に対応することも肝要であると考えますが、市当局のお考えを伺います。 
○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） 
 前島敏彦議員の一般質問、市民センター建設への取り組みについてお答えいたします。 
合併後、屋内で開催する各種イベントについては、スコレーセンターや桃の里ふれあい文化

館を中心に開催しておりますが、いずれも収容規模が４００名以下で、合併後、大きなイベン

トを開催することができない状況であります。また、観光産業の振興面からもイベントの企画

に支障をきたしている状況でもあります。 
合併協議の中で策定されております「新笛吹市基本計画」においては、市の魅力を売り込み、

多様な交流や宿泊需要の創出による観光産業の振興を図るためのコンベンションセンターの

誘致、そして、生涯学習活動や文化活動を推進するための生涯学習の拠点施設の整備が、主な
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施策・事業として計画されていることから、平成１９年度を目標に現在進めております、笛吹

市総合計画の策定に向けて検討する中で、市民の皆さまの声をお聞きしながら、調整してまい

りたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 ２問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 前島議員の一般質問、少子化の中で子育てへの市独自の助成についてお答えいたします。 
 少子化が進行する中、行政や地域が連携して子育て家庭を応援し、また経済的負担などを軽

減し、子育てしやすい環境づくりが必要であると考えます。 
 市では、平成１７年度に笛吹市次世代育成支援行動計画を策定し、子育ての負担感や不安感

の軽減を図る取り組みとして、地域子育て支援センターの整備・促進、地域子育てサポーター

の養成など、子育てに関する相談・助言・情報の提供などを通じ、地域全体で子育てを支える

体制づくりを計画的に進めております。 
 また、ご承知のとおり、乳幼児医療助成制度の改正を行い、国保加入世帯の乳幼児は、市内

医療機関の受診時に、一部負担金の窓口無料化を４月から実施しているところであります。 
 さらに、国の施策といたしましても、児童手当の制度改正による支給対象者の拡大等も図ら

れたところであります。 
 今後は、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、市独自の新たな施策をどのように進め

ていくべきか、ご質問に対する内容も含めまして総合的に検討しながら、少子化対策、子育て

支援に取り組んでいきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 再質問を許します。 
 前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
市民センター建設への取り組みについてございますけれども、再質問をさせていただきます。 
確か７月１４日だったと思いますけれども、市のほうに笛吹市商工会、そして経済懇話会、

石和観光協会、御坂、一宮、八代、境川、春日居、この観光協会、ならびに石和温泉旅館協同

組合ですとか、春日居温泉旅館組合、笛吹農業協同組合、こういった方々の連盟で、名前は多

目的ホールの建設をということで要望がいっているとお聞きしましたけれども、このへんあっ

たのか。 
また、先月８月１２日であったと思いますけれど、市内出身の有名なミュージシャンが、笛

吹市でなくて残念ながら甲斐市でライブが開催され、約３万人からの観客があったと報道もさ

れました。 
 こういった中で、笛吹市の将来構想の中に、「にぎわい・やすらぎ・きらめき」ということ

をスローガンにうたっております。ぜひ、にぎわいというのは集客、ないし、みんなが集まる

のがにぎわいではないかと思います。そういった中で、地元市民の皆さまが使用、利用できる

のは当然でありますけれども、県内外からの方々にも来ていただき、文化の講演、音楽鑑賞と

かイベントの開催などを、地域経済の活性化の起爆剤となるよう、強く望みたいと思います。 
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 これにつきましては、できましたら市長にご答弁をお願いしたいと思います。 
 もう１点、先ほどの少子化に対しての問題でございますけれども、事務事業も大変だと思い

ますけれども、子育て支援につきまして、また児童館も検討しているというようなお話でござ

いますけれども、出産後の支援については前向きに進行している状況にあろうかと思います。 
 そういう中で、それ以前の夫婦２人で、２人以上の子どもを産まないと増えないわけでござ

います。若い世代の親が安心して出産できる状況をつくっていただくことが、急務であると考

えますので、例を挙げますと、栃木県鹿沼、埼玉県の某市では、出産一時金も５０万円という

お話も聞き及んでおります。地方自治体の中で今求められるのが、やはり自主性とか自立性で

はないでしょうか。 
 若い世代の負担を軽減するためにも、現行以上の助成を、先ほどもちょっと触れましたけれ

ども、確認の意味で、助成をしていく考えがあるのかお伺いしたいと思います。 
○議長（龍澤敦君） 

 荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

 市民センターについての再質問でございますけれども、市民に伺いますと、誰しもが大勢の

人が入れるそういう施設を造ったらどうかと、こういうご意見は大勢の方から伺っております

し、先ほどお話がありましたように、７月に笛吹商工会を中心にいたしまして、各種団体の方

たちから要請を受けております。 
 私も新市になって一番先に何をするべきかということを考えたときに、やはり、できるだけ

多くの市民が一堂に集まれる施設というのが必要ではないかと、こういうことも考えました。 
 いろいろな角度で考えているわけですけれども、１つには、例えば、スコレーセンターがあ

りますけれども、あれを増築することによって何とかできないかと、敷地をずっと見たんです

けれども、８００人くらいが限度ではないかという思いでありますし、あるいは、野外ステー

ジでやったらどうかというようなご意見もいただいております。 
 いずれにしましても、市内で開かれます各種のイベント、近々の例を申し上げますと、過日

行いました落語の会、あれですらスコレーセンターも満タンでございました。そのほか、これ

からたぶん行われるだろう、市民劇団の発表会があるわけでありますけれども、これにつきま

しても、過日のＵＴＹの放送でもございましたように、たぶん大勢の方に見ていただけるので

はないかと期待をしたり、そうは言っても入るところがなくて困ったなと思っております。 
 私の調査によりますと、１，５００人から２千人規模の文化ホール、どういうようなものに

するかは別にして、本格的な文化ホールというようなことにしますと、大体ホールと客席数が

同面積であるということを教えていただきました。 
 そして、土地は別にいたしまして、総額１００億円くらいかかるのではないかと、これは全

国いろいろなところにあるホールの平均的な数字であります。 
 したがいまして、笛吹市としてそれだけの本格的なホールが必要なのか、あるいは、もっと

簡易的な多目的に使えるホールでいいのかというようなことも含めまして、今後検討をしてい

きたいと思います。 
 願わくは、各自治体のこういうホールの状況を聞いてみますと、皆さん赤字で困ったと、ど

うしたらいいかということで非常に悩んでおります。恐らく県の文化ホールにいたしましても、

赤字で悩んでいるというふうに聞いておりますし、韮崎におきましても、とても市では持ちこ
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たえられないということで、某企業にお願いをいたしまして、そして冠を付けていただいて、

確か東京エレクトロン韮崎文化ホールという名前になったはずですけれども、スポンサーを付

けてやろうと、このような状況でございます。 
 したがいまして、私は笛吹市の中においては、市民が文化ホールを造る、いわゆる１つの団

体なりあるいはグループをつくっていただいて、そして、そこへ皆さんで基金をある程度集め

ていただく。市のほうでもそれに向かって目的基金をつくってやっていくという、なんかそう

いう方向でないと、これだけ大きなプロジェクトというのは、今の財政状況からは非常に難し

いと思っております。 
しかし、考えとしては、やはり欲しい施設であるということは事実であります。 
私もしっかり頑張りますけれども、ぜひとも議員各位のお知恵を拝借したいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 
○議長（龍澤敦君） 

 内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

 前島議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 出産時の祝い金等につきましても、これは特色である子育て支援の１つでもあるというよう

に思っております。先ほど他所の例も挙げておられましたが、そんなことも特色としては掲げ

ているところもあるようでありますが、現在市といたしましては、ご承知のとおり厳しい財政

事情の中であります。費用対効果も考える中で、今後の課題とさせていただきたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、前島敏彦君の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
中川稔夫君。 

○１２番議員（中川稔夫君） 
私ども笛政クラブは、この９月議会の前に会派の研修といたしまして、本市の２つの保育園

の、指定管理制度の受託を希望しています甲府市内の２つの保育園を視察してまいりました。 

そのうちの１つの、宮前保育園の幅広い保育活動には目を見張るものがありました。と申しま

すのは、同保育園では、１年間３６５日無休保育という対応をしており、保護者から大いに喜

ばれているとのことです。 
 子育ては、今、日本にとって最大の関心事であります。年間無休保育等保育活動があるとい

うことで、安心して子どもが産めるという構想が広大していくことも、子育て支援の大きな柱

になり得るのではないかと思うわけですが、本市でも、この無休保育活動を積極的に取り入れ

るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか、当局のご答弁をお願いいたします。 
○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） 

 中川議員さんの関連質問にお答えをさせていただきます。 
 第３保育所の指定管理者に内定されております宮前保育園につきましては、ご指摘のとおり

休日保育や一時保育など実施されておりまして、１年間保育事業展開をしているところでござ



 １４６

います。 
 第３保育所につきましては、いままで以上にサービスの向上と効率的な運営が期待されると

思っております。 
 さて、市といたしまして無休保育の展開はどのようにというお尋ねでございますけれども、

現在さまざまな生活形態それから雇用形態がございまして、保育ニーズは多様化しております。 
 例えば、早朝から深夜まで、あるいは休日など保育を必要としている園児がいると思われま

す。こうしたことから、公立の保育所でこれらのニーズに対応していくためには運営体制、あ

るいはまた人員配置など大幅な見直しが必要になることや、地方公務員法の制約などを受ける

ために、どうしても限界があると思われます。 
 そこで、市といたしましては、やはり今後多様化していく保育ニーズに対応していくために

は、民間の創意工夫を導入することによりまして、保育サービスの向上と、より効率的な運営

をすることが必要であると考えているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○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２時４５分から行います。 

休憩  午後 ２時２８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時４５分 
○議長（龍澤敦君） 

 再開します。 
 一般質問を続けます。 
 １番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
 ただいま、議長の許可をいただきました、清新会の井上でございますが、通告に従いまして

質問をさせていただきたいと思います。 
 まず、通告をする前に、清新会として市長に一言申し上げたいと思います。 
 荻野市長は、就任以来２年、全速力で市政を担当してまいりまして、間もなく折り返し点に

差し掛かります。後半も、どうか沿道の声援をしっかりと受け止めながら、冷静で、かつ大胆

なレースを展開し、ランナーとして期待される好タイムを刻み、元気な姿でゴールを果たされ

んことをお祈りしてやみません。 
 それでは、通告に従いまして２問、質問をさせていただきたいと思います。 
 まず、第１点でありますが、観光振興について市の取り組みについてでありますが、第１問

目、本庁舎の西を思い出していただきたいと思いますが、保健センター前の道路、笛吹川の土

手に向かう道路と、甲府方面から来る道路の交差点がありますが、ここに三角地の看板が立っ

ています。そして、その１面に「甲斐の国千年の都・笛吹市」と墨痕鮮やかに書かれています。 

わが笛吹市をＰＲする素晴らしい言葉だと思っています。笛吹市を世に出すロマン漂う素晴ら

しいキャッチフレーズと感心をいたしました。 
 しかし、私には分からない面がありましたので、清新会のメンバーと学習会を開きました。
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そして、千年の都とは何かと学習をして、ある程度の答えを出したのでありますが、その成果

を申し上げながら、市の考え方もお伺いしたいと思います。 
 わが国の歴史は、大まかに言いますと、無土器、縄文、弥生、古墳、この古墳の中には飛鳥

時代、白鳳時代も含まれますが、奈良、平安、鎌倉、室町、室町時代の後半、戦国時代と推移

していますが、ここでいう千年とは、古墳時代約１５０年とわれわれは見ました。奈良７４年、

平安４００年、鎌倉１４０年、室町２４０年、戦国時代１５７３年４月１２日、信州駒場にお

いて、信玄公が病死するまでの概ね千年を指すものと、われわれは解釈したのであります。 
 この間、古墳時代には、八代岡に造られた前方後円墳、奈良時代には聖武天皇の勅命によっ

て７４１年、国ごとに１つずつ国分寺と国分尼寺を造営していますが、その史跡は一宮町にあ

ります。 
 平安時代には国府が設置されています。国府とは、国が地方につくった出先機関、つまり当

時の甲斐の国の政治の中心地につくられています。甲斐の国府は、はじめは春日居町の国府に

おかれ、その後、一宮町の国分に、さらに御坂町の国衙に移されたというのが定説であります。 
 皆さんもご存じのとおりであります。 
 鎌倉時代、武田氏の始祖、武田信義の子、信光が石和の館に住み、以後３２０年間にわたっ

て、甲斐の守護職の任を務めたといわれています。守護職とは、現在の知事であります。この

信光より数えて１３代目が信玄公の父・信虎でありますが、信虎は、石和は平地ゆえに外敵に

攻撃されやすいという理由で、１５１９年（永正１６年）石和から甲府の躑躅ヶ崎の新しい要

害地に館を移したのであります。 
 信光以来、信虎に至る３２０年間も、これは鎌倉時代、室町時代にあたるわけでありますが、

政治・経済・文化の中心地は石和周辺でありました。石和は地形の上では甲府盆地の中心に位

置し、古代の国府、国分寺、国分尼寺も近くにあり、甲斐文化の発祥の地であったことには間

違いありません。信虎の子・晴信、信玄公は、伊那の駒場で１５７３年４月１２日、病状にわ

かに悪化して、５３歳で波乱に満ちた生涯を閉じたのでありますが、この信玄公も、この地域

笛吹市に貴重な文化財を多く残しています。 
 甲斐の国千年の都とは、私どもは、古墳時代より信玄公が亡くなるまでの約千年の間、笛吹

市は甲斐の国の政治・経済・文化の中心でありました。そのことからこの言葉は生まれたと考

えています。市の見解と裏付けになるものを伺いたいと思います。 
 第２問目でありますが、約２０年ぶりにＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」が放映されます。前

回放映による経済効果は、県内約３５０億円といわれております。この放映に合わせて県観光

部は、本年度から３年間、風林火山をテーマにした大型観光キャンペーンを計画、ドラマにち

なんだ観光名所の掘り起こしを進め、また、お隣の甲州市は、風林火山の軍旗を再現したのぼ

り旗２００本を作成し、市内の公共施設などに飾って武田家ゆかりの市をＰＲしています。 
 笛吹市にも武田家ゆかりの文化遺産はあります。ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映に合

わせて、市が独自に市内の武田ゆかりの地を積極的に紹介する、あるいは宣伝する考えはあり

ますか。ほかの市に負けてはいけないと思うのであります。 
 第３問目でありますが、北杜市では戦国軍師ゆかりの地めぐり「勘助ウォーク」を計画する

とともに、特産品の販売、施設の整備、イベント開催等さまざま企画を考えています。本市と

しても、信玄公ゆかりの文化財や市内の他の文化財を結ぶ散策コース・周遊コースを整備し、

市の観光振興に活用する考えがあるか伺います。 
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 次に、第２点目でありますが、笛吹川で開かれるイベントの安全対策と笛吹川の美化につい

て伺います。 
 まず、はじめに、イベントの安全対策でありますが、笛吹川を利用してイベントが開催され

ています。特に花火大会は、私はこう聞いています。１０万人を超えるといわれる見物客が、

夜狭い場所に集まる一大イベントであります。 
 私は、花火の打ち上げ中、携帯電話で連絡を受けて庁舎前に行かなければなりませんでした。

堤防の上は人で埋まり、その奥は屋台が並び、屋台の裏にはフェンスがあり、出口がまったく

分からないまま、人をかき分け屋台の間を無理やり通り抜け、フェンスを飛び越え、道路いっ

ぱいにござを敷いて座って見物している人々を踏みつけながら、やっと庁舎前にたどり着いた

のであります。 
私のような年齢の者が、いざというときにあのフェンスを飛び越えることができるのであり

ます。緊急事態が発生した場合、どうなるのか心配したのであります。 
私はこのような体験から、安全対策の必要性を強く感じました。気づいたことを数点伺いた

いと思います。 
 第１番目でありますが、トイレがどこにあるか分かりませんでした。トイレの数と設置場所、

そして通路がどこにあるか分かりませんでした。イベント会場の通路の確保。 
 ３番目、お医者さんがどこにいるか分かりませんでした。救急医の配置。誘導員の方は最初

はいましたが、もうそのころにはいませんでした。誘導係の増員も必要ではないか。 
 ４番目、一体、緊急事態が起きた場合には、指揮命令を出すのはいったい誰か。市長さんだ

と思いますが、指揮命令系統の明確化・一本化はなされているかどうか。 
 ５番目、警察、安協との協力体制はどうか。 
 そして、この議場に入ってくる前に「ごみがすごいですね」と言われました。まったくごみ

もすごいものでありました。ごみ問題をどうするかということであります。 
 以上、数点を挙げましたが、市の考え方、対応をお伺いしたいと思います。 
 次に、２つ目として、笛吹川の美化と笛吹橋、鵜飼橋の渋滞解消について伺います。 
 まず、美化でありますが、笛吹川は石和温泉、春日居温泉の南の玄関口であると、私は認識

しています。笛吹市の顔であるとも思っています。笛吹橋を渡って見る眺め、鵜飼橋から上流

と下流を見る景観は、まさに心がなごむ思いがします。 
 峡東地区には高校が５校あります。そのうち、４校が校歌の中で笛吹川を歌っています。全

部紹介することはできませんが、本庁舎のすぐそばの石和高校の校歌をちょっとご紹介申し上

げたいと思います。 
 こう歌っているわけであります。 
 ３番のうち２番に「笛吹の 清き流れに 色深き 理想に汲みて 日に進む 若人我等 新

しき 叡智を胸に 希望に満ちて 歴史を創る」と歌っているのであります。 
 笛吹川の恩恵を石和高校の生徒はものすごく受けているのであります。笛吹川の清き流れを

たたえているのであります。高校生にとって笛吹川は、知性の泉であり、身を清め、心を澄ま

す川であると歌っています。 
 笛吹市にとっても、笛吹川は名付け親、母なる川であります。川の恵の大きい笛吹橋から鵜

飼橋あたりの整備・美化は観光客を迎えるためにも必要と考えます。笛吹川の草を刈り、木を

切り、川の原風景を取り戻し、きれいな空間にできればと思いますが、その可能性と市のお考
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えをお伺いしたいと思います。 
 そして、笛吹橋と鵜飼橋の渋滞解消、いつも話されるところでありますが、懸案事項の１つ

であります。市の取り組みの状況と、今後の見通しについても伺いたいと思います。 
 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 
 ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目、２問目とも答弁を保坂産業経済部長。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
 井上一已議員の一般質問、観光振興についての市の取り組みを問うについてお答えいたしま

す。 
 はじめに、甲斐の国千年の都の意味とその根拠でありますが、この千年とは、古墳時代の古

代甲斐の国成立期から、奈良・平安時代を経て武田氏の館が１５１９年、甲府に移転されるま

での約千年間を示しております。 
 八代町岡の銚子塚遺跡をはじめとする古墳時代の遺跡、春日居町国府や御坂町国衛の地名と、

周辺における奈良・平安時代の集落形成や、一宮町甲斐国分寺・国分尼寺、また、武田氏の館

が長く石和にあったことなど、この千年間、甲斐の国の中心地が当市にあったという、鵜飼山

遠妙寺住職であり日本考古学協会会員でもある長沢宏昌氏の本年６月の講演会を機に、この

キャッチフレーズを掲げさせていただいております。 
 本市の特徴的な歴史や史跡をしのばせる、非常に適した表現だと思います。市民の愛郷心向

上と観光に生かすため、主に観光印刷物に「桃・ぶどう日本一の郷」と併せて掲示しておりま

す。 
 次に、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映に併せた取り組みについてでありますが、市内

には全域にわたって武田家ゆかりの史跡が神社仏閣を中心に点在しており、これらは既に県に

報告してあるため、今後、全国に広く紹介されると思います。 
 しかしながら、現地での説明は案内看板頼みということから、積極的に売り込めないのが実

情でもあります。 
 来年は来訪者の増加が予想されますが、市民の皆さまがガイド役となって観光客をお迎えし

ていただくことが、最も効果的なおもてなし・受け入れ態勢ではないでしょうか。 
 今後、市観光連盟と連携し各種研修会を計画してまいりますので、ご理解とご参加・協力も

よろしくお願いしたいと思います。 
 続きまして、信玄公ゆかりの文化財や他の文化財を結ぶ散策コース、週遊コース等を整備し

市の観光施設に活用する考えはあるかについてでありますが、武田家ゆかりの史跡は、市内全

域にわたって点在しているため、これらを周遊することは本市を紹介する上でも非常に効果的

であると思います。 
 現在進めています、市内周遊観光バス事業のコースに入れることは可能と思われますので、

協議してまいりたいと思います。 
 なお、峡東３市と県とのタイアップ事業として、当市を宿泊拠点として、各駅や武田史跡を

めぐる周遊バスを来年運行すべく、事業計画を検討することとなっております。 
 続きまして、笛吹川を利用して行う花火大会の施設整備、安全対策の質問についてのお答え
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をいたします。 
 トイレの数と設置場所につきましては、市役所、旧峡東病院、河川内２カ所、これにつきま

してはふれあいゾーンと農協前、両岸土手、これにつきましては左岸の鵜飼橋上下流・両岸の

石和橋上流４カ所、計８カ所に仮設トイレ９２基を設置しております。 
 通路の確保は、舗装整備されているサイクリングロードと、歩道および露天商の店先に確保

しますが、観客が通路上にまで座ってしまうところも見受けられるため、そこは呼びかけによ

り移動のお願いをしています。 
 また、保健師２名による救護所を警備本部横に設置し、笛吹消防本部の救急車両も会場に待

機しており、指定救急病院や笛吹中央病院への迅速な搬送態勢をとっていただいております。 
 笛吹警察署、笛吹市消防団石和分団、笛吹交通安全協会石和支部、笛吹地区交通安全活動推

進委員会、まつり実行委員会、市産業経済部、ガードマンなど総勢６００名の方々にも、交差

点など要所での立哨や駐車場案内等にご協力いただいております。 
 会場内の大会本部・警備本部テントには、役員・事務局が待機し、会場内の整理、各部署と

の連絡調整を行い、大会がスムーズに進行できるよう対応しております。 
 警察・安協・消防におきましても、本花火大会を大きな集客イベントとして位置付け、安全

対策には非常に関心を持っていただいております。このため、協力的で良好な関係を築きなが

ら、毎年早い時期から交通規制や開催当日の対応について協議を重ねており、ご指導いただく

中で安全確保には万全を尽くしております。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 続いて、２問目の答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
 井上一已議員の一般質問、笛吹川で開かれるイベントの安全対策と川の美化についてに、お

答えいたします。 
 はじめに、川の美化についてですが、本市の中央を縦断する笛吹川は一級河川であります。

笛吹市管内の河道延長は約９キロメートルであり、国土交通省が直轄で管理する河川でありま

す。 
 四季をとおして、その季節ごと自然を強く感じさせる憩いの場として、市は本庁舎前の一部

区間については、ふれあいゾーンとして市民に快適な自然を体験できるよう、年間を通して維

持管理を図っております。 
 また、河川管理上の危険個所と想定される区域等については、国土交通省と連携し定期的な

合同巡視を実施しており、笛吹川出張所における監視パトロール等が平日実施されております。 
 ご質問の、河道内の雑木除去等の美化整備につきましては、国土交通省に美化促進を再三要

請してきたところであります。 
 昨年度につきましては、甲府河川国道事務所と共同いたしまして、笛吹橋から万年橋までの

区間約３キロメートルについて、市内建設業者、沿線関係区、水防団員の皆さま等、約３５０名

のボランティアのご協力をいただき、雑木除去と清掃活動を実施したところであります。 
 本年度についても、昨年と同様の規模で１１月末を実施日に設定し、ボランティアによる雑

木除去と清掃活動を実施することで、現在、国土交通省と調整中であります。 
 また、除去作業で発生する雑木については、国土交通省で木材チップとして加工することと
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しており、農業用の堆肥や公園等の保護材等に有効利用していただけますよう、周知を図って

いくこととしております。 
 今後につきましても、護岸の保全、橋梁の保護等、災害防除を最重点に、野生動植物の保護

等、関係機関等のご意見等を踏まえ、貴重な自然を守り心の和むふれあいの場として、国土交

通省と協調し、多くのボランティアの力をお借りしながら、河川の整備、美化を促進していく

こととしております。 
次に、笛吹橋、鵜飼橋の渋滞解消についての市の取り組みの状況と、今後の見通しについて

のご質問ですが、まず、両橋の現状についてご報告をいたします。 
笛吹橋は、国道４１１号と県道一宮山梨線、鵜飼橋については、県道石和温泉停車場線と小

石和市部線および白井河原八田線とが交差する、笛吹市内において最も交通渋滞がみられる交

差点であります。 
 笛吹警察署交通課の調査によりますと、交通量の多い朝７時から８時台を例にしますと、笛

吹橋交差点において、一宮方面から１，９４５台、笛吹川沿いの市道春日居方面からは１，

３８８台の通行量がカウントされております。 
 平成１７年９月１日開通以来、終日約２万２千台が交差する現状であり、笛吹署においても

渋滞緩和策として一宮方面からの信号サイクルを延長するほか、橋上の車線の増設等、関係機

関と協議をしていると聞いております。 
 また、一宮温泉病院方面から国道４１１号にぶつかる丁字路は、特に朝のラッシュ時は国道

に出にくく渋滞の大きな原因になっておりますが、一宮山梨市線建設促進期成同盟会で要望し

てまいりました、一宮方面から直接笛吹橋に接続できる道路改良事業に着手され、現在、峡東

建設事務所において平成１６年度より用地買収が進められております。２０年度工事着工の予

定と聞いております。 
 なお、鵜飼橋交差点については、交通管制エリア内であることから、終日管制センターで管

理され、信号サイクルを変えて渋滞緩和に努めているということであります。 
 市としての取り組みということですが、両橋梁とも道路管理者は山梨県のため、これからの

渋滞解消対策に万全を期していただくよう、要望活動を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 
 以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
 再質問を許します。 
 井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
 ２人の部長さん、本当に丁寧なご答弁をいただきましてありがとうございました。 
 十分に理解をすることができました。 
 千年の都の、われわれの解釈の仕方とちょっと違った面があるわけなんですが、保坂部長さ

んのほうが正しいんですね。１５１９年、信虎が躑躅ヶ崎へ移ったまで、それでいいんです。

だけれども、われわれ清新会というのは、１５７３年４月１２日に亡くなった武田信玄も、いっ

ぱい残しておりますので、そこまでをカウントしようと、こう考えて、さっきは１５７３年ま

でと言ったんでありますが、答弁のほうが正しいと思っています。 
 ご答弁をいただきまして、われわれ十分に理解をさせていただきました、ありがとうござい
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ました。 
 それで、持ち時間の関係で２つだけ、再質問をさせていただきたいと思います。 
 この看板を立てたのは、文化都市建設に対する市の決意だと思うんです。やはり数値目標で

あるととらえているわけなんです。ですから、この看板を個人的な心情とすれば、永久に外さ

ないでいただきたいと思うのですが、そうはいかないと思いますので、だから少なくとも、こ

の名前をほごにしないでいただきたいと思っているわけであります。 
 あちこちに立てていただければ非常にいいわけでありますが、あちこちに立てれば、それを

裏付けるものをどんどん整理しなければなりませんので、それもやっていただければ非常にあ

りがたいと思っています。 
 ぜひ、ほごにしないでいただきたいことをお願いしたいと思います。 
それから、こういう機会ですから、今年を整備の年・元年と位置付けて、千年の都を裏付け

る、いろいろな文化財を整備していただければありがたいと思います。千年の間につくられ、

今残されている文化財を整備していただきたい。スタートの年にしていただければありがたい

なと思うのでありますが、市の見解をお伺いしたいと思います。これだけにしたいと思います。 
ありがとうございました。 

○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） 
 井上議員の再質問にお答えをいたします。 
 われわれ産業経済部のモットーは、農業・果樹と観光の連携と観光と果樹の活性化が基本で

あります。これに歴史と文化を加えるということで、なお一層、笛吹市のイメージアップにつ

ながるものと考えております。 
桃・ぶどう日本一の郷・笛吹市と、甲斐の国千年の都・笛吹市の２本立てで、全国・世界に

情報発信をしていきたいと考えております。 
なお、２問目の文化財の整備につきましては、教育委員会の管轄でありますので、教育委員

会のほうで答弁を申し上げます。 
 以上であります。 

○議長（龍澤敦君） 
 高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
 井上議員の、千年の間につくられ、今残されている文化財の整備についてに、お答えいたし

ます。 
 笛吹市は、先ほどのご質問にもありましたように、古代甲斐の国の成立から、武田家が甲府

移転になるまで約千年間、甲斐の国の中心地でありました。 
 この間には、八代町の岡銚子塚古墳、龍塚古墳、それから一宮町の甲斐国分寺、国分尼寺等、

多種多様の文化財が残されております。このうち、岡銚子塚古墳は、ふるさと公園の建設に伴

いまして整備がしてあります。また、龍塚古墳、甲斐国分寺跡は、整備のための公有化が行わ

れております。 
 文化財の整備にあたっては、文化財の確実な保存と真実性の確保が重視されます。そのため、

調査と、その成果の検討を十分に行い、適切な整備、表現を図っていかなければなりません。 
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 観光振興はもとより、まちづくり、人づくりの観点からも整備を進めていかなければならな

いと考えまして、このほど文化財保存整備委員会を立ち上げるべく、今議会へ報償費等の補正

をお願いしてあります。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 以上、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） 
井上議員の、たぶん私に決意を述べろということではないかと思いますけれども。 
今、大変、笛吹市の看板につきましては、褒めていただきましてありがとうございます。 
 あの看板は、本当はどうしようか、撤去しようかというふうに考えていたわけでありますけ

れども、せっかくの場所でありますし、では、つくるには笛吹市を代表するような言葉がいい

のではないかということで、いろいろ検討させていただいて、１つは、あそこに交通安全の看

板がございますから交通安全、もう１つは、桃・ぶどう日本一の郷、実は、もう１つが悩んだ

わけであります。ところが、合併の前から歴史の話は出ておりまして、何とかそれにいい言葉

がないかということで、今のような甲斐国千年の歴史というような言葉が、たまたま遠妙寺の

住職さんがそういうことで、もっとわれわれは歴史を勉強して、そして観光客の方にも、そし

て笛吹市民も自信を持ってやろうと、このようなお話をいただきまして、素晴らしい言葉だな

ということで、あの言葉を使わせていただきました。 
これからの流れといたしましても、やはり、市のキャッチフレーズというのは非常に大切で

ございますから、大切にしていきたいと、こんなふうに思っております。 
また、市の文化財の整備元年として、今残されている文化財をもっと大切にし、そして育て

てくださいということでございますけれども、先ほど次長が申し上げましたように、検討委員

会を立ち上げて、さらに磨きをかけていきたいと思いますし、合併してからも、どこどこの仏

像が壊れているけれども、何とか市で補助をしてくれないかというようなご意見もいくつかい

ただいております。 
 できる限り、歴史的な背景をしっかりと精査する中で、市といたしましても補助をさせてい

ただきたいと、このように思っております。 
 よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 関連質問を許します。 
 杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
 私は、イベントについての関連質問をさせていただきます。 
 ８月のお盆さんを中心に、それぞれの旧町村で納涼祭りが開催されました。それぞれ伝統文

化・特性を生かしながらお祭りに臨んだのですが、いままで旧町村時代の運動会とか、それぞ

れ町の単位のスポーツイベントが徐々に減ってまいりました。この納涼祭りが、旧町を代表す

るコミュニケーションを図る最高のイベントだと思っていますし、そうなってまいりました。 
いままで納涼祭りといいますと、主催者側は１人でも多くの人に参加いただけるように、う

ちわを参加者には用意をし、また、お子さまには先着１００名さまには綿菓子あるいは、かき
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氷をあげますよというふうにお祭りをなんとなく、媚を売るわけではないんですが、来ていた

だきたいばかりに、そういうお祭りをやっていました。また、言葉は悪いんですが、最後まで

いてもらいたいために、抽選会もやってまいりました。 
でも、今年のお祭りは、いままでの予算の４分の１から５分の１になりました。いままでの

祭りの考え方を根底から変えなければならないようになってまいりました。 
 御坂町の場合も、実行委員会に私は入っていなかったんですが、実行委員の皆さま、いろい

ろな団体の長の人たちが知恵を絞っていただきまして、大変素晴らしいお祭りになりました。 
 また、そのときも市長さんもおいでになっていただきました。本当に感謝したいと思います。

ありがとうございました。 
そこで、３つのお願いがあるんですが、祭りに使う備品を市として用意をしていただけたら

いいなという思いがあります。今年はたまたま境川と春日居が、日がバッティングしましたの

で、今度はそれがないように、それぞれの祭りをうまくローテーションしながら、お盆さんに

近い日にやってもらえばいいんですが。御坂町の場合、ちょうちんが古いのがありまして、こ

のちょうちんはいつのものかと聞いたら、かいじ国体です。昭和６１年、そのちょうちんをい

まだに使っている。素晴らしいことだと思いますが、でも、そのちょうちんもさすがに古いで

すよ、２０年以上経っていますから。 
そういう意味で、例えば、それぞれの地域によってイベントをする場所が違うかもしれませ

んが、このくらいの舞台は用意できますとか、ちょうちんとか、電球とか、そういうものを貸

していただいたらどうかということと、それから、予算についてもそうなんですが、確かに

５０万円の予算をいただいて、それ以上出るわけにはいきません。そういう意味で、例えば、

お手伝いした人が、おにぎり１個ではなくて２個ちょうだいとは言いませんし、別に食事を出

すとか、出さないではなくて、もう１つ、例えば、今回はそうでしたが照明が暗い、もう１つ

上のレベルの照明をいただきたいということ。例えば、あと５万円とか、そういうものをやれ

ば十分の照度があるのだけれども予算的に無理だと、いう意味で、その予算の弾力化をしてい

ただいて、例えば、５０万円と決まっていても５万円余計出してもいいよという、弾力ある予

算の編成をやっていただきたいと思います。 
それから、納涼祭りが終わってから９月１日に作成したんですが、納涼祭りアンケート調査

実施計画書が７ページに作成されているんですが、それぞれの町で、納涼の町のイベントをす

る。例えば、納涼のお祭りではなくても、町単位でやって市からの予算がいっている場合は、

こういうものを必ずやって、後で検証をしているかということを聞きたいんですが。 
こういうものを出すことによって、市では、御坂町はこれではかわいそうだと、あと少し出

してあげようと思うかも分かりませんので、ぜひともこういうものをつくりながら、費用対効

果ではありませんけれども、そういうものをぜひとも市のほうでくみ取っていただきたいと思

います。 
 よろしくお願いします。 

○議長（龍澤敦君） 
 石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
 いくつか祭りに対する関連質問をいただいています。 
 まず、今年行われました、それぞれの支所における夏祭り、納涼祭り、８月１１日から１６日、
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それぞれ支所の創意と工夫により、また、手づくりの祭りが盛大に開催されたということを、

支所長より報告を受けています。 
 また、祭りに対する考え方ですけれども、１つは観光客誘致を目的とする大きな祭り、もう

１つは地域の伝統文化を継承する連帯感・コミュニケーションを図っていくための、こういっ

た住民主体の祭り、そういったことが考えられるんですけれども。後者の、地域の中で行なわ

れた祭りということで、３点ほど質問を受けていますけれども。 
 まず、共通備品のことについてでございますけれども、基本的には、これは地域の祭り、住

民が主体ということですから、当然、実行委員会が設置されていることでございます。また、

財源的にもいろいろな各方面から、例えばスポンサー、そういった面からも財源の確保等もさ

れると思います。 
 そういったことですから、基本的には、実行委員会を中心に地域の中で考えていただくのが、

基本であると思います。ただ、そうは言ってもいままでの経緯がございます。具体的には、ちょ

うちんというお話がでましたけれども、年数が経っているということですので、これはまった

く考える余地がないということではないですけれども、１つは連合区長会等でも、それぞれの

区長さん方、区長会長さんは実行委員長、あるいは役員に入っていますので、そういったこと

で祭りの状況等は詳しくなされております。 
 そういったことなどを連合区長会等にも諮る中で、こういったことについては協議をさせて

いただきたいと思います。 
また、予算についてでございますけれども、１７年度につきましては、春日居町だけが行っ

たということで、１８年度予算の計上については、早くから境川が手を挙げましたので、境川、

春日居については実施の方向という報告は受けていますけれども、他の残りの支所については

不透明のところがありまして、予算計上について心配な部分がありましたので、観光商工の予

算の中へ２００万円ということで予算を計上しました。最終的には１支所当たり５０万円とい

う形になりましたけれども、これも決して多いということではなくて、祭りの考え方そのもの

が変わってきたということで、ぜひ理解をしていただかなければならない部分もありますけれ

ども、いずれにしても、１９年度につきましては、観光商工の予算の中から支所費として計上

を考えております。祭りの計画そのものの計画に沿っての予算を出していただく中で、判断を

していきたいと思います。実績等を配慮した中で考えていきたいと思います。 
当然、大幅なアップということは無理かなという気がしますけれども、また、各支所によっ

て差をつけること自体が、果たしてどうかなという気もします。限られた予算の中でやってい

ただくということですから、そこらへんの考え方も、連合区長会にも考え方はお聞きをする予

定ですけれども、いずれにしましても、１９年度につきましては支所費の中へ地域の祭りの予

算は考えております。 
それから、祭りの検証ですね。これにつきましても、先ほどお話ししましたように、支所長

会議を８月２１日に行いました。その中で杉岡議員のお話にありましたアンケートを取る支所

と、取らない支所、祭りの実行計画の反省の中で行っていることですから、このアンケートに

ついては素晴らしいことだと思います。 
そういったことで、いろいろやり方自体もそれぞれ違いますけれども、ただ、言えることは、

地域のそういった祭りを通して、伝統文化を継承、コミュニケーションを図っていくという、

そこらへんについては、十分所期の目的は達成していると思います。 
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今後とも、そういったことの中で、こういったものについては残していきたいと考えていま

すけれども、いずれにしましても、１９年度に向けては今年の祭りの反省をもとに、計画を支

所のほうで立てていただけると思いますので、それらを参考に新年度予算については考えてい

きたいと思います。 
 もう１点、連合区長会が明日ございます。その席でも、それぞれの祭りについての検証、反

省等も区長さん方から出していただく予定でございます。 
 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。 
 続いて、新田議員の一般質問でございますけれども、持ち時間は残り１０分でございます。 
 簡単に質問をお願いいたします。 
 新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
 通告に従いまして、２点質問いたします。 
 私は、川の一番身近な質問となりますが、毎日心を痛めている点について質問いたします。 
 １点目、河川の管理について、温暖化の影響か、河川に雑木、雑草が異常に繁茂しています。

河川が正常な役割を果たし、河川氾濫の危険に対しての市としての対応をお聞きします。 
 また、クリーン作戦などとして、一斉に子どもから高齢者を交え、きれいな安全な川となる

ような作戦など、立てていただければとも思います。 
 水防法にもある水防活動、河川等の巡視計画は。雑木の対策は。広報、環境ニュースにも載っ

ていましたが、河川へのポイ捨て対策は。空き缶散乱防止思想の普及、啓発施策の推進は。 
 ２点目、合併後、下水道事業がどのように推進できたか、進捗状況等を伺います。 
１．下水道事業の普及率は。 
２．宅内への排水設備の進捗状況は。指定業者の施工は守られているか。また市民の声とし

て指定業者以外から工事をしてもらうこと等、耳にしましたが、そのチェック体制は。推

進方法はどのようにしてきたか。 
３．受益者負担金の徴収率。 
そして、９月６日の山日新聞にも生活排水クリーン処理率など載っていましたが、笛吹市で

の状況はどのくらいか教えていただきたいと思います。 
 以上で、質問を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
新田治江議員の一般質問、河川の管理についてにお答えします。 
はじめに、水防活動、河川巡視計画についてのご質問でありますが、市では、笛吹市水防計

画に基づき、水害発生時に必要となる水防技術の習得と、水防団員（消防団員）の水害に対応

する理解と意識の高揚を図るために、毎年、水防訓練を市独自で行っております。 
本年につきましては、富士川水防連絡会、山梨県水防本部、笛吹市の３団体合同で行い、水

防活動への認識を深めたところであります。 
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災害に対応するため、市内には水防倉庫が２２カ所に設置してあり、資機材の備蓄状況につ

いては、定期的に整備、点検し、必要に応じて補充を行い、災害発生等の事態を想定し、資機

材の輸送を確保するために、経路等についてもあらかじめ調査し、災害発生時には迅速に対応

できるよう体制を整えておくこととしております。 
風水害時は、河川の増水等のため、水防活動を行う事態を想定し、水防計画に基づき、水防

団員（消防団員）・関係職員等を非常配備につかせ、警戒活動を強化し、必要に応じて関係機

関の協力・応援を得て、水防対策を実施し、被害の予防と軽減を図ることとしております。 
また、笛吹市内の一級河川については、河川管理者の峡東建設事務所で２名の職員が平日巡

視を行っております。なお、市職員も日ごろから河川の監視を行い、河川管理施設の安全性に

ついて点検し、危険と思われる個所については、河川管理者への報告や対策の協議を行い、速

やかに補強工事、その他適切な処置を講じ、危険個所の整備を行っていきたいと考えておりま

す。 
 次に、草・雑木の対策についてでありますが、ご質問のとおり、近年出水が少なく、多くの

河川にヨシなどの草やニセアカシア、ヤナギなどの雑木が多く繁茂して、土砂の堆積や洪水流

の流下阻害の発生が心配されるところです。 
市内河川で自治会より除草・伐採の要望を受けた個所については、河川管理者の峡東建設事

務所へ要望し、対応しているところでありますが、費用的にも全河川の伐採ができないため、

緊急性の高いものから順次実施しております。 
なお、金川においては、笛吹川合流より民間企業の砂利採取に合わせ除草・伐採を行ってい

ます。今後、順次上流に向かって実施していただけます。 
市民の洪水等の不安の解消、防犯対策のためにも、引き続き要望活動を進めてまいります。 
 なお、市内の自治会の中でも、水路の管理は地先で行う考えから、河川の除草・美化作業を

行っていただいており、感謝申し上げます。 
 以上でございます。 

○議長（龍澤敦君） 
 続いて、１問目の答弁を堀内市民環境部長。 

○市民環境部長（堀内正徽君） 
 新田治江議員の一般質問、河川の管理についてのうち、広報、環境ニュースにも載っていま

したが、河川へのポイ捨て対策、空き缶散乱防止思想の普及・啓発施策の推進は、についてお

答えします。 
 不法投棄の防止対策につきましては、広報の笛吹環境ニュースや環境指導委員会、あるいは

地区説明会などの機会を通しての啓発活動や、ポイ捨て禁止などの不法投棄禁止看板の設置等

により実施しております。 
 不法投棄の防止には、個人個人のマナーに委ねなくてはならない部分が多く、その向上によ

り解決されていくという側面もございますが、多くの不法投棄は繁茂した雑草の中や人目がつ

きにくい所、あるいは、ごみの散乱が見受けられる場所などを中心に捨てていくという人間心

理や現状がありますので、雑草の除去などの清掃活動や不法投棄禁止看板の設置等により、不

法投棄しにくい環境を整備することも１つの対応策であると考えております。 
 現在、環境課の現業職員を中心とし、各支所の環境担当と連絡調整を図る中、計画的な不法

投棄物の撤去作業や地主不在地の雑草除去、不法投棄監視パトロールなどを実施しており、さ
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らに、峡東地域廃棄物対策協議会との連携を取る中、特に大規模不法投棄物の撤去作業や、夜

間パトロールを実施するなどの対策に努めております。 
 また、不法投棄阻止施設設置事業補助金を活用しながらのフェンス設置につきましても、積

極的に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。 

○議長（龍澤敦君） 
 ２問目の答弁を、斉藤宏公営企業部長。 

○公営企業部長（斉藤宏君） 
 続いて、新田議員からの下水道事業の進捗状況についてお答えいたします。 
 まず、下水道事業の普及率についてお答えいたします。 
 平成１６年１０月に合併したときの本市の普及率は４２．６％でありましたが、１８年度当

初におきましては５０．０％となり、おおよそ２年間で７．４ポイント上昇しました。この伸

びは山梨県での年平均１．５ポイントの伸びよりも上回っており、確かな成果として表れてお

ります。 
 次に、宅内への排水設備工事の進捗状況についてでありますが、合併から平成１８年８月末

までに新たに９２８世帯が接続しました。これは現在、7 月末でございますが、芦川町を除く
世帯割合からしますと、３．６％が利用を開始したこととなります。 
しかし、笛吹市としての８月末の水洗化率については７０．６％であり、県全体の水洗化率

８２．１％と比較しても、１０ポイント以上下回っていますので、今後もより一層、下水道接

続の推進に力を入れてまいります。 
また、指定業者の施工が守られているかについてでありますが、現在、８月末で、３０１店

が笛吹市公共下水道排水設備指定工事店として登録されております。それぞれの指定店には専

門知識を持ち下水道公社に登録されている責任技術者が責任を持って宅内工事をしておりま

すし、完成時には市の職員が適正に施工されているかの検査を行っております。 

また、住民への宅内工事推進の説明会の折にも登録指定店および業者名簿を配布し、必ず登

録業者に施工依頼をして、宅内工事をしていただくようにお願いしておりますので、指定店以

外の業者が工事をしていたとの情報は入ってきておりません。 

また、推進方法についてですが、以前より､各地域における下水道工事説明会および受益者負

担金等制度説明会時において、宅内の水洗化工事内容等の説明および加入促進の依頼を行って

きております。さらに、市広報誌、ＣＡＴＶ、各種イベント等を活用した広報活動を行ってお

ります。 

また、既に加入しなければならないとされている、供用開始３年目の未加入者への通知､個別

訪問による水洗化の依頼などを今後予定しております。 

次に、受益者負担金の徴収率についてですが、平成１７年度については、当年度分負担金の

徴収に関しては徴収率８９．６％であります。 

一括納付をいたしますと報奨金制度が適用されますので、この制度を活用して全額納付され

る方がかなり多く見受けられます。その結果が収納率に反映しているものと思われます。 

しかしながら、過年度分負担金の徴収が思わしくなく滞納額が膨らんでいるため、全体の徴

収率を下げております。 

負担金制度をより深く理解していただけるよう努力を重ねて、滞納額を減らしていかなけれ
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ばならないと考えております。 

次に、水洗便所等改造資金融資斡旋制度の利用状況についてですが、宅内工事を行うと完成

時に数十万円の多額の工事金を支払わなければなりません。この制度を活用しますと、５０万

円までは金融機関より融資を受けることができ、現時点では借入金利子につきまして市が負担

することとなっております。 

その結果として、個人にとっての宅内工事の資金計画が立てやすくなりますし､市にとりまし

ても加入促進が図られることとなります。しかしながら、現在は金利も安くメリット感が薄い

こともあり、年間利用件数は平成１７年度１０件、１８年度６件しか活用できておりません。 

ＰＲ不足の感もありますので、制度のなお一層の活用推進に努力してまいります。 

同時に、ご質問をいただいた中で指定工事店、下水道への接続工事のチェック体制のご質問

も併せていただいておりますので、お答え申し上げます。と同時に、生活排水処理について、

追加でお答え申し上げます。 

まず、指定業者の施工が守られているかでございますが、接続申請され、工事終了したにも

かかわらず、完了届の提出が長期にわたり忘れられる場合がまれに見受けられます。このよう

な場合には、指定店には厳重に注意した上で、空白期間の使用料を接続世帯に代わって支払い

をしていただいています。このように店がうっかりしたという場合がございます。 

さらに、指定店以外の業者が不法接続の工事を行っていた場合ですが、現在においては、そ

のような状況を把握すべき方法がありません。しかし、現在の下水道情報をコンピューター上

で管理するシステムを既に導入してあります。接続世帯を画面上で確認できるような取り組み

も行っておりますので、不法接続がされにくい状況となりつつあります。 

また、仮に不法接続が発覚した折には、当該業者については、条例上、５万円以下の過料を

処し、接続世帯については、法令上、徴収可能な限りの料金を徴収することもできますので、

このようなケースが生じた場合には適用をしてまいります。 

それから、生活排水処理率でございますが、県は６７．６％というのが過日の新聞で発表に

なっております。本市の処理率でございますが、この３月３１日現在の数字、この新聞発表の

基となった数字でございますが、それでまいりますと６３．８％ということでございます。県

の平均より３．８ポイントほど低いわけでありますが、内容的に見てみますと、総人口７万１,

３７７のうち下水道が３万５,６７６、それに合併浄化槽が９,８６７、合わせてこの率になっ

ております。ただ、芦川が８月１日で入ってまいりますから、それで再計算をいたしてみます

と、あそこは農業集落排水処理施設、全戸加入でございますので、それから公共施設等も加入

してございますから、結果的には６４．０８％という数値になっております。 

市の中でも本市は４番目、甲府市、北杜市、中央市に次いで高い率ではあります。ただ、県

全体からするとちょっと低い率だという状況でございます。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 

新田治江君の一般質問は、持ち時間が終了しました。 

以上で、新田治江君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

日髙せい子君。 
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○２５番議員（日髙せい子君） 

２点ほどお伺いいたします。 

不法投棄の個所が何カ所くらいあるのか。そして、その撤去要望があると思いますが、どの

くらいの処理がされているのかという点についてお伺いします。 

もう１点は、旧境川では下水道事業については終了済みのステッカーというものが、排水設

備検査証というものが貼られていたということですが、現在はどのようになっているのか、そ

の点についてお伺いします｡ 

お願いいたします。 

○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） 

不法投棄個所ですが、今調べてございませんので、調べ次第、ご報告させていただきます。 

また、それについての対応につきましても、パトロール等を中心に、少なくしていきたいと

いう方向に考えております。 

以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

斉藤公営企業部長。 

○公営企業部長（斉藤宏君） 

お答えを申し上げます。 

今、工事が終わりますと、職員が行って検査をして、合格すると利用開始となると、先ほど

ご答弁申し上げましたが、併せて、そのときに排水設備検査済証と、今境川の例が出ましたが、

ほかの町村でもやっておったのではなかろうかと思いますが、市となりましても、条例上の規

定に基づきまして、排水設備検査済証、上に笛吹のマークがあって、下に笛吹市という、こう

いうふうな検査済証を合格いたしますと、その方にお渡しいたします。そして玄関先等見える

ところに貼っていただくこととしております。 

○議長（龍澤敦君） 

日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 

あと１点ですが、河川の件ですが、災害が起きてからでは遅すぎるということで、区から処

理要望というものがどれくらいきていて、それについて処理がどのくらいされているかという

ことについて、お伺いしたいと思います。 

○議長（龍澤敦君） 

芦澤建設部長。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 

お答えいたします。 

本年度、各区より要望のあったものを取りまとめ、峡東建設事務所へ６月１６日に要望いた

しました。件数全体で２４件であります。そのうち樹木の伐採、除草、浚渫については１５件

でありました。結果、現在８件の伐採、除草、浚渫が終了しております。 

今後も未施工の個所を事業実施していただけるよう、県のほうへ強く要望してまいりたいと

考えております。 
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以上です。 

○議長（龍澤敦君） 

以上で、関連質問を終わります。 

以上で、一般質問をすべて終了いたしました。 

本日の議事は、これにて終了いたします。 

お諮りいたします。 

明日１３日から１５日および１９日から２２日、２５日から２８日は、議案調査のため休会

としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、１３日から１５日および１９日から２２日、２５日から２８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、２９日午後１時３０分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 ３時５５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。 
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す。 

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

日程第１ 議案第１６６号から日程第５０ 議案第２１５号までを一括議題といたします。 
本案については、今定例会初日の７日に上程され、各常任委員会および決算特別委員会に審

査を付託してありますので、それぞれの常任委員長および決算特別委員会委員長から、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） 
議長より、総務常任委員会にかかわる委員会審査報告を求められましたので、報告いたしま

す。 
今９月定例議会の開会初日に、本委員会に付託されました議案の審査を９月１４日、１５日、

２１日、２２日の４日間開催し、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。 
はじめに、補正予算等について報告いたします。 
まず、総務部所管では、職員昇格試験のための委託費、笛吹市土地改良区総代選挙費用の減

額、合併に伴う芦川支所の例規データベース化費用、旧芦川村決算剰余金、東八代広域事務組

合の決算剰余金、広域事務組合の起債償還金、旧峡東病院改修耐震診断委託費、旧峡東病院取

得費、固定資産過誤納還付金、八代庁舎改修費、合併特例債を活用した基金の積立、地域振興

基金の積立、普通財産売払金収入、合併に伴う一部事務組合規約の改正など、主なものの説明

がなされました。 
質疑といたしまして、昇任昇格試験受験者数また合格者数について。職務多忙の職員に対す

る民間研修のあり方について。公共施設への消防器具・耐震設備の設置状況と今後の計画につ

いて。合併に関する財政の特例措置の算定内容について。基準財政需要額の策定基準について。

特例措置の限度を基準額以下にした理由について。土地の売却の内容および価格の基準につい

て。各種税の還付加算金の算定基準についてなどの質問がなされました。 
執行分の答弁として、昇格試験受験者数は８０名、委託業者により合否の判定を行った。 
職員研修については、職務の多忙な時期を避け、できるだけ研修が受けられるような対応を

した。研修内容として、専門研修・接遇研修・人事評価・行政評価・メンタルヘルス研修など

であり、接遇研修では、研修場所として甲府市内の百貨店などに３０名が派遣され実施されま

した。 
公共施設への消防器具等は、最低限度の設備は備えてあるが、その他は各施設の管理者に対

応を願っている。 
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合併による財政特例は１市１村が対象であり、交付税算定基準は平成２６年までの間であり

ます。 
基準財政需要額の特例措置については、１０年間の期間の中で計画を立てて行う。 
土地の売払は、法人等の開発に伴う旧道水路等１０件であります。価格は鑑定および固定資

産評価額を基礎としております。 
各種税の加算金は、税法に基づき算定されている等でありました。 
秘書政策室所管では、政治倫理の確立のための笛吹市長の資産等の公開に関する条例の一部

改正ほか１件の条例改正。 
秘書政策室にかかわる一般会計補正予算として、合併まちづくり県補助金・統計調査委託金

支給額決定による減額、笛吹市グッズ開発費、記念誌作成補助委員賃金、笛吹市市政要覧印刷

費、行政評価研修業務委託費等の説明がなされました。 
質疑として、土地利用審議会委員の数について増員数が多いのではないか。土地利用審議会

の開催状況は。合併２周年にあたり市として記念品のグッズ開発は。水害１００年の記念誌作

成にあたり市民協力が得られているか。市制誕生２周年となるが市民憲章の考えはなどであり

ます。 
答弁としまして、合併により芦川区域が加わったことにより１名を増員することとなります

が、現構成員に行政関係の委員以外の委員も必要であるという見解により、ほか２名の増員と

なりました。審議会はこれまで数回開催されております。 
記念グッズ等は土産品として販売できるようなものを現在検討しております。 
記念誌の協力体制については、広報誌により周知を行った。今後、市内全域にもう一度声を

かけ多くの資料を収集する予定。 
市民憲章等は今後の検討課題である。できるだけ市民参加の中で考えていきたいなどの回答

がなされました。 
続いて、決算審査について報告いたします。 
まず、総括として、一般会計の歳入総額を２８０億７千万円、歳出総額２６７億１千万円、

差引１３億５千万円、このうち平成１８年度繰越額を１億４千万円としたため、実質収支

１２億５００万円であります。 
歳入の主なものとして、市税収入８２億７，６００万円、地方交付税７３億２千万円、国庫

支出金２１億２千万円、県支出金１０億４千万円、市債３１億３千万円という内容になってお

ります。 
それでは、所管の内容について行います。 
まず、総務部所管では、職員人件費等総務費、防火水槽ならびに消防詰所建設費､昇任昇格試

験、人事評価事務委託費、施設管理を含む支所費、行政区運営補助金、各種起債償還金、情報

システム委託ならびに賃借料、庁舎および公用車等の管理費の説明がなされました。 
質疑として、消防施設の建設が進んでいないようだが計画的に進めるべきではないか。消防

団の統廃合を検討しているようだが、詰所用地の確保について市で取得または補助金の協力が

できないものか。各区の要望により施設整備したところもあると聞いておりますが、どのよう

な対応を行っているのか。公共施設整備基金を多額に行っているが、不用額がそれだけあった

ということか。実質公債費比率の内容は。県から徴収職員の派遣を受けているが、徴収の目標

値は。また、不納欠損額が多額にあるが、減らすことが重要と思うが、どのような対策を講じ
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ていくのか。監査意見は大変重要であり、しっかりと受け止め改善すべきである等であります。 
執行部より、詰所等の建設につきましては補助があるので、それらを適用しながら進める。 
消防の統廃合については、各支所を通じ地元において検討をしていただいている。現在のと

ころ、一宮、御坂、境川地区が対象区となっている。 
使いきり予算をやめ効率よく予算執行を行ったため余裕ができたので、基金の積立等を行っ

た。 
実質公債費比率は地方債の元利償還金と公営企業に払う元利償還金への一般会計からの繰出

金等が分子となり、また分母は交付税、臨時財政対策債等が主なものとなります。 
平成１７年度の徴収率は７７％程度、集中改革プランでは５年で８２％となっております。

近づけるよう努力する。税と税金は違うため、徴収を一括で行うことは難しいが、滞納世帯か

ら料金を預かるなど対応を考える。また事務の一極化等については、徴収率向上委員会で検討

する。 
不納欠損となったものの多くは、会社の倒産等による多額の税であり、徴収が不可能なもの

が多い。今後は滞納分と現年分の収納について、差押え等する中で少しでも回収できるよう進

める。 
監査意見書の内容については、十分精査し、市民の理解が得られるよう進めていく等の回答

がなされました。 
続いて、秘書政策室所管では、広報発行費、ホームページ管理費、駅周辺整備にかかわるま

ちづくり事業業務委託費、コミュニティー助成事業費、市営バス運行費、赤字バス路線運営補

助事業費、国勢調査費、行政改革大綱作成費等の説明がありました。 
質疑として、都市再生整備事業関係の調査を行ったと聞くが調査結果の内容は。コミュニ

ティー助成事業の対象について。まちづくりに関する調査業務については、業務委託によらず

県などが開催する審議会や研修会に積極的に参加し、もっと実態の伴った施策を講ずるべきで

はないかなどの点が意見として出ました。 
執行部からは、まちづくり関係の調査は石和温泉駅周辺の現状と利用客の乗降者数の状況、

今後どのように整備を図るのか、また整備するエリアをどのように決めていくかなど基本的な

調査である。 
コミュニティー助成は全国宝くじの普及拡大活動の助成で、ハードならびにソフト事業を行

う。平成１７年度は春日居、八代地区が対象でありました。各自治区の申請に基づき助成を行

うとの説明がなされました。 
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いたしました。 
それでは、委員会報告書に基づき審査結果を申し上げます。 
まず、はじめに、議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定につい

て」、挙手多数、原案のとおり認定すべきものと決定。 
議案第１９０号 「政治倫理の確立のための笛吹市長の資産等の公開に関する条例の一部改

正について」、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第１９３号 「笛吹市土地利用条例の一部改正について」、挙手全員、原案のとおり可

決すべきものと決定。 

議案第１９４号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第５号)について」、挙手全員、

原案のとおり可決すべきものと決定。 
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議案第２１３号 「芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村自治センターを組織

する地方公共団体の数の減少について」、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定。 

議案第２１４号 「芦川村を笛吹市に編入したこと、東八代広域行政事務組合が消防に関す

る事務の共同処理を廃止したこと及び消防組織法の一部を改正する法律が施行されたことに

伴う山梨県市町村総合事務組合の規約の変更について」、挙手全員、原案のとおり可決すべき

ものと決定。 

議案第２１５号 「芦川村を笛吹市に編入したことに伴う山梨県市町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について」、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
なお、議案第１６６号につきましては反対討論がございました。 
以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（龍澤敦君） 
以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑を終結いたします。 
これより、討論および採決を行います。 
この際、申し上げます。 
日程第１ 議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」および日程

第２９ 議案第１９４号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第５号)」につきましては、

各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行

います。 
それでは、総務常任委員会に付託された案件のうち、議案第１９０号および議案第１９３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案件についての委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することに異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
ご異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２１３号から議案第２１５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） 
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異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本３案件についての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、議案第２１３号から議案第２１５号は原案のとおり可決されました。 
次に、教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
委員長、井上一已君。 

○教育厚生常任委員長（井上一已君） 
教育厚生常任委員会でございます。 
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９月７日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案審査を９月１４日、

１５日ならびに２１日、２２日、２５日の５日間にわたりまして、全委員出席のもと関係当局

の出席を求め開会し、審査いたしました。 
審査の過程において出されました主な質疑・意見等について報告いたしますが、まず、今議

会に提出されました補正予算および条例改正等について報告いたします。 
市民環境部所管では、一般会計補正予算としては、指定管理に移行した施設からの使用料収

入の補正、自然エネルギー活用推進にかかわる助成金の補正、平成１７年度事業確定に伴う特

別会計からの繰入、出産育児一時金支給額の改定に伴う増額補正、また、国民健康保険、老人

保健のそれぞれ特別会計の補正予算でありました。 
条例改正等では、国民健康保険条例の一部改正、また、付託案件ではありませんが、ごみ処

理施設建設に伴う一部事務組合にかかわる設置要綱の説明がありました。 
質疑としては、なごみの湯の駐車場の使用料の内訳。一宮桃の里温泉の分湯の現状。地球温

暖化に対する市の施策。ごみ収集や分別にかかわる対策。高齢者医療費の増大に対する市の考

えなどの質問がありました。 
執行分の答弁としては、なごみの湯の臨時駐車場は、指定管理者と社会福祉協議会のデイ

サービス事業が共同しており、土地使用料は両者で折半して支払うこととしている。 
一宮桃の里温泉の分湯については、温泉の湧出温度が低いため利用頻度が低いのが現状であ

るとの答弁がありました。 
また、地球温暖化については、世界規模での意識改革が必要であるが、市としても担当部局

との調整を図りながら進める。 
また、ごみ分別については、市民一人ひとりが参加し、できるだけ多くの市民に環境美化に

対する意識啓発を行う。 
高齢者医療費については、診療を受ける人の割合が高くなり、必然的に保険税を検討せざる

を得ない困難な状況に直面している旨の説明がありました。 
保健福祉部所管では、今回の補正予算は平成１８年度も半年が経過する中で、これまでの事

業実績を踏まえ、今後残り半年間の事業を見込んだ補正予算となっているとの説明がありまし

た。また、今回、旧保健所の用地取得にかかわる土地開発基金からの一般財源化、障害者自立
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支援法施行に伴う市町村必要事業費等の計上、また、平成１７年度事業実績に伴う国庫負担金

の返還の計上、児童扶養手当および石和第一保育所の耐震補強工事費の増額などが計上されて

いるとのことでありました。 
また、指定管理制度導入にかかわる、笛吹市立保育所条例の一部改正についての説明等があ

りました。 
質疑としては、今回購入した旧保健所の利用料について。地域支援事業の実施回数の拡大に

よる開催方法は。介護保険法の改正により保険給付が継続されない人への配慮は。指定管理と

なる保育所の状況と、現在導入が決定されていない保育所の今後の対応についてなど、複数の

質問がありました。 
執行分の説明としては、旧保健所については、市が委託をして行っている事業所等は、市の

事業であるため利用料を免除している。他の事業所については利用料が定められている。また、

事業内容により減免措置がされているとの説明がありました。 
地域支援事業については、これまで介護保険事業として各地域で行われてきた事業に加えて、

中央開催の回数を増やし実施するものであり、参加者に対しては送迎を行うなどして対応する

とのことでありました。 
介護保険法の改正により、これまで受けられていたサービスが受けられなくなる恐れのある

人に対する対応としては、今後も必要と判断されるものについては、なんらかの措置を講ずる

かを今後の課題として検討していくとのことでありました。 
指定管理者制度の導入については、既に保護者の理解を得られた保育所については、職員の

交流もしており、導入に向けた準備も進められており、そうでない保育所については、１０月

を目途に方向性を示していきたいとの説明がありました。 
教育委員会所管の補正関係では、私立幼稚園就園奨励費、一宮西小学校体育館改修委託費お

よび小学校改修費、スコレーセンター補修ならびに各地域にある公共施設の補修費、市指定文

化財補修費、指定文化財保存委員会設置にかかる補助が主なものであるとの説明がありました。 
質疑では、市立幼稚園の補助該当年度について。スコレーセンターの破損ガラスの恒久的素

材への変更。清流館の畳替えを市内業者が行うことができないか。文化財修繕費に県の指定を

受けてから補助を受けることはできないかなど、何点か出されました。 
これに対しまして執行部からは、私立幼稚園の就園補助は本年４月からの適用であり、各幼

稚園に申請のとおりまとめを願い、一括交付を行っている。 
スコレーセンターのガラスについては特注であり、他の素材のものを使用すると、現在のも

の以上の補修費がかかること。 
畳替えについては、通常のものと違い県内取り扱いがないため、今回は県外の取り扱い業者

に見積りを依頼した。 
県の文化財指定は、補修を行い整備されてからの指定となる等の説明がありました。 
続きまして、平成１７年度決算認定についての報告をいたします。 
まず、市民環境部所管を申し上げたいと思いますが、歳入では、交通安全対策特別交付金、

なごみの湯外温泉施設使用料、戸籍住民基本台帳の国庫委託金および県委託金等、財産収入と

しては一宮ももの里温泉内の食堂貸付料など、諸収入としては市町村交通災害共済事務取扱手

数料、事業系一般廃棄物可燃ごみ負担金、浄化槽設置整備事業等国庫補助金、環境衛生費等県

補助金、簡易水道特別会計繰入金、衛生費受託事業収入、国保ならびに老健の特別会計にかか
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る歳入等であります。 
歳出では、カーブミラー・交通指導員設置等交通安全対策費、防犯灯維持管理等防犯対策費、

温泉施設管理費等を含む市民生活費、住民基本台帳事務費等の戸籍住民基本台帳費、一般廃棄

物処理計画作成委託等の委託料、不燃物置場設置等の補助金、他会計繰出金、東山梨環境衛生

組合ほか負担金、し尿の収集委託料等処理費。特別会計としては国保一般医療給付費、介護給

付費、退職医療給付費、老健医療給付・支給等、また、一般会計県単老人医療事業等の説明が

ありました。 
質疑としては、防犯灯の設置個所について。臨時職員の勤務時間縮減によるサービス低下の

懸念。交通安全のための転落防止柵の設置について。温泉施設の委託料について。増額補正し

たが未執行となったものも多く、事業精査をより適切に行うべきではないか。各種計画の委託

をコンサルタントへの委託だけでなく自前で行う考えはないか。人間ドックの助成対象は。国

保税等の徴収率についてなどが出されました。 
執行部からは、防犯灯は市内１０５カ所に設置を行った。 
臨時職員の勤務時間については、週３０時間以内に限定されたがサービスの低下はない。 
転落防止柵は、地域からの要望により現地を見ながら対応を行っている。 
温泉施設の管理委託料は、１，３００万円支出している。（１６年度より７００万円ほど減

額となった。） 
各種事業の不用額は、事業成果によって生じたものと不測の事態に備えたものがある。 
各種計画の基礎データ等は職員が作成、他の業務もあり効率よい事業執行を行うため委託を

行う。 
人間ドックの助成は、国保世帯では３０歳から７０歳までが対象である。 
各種税の徴収率は切実な問題、収納率が上がるよう収税課等と連携を図りながら進めるとの

説明がありました。 
続いて、保健福祉部所管では、平成１７年度は笛吹市として初めての通年度予算として執行

したものであり、執行にあたっては限られた予算を最大限に活用し、市民が求めるサービスを

行うことに力を入れてきた。また、使いきり予算について、職員全員が趣旨をしっかり理解し

た上で経費節減を図った。 
歳出額は、一般会計総額の４分の１が保健部所管にかかわるものであり、民生費の１人当た

りは９万６，４８２円となっている。介護保険は年間３３億５，４２４万９千円で、１人当た

りの給付費は在宅が１３２万５，５１１円、施設が３２２万２，７０７円となっており、施設

が在宅の概ね２．４倍かかる状況である。対する介護保険料収入では、過年度を含め５億１，

５９１万９千円、徴収率は９４．３％であるとの説明がありました。 
質疑としては、一般会計での扶助費の不用額が多く予算の執行を考える方法はないか。ホテ

ルや公共温泉入浴指導員の成果は。保育料の未納対策は。保育所等の工事費不用額が多い。保

育所からは建物の修繕を要望する声が出ているが対応できないか。笛吹市となり各種検診の受

診についての対策はなど、何点か出されました。 
これに対して執行部からは、予算の執行については、実績などを踏まえ年度末までを見越し

た中でのより適切な計上を目指しているが、扶助費については利用人数や利用料などに変動が

あり、不用額が生じた。 
入浴指導員については国の補助事業であり、ホテル等では来客者に食事と入浴を含めた健康
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プログラムなどを組んでいる。 
保育料の滞納については、滞納者の児童に影響しないように配慮している。保育所と連携を

とるなどして徴収にあたりたい。 
保育所の修繕工事については、要望を含め現地を視察し優先順位を決めて行っている。旧町

村時代からのものが多く、すべてを一度に行うことは不可能であるため、今後も計画的に順次

行っていくので理解を願いたいとの説明がありました。 
次に、教育委員会所管では、要保護および準要保護生徒援助費の受給者が市内小中学校全体

の約１割を占める状況である。小中学校に市担教員と介助員を合わせ１７年度は４２名配置し

た。アスベスト問題に関連した工事にも早い時点で取り組んだ。埋蔵文化財の発掘された出土

品の整理を１カ所に集中できるよう検討するとともに、将来、文化財と観光を結びつけた企画

ができるよう努める。県体育祭り、市の部・総合第３位という輝かしい成績を残した。健康づ

くり健康教育など生涯スポーツが叫ばれている。市教委としても市民や地域のニーズに則した

体制づくりをし、体育指導員等の協力も得ながらスポーツ活動の充実に努める。 
平成１７年度の図書貸し出し数は６０万件を超え、同規模人口の市で比較すると全国で第

８位という結果である。文字離れが懸念されるなかでうれしい結果であり、時代のニーズに

合った図書館づくりに、各図書館が連携を取り合い動いている成果である等の説明がありまし

た。 
質疑では、教育振興費のうち春日居地区が非常に低いが、保護者の負担が多かったのか、そ

れとも子どもが我慢をしたのか。個性ある学校づくりを行うことは大事、県や国の補助事業を

取り入れ実施しているが、単年度で終わらないよう市としてなんらかの手立てを考えているか。

旧町村単位で体育大会等を行っているところがある。今後他の地域においても同様の事業を

行った場合、補助は出せるのか。市内プールの監視員はどういった体制で行っているか。県立

博物館周辺を散策するグループ等を見かける。御坂、国衙、春日居、国府地区には幾つも史跡

等が点在している。市として展示できるスペースの確保を考えているのか。地区コミュニ

ティー施設整備の助成は１００％か。青少年育成カウンセラー事業と同様の事業を学校教育で

も行っているようだが、単独事業として行っているのか、連携を図って行っているのか等であ

りました。 
執行部の回答でありますが、平成１７年度については、教育費は旧町村の例により行ってき

た。今年度より平準化できるよう予算措置を行っているが、すべてを統一することは現段階で

は難しい。春日居地区については特に保護者・子どもたちへの負担はない。 
学校が行う各種の事業は県や国の補助を受けて行うものが多く、最長でも３年程度である。

今後は内容を精査し継続できるものは継続していく。 
境川地区で行った文化祭は体育祭と文化祭の２つである。それぞれの補助ではなく１つの事

業としてとらえている。補助は内容を見ながら検討するが、本年度は他地区では予算化されて

いない。 
市営の市民開放プールは八代だけ。監視員等は資格を有する者がいる警備会社へ委託してい

る。 
御坂地区にある史跡の展示場については、現段階では厳しい。空き施設等を利用するなどし

て考えていきたい。 
地域コミュニティー施設整備事業については、修繕等について市の要綱では下水道加入につ
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いては工事費の７５％、その他の修繕は補修費の２分の１で、最高限度額を設定して実施した

が、今年度からは行政交付金に算入されている。 
現在の青少年育成カウンセラーの仕事は、コーディネーターとしての活動が多く、今後、役

職名についても検討が必要である。学校教育と随時連携を図っているとの回答がありました。 
以上で、教育厚生常任委員会で審議されました主な内容について、報告いたしました。 
次に、教育厚生常任委員会で審査した結果を報告いたします。 
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条の規定によりご報告いたします。 
議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は、賛成多数

で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１６７号 「「平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」

は、賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１６８号 「平成１７年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」は、

賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１６９号 「平成１７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」は、

賛成多数で、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１８９号 「笛吹市ふれあいの家条例の制定について」は、全員賛成で、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１９１号 「笛吹市国民健康保険条例の一部改正について」は、賛成多数で、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１９２号 「笛吹市立保育所条例の一部改正について」は、賛成多数で、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１９４号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第５号)について」は、全員賛成

で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１９５号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算(第４号)について」

は、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１９６号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算(第３号)について」は、

全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第１９７号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算(第３号)について」は、

全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１９８号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算(第３号)について」

は、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
次に、反対討論のあった議案の報告をいたします。 

議案第１９２号 「笛吹市立保育所条例の一部を改正する条例」につきましては、反対討論

がありましたが、審査の結果、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、教育厚生常任委員会の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。 
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（ 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１６６号および議案第１９４号については、

各常任委員会に分割付託してありますので、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１６７号を議題といたします。 
討論を行います。 
最初に反対討論を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員(渡辺正秀君) 
議長の許可をいただきまして、平成１７年度国民健康保険特別会計決算認定について、反対

討論を行います。 
平成１７年度国民健康保険特別会計決算は、まさに危機的な状況を呈しています。と申しま

すのは、世帯数で約４世帯に１世帯、２３．６％が国保税を滞納するに至ったからです。それ

に匹敵する世帯が短期保険証、資格証、無保険など、正規の保険証を受け取れず、普通に医療

にかかれない状況が生まれているからです。 
平成１７年度笛吹市においては、国民皆保険制度の崩壊の危機を大きく一歩進めたといえる

のではないでしょうか。 
平成１４年度以降を見ますと、滞納世帯率は１４年度が１１．６％、１５年度１３．９％、

１６年度１８．１％、１９年度は一気に５．５ポイント上がって２３．６％です。合併後の１６年

度、１７年度の２年間だけで、なんと１０．３ポイントも滞納世帯が増えたということになり

ます。 
大変な保険税の徴収の努力にもかかわらず、どうしてこうなったのでしょうか。私たちは、

これまでも言いつづけてまいりました。 
まず、行政の基本的なあり方との関連です。 
市場主義主導で行政をやったら地方自治は成り立ちません。自治体は住民主人公で一人ひと

りを大事にすること。そのためには身近な地域自治が必要だと、私たちは主張してきました。 
小泉改革による弱肉強食の格差社会で、貧困と、そして生活と営業の不安定化が進んでおり

ます。そのために高すぎる国保税を払いきれないというのが、滞納の最大の要因です。その悪

政に対して、本来なら防波堤になるべき市が率先して市場主義を進めたのが笛吹市でございま

す。 
また、小泉改革は地方切り捨て、地域切り捨てでありますが、笛吹市も地域自治を否定し、

行政を身近なものから一般市民にとって遠い存在にしてしまいました。 
身近で心かよう行政こそが納税意識を高めます。市場主義の蔓延のもと、一部には共同の意

識が薄れ、払わないで済めば払わないほうがいいという利己的な風潮も生まれております。 
これらが未納世帯増にかかわる行政のあり方の問題点です。 
そして、国保行政に関する具体的な提案も、私どもは行ってまいりました。それは国保行政

を単に金勘定の部署にしてはいけない。国民皆保険の基礎として、住民の健康づくりと医療保

障の部署にしなくてはいけない。そのために保健師を含めた組織再編を進めるべきだと提言し

てきました。そして、小単位で住民参加の健康づくりと医療保障の計画策定と実践をしなくて
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はいけない。そして、３つ目に効率的な医療供給のために市の健康増進と医療供給計画を立て、

定期的な医療機関との懇談会をもって、市の計画への協力体制を築くこと、これが効率的な医

療供給に欠くことのできないことだと主張してきました。 
２と３、両方の推進によって、安心と効率的な健康づくり、医療保障ができること。その結

果、国保行政への信頼が高まり、納税率の向上が図られることを主張してまいりしまた。 
そして、納税相談に親身になってあたることと、やむなく払いきれない世帯に対しては、減

免制度を積極的に適用するよう求めてまいりました。 
そして、６番目に、当面、高すぎる国保税を是正するために一般会計からの繰入を行うこと､

これらを提言してまいりました。 
平成１７年度、これらの一つでも真剣に受け止めていただけたでしょうか。受け止めていた

だけませんでした。そして、このとんでもない決算になってしまいました。 
難しいことではございません。身近にこれらを実践してきた旧境川村の経験があるからです。

そして、さらに素晴らしい経験が、私たち日本共産党議員団が昨年夏に研修させていただいた、

長野県高森町をはじめ全国各地にあるからです。 
ちなみに、高森町の研修報告で皆さんにも紹介させていただいたように、高森町の平成

１６年度国保税収納率は９８．２％でございます。そして、私今年も何パーセントか聞きまし

た。去年と同じ１７年度も９８．２％だということであります。素晴らしいことではありませ

んか。 
旧境川村、高森町などの経験を学び、国保行政の抜本的な転換を願いつつ、平成１７年度国

民健康保険特別会計の認定に対する反対討論を終わります。 
どうもご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
次に賛成討論を許します。 
雨宮四郎君。 

○８番議員（雨宮四郎君） 
議長のお許しをいただきましたので、議案第１６７号 「平成１７年度笛吹市国民健康保険

特別会計決算」につきまして、この原案に賛成する立場から討論を行います。 
今回の平成１７年度の笛吹市国民健康保険特別会計決算のうち、歳入については６８億９，

９９７万４，７４７円、歳出につきましては６８億５８３万２，６８３円の決算額となってお

ります。 
歳入の主なものについては、国民健康保険税２３億５，６３５万６，１７７円、国および県

の支出金２８億６０９万４，７２０円、療養給付費交付金７億５，０８１万１千円であります。

歳入全体の８６％を占めております。 
また、歳出の主なものについては、保険給付費４４億９，９２３万３，３０２円、老人保健

への拠出金１４億５，２１４万６，９２４円、それから介護納付金５億１，８４６万３８９円

で、歳出全体の９５％を占める中、疾病予防策としての保健事業への取り組みやレセプト点検

等の充実を図り、医療費削減に努めていることがうかがわれます。 
高齢化社会を迎え、限られた財源の中で重点的、かつ効率的な国保事業の執行が感じられて

おるところでございます。 
今回の平成１７年度笛吹市国民健康保険特別会計決算に賛成する立場からの討論とさせて
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いただきます。 
以上。 

○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第１６７号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は認定であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１６７号は原案のとおり認定されました。 
次に、議案第１６８号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第１６８号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は認定であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１６８号は原案のとおり認定されました。 
続いて、議案第１６９号を議題といたします。 
討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第１６９号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は認定であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１６９号は原案のとおり認定されました。 
続いて、議案第１８９号を議題といたします。 
お諮りいたします。 
本案件については、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） 
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異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本案件についての委員長報告は可決です。 
本案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第１８９号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１９１号を議題といたします。 
討論を行います。 
はじめに反対討論を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第１９１号 「笛吹市国民健康保険条例の一部改正について」、この議案に反対の立場

で討論を行います。 
改正の主な中身は第５条で、出産育児一時金を現在の３２万円を３万円引き上げて３５万円

にするというような、子育て世代の要求に応える積極的な一面については、大いに評価できる

ものであります。 
しかし、その一方で７０歳以上の医療費の窓口負担をこれまでの２割負担から３割に引き上

げるという、高齢者に新たな負担を強制する中身となっております。 
７０歳以上の高齢者のうち３割負担になるのは、現役並みの所得のある人が対象であります

けれども、ここでいう現役並み所得というのは、課税所得額が年間１４５万円以上の方であり

ます。年間１４５万円以上の所得が果たして高額といえるでしょうか。 
現役並みの所得の年収基準は、この８月に引き下げられたばかりですので、新たに現役並み

の所得とみなされた高齢者は、７月までの１割負担が８月からは２割、そして１０月からは

３割と３倍にもはね上がってしまうことになります。 
笛吹市で新たに２割負担から３割負担になるこの条例の対象者といいますのは、経過措置は

あるものの、およそ２，１００人ということでありました。 
この４月からは地方税法の改悪によって、高齢者の住民税が大幅にはね上がりました。市の

税務課にもたくさんの高齢者の方から問い合わせがあったと聞いております。住民税の値上げ

に連動して介護保険料も大幅に上がりました。さらに、この１０月からは７０歳以上の療養病

床入院患者の食費・居住費の負担増も控えております。 
もうこれ以上の高齢者の負担増は止めるべきだというのが、だれしもの思いではないでしょ

うか。その思いから真っ向から対立、この条例改正に反対して討論を終わります。 
○議長（龍澤敦君） 

次に、賛成討論を許します。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
議案第１９１号 「笛吹市国民健康保険条例の一部改正」（案）について、この原案に賛成

する立場から討論を行います。 
今回の笛吹市国民健康保険条例の一部改正（案）につきましては、現役並みの所得がある高
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齢者の一部負担金の見直しと出産育児一時金の改正であります。 
特に、現役並み所得のある高齢者の一部負担金の改正につきましては、国民皆保険を堅持し、

出産育児一時金の改正につきましては出産費用の助成額を増額するものであり、少子化対策に

寄与するものであります。 
よって、今回提出された「笛吹市国民健康保険条例の一部改正」（案）に、賛成する立場か

らの討論といたします。 
○議長（龍澤敦君） 

討論を終結いたします。 
議案第１９１号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１９１号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１９２号を議題といたします。 
討論を行います。 
最初に反対討論を許します。 
亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第１９２号 「笛吹市立保育所条例の一部改正について」の反対討論を行います。 
改正の中身は、保育所に指定管理者制度を導入するためのものであります。 
市は、指定管理者制度の導入について、コストダウンが見込めることと、民間が運営すれば

サービス向上が見込めることを理由としております。 
しかし、未来の笛吹市を担う子どもたちの人を育てることについて、コストダウンの発想を

することが、果たして真に子育て支援の行政といえるでしょうか。 
サービス向上を民間にばかり期待するのは、公立がサービス向上の追求を怠っているという

ことであります。 
日本の保育といいますのは、国が定める最低基準に基づいて運営されておりますので、ほと

んど全国一律。例えば、離島の保育所も大都会の保育所も、保育室の面積から保育士の人数ま

で同じ基準で運営されておりますから、民だからできる、官だからできないということには

なっておりません。 
また、市がよくいうサービス向上の中身といいますのも、ほとんどは国が示している１１項

目の特別保育事業のことでありまして、この特別保育事業は補助金を受けて行う事業でありま

す。民間保育所は保護者や地域の要望に応えて、これらの１１項目の特別保育事業をしっかり

と取り入れて運営してまいりました。国の補助金事業ですから、公立ができないということで

はなく、やらないということだけであります。 
例えば、指定管理者内定の保育所が実施している休日保育や一時保育事業について、保護者

や地域の要望があったにもかかわらず、公立は実施を怠ってきたというのが現実のことではな

いでしょうか。 
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繰り返しますが、サービス向上を理由にして指定管理者制度を導入する前に自らが、公立が

もっと努力すべきではないでしょうか。ましてや、子どもや保護者や地域から信頼される保育

の質の向上を追求していくことや、保育士の力量を高めていくことなどは、官民問わず当然の

ことであります。 
どういう保育をするのか、どんな子どもを育てていくのか理念も示さないで、コストとサー

ビス向上を理由に指定管理者を導入することには、反対するものです。 
付け加えて、保育所への指定管理者導入には石和の第二保育所の例にも見られますように、

市民の十分な理解が得られているとは言えません。 
以上で反対討論を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
議案第１９２号 「笛吹市立保育所条例の一部改正について」、原案に賛成する立場から討

論をいたします。 
本案は、平成１９年４月から笛吹市立保育所に指定管理者を導入するために、必要な規定を

盛り込むための保育所条例の一部改正であります。 
市は指定管理者の導入予定時期を１年延長して、保護者の十分な理解を得るために説明会等

を重ねてきた結果、石和第三保育所については、保護者の大多数の合意のもとに導入できる見

通しのことであり、公立保育所への指定管理者の導入は、県内で初めてになります。 
現在は、さまざまな生活形態、雇用形態があり、保育ニーズは多様化しております。こうし

た中、民間の保育所は経費を抑えつつ特別な保育などを実施して、保育サービスの向上に積極

的に取り組んでおります。 
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取り入れることに

より、保育サービスの向上や運営内容の充実等が図られ、公立保育所の全体のレベルアップに

もつながるものであります。 
よって、指定管理者を導入することにより、保護者や地域から導入してよかったと言われる

ような運営がされることを期待いたしまして、保育所条例の一部改正（案）に賛成するもので

あります。 
○議長（龍澤敦君） 

討論を終結いたします。 
議案第１９２号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１９２号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第１９５号を議題といたします。 
討論を行います。 
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討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
議案第１９５号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は可決であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１９５号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第１９６号から議案第１９８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案件についての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、議案第１９６号から議案第１９８号は原案のとおり可決されました。 
暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
○議長（龍澤敦君） 

再開します。 
次に、建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、志村勢喜君。 

○建設経済常任委員長（志村勢喜君） 
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、委員長報告をさせていただきま

す。 
９月７日の開会初日に付託を受けました議案審査を、本会議休会中の９月１４日、１５日な

らびに２２日、２３日、２５日の５日間、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。 
はじめに、補正関係について行います。 
まず、産業経済部所管、農政課、農業土木課、観光商工課それから農業委員会であります。 
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まず、遊休農地活用推進事業費、水田農業構造改革推進事業費、７月１５日に発生した強風

に伴う被害に対する補助費、地区要望の農道整備事業費、８月１日合併の芦川地区の農業集落

排水事業に係る繰り出し、山梨百名山ハイキングコース整備費、１０月実施のビジット・ジャ

パンキャンペーンに伴う補助、ならびに平成１７年度決算に伴う恩賜県有財産特別会計補正予

算等、今定例会に付託を受けた案件等の説明がありました。 
質疑では、遊休農地活用の事業内容について。農業土木にかかわる事業の補償費単価、農業

委員の所管する事務内容、山梨百名山整備の進捗状況など、何点か出されました。 
執行部の回答としまして、遊休農地対策では、農地管理を行った後、認定農業者および担い

手農業者等への貸し出し・斡旋等を農業委員会と連携して行う。 
補償費は従来どおりであり、資料の提出を行うよう求めました。 
農業委員会としてしは、ＪＡと連携を図りながら、担い手事業や集落的農業生産法人の設立

などに取り組むこととしています。また、既に制度を導入しているところへの研修を行ったり、

それらの事業について推進を図る。 
百名山の整備は、現在、整備個所の選定を行っている状況などの説明がありました。 
建設部所管、これは土木課、まちづくり整備課、用地管理課、石和駅前土地区画整理事務所

等でございます。 
これにつきましては、道路台帳整備・道路測量設計委託料や工事請負費、公有財産購入費な

どを含めた道路橋梁費、河川工事設計委託料を含めた河川費、市営住宅耐震診断費など住宅費

を増額、公共下水道への繰り出し金の減額を含めた都市計画費の減額、笛吹川河川の樹木伐採

にかかる費用、また市道認定１件についての説明がありました。 
質疑としましては、開発に伴う市道の取り扱いは。河川の樹木伐採を笛吹川以外の市内一級

河川についても行う計画はあるのか。また、河川に堆積した土砂の撤去とその処理は。公営住

宅の耐震補強工事の状況は。入居者の滞納状況は。市営住宅の空き部屋解消のための対策は。

また寄贈を受けましたモニュメントの設置等について等、何点か出されました。 
執行部の答弁は、開発に伴う市道は、開発業者により市道認定の要件を満たすための工事を

行ったものについてのみ、市道として譲り受ける。 
笛吹川以外の河川の樹木は、支流の一級河川は調査の上、県に伐採等を含めた要望がしてあ

り、金川については河川砂の採取に伴い採取業者に伐採をお願いしている。また、堆積した土

砂につきましては、国土交通省が一定の基準に基づき撤去を行っており、処理は国土交通省が

独自に行っている。 
公営住宅の耐震については、これから調査を行い必要が生じたものに補強工事を付す。また、

公営住宅の滞納は、他の課とも連携し徴収に当たっています。 
空き住宅は、他市の状況等踏まえ、今後、空き情報を公開するとともに、随時受け付け等を

行い、空き室が長く続かないよう積極的に対応を行うよう検討する。 
モニュメントにつきましては、制作者の親族からの申し出により寄付の手続きを取っている。

また、設置は現在進める国道の改修に伴いポケットパークをつくるが、その一角に設置すると

の説明がありました。 
続きしまて、公営企業部所管、下水道課、水道業務課ならびに工務課でございます。 
公共下水道特別会計では平成１７年度決算認定に伴う減額、農業集落排水事業特別会計では、

料金収納システム構築に伴う委託などの説明がありました。 
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質疑では、芦川地区の集落排水の内容が分からない。消火栓を市営住宅に設置をするか等が

出されました。 
なお、付託案件とは別に、水道委員会の職務内容についてなどが出されました。 
執行部より、集落排水は現場を一度確認する必要があるので、現地視察を今後計画するとの

説明がありました。 
消火栓設置につきましては、総務課消防担当が行っているので協議をしていく。 
水道委員会設置については、諮問し答申を行う役目をお願いしていく。また、現在、諮問を

行っているが、内容としては料金の早期統一等が話し合われているとの説明がありました。 
続いて、決算審査の報告をいたします。 
まず、産業経済部所管では、シルバー人材センター負担金、八代働く婦人の家維持管理費、

中山間地域直接支払補助金、鳥獣害防止対策補助金、農地流動化補助金、担い手農家認定支援

等補助金、農産物のブランド化推進、消費拡大宣伝、地産地消推進、合併１周年記念にあわせ

た各種事業を行ったと。また、今井川の改修費、これは農業土木課の関係でございますが、今

井川の改修費、県営土地改良負担金、春日居地区土地改良事業元利償還市負担分、農業基盤整

備としての県営事業、また市単独事業等も行った。笛吹きらめきテレビ管理運営委託料、松く

い虫防除委託、金川の森工事請負委託、石和温泉観光温泉組合補助金、ももの花まつり補助金、

テレビ・広告委託料、石和温泉まつり花火打上げ委託、ハウス桃園借上、栽培管理委託料、観

光施設整備基金積立、農業と観光を結び付け観光客の誘客に努めるための予算の執行となって

いる。との説明でありました。 
質疑といたしましては、鳥獣害対策補助の対象は。八代ケヤキの森の管理はどのように行わ

れているのか。また緑化推進として今後も植樹祭等を考えている地域もあると聞くが、市とし

ての対応は。各種委託料が前年より増えているが、その理由と対策は。農道補修事業費の執行

率が低いが補修工事が少なかったのか。観光連盟を法人化するようだが法人化するメリットは

等の質問がありました。 
執行部からは、鳥獣害対策費としては平成１７年度の中でイノシシの捕獲について報償費が

支給されていた。平成１８年度は市全体に拡大したいと考えているが、対象については動物愛

護などの観点から成獣となったイノシシのみと限定した。 
ケヤキの森は八代町時代に整備をした。ボランティアが清掃活動等をしている。平成１９年

度以降、対処していくとの答弁でございました。各地区で緑化推進協議会を立ち上げる。協議

会の年間事業として植樹祭を計画していく等の答弁もございました。 
委託料につきましては、不動産登記法の改正により測量資格を有する者の作成した図面の添

付が義務付けられたため、委託を行わなくてはならなくなった。 
道路補修費につきましては、予算計上の仕方によるもの。これは補正予算で予算を増額しま

したが、その後の補修の申し込みがなかったということも執行率の低さにつながった。なお、

小さな工事を合わせ予算を計上、入札は１件ごとに行う。それぞれの差金を合わせると、執行

率が低くも見えるという説明もございました。 
観光連盟につきましては合併当初、笛吹市観光協会として立ち上げができなかった。メリッ

トとしては連盟として事業を主催していく。連盟の法人化については、現在設立に向け業務を

進めているが、１９年度は若干難しいとの説明がありました。 
続いて、建設部所管といたしましては、歳入では市営住宅家賃、土木費国庫補助金として橋
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梁費・河川費補助金、住宅費補助金、一般住宅耐震診断等補助、国庫委託金として河川費委託

金、耐震診断のための県補助金、県委託金として河川整備事業債等各種起債、公園使用料、都

市計画補助金、まちづくり交付金、都市計画負担金、都市計画費にかかる国庫補助金等であり

ます。 
歳出では、笛吹市ハザードマップ作成費、被災建物等の調査作成委託金、各地区要望の道路

改修工事費、これは６１件分でございます。道路測量設計委託、道路新設改良工事費、国土調

査費、用地取得費、都市計画審議委員報酬、まちづくり街路整備事業等物件補償、公園管理費、

土地区画整理事業設計業務委託費、物件補償費等であります。 
質疑では、市営住宅の家賃滞納に対する市の対応はという質問が出ました。市営住宅のバリ

アフリー化を望む声が多いが市としての対応は。道路維持管理として事業報告があるが、改修

を要望したがまだ着工されていないところもある、対応は。各種委託料の契約は随意契約で

行っているのか等が出されました。 
執行部からは、家賃滞納者には既に通知がしてあり、今後、保証人に連絡を取り、保証人か

ら家賃を徴収するよう手続きを取っている。また、バリアフリー化については、特に要望は出

ていないので、特に今の時点では対応は考えていない。 
道路補修等の要望事項は、上がってきた時点で精査し、緊急を要するものから対応をしてい

る。また、この点についても再度確認をするということでございます。また、委託契約は随意

契約のものもあるが、随意契約によるときは、最低２社以上から見積書を取っている等の説明

がありました。 
次に、公営企業部所管では、簡易水道統合整備事業、配水管敷設工事、道路改修等に伴う県

受託事業、簡易水道維持管理事業、温泉配湯所貯湯タンク改修工事、松本配水場整備事業、御

坂地区第４配水池築造整備事業、八代町水道配水管敷設整備事業、公共下水道整備事業、公共

下水道全体計画見直し業務等の事業がありました。 
なお、工事に伴う国・県からの補助ならびに起債等があるとの説明がありました。 
また、各種使用料として簡易水道使用料収入、温泉使用料収入、水道使用料収入、下水道使

用料収入の説明もありました。 
質疑では、水道事業のうち雑入にある原材料費の内容は。各種利用料金未納の取り扱いは。

下水道計画の見直しの内容は。公共的な施設等への下水道工事の減免等はあるのか、また神社

仏閣等への下水道の負担金はなど、何点かありました。 
執行部からは、雑入は市で規定している水道ボックスの売却益である。 
料金の未納額の累積は多額にのぼっている。滞納者宅に訪問等を行い、できる限り徴収をす

る。 
下水道計画は、これまで特定環境保全公共下水道と公共下水道とがあった。平成１９年度か

らは一本化するため見直しを行った。 
公的施設等への下水道の負担金は減免措置を講じている。神社仏閣についても公共性が高い

ので減免措置の対象となる等々の回答がありました。 
以上、本委員会において審議された内容であります。 
それでは、審査結果について報告いたします。 
議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は、挙手全員、

原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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議案第１７０号 「平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」は、

挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１７１号 「平成１７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」は、

挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１７２号 「平成１７年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」は、

挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１７３号 「平成１７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歳入

歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第１７４号 「平成１７年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしま

した。 

続きまして、議案第１７５号 「平成１７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたし

ました。 

議案第１７６号 「平成１７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１７７号 「平成１７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１７８号 「平成１７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第１７９号 「平成１７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１８０号 「平成１７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１８１号 「平成１７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」は、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１８２号 「平成１７年度笛吹市水道事業会計決算認定について」は、挙手全員、原

案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１９４号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算(第５号)について」は、挙手全員、

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１９９号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算(第１号)について」は、

挙手全員、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２００号 「平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算(第１号)について」

は、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

続きまして、議案第２０１号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算(第３号)に

ついて」は、挙手全員、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２０２号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算(第２号)について」は、

挙手全員、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２０３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２号)について」は、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第２０４号 「平成１８年度笛吹市大積寺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、挙手全員、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２０５号 「平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算(第１号)について」は、挙手全員、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２０６号 「平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算(第１号)について」は、挙手全員、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２０７号 「平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算(第１号)について」は、挙手全員、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２０８号 「平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算(第１号)について」は、挙手全員、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２０９号 「平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算(第１号)について」は、挙手全員、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２１０号 「平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

補正予算(第１号)について」は、挙手全員、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２１１号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算(第２号)について」は、挙手

全員、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２１２号 「市道認定について」は、挙手全員、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

なお、市道認定につきましては、現場視察を行い、その後質疑をいたし可決をしたものでご

ざいます。 

以上、建設経済常任委員会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１６６号と議案第１９４号につきましては、

先般申し上げたとおりです。 

それでは、議案第１７０号を議題といたします。 
討論を行います。 
はじめ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、下水道会計の１７年度決算認定に対して反対討論を行い

ます。 
市民の皆さんに、下水道事業の借金が１世帯当たりいくらになるか、果たして皆さんご存じ

になっているでしょうか。 
下水道の借金残高は平成１７年度末で２４６億３，１９０万円、笛吹市の世帯数は約２万５千

世帯ですから、単純に計算して１世帯当たりの借金残高は９８万５千円です。どの家にも市が
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９８万５千円の借金を下水道のためにしていると、理解しているご家庭はあるでしょうか。 
実際の加入世帯、水洗化世帯は８，６４３世帯ですから、加入世帯で見ますと１世帯当たり

の借金残高はなんと、計算が間違っていなければ２８５万円になります。このままこの事業を

進めれば、市の財政破綻は火を見るより明らかであります。 
さて、私どもは旧町村時代より、下水道事業をこのままのやり方で進めれば財政破綻に陥る

と、警鐘をならし続けてまいりました。そして、安く、早く、きれいな水を取り戻すためには、

人口密集地以外は、安上がりで性能向上が著しい合併浄化槽事業を採用すべだと提案してきま

した。 
当時、下水道の普及率は３０％程度でした。当時、この提案を採用していたならば、借金は

よほど少なくて済んだと残念でなりません。しかし、１７年度末の普及率は４９．２％、これ

からでも遅くはありません。すぐさま下水道事業を見直すべきです。 
今後、一層、国庫補助率と下水道事業債元利償還金の交付税算入率が減らされる見通しであ

り、自主財源からの持ち出しが拡大することは必至であります。 
さらに、合併１０年後、平成２７年度以降は交付税の合併特例が終了し、財政規模は極端に

縮小するということは、既に明らかになっておりますが、こうした中で一般会計から下水道会

計への多額の繰り入れは、実際不可能になります。下水道事業見直しのぎりぎりの時点に至っ

ているのではないでしょうか。 
こうした中で、監査委員による審査意見も、市の財政計画と整合を持ちつつ、合併浄化槽区

域との面的な調整を行いながら、公共下水道事業認可計画を策定しと、指摘しております。 
この監査意見を市当局は真摯に受け止め、合併浄化槽事業のほうが安上がりなところには、

絶対に下水道管は敷設しない、合併浄化槽でいくという原則で、下水道事業計画を見直してい

ただきたい｡ 
こうした見直しをしていただき、下水道特別会計の予・決算に反対するのは今回限りとして

いただくことをお願いして、反対討論を終わりたいと思います。 
どうもご清聴ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
次に、賛成討論を許します。 
風間好美君。 

○２２番議員（風間好美君） 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、議案第１７０号 「平成１７年度笛吹市公共

下水道特別会計歳入歳出決算認定」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。 
まず、下水道は健康で快適な生活環境の確保と、河川等の公共用水域の水質保全を図るため

に不可欠な都市施設であり、一貫して普及促進・拡大のための整備が全国規模で推進されてお

ります。その結果、合併浄化槽等による処理まで含めた平成１６年度末の生活排水クリーン処

理率は７９．４％まで達しております。 
しかし、大都市ではほぼ普及していますが、人口５万人未満の市町村に限っては５６．４％

と低い水準にとどまっているのが現状であります。 
笛吹市においては、平成１６年度末の処理率は６１．７％であり、平成１７年度末において

は６３．８％となり、その伸び率は県平均の伸び率１．４％を上回り２．１％となっておりま
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す。 
さらに、下水道事業につきましては、平成１６年度末の普及率は４２．６％であり、１７年

度末では５０％となりました。その伸び率については７．４％であり、県全体の普及率の伸び

率１．５％と比較しますと、それを上回る着実な進歩が見て取られるところです。 
また、下水道利用に関しても、平成１７年度におおよそ年間４６０世帯が接続して、３万６千

人近い方が利用しており、水洗化率につきましても６７．４％になっております。着実に事業

推進が図られております。しかし、１７年度末の県全体の平均の水洗化率と比較しますと、

１０％近く及んでいないのが現状であります。 
水洗化の推進については、なお一層の取り組みが必要であります。長期計画に基づき着実に

施工され、また実績を重ねている下水道整備の推進について、笛吹市の美しく豊かな自然を守

り、潤いのある快適な生活環境を築くため、より一層推進していただきたいと願っております。 
以上をもちまして、「平成１７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」につきま

しては、これに賛成するものとして賛成討論とさせていただきます。 
以上。 

○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第１７０号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は認定であります。 
お諮りいたします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
したがって、議案第１７０号は原案のとおり認定されました。 
続いて、議案第１７１号から議案第１８２号までを一括議題といたします。 

お諮りいたします。 
本１２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本１２案件についての委員長報告は認定です。 
本１２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第１７１号から議案第１８２号は原案のとおり認定されました。 
次に、議案第１９９号から議案第２１１号までを一括議題といたします。 
お諮りいたします。 
本１３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認めます。 
お諮りいたします。 
本１３案件についての委員長報告は可決です。 
本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第１９９号から議案第２１１号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２１２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。 
本件についての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２１２号は原案のとおり可決されました。 
各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了しました。 

最後に、各常任委員会に分割付託しました議案第１６６号および議案第１９４号の審議に入

ります。 

それでは、議案第１６６号の討論を行います。 

最初に反対討論を許します。 

亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、認定に反対の

立場で討論を行います。 

まず、歳入について述べます。 

一般会計における税金、料金の不納欠損額と収入未済額は、合わせて２４億４，８００万円

にも及び、予算現額の８．６％にもなりました。 

税の滞納率は年々上がっておりまして、この５年間で５．３ポイントも上がってしまいまし

た。収納対策として今年度、収税課が設けられましたけれども、１７年度については根本的な

対策を持ち得なかったのが現実であります。その結果、このような多額な収入未済額が生じた

ものでありまして、許されることではありません。 

小泉内閣が進めた構造改革の下で格差社会が広がり、ごく一部の富める階層はますます富を

得る一方で、国民の貧困化は一層進みました。このような中で滞納してしまう、そういう住民

が一層増えたことと思います。 

また、モラル崩壊の下で、一部に納税意識の低下が見られる、そのようなことも事実であり

ます。 
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収納率の向上について監査意見は、納税者の視点に立ってと指摘しておりますけれども、一

つに、滞納の理由を直接把握して相談に乗るなど、身近な行政、住民密着、住民奉仕の行政を

行うこと、支所の充実で地域づくり、地域再生を住民とともに進めること、税や料金の支払が

困難な住民には減免制度を積極的に適用して、また、生活再建に重点を置いた支援策を行うこ

と、このような対策が今必要ではないでしょうか。 

次に、歳出について述べます。 

教育費で市単独の教員を採用して市内の全小中学校に配置し、児童や生徒の生活・教育向上

のために尽力してきたことや、環境政策でごみの分別収集を進め、ごみの減量化に努めてきた

ことなど、市民から評価され歓迎される施策も幾つか見られました。しかしながら、下水道事

業への大幅な繰出金をはじめとして一般会計からの繰出金、そして、さまざまな委託金が大き

な金額を占めておりました。 

この際、事業の見直し、また必要不可欠な繰出金・委託金、そのようなことの精査を要する

ことが必要ではないかと考えております。 

さらに、財政難をいいながら、１７年度実質収支で１１億１，６００万円を残し、財調基金

と財政以外の基金を１１億８千万円余増やしました。 

住民の暮らしや福祉や教育の要望には、財政難を口実にしてまともに応えようとせず、それ

らや地域活性化のための財源を削って生み出した、この大きな黒字だったのではないでしょう

か。 

このような決算は、到底認定するわけにはいきません。 

以上、反対討論としますけれども、ここで一つの数字を取り上げて、地域密着・身近な行政

の推進について提案したいと考えます。 

先ほども渡辺議員が申しましたが、健康づくりの施策で先進的な仕事をしてきた境川町です

が、合併前は各組の衛生委員さんという人がおりまして、役場から送られてきた健診希望調査

を丹念に各家庭を訪ねて、健診を進めておりました。そのようなことで、希望調査の返信率は

１５年度も１６年度もおよそ９０％ということでありました。健診率も当然高く推移をしてお

りました。しかし、１７年度、市役所からただ送られてきただけの希望調査の返信率は、一気

に急降下しまして５７．１、２％になってしまいました。 

このことは、行政が地域に積極的に出向き、地域密着の行政を進めていくことの大切さを教

えてはいないでしょうか。 

住民に最も身近な存在である支所の充実、そして支所への十分な職員の配置に財源を十分配

分すること。また、地域活性化のための財源も十分に配分することを提案いたしまして、反対

討論を終わります。 

○議長（龍澤敦君） 

次に、賛成討論を許します。 

大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 

議案第１６６号 「平成１７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、これを認定す

る立場から討論を行います。 
平成１７年度決算は、合併後初めての通年予算として予算編成がなされ、執行された結果で

あります。 
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歳入総額２８０億７千万円、歳出総額２６７億１，８００万円で、差引額１３億５，２００万

円となっておりますが、これは合併初年度の平成１６年度と比較しまして、歳入で１４％、

４９億円、歳出で１３％、４０億円の減額となっております。 
この結果は、合併前からの普通建設事業が１６年度で終了したことが大きな要因の一つとさ

れておりますが、国の三位一体改革などにより、補助金や交付金が大幅に縮減されていること

も、決算額が減となった要因ではないかと思慮されます。 
そうした中にあって、歳出面では、扶助費などの義務的経費が増加する中で予算執行管理に

おいて、月次の執行管理を開始し、経常経費の縮減に努めながらも、新たな児童館建設事業を

はじめとして、市内各地の各施設整備や道路河川改修も停滞することなく進め、また、地域産

業経済の活性化ならびに地域間格差の是正にも努力されていることがうかがえます。 
いまだ景気の回復は実感できないでいる状況の中で、今後も大変厳しい財政状況が続くもの

と思慮されますが、本年度は財源確保策として新たに収税課を設置するなど、税収確保に向け

ての取り組みも具体的な形で幾つか示されております。 
さらに、指定管理者制度の導入や事務事業評価による見直し等も、徐々にではありますが具

体化しつつあり、地域各種産業の活性化に伴う歳入増加も期待される一方で、歳出削減策もさ

らに徹底するものと思われますが、そうした中であっても、なお一層の市民サービスの向上が

図られますよう願いまして、平成１７年度一般会計歳入歳出決算については、適正かつ効率的

に予算執行がなされたものと認め、ゆえに、この認定に賛成するものであります。 
以上です。 

○議長（龍澤敦君） 
討論を終結いたします。 
議案第１６６号の採決を行います。 
本案に対する委員長報告は、３常任委員長とも認定であります。 
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１６６号は原案のとおり認定されました。 
続いて、議案第１９４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。 
本件についての委員長報告は、３委員長とも可決です。 
本件は、各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１９４号は原案のとおり可決されました。 
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次に、議案第１８３号から議案第１８８号を一括議題とし、審査の結果について、決算特別

委員長から報告を求めます。 
決算特別委員会委員長、中村善次君。 

○決算特別委員会委員長（中村善次君） 
ただいま、議長より決算特別委員会における審査結果について報告を求められましたので、

ご報告させていただきます。 
開会初日、委員会条例に基づき、本決算委員会が設置され、私を含む６名の委員が決算特別

委員に選任され、芦川村の決算認定の審査を行いました。 
旧芦川村については、８月１日に本市と合併となり、平成１７年度決算については、笛吹市

に引き継がれた中で認定を行うこととなっておりました。既に、芦川村において監査報告等受

けており、当委員会においても予算の細かな点についての精査でなく、適正に予算執行がなさ

れていたのか、重点施策はどのようなものであったのかという大綱的なものにとどめ、審査を

行ってまいりました。 
なお、付託を受けた案件は、平成１７年度の一般会計歳入歳出決算ならびに特別会計歳入歳

出決算５件の審査であります。 
また、審査については、旧芦川村総務課長さん、ならびに各担当課長さんに説明員として出

席をいただきました。 
審査結果については、お手元にお配りいたしました委員長報告のとおりでありますが、議案

に対する質疑等がございましたので、主なものをご説明申し上げます。 
なお、審査結果については、後ほどご報告させていただきます。 
質疑では、まず、各種税および使用料の未収があるが、合併までの間に徴収事務は行ったか。

繰越額があるが事業は完了しているのか。バス事業について利用者負担はあるのか。起債の償

還はいつまでか。教育関連として緑の協力隊は小中学校全校生徒か、またその活動は。介護保

険料については合併により統一されたと思うが、国民健康保険税については統一されたのか。

集落排水特別会計にかかわる公債費がだいぶあるが、元金を含めた総額はなどでありました。 
執行部からは、税・利用料の徴収は合併前まで行ってきたが滞納者がいる。滞納者宅に出向

き納付を願ったが、景気低迷などによりなかなか納付してもらえない状況であった。合併し笛

吹市となったので収税課に引き継ぎを行った。 
繰越事業については既に事業は完了している。 
バス事業については利用者が乗車賃を払っている。利用料と経費の差額を村として負担をし

ている。 
起債については、過疎債の償還年数は１２年程度、その他のものも平成３０年前後には償還

が終了する見込みである。 
緑の協力隊は中学生のみである。また活動は、すずらん群生地などの清掃活動を行っている。 
介護保険料ならびに国民健康保険税については、合併の特例を適用し平成２０年まで不均一

課税となっている。統一には住民に周知を行う。 
集落排水事業特別会計の起債残高は総額で７億１，２００万円である。との説明がありまし

た。主なものは以上であります。 
それでは、審査の結果をご報告申し上げます。 
 まず、はじめに、議案第１８３号 「平成１７年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定につい



 １９４

て」、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１８４号 「平成１７年度芦川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１８５号 「平成１７年度芦川村老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」、挙

手全員、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１８６号 「平成１７年度芦川村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、挙

手全員、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１８７号 「平成１７年度芦川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」、

挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１８８号 「平成１７年度芦川村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、挙手全員、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、決算特別委員会委員長報告とさせていただきます。 

○議長（龍澤敦君） 
 委員長報告が終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議題となっております６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６案件についての委員長報告は認定です。 
 本６案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１８３号から議案第１８８号は原案のとおり認定されました。 
 暫時休憩いたします。 
 なお、再開は４時００分から行います。 

休憩  午後 ３時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時００分 
○議長（龍澤敦君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より人事案件３件が、また、建設経済常任委員長ほか２名より発議が提出さ

れました。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布したとおり日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（龍澤敦君） 
   これより、議案第２１６号、同意第１号、同意第２号を一括議題とし、提出者より内容の説明を

求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 議案第２１６号 「人権擁護委員の候補の推薦について」 
 岩野秀夫氏、神宮寺由則氏、角田喨子氏の３氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第

３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 
 岩野氏でありますが、住所は笛吹市石和町松本５０４番地、生年月日は昭和１９年８月

２９日、満６２歳、再任であります。 
 神宮司氏でありますが、住所は笛吹市石和町下平井２３５番地２、生年月日は昭和２４年

７月９日、満５７歳、再任であります。 
 角田氏でありますが、住所は笛吹市御坂町成田４５８番地、生年月日は昭和１７年７月

２２日、満６４歳、新任となります。 
 続きまして、同意第１号 「笛吹市監査委員の選任について」 
 向山秀男氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意をお

願いするものであります。 
 住所は、笛吹市一宮町田中２５５番地、生年月日は昭和２９年５月２４日、満５２歳であり

ます。 
 職歴でありますが、平成２年に向山会計事務所所長に就任し、平成９年から中小企業診断協

会山梨県支部理事、平成１５年から東京地方税理士会甲府支部副支部長として、現在に至って

おります。また、平成１２年から平成１６年まで一宮町監査委員の職に就いておられました。 
 職業は税理士、中小企業診断士であります。 
 就任の日につきましては、平成１８年１０月１日を予定しており、任期につきましては、就

任の日から４年間となります。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 
 続きまして、同意第２号 「笛吹市教育委員会委員の任命について」 
 現教育長、芦原正純氏を再任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
 住所は笛吹市一宮町東原９１番地１、生年月日は昭和１１年５月１日、満７０歳であります。 
 職歴でありますが、昭和３８年に教職に就き、平成９年に県立谷村工業高等学校副校長を退

職、平成１５年からは一宮町教育委員会教育長の職を歴任し、笛吹市発足後は笛吹市教育委員

会教育長として現在に至っております。 
 任期につきましては、平成１８年１１月３０日から４年間となります。 
 よろしくご審議をお願いいたします。 
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○議長（龍澤敦君） 
 説明が終わりました。 
 日程第５１ 議案第２１６号の質疑を行います。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 議案第２１６号は、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、議案第２１６号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 これより、議案第２１６号の討論を行います。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これより、議案第２１６号の採決をいたします。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２１６号は原案のとおり承認することに決しました。 
 続いて、日程第５２ 同意第１号の質疑を許します。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 同意第１号は、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、同意第１号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、同意第１号の討論を行います。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これより、同意第１号を採決いたします。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を願います。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま決定されました件について、向山新監査委員から議場での発言の申し出があ

りますので、これを許可したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 向山君の入場を許します。 
 （向山新監査委員・入場） 
 向山君の発言を許します。 
 向山秀男君。 

○新監査委員（向山秀男君） 
 ただいま、ご同意をいただきました向山秀男でございます。 
皆さま方のご指導を受けながら、監査委員としての務めを果たさせていただきたいと思いま

す。 
現在、笛吹市一宮町に住み、石和町で会計事務所を経営させていただいております。そんな

意味も含めまして、少しでも笛吹市のためになれば、お役に立てればということで、頑張りた

いと思っています。 
 現在、笛吹市集中改革プランが推進されておりまして、監査業務も非常に重要性が大きいと

考えております。民間企業を指導しておりますノウハウを取り入れながら、監査委員としての

務めを果たしていきたいと考えております。 
 どうぞ皆さま、よろしくお願いいたします。 

○議長（龍澤敦君） 
 向山君の退場を求めます。 
 （向山新監査委員・退場） 
続いて、日程第５３ 同意第２号を議題といたします。 
 教育長、芦原正純君の退場を求めます。 
 （芦原教育長・退場） 
 本件について質疑を許します。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議題となっております同意第２号は、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。 
 同意第２号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 
 これより討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 同意第２号を採決いたします。 
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
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 起立全員です。 
 したがって、同意第２号は原案のとおり同意されました。 
 芦原教育長の入場を求めます。 
 （芦原教育長・入場） 
 ただいま、決定された件について芦原教育長より発言の申し出がありますので、これを許可

したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 芦原教育長の発言を許します。 
 芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
 ただいま、教育委員会委員再任について、ご同意をいただきましてありがとうございました。 
 微力ではありますけれども精いっぱい努力をいたします。ぜひご指導、ご鞭撻をよろしくお

願いいたします。 
次に、追加日程第５４ 発議第４号を議題といたします。 
 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
 発議第４号 
 笛吹市議会議長殿 
 平成１８年９月２９日 提出 

 提出者 笛吹市議会議員 志 村 勢 喜 
 賛同者 笛吹市議会議員 中 村 善 次 
     笛吹市議会議員 井 上 一 已 

 道路特定財源確保に関する意見書の提出について 
 笛吹市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出します。 
 提案理由の説明を申し上げます。 
 道路は人々の日常生活を支えるばかりでなく、産業、経済、文化活動や豊かな地域づくりに

欠かすことのできない、最も基本的な社会基盤でございます。 
 特に、地方においては道路整備がいまだ不十分で、いまだ十分でないことから、活力ある地

域づくり、豊かな暮らしづくり、また、防災および救急医療体制を整備する上において、道路

網の整備が課題となっております。 
 このため、道路整備を行うための財源を確保することが不可欠であり、揮発油税等の道路特

定財源を堅持しなくてはなりません。 
 よって、政府に対し特段の配慮をなさるよう強く要望するため、意見書を提出するものでご

ざいます。 
 なお、意見書につきましては別紙のとおりでございます。 
 以上、提案理由の説明といたします。 
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○議長（龍澤敦君） 
 提案理由の説明が終わりました。 
 お諮りいたします。 
 本件については、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、発議第４号は委員会への付託を省略することと決定いたしました。 
 これより、発議第４号の質疑を許します。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 討論を行います。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 これより、発議第４号について採決を行います。 
 本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数です。 
 よって、本件は原案のとおり決しました。 
 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５５ 「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したいと思います。 
 ご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については、各委員長から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、今般、退任される金井代表監査委員からあいさつの申し出がありますので、これを

許します。 
 代表監査委員、金井豊明君。 

○代表監査委員（金井豊明君） 
 議会中の大変大事な時間をいただきまして、私の退任のあいさつができることを心から感謝

を申し上げます。 
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 ありがとうございました。 
 実は、私は２年、３年前から、健康診査を受けますと、心臓の１つの病気であります右脚ブ

ロックということで、判定をたびたび受けたわけであります。右脚ブロックというのは、日常

生活の中にはなんら差し支えもございませんし、私自身も自覚症状もございません。したがっ

て、日常の生活はそのまま、まったく変わりがなくしていたわけでございます。 
 右脚ブロックというのは、過去に過激な運動を行った人に、その病気を持つ人が多いという

ことでございます。私も、そう言われてみますと、思い当たる節があるわけでございますが、

日常生活になんら変わりがございませんので、そのままの状態で今日まで来たわけでございま

すが、さすがに今年の暑さの中で体調を崩しまして、医者に見ていいただきましたところ、い

わゆる右脚ブロックというのが少し進行している。このままの状態で過激な労働をしたり、あ

るいは大事にしていかないと心筋梗塞、あるいは狭心症というような病気に発展する恐れがあ

る。したがって、しばらく静かにしていないさいということを診断されたわけであります。早

く言ってみれば、ドクターストップということでございました。 
 私も日常生活になんら影響がございませんので、そのままの状態でいようかなと思ったわけ

でございますけれども、監査業務というのは、一時も欠員は許されません。したがって、医者

の言うことを聞かずに無理をして通して、監査業務の中に影響を及ぼしたりということがあり

ますと、大変申し訳ない。そのことを考えながら、ここで少し休ませていただくことがいいか

なと、そんなことを決断いたしまして、市長さんにもその旨お話を申し上げました。 
 もちろん、お話を申し上げる上で、すでに付議されております平成１７年度決算につきまし

ては、これは審査をし、そして意見書を提出した後で私は退任をしたい。加えて、９月の決算

議会を終えたところで、その責めを解いていただきたいという話を申し上げました。 
 市長さんも事情を賢察くださいまして、その旨を胸においていただきまして今日に至ったわ

けでございます。 
 ８月１１日の決算審査が終了いたしましたので、その時点で意見書を市長さんに提出し、そ

こで９月議会の終了する末日、３０日をもって退任をしたい旨、辞表を提出いたしました。快

くご認可をいただいて今日に来たわけでございます。 
 議会の皆さま方にも、その旨ご承認をいただきまして、ご理解をしていただきましたこと、

本当に心から感謝を申し上げます。 
 ありがとうございました。 
 なお、新しく向山監査委員さんのご選任が行われました。新進気鋭のいわゆる新しい風が、

この笛吹市の中に吹かれるのではないかなと、ご期待を申し上げるところであります。 
 少し振り返ってみますと、一昨年の１０月１２日に６町村の合併が行われました。その時点

では、私も合併にかかわって大変な業務でありましたけれども、その渦中にありますと、合併

の大変なことというのは、それが責務であるというような考え方の中で、さほど感じなかった

わけであります。また、将来においてもこれがどうなるということも、余り感じなかったわけ

でありますけれども、いったん一線を退いて、そしてこの状態を見てみますと、合併というこ

とは大変だなと、つくづくそのことを私は感じたわけでございます。 
 渦中の中にある人は、これは一生懸命でありますから見えませんけれども、いったん一線を

去ってそれを見ておりますと、大変なことだなと、皆さん方のご苦労というものは本当に心か

ら私も感服をしているわけでございます。 
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 考えてみれば、６町村のそれぞれが特徴をもって、それぞれの最もいい方向で進んでいるも

のを１つにまとめて、１つの色に染めようということなんですから、これは大変なことはもち

ろんであります。 
 しかし、執行部も、それから議会の皆さんも一体になって、染まっていこうという考えの中

で進んでいらっしゃる、そのことが、今日の笛吹市を成立させているわけであろうと思います。 
 ずっと眺めてみまして、笛吹市は毎日毎日が生きている市である。ほかの市町村に比べると、

鉄筋コンクリートの市ではない、毎日毎日が動いている、そんなことをつくづく、ついこのご

ろも感じるわけでございます。 
 今後、山梨県一の笛吹市になることは確実であろうし、そのことを期待しているわけでござ

います。 
 私も退任いたしましても、地元にあって、また何か役に立つことがありましたら、一生懸命

努めてまいりたいと思っております。 
 限りない笛吹市の発展をお祈りしながら、今日まで支えてくださった執行部の皆さん、それ

から、ご理解とご協力をいただきました議会の皆さんに心から御礼を申し上げて、私の退任の

あいさつにいたします。 
 ありがとうございました。 

○議長（龍澤敦君） 
 金井代表監査委員には、大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 
 どうか、お体を大切になさっていただきたいと思います。 
 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、９月７日から本日まで２３日間に及ぶ日程で開催されました。 
 正副議長さんをはじめ議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ、慎重か

つ熱心なご審議に努めていただき、誠にありがとうございました。 
 本会議に上程いたしました専決処分の承認１７件、決算認定２３件、条例の制定および一部

改正５件、補正予算案１８件、報告事項１件、人事案件２件、そのほか５件、合わせて７１件

に及ぶ案件に対しまして、原案どおりご議決、ご承認、ご認定を賜り厚く御礼を申し上げます。 
 さて、今月２０日、自民党総裁選挙の投開票が行われ、憲法改正と教育再生を訴えてきた安

倍晋三官房長官が第２１代総裁に選出されました。２６日に召集されました臨時国会の冒頭に

行われた衆参両院本会議で、小泉純一郎前首相の後継となる第９０代首相に指名され、安倍新

内閣が発足いたしました。 
 外交・経済・社会保障への取り組みや格差是正のための再チャレンジなど、地域活性化に結

びつくよう、大いに期待をしているところでございます。 
 県内に目を向けますと、今月５日から山梨県企画部から、平成１７年国勢調査の第１次基本

集計結果が報告され、本県の人口は８８万４，５１５人で確定いたしました。前回の調査時と

比較すると３，６５７人のマイナスで、昭和４０年以来、３５年ぶりに減少に転じたことにな

ります。 
 なお、国勢調査による本市の人口は、芦川村を合わせますと７万１，７１１人で、前回調査
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時と比較いたしまして６８６人の増加となりました。 
 続いて、２５日にＪＲ東海は、山梨リニア実験線の延伸計画を正式に決定いたしました。 
 現在１８．４キロメートルの先行実験区間を、上野原市から笛吹市までの４２．８キロメー

トルに延伸する計画で、これにより時速５００キロメートルでの走行実験を２分間続けられる

ことになります。併せて、深さ４０メートルの地下実験も行う予定だそうです。 
 なお、工事期間は平成１８年度から２８年度までの１１年間で、実際に走行実験が始まるに

は平成２５年度末になる予定であります。 
 投資総額は１１年間で３，５５０億円に上り、地元への経済効果も期待されるところであり

ます。 
 ところで、昨今、県内外で飲酒運転による不祥事が相次ぎ、大きな社会問題になっておりま

す。 
 本市は、９月１２日付けで笛吹市の懲戒処分に関する指針を改正いたしました。指針では、

市職員が飲酒運転を行った場合は免職処分、酒気帯び運転は停職６カ月とし、氏名の公表も行

うことといたしました。 
 事故のない交通社会をつくるため笛吹市役所といたしましても、飲酒運転の根絶に率先して

取り組んでまいります。 
 秋の気配が深まりハイキングシーズンを迎えております。笛吹市には軽登山コースがたくさ

んございます。また、人気も集めております。石和温泉駅から近い大蔵経寺山や春日居の兜山、

上芦川の新道峠から黒岳への尾根伝いのコース、さらに釈迦ヶ岳を経由して御坂の檜峯に下り

るのもよいのではないでしょうか。尾根道には、関東最大級のブナの原生林やスズランやカタ

クリの群生地があります。高原の風を受けながら、さわやかな汗を流すのも心地よい季節とな

りました。 
 さて、来月１２日には６町村が合併して２周年となりますが、その節目として記念式典を挙

行いたします。式典では、合併功労者総務大臣表彰や市制功労者表彰のほか、「笛吹の里に響

く」と題しまして、篠笛の第一人者、鯉沼廣行氏による演奏会が行われます。 
鯉沼氏は世界を舞台に活躍される横笛奏者で、黒澤明監督、映画「乱」やＮＨＫ大河ドラマ

でも演奏を披露しております。 
日本の伝統楽器である篠笛の澄んだ音色をお楽しみいただきたいと思います。 
 次に、１０月１７日から２１日まで、山梨県観光部が企画する中国観光キャラバン派遣隊事

業に参加する予定でございます。 
 中国東北部の海外旅行マーケットとして有望な、青島、瀋陽両市の訪問と、ようこそジャパ

ン２００６年大連ジャパンフェスタに議長さん共々出席し、日本の魅力を発信し、また、交流

を深め中国人旅行客の誘客活動を図ってまいります。 
 次に、１０月１９日からは、劇場映画「ほのかの書」の撮影が市内各所で始まります。当映

画は、笛吹市の文化・風土や人々の営みを表現し、全国の人々に理解していただくもので、尾

野真千子や小澤征悦、倍賞美津子等が出演するほか、市民エキストラの参加も予定いたしてお

ります。 
 また、１９日には、旧石和町と姉妹都市交流を行ってきた、千葉県館山市より那古小学校６年

生の修学旅行団がやってまいります。一行は笛吹市内の果樹園でぶどう狩りを体験するほか、

グループに分かれて、八田書院や山梨伝統工芸館で歴史・文化や伝統工芸を学習した後、笛吹
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市内の温泉旅館に宿泊する予定であります。 
 さらに、１０月２４日には友好交流を続けております、ドイツのバート・メルゲントハイム

市からブルノッテ副市長が学生等１８人を従え笛吹市にやってまいります。一行は、笛吹市や

山梨県内の家庭に２週間ほどホームステイし、富士山を見学したり、日本の生活習慣や文化を

体験いたします。 
終わりに、笛吹市は芦川村と合併して２カ月になろうとしております。市の枠組みも落ち着

き、新市建設に向けた将来設計に取り掛かることになりました。 
本年度は、笛吹市のグランドデザインとなる総合計画の策定が始まります。議員各位にもご

協力をお願いするとともに、市民の皆さまにおかれましても、計画策定に積極的にご参加いた

だきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
 彼岸を過ぎ、めっきり涼しくなりました。くれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されま

すことをお祈りし、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３回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 
大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ４時３５分 
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