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平成１８年笛吹市議会第４回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成１８年１２月６日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 
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２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

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

３．欠席議員 （ な し ） 
 
                        

４．会議録署名議員 
 
 ８番 雨 宮 四 郎  ９番 大 久 保 俊 雄 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 助 役 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 飯 田 三 郎

 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 消 防 長 中 村  健

 農業委員会長 荻 野 勇 夫 
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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（中村善次君） 

 ただいまの出席議員は３０名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成１８年第４回笛吹市議会定例会を開会しま

す。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
笛吹市が発足し２年が経過いたしました。先般の臨時議会において、三常任委員会もメン

バーを新たにし、１２月議会のスタートとなりました。 
昨今の経済情勢の厳しさは言うまでもありません。 
市長の掲げる「市民第一主義」を基本に、市議会におきましても、市民により密着した議会

運営を行ってまいりたいと考えております。 
今議会がスムーズのうちに終了できますよう、議員各位のご理解とご協力をお願いいたしま

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

粛に願います。 
 また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定してください。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第８番 雨宮四郎君 
 議席第９番 大久保俊雄君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの１６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２１日までの１６日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（中村善次君） 
日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 
今定例会より、代表監査委員の交代によりまして飯田三郎代表監査委員に、同じく、教育委

員長の交代によりまして齊藤幸三教育委員長に、説明員としてご出席いただいておりますので、

ご報告いたします。 
監査委員から、平成１８年８月分から平成１８年１０月分の例月出納検査の結果について報

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

ころ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等については、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第５ 議案第２１８号から日程第４９ 同意第５号までの４５案件を一括議題とし、市長よ

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

○市長（荻野正直君） 
本日ここに、平成１８年１２月定例市議会の開会にあたり、提出いたしました案件につきま

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

民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

現在、国におきましては「骨太の方針２００６」を踏まえて、来年度の予算編成作業が進め

られております。ここ数年来の景気の回復から税収も５兆円ほど増加し、国債の発行も３０兆

円を下回る、おおむね２５兆円の発行にとどまるという報道もされております。 

今後、景気回復による税収の伸びに伴い、財源の配分について、国と地方との綱引きが本格

化するのではないかといった予測もされております。 

三位一体改革の中で実施されます税源移譲として、来年度から個人住民税の税率が変わりま

す。具体的には、個人住民税所得割の税率が現在の３段階から１０％に統一されるものでござ

いまして、いままで５％の税率により賦課されていた所得層の皆さまは増額となりますが、所

得税の税率引き下げにより納税者の実質負担は、おおむね変わりません。 

現在、国においてもメディア等により広報活動をしておりますが、本市といたしましても、

広報誌やホームページ等で周知に努めてまいります。 

今後の地方財政状況は、まだまだ厳しく、楽観はできない情勢が続くものと考えております

が、これからも行財政改革を徹底し健全な財政運営に努めてまいりたいと思います。 

先に財政破綻をいたしました自治体では、総務省の指導に基づく再建計画の中で、全国最低

の行政水準を強いられ、職員数や給与の大幅な削減はもとより、除雪回数の半減や市税の増額、

下水道料金の値上げなど、住民サービスの低下とともに住民負担が増加するといった、大変厳

しいものでございます。 

学校も統廃合され、第三セクターによる各観光施設も閉鎖し、働き場所を求めて転出する市

民も多いとの報道を聞きますと、明日はわが身にしないためにも決意を新たに、健全財政や計

画的行政経営など、引き続きマネジメントの重要性を念頭に置きながら、市政に取り組んでま

いる所存でございます。 
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さて、本市も来年度予算編成作業に取り組んでおります。基本的には本年度から導入いたし

ました枠配分方式を基本としております。 

平成１９年度の市税や地方交付税等による一般財源を１８７億円と見込み、各部局への枠配

分額を１３５億円、政策額を５億円、扶助費や公債費等義務的経費を４７億円としております。

今後、各部局との最終ヒヤリングを実施し、予算編成を行ってまいりたいと考えております。 

次に、当面する市政の課題について申し上げます。 

まず、総合計画策定でございますが、市民の中から無作為抽出により２，５００人を対象に

市民アンケ－ト調査を行いました。回収率は５３．４％と高い数字でありまして、現在、分析

作業に入っております。 

１１月２４日には、次世代を担う中学生に子ども議会を開いていただき、「にぎわい」「やす

らぎ」「きらめき」のある「まちづくり」の提案をいただきました。 

これらの提案は、貴重なご意見として最大限反映させるよう考えております。 

また、市民によるワ－クショップやパブリックコメント等を実施し、随時市民の皆さまの声

を聞きながら策定作業を進めていく予定でございます。 

次に、笛吹市行政組織機構の再編につきましては、第１次笛吹市行財政改革大綱において、

支所や出先機関のあり方を見直し、簡素で効率的な組織機構への再編により、スケールメリッ

トを生かした行政運営への転換を目指しております。 

市民サービスの充実と効率的な行政運営を目指し、常に事務組織機構の見直しを行っている

ところでありますが、平成１９年度組織機構の再編に向けて、各部局および支所の事務組織に

ついてのヒヤリングを実施しているところであります。 

これらのヒヤリング結果を踏まえまして、笛吹市定員適正化計画に基づく職員数の減少も考

慮し、支所のあり方等を検討する中で、効率的な行政組織再編のため、平成１９年度からの新

たな事務組織機構づくりを進めております。 

なお、支所の事務組織つきましては、総合窓口的機能を基本に市民サービスの維持を図る中

で、簡素で効率的な事務組織への再編を行う考えであります。 

次に、市営バス運営につきましては、６月に市バス交通研究会を設置し検討を重ねておりま

すが、今年度中に市営バス路線の試案を作成し、交通不便地帯の解消を中心として、利便性の

高いバスの運行整備を図ってまいりたいと考えております。 

次に、芦川町地域の都市住民との交流居住につきましては、今年度、総務省が交流居住推進

モデル地区として芦川地域を選定し、その推進のための基礎調査等を行っておりまして、芦川

地区の各世帯を対象にアンケ－ト調査を実施し、分析を行っているところであります。今後は、

空き家等も利用した交流居住を推進し、活性化を図っ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の導入については、公募により、複合施設を含む７施設

の募集を行い、５つの法人およびＮＰＯ団体から応募がございました。 

指定管理者指定申請書に基づきまして、指定管理者選定委員会による応募団体の審査の答申

により、公募施設では、スコレー公園および、いちのみや桃の里スポーツ公園・一宮スポーツ

広場の２施設、公募によらない２施設について、指定管理者候補者として内定をさせていただ

きました。 

これら指定管理者内定施設について、本定例議会に指定管理者の指定について提案申し上げ、

議決をいただいた後、平成１９年度から指定管理者の導入を行い、市民サービスの向上につな
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げて行きたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

また、保育所への指定管理者制度の導入についてでありますが、石和第三保育所につきまし

ては、保護者から大多数の理解が得られるとともに、大きな期待も寄せられていることから、

１９年４月からの指定管理者制度導入を予定し、スムーズに移行できますよう保護者の意向を

踏まえながら、内定者であります社会福祉法人「宮前保育園」と協議を進めております。 

これにつきましても、今議会に保育所への指定管理者の指定議案をお願いしているところで

あります。 

また、市内公立保育所への指定管理者導入につきましては、今後も保護者のニーズを適切に

把握しながら、十分な話し合いを行い進めてまいりたいと考えております。 

次に、住民基本台帳カード（通称・住基カード）の普及についてであります。 

住基カードの利用を通じて市民サービスの向上を図るため、モデル事業として住基カードを

利用した自動交付機を導入します。当面は住民票と印鑑証明書の２種類で始め、そのための条

例整備も併せて行います。 

この自動交付機の使用方法は、窓口への申請手続きは必要なく、直接自動交付機に住基カー

ドを差し込み、所定の操作だけで、街中にある自動販売機の使用感覚で証明書の発行が可能と

なります。 

この自動交付機は、市立図書館の４カ所をはじめ、八代・境川支所、本庁の計７カ所へ設置

し、図書館においては開館日の午前１０時から午後４時まで、八代・境川支所、本庁において

も、開庁日の朝８時より午後５時までご利用いただけます。 

証明手数料につきましても、普通、窓口での発行は住民票、印鑑証明書ともに1通３００円

ですが、自動交付機を利用しての発行は、それぞれ１通１００円に設定し、また、住基カード

取得には通常５００円かかりますが、１９年度中は無料交付の措置を講じ、１９年度を住基カー

ド取得推進年度と位置付け、公的身分証明書としても利用できる住基カードの取得を積極的に

呼びかけてまいりたいと思います。 

次に、後期高齢者医療広域連合についてであります。 

７５歳以上の高齢者につきましては、老人保健事業として保険給付業務を行っておりますが、

平成２０年４月からは老人保健事業が県下で一本化され、山梨県後期高齢者医療広域連合とし

て共同の業務を行う予定となっております。 

今年の７月に準備委員会が設立されたところでございますが、来春３月には広域連合を立ち

上げ、２０年４月の実施に向け本格的な準備に取り掛かることになります。 

今議会におきまして、山梨県後期高齢者医療広域連合規約について、上程させていただきま

した。 

規約の主な内容としましては、広域連合と市町村との業務内容、広域連合議員の選出、市町

村の経費負担、さらに広域連合への市町村職員の派遣等の規定が盛り込まれた内容となってお

ります。 

また、１８年度準備委員会の運営経費の負担も発生しておりますので、今議会に補正予算と

して計上させていただいております。 

次に、観光振興についてでございますが、中国からの観光客の誘致を図るため、本県と笛吹

市の観光の魅力を紹介するとともに、旅行関係機関との連携を築くために、１０月１７日から

２１日まで、中国の瀋陽（しんよう）・青島（ちんたお）・大連（たいれん）に龍澤前議長、産
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業経済部長ともども山梨県観光キャラバン隊に参加をいたしました。 

特に、大連市で開催されました「ジャパン・フェスタ」へ参加し、中国各地からの旅行業者

へ笛吹市の観光の魅力を発信し、また、訪れたくなる所としてＰＲ活動を行い、誘客活動に取

り組んできたところであります。 

笛吹市としては、初めての観光キャラバン隊への参加でありましたが、回を重ねることによ

り、観光客だけでなく教育関係団体等の受け入れを考えると、将来的なリピ－タ－確保の効果

も期待できるのではないかと考えております。 

次に、障害者福祉についてであります。 

障害者自立支援法が４月に一部施行、１０月から本格施行され、おおむね順調にスタートを

することができました。 

まず、障害者の区分認定でありますが、これまでに約１００名の区分認定が済み、自立支援

法に基づく新たなサービスを利用していただいております。 

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、実施要綱

等を整備するとともに、利用者へ説明会を開催して周知を図り、相談支援、コミュニケーショ

ン支援、移動支援などの必須事業がスタートいたしております。 

これら事業の１０月からの利用状況ですが、相談支援が約５００件、コミュニケーション支

援が約２０件、移動支援が約９０名となっております。 

今後は、新しい制度の周知をさらに徹底するとともに、障害者の皆さまの声をお聞きしなが

ら、障害者の自立と社会参加のために努力してまいりたいと考えております。 

次に、児童福祉についてであります。 

まず、子育て支援・少子化対策の一環として、地域全体で子育てを支援していくための拠点

施設であります「子育て支援センター・きっずいちのみや」が、１０月から一宮福祉センター

内にオープンいたしました。 

次世代育成支援行動計画では、平成２１年度までに市内に４カ所の子育て支援センターの設

置を予定していますが、「きっずいちのみや」は第１号として開所した施設であります。 

次に、御坂地区の児童館整備については、旧御坂支所の跡地奥側の用地を活用して、学童保

育併設の児童センター建設に向け、基本設計等に着手いたしました。１９年度に国・県の補助

金を受け、「子育て支援センター」も併設して、建設してまいりたいと考えております。 

次に、春日居地区の保育所建設につきましては、旧春日居町において２つの保育所を統合す

る方向付けがされまして、笛吹市に引き継がれましたが、建設検討委員会において十分に協議

を重ねていただいた結果、統合せずに現状の１００人規模の春日居東と西保育所を存続し、施

設の老朽化と借地期限がある、春日居東保育所の建て替えを進めていくことで、意見集約がさ

れました。 

今後は、早期に建設用地の選定を行い、地域の皆さまや保護者の皆さまの期待にお応えでき

るよう、進めてまいりたいと考えております。 

次に、高齢福祉についてであります。 

介護保険制度の改正により、高齢者が住みなれた地域の中で、いつまでも暮らすことができ

るための「地域密着サービス」が創設されました。この地域密着サービスは、市の整備計画に

基づき、日常生活圏域ごとに介護サービス施設の整備を行うものです。 

市は、県下でも早い取り組みを行い、今年度募集分の小規模多機能型居宅介護施設が「石和・
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春日居圏域」に、地域密着型小規模有料老人ホームが「御坂・一宮圏域」に建設中で、来春オー

プンを目指しております。 

次に、スポーツ関係の各大会についてでありますが、スポーツの秋を迎え、市内各地域でス

ポーツ大会が開催されました。 

１０月７日から花鳥スポーツ広場において文部科学大臣杯第２２回全日本ゲートボール選手

権大会が開催され、笛吹市チームがベスト８に進出し、１０月２０日から世界１６カ国が参加

して韓国で行われました「世界ゲートボール選手権大会」に出場し、活躍されました。 

また、１２月２日・３日には山梨県下一周駅伝競走が開催され、昨年に続き笛吹市は第２位

でありましたが、県下に笛吹市の名をとどろかせた功績は大きなものがあります。選手の皆さ

ん、および関係者の方々に厚くお礼申し上げ、来年こそは優勝の二文字を勝ち取っていただき

たいと思います。 

次に、文化財関係についてでありますが、１０月下旬に石和八幡宮で火災が発生し全焼いた

し、また、先日は市の有形文化財である八代郷土館敷地内にある民家（旧石原家住宅）からも

出火いたしました。どちらも江戸中期の建物であり、貴重な文化財が損失したことは非常に残

念であるとともに、こうした文化財等の防火対策を講ずることが必要ではないかと考えており

ます。 

市内では、不審火による火災が多発しておりますが、防災無線による啓発や消防団による夜

警・見回り等を自主的に実施していただいております。また、空き家や物置の戸締りの徹底と、

家の周辺には燃えやすい物は置かないよう、市民の皆さまにも再度確認いただき、自主防衛に

も努めていただかなければならないと思います。 

一日も早い原因の究明と火災のない平和な街が訪れることを願っております。 

以上、当面する市政の課題につきましてご説明を申し上げました。 

引き続きまして、本日、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。 

提出させていただいた案件は、決算認定７件、条例案１２件、補正予算案１０件および、そ

の他の案件が１６件、合わせて４５件となっておりますが、主なるものにつきまして概略を申

し上げます。 

まず、決算認定についてでありますが、本年８月１日の芦川村の編入合併に伴いまして、芦

川村の平成１８年度決算について、一般会計、特別会計合わせて７案件を今議会に付議するも

のであります。 

芦川村の決算につきましては、年度途中の打ち切り決算であり、不用額については、笛吹市

の平成１８年度予算に引き継がれ、笛吹市において事業執行されるものであります。 

決算関係書類につきましては、１０月３日に監査委員の審査に付しましたので、地方自治法

第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見書を付けて提案するものであります。 

なお、決算の詳細につきましては、後ほど、収入役が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、「笛吹市住民基本台帳カード利用条例の制定」でありますが、住民基本台帳カードの利

用を通じて市民サービスの向上を図るため、住民基本台帳法第３０条の４４第８項の規定に基

づき、住基カードの利用目的、利用手続等について定めるものであり、１９年６月より、市庁

舎、図書館の市内７カ所において、証明書自動交付機を利用して住民票の写し、および印鑑登
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録証明書の交付を行うものであります。 

次に、「笛吹市火災予防条例の制定について」でありますが、本年８月１日に同条例を制定し

たところでありますが、現行条例では、消防庁の示す火災予防条例(例)と条文構成が異なって

いるため、消防庁からの通達等があった場合に、いったん読み替えをする必要が生じており、

今後、事務執行のさらなる正確性を期すため、参考例に合わせた全部改正を行うものでありま

す。 

次に、「笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」でありますが、国

家公務員の勤務時間制度の改定に伴い、昼の休息時間を廃止し休憩時間に一本化するとともに、

就業時間を午後５時１５分までであったものを５時３０分までとし、また、育児または介護を

行う職員の早出・遅出勤務に関して、小学校就学児童についても対象とし、職業生活と家庭生

活の両立を支援するため、所要の改正を行うものであります。 

次に、指定管理者の導入に伴う条例改正についてでありますが、スコレー公園、いちのみや

桃の里スポーツ公園、八代増田ふれあい広場等への指定管理者の導入計画に伴い、施設管理を

指定管理者に行わせることができる旨、指定管理者が行う業務の範囲、秘密の保持、利用料金

制などについて、当該施設の設置管理条例中、所要の改正を行うものであります。 

次に、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」でありますが、歳入歳出それぞれ１億７，

４００万円を減額し、総額を２７７億９，８００万円とさせていただくものであります。 

歳入の主なものでありますが、道路新設改良事業等の変更に伴い、合併特例債など市債を２億

３００万円の減額としながら、財産収入として地域振興基金利子１，６００万円、諸収入２，

５００万円、地方交付税２千万円をそれぞれ追加するものであります。 

また、歳出につきましては、職員人件費のうち退職手当負担金など総務費２億３千百万円を

追加し、観光宣伝事業委託金および観光関連補助金など商工費を２，２００万円、教育費に総

額３，９００万円を追加し、国民健康保険特別会計への繰出金の減額などにより民生費を５，

９００万円の減額とし、公共下水道特別会計繰出金の減額および道路新設改良事業など公共工

事入札差金等の減額により、土木費を４億６００万円の減額とさせていただくものであります。 

なお、教育費のうち一宮西小学校屋内運動場建設工事費につきましては、今回１億６００万

円の増額補正をお願いしながら、１９年度と合わせて２億６，５００万円の継続事業としてお

願いしております。 

また、特別会計の補正予算案でありますが、「国民健康保険特別会計」では、５，０７０万円

を減額し、その総額を７４億２００万円に、「老人保健特別会計」では、１９３万円を追加し、

総額を６２億９００万円に、「介護保険特別会計」では、１億１，５００万円を追加し、総額を

３９億２，８００万円に、｢介護サービス特別会計｣では、８６０万円を減額し、総額を１，

１００万円に、「公共下水道特別会計」では、１億１，７００万円を減額し、総額を３８億４，

８００万円に、「農業集落排水特別会計」では、２万６千円を追加し、総額を９，２５０万円に、

「簡易水道特別会計」では、７８０万円を減額し、総額を１１億５千万円に、「温泉事業特別会

計」では、５５０万円を追加し、総額を８千万円と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３号）」でありますが、収益的収入及び支出

において１，２００万円を減額し、総額を１０億４，３００万円とさせていただくものであり

ます。 
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次に、「公の施設に係る指定管理者の指定」でありますが、公募施設１１件、非公募施設２件

について、指定管理者の選定を行い、市と指定管理者の協議、協定内容により、１９年４月１日

から指定管理者に管理を行わせるため、今回提出の５案件について、地方自治法第２４２条の

２第６項の規定により、議決をお願いするものであります。 

次に、笛吹市過疎地域自立促進計画の策定についてでありますが、これにつきましては、旧

芦川村で策定されておりました過疎地域自立促進計画が、合併に伴い笛吹市の計画として見直

しが必要となりました。したがいまして、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に

より議決をお願いするものであります。 

次に、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。 

地方自治法の一部を改正する法律が本年６月７日に公布され、平成１９年４月１日から、助

役、収入役、吏員制度等が廃止・改正されることに伴い、組合執行機関の名称を変更する必要

が生じたため、組合を組織する地方公共団体の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、東山梨環境衛生組

合ほか６団体の規約変更等についてお願いするものであります。 

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

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、提案の理由を説明させていただきま

した。 

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

市長の説明が終わりました。 
続いて、議案第２１８号から議案第２２４号につきまして、収入役から補足説明があります。 
収入役、羽中田弘已君。 

○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２１８号 「平成１８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２２４号 「平成１８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７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。 
この決算認定につきましては、通常の決算とは異なり、芦川村の合併による７月３１日まで

の打ち切り決算であります。年度途中の決算であり、決算につきましては旧芦川村の事業計画

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。 
それでは、１８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、ご了承のほどをお願いいたします。 
お手元の平成１８年度芦川村一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

の２ページをご覧ください。 
平成１８年度芦川村一般会計および６特別会計の歳入総額、歳出総額および歳入歳出差引額

の総括表であります。 
一般会計および６特別会計、収入済額合計９億５，５０３万５千円、支出済額合計７億８，

０６８万円で、歳入歳出差引残額合計１億７，４３５万５千円。この歳入歳出差引残額 1億７，
４３５万４，８９５円が、合併により８月１日に笛吹市の各会計に引き継がれた現金でありま
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す。 
それでは、議案第２１８号 「平成１８年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定について」ご

説明を申し上げます。 
決算書の２ページ、４ページをご覧ください。 
歳入額８億４，１４２万円、歳出額７億２３５万１千円で、歳入歳出差引額１億３，９０６万

９千円。 
１、２ページをご覧ください。 
歳入でありますが、１款村税、収入済額７３２万１千円で、その内訳は、村民税４９１万４千

円、固定資産税９３万５千円、軽自動車税１２４万２千円、たばこ税２３万１千円であります。

村税全体の徴収率は３１．１％でありました。 
２款地方譲与税でありますが、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を合わせて１８５万７千

円。 
６款地方消費税交付金１２４万８千円。 
８款地方特例交付金５４万７千円｡ 
９款地方交付税でありますが、普通交付税のみで１億９，６０６万円であります。 
１０款分担金及び負担金２２万４千円。 
１１款使用料及び手数料１８５万３千円。 
１２款国庫支出金１７万４千円。 
１３款県支出金６２８万４千円。 
１４款財産収入７千円。 
１６款繰入金５億７，５８３万８千円。 
１７款繰越金４，８８７万７千円。 
１８款諸収入１１３万１千円であります。 
歳入合計８億４，１４２万円、収入未済額１，７１０万３千円。 
次に、歳出でありますが、３、４ページをご覧ください。 
１款議会費８５９万９千円。 
２款総務費、総務管理費３億４，６８６万６千円、企画費７，１４０万５千円、徴税費４１９万

６千円、戸籍住民基本台帳費７３３万６千円、選挙費３６万１千円、統計調査費１万７千円、

監査委員費８万３千円で、４億３，０２６万４千円。 
主な支出としまして、過疎地域活性化基金積立金２億９，３２０万９千円、合併関係負担金

６，５４９万３千円、電算システムの運用管理経費４６１万５千円、賦課徴収関係委託料

３９１万９千円、住基戸籍電算システムリース保守料等７３０万８千円、消防指令車整備・公

用車買い替え費用３７１万８千円などであります。 
３款民生費、社会福祉費８，６０６万９千円、児童福祉費５０５万３千円で、９，１１２万

３千円であります。 
主なものとしましては、国保会計、老人保健会計および介護保険特別会計への繰出金２，

６１２万８千円、社会福祉協議会補助金４，４７４万９千円、障害者扶助費２２７万円などで

あります。 
４款衛生費、保健衛生費１，８１５万４千円。 
主なものとしましては、簡易水道特別会計への繰出金４００万円、東八聖苑負担金２９９万
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円、ごみ収集処理費１１７万２千円、各種検診委託料１４２万４千円などであります｡ 
５款労働費、シルバー人材センター負担金４８万２千円であります。 
６款農林水産業費、農業費１，２４８万２千円、林業費１，８３３万８千円で、３，０８２万

円であります。 
主なものとしましては、林道関係工事費１，２９７万４千円、農道・水路等補修工事費

２３９万２千円、農業集落排水特別会計への繰出金１００万円、地籍調査関係費２３９万５千

円などであります。 
７款商工費９９４万円。 
主なものとしましては、すずらんの里祭り運営経費３６５万８千円、すずらんの里指定管理

運営委託料１２５万円、沢妻亭改修工事費３２０万７千円などであります。 
８款土木費１，５３６万円。 
主なものとしましては、林道補修工事費、ガードレール設置工事費１，０７１万９千円など

であります。 
９款消防費１，９７１万６千円。 
主なものとしましては、小型動力ポンプ付き積載車購入費１，３８５万５千円、東八広域行

政事務組合消防費負担金１８８万７千円などであります。 
１０款教育費、教育総務費９９０万９千円、小学校費４７６万１千円、中学校費３８７万４千

円、社会教育費５，５１７万５千円、保健体育費４０３万７千円で、７，７７５万６千円であ

ります。 
主なものとしましては、村単教員賃金２３４万９千円、教育振興費２１７万８千円、グリー

ンロッジ運営費１１９万５千円、ふるさと総合センター改修工事関係費５，２８５万１千円、

社会体育事業社会教育施設管理費１５９万８千円、学校給食関係費２４３万８千円などであり

ます。 
１２款公債費は１３万８千円で、起債前借分利子償還金であります。 
以上、歳出合計７億２３５万１千円、不用額６億５，９０５万円。 
次に、５ページをお願いします。 
一般会計の実質収支に関する調書であります。 
歳入合計８億４，１４２万円、歳出総額７億２３５万１千円、歳入歳出差引額１億３，

９０６万９千円。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。 
以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
次に、議案第２１９号 「平成１８年度芦川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

いて」ご説明いたします。 
決算書の１、２，３、４ページをご覧ください。 
歳入金３，６４８万６千円、歳出金２，６０４万８千円、歳入歳出差引額１，０４３万７千

円。 
歳入ですが、３款国庫支出金４５１万２千円。 
４款療養給付費負担金５０万４千円。 
９款繰入金１，７６０万８千円。 
１０款繰越金１，３８６万２千円であります。 
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歳入合計３，６４８万６千円。 
次に、歳出ですが、１款総務費３６万８千円。 
２款保険給付費につきましては、療養諸費７８０万７千円、高額療養費７２万３千円、出産

育児諸費３０万円、葬祭諸費９万円の合計８９１万９千円。 
３款老人保健拠出金４５３万２千円。 
４款介護納付金１０２万６千円。 
６款保健事業費８３万１千円。 
８款諸支出金、繰出金の１，０３７万２千円であります。 
歳出合計２，６０４万８千円、不用額５，２４０万５千円。 
次に、５ページをご覧ください。 
国民健康保険事業特別会計の実質収支に関する調書でございます。 
歳入総額３，６４８万５千円、歳出総額２，６０４万８千円、歳入歳出差引額１，０４３万

７千円。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、国民健康保険事業特別会計決算の概要であります。 
次に、議案第２２０号 「平成１８年度芦川村老人保健特別会計歳入歳出決算について」ご

説明いたします。 
決算書の１、２ページをご覧ください。 
歳入金４，０７５万１千円、歳出金２，７７６万８千円、歳入歳出差引額１，２９８万３千

円。 
歳入ですが、１款支払基金交付金１，４７３万４千円。 
２款国庫支出金１，０６４万２千円。 
３款県支出金２２５万９千円。 
４款繰入金１，１４２万１千円。 
５款繰越金１６９万６千円であります。 
歳入合計４，０７５万１千円。 
次に、歳出でありますが、１款総務費１万３千円。 
２款医療諸費２，７７５万５千円。 
歳出合計２，７７６万８千円、不用額１億８４０万１千円。 
次に、３ページをご覧ください。 
老人保健特別会計の実質収支に関する調書であります。 
歳入総額４，０７５万１千円、歳出総額２，７７６万８千円、歳入歳出差引額１，２９８万

３千円。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、老人保健特別会計決算の概要であります。 
次に、議案第２２１号 「平成１８年度芦川村介護保険特別会計歳入歳出決算について」ご

説明いたします。 
決算書の１、２ページをご覧ください。 
歳入金２，３２４万円、歳出金１，７８６万３千円、歳入歳出差引額５３７万７千円。 
歳入ですが、１款保険料３５９万１千円。 
２款国庫支出金２０２万８千円。 
３款支払基金交付金４７６万６千円。 
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４款県支出金２５１万３千円。 
５款繰入金７４７万１千円。 
６款繰越金２８７万１千円。 
次に、歳出でありますが、１款総務費８１万７千円。 
２款保険給付費１，７０４万６千円。 
歳出合計１，７８６万３千円、不用額５，７５１万５千円。 
次に、３ページをご覧ください。 
介護保険特別会計の実質収支に関する調書ですが、歳入総額２，３２４万円、歳出総額１，

７８６万３千円、歳入歳出差引額５３７万７千円。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、介護保険特別会計決算の概要であります。 
次に、議案第２２２号 「平成１８年度芦川村介護サービス事業特別会計歳入歳出決算につ

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。 
介護サービス事業特別会計の歳入および歳出決算額はゼロでありました。 
次に、議案第２２３号 「平成１８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。 
歳入金４４３万５千円、歳出金３９４万７千円、歳入歳出差引額４８万８千円。 
歳入ですが、２款使用料及び手数料３５万６千円。 
３款繰入金４００万円、繰越金７万９千円。 
歳入合計４４３万５千円、収入未済額１万３千円。 
次に、歳出でありますが、１款総務費６６万８千円。 
２款簡易水道事業費３２７万９千円であります。 
歳出合計３９４万７千円、不用額１，３００万２千円。 
次に、簡易水道事業特別会計の実質収支に関する調書であります。 
歳入総額４４３万５千円、歳出総額３９４万７千円、歳入歳出差引額４８万８千円で、差引

額が実質収支額となります。 
以上が、簡易水道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２２４号 「平成１８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。 
歳入金８７０万４千円、歳出金２７０万３千円、歳入歳出差引額６００万１千円。 
歳入ですが、２款使用料及び手数料が７６３万２千円。 
３款繰入金が１００万円。 
４款繰越金７万２千円であります。 
次に、歳出でありますが、１款総務費４６万１千円。 
２款農業集落排水事業費２２４万２千円。 
歳出合計２７０万３千円、不用額８，８３２万１千円。 
次に、農業集落排水業特別会計の実質収支に関する調書であります。 
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歳入総額８７０万４千円、歳出総額２７０万３千円、歳入歳出差引額６００万１千円、差引

額が実質収支額となります。 
以上が、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の概要であります。 
なお、決算書に続きまして、財産に関する調書が記載されておりますので、参考にしていた

だきたいと思います。 
以上、雑駁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（中村善次君） 

以上で収入役の説明が終わりました。 
次に、代表監査委員より、芦川村に係る各会計決算審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、飯田三郎君。 

○代表監査委員（飯田三郎君） 
監査の結果、審査報告意見書を申し上げたいと思います。 
地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定によりまして、審査に付さ

れた平成１８年度芦川村一般会計および特別会計歳入歳出決算、ならびに、基金運用状況を審

査いたしましたので、その結果をご報告申し上げます。 
審査の対象といたしましたのは、先ほどらいご説明があったとおり、１８年度の芦川村一般

会計歳入歳出決算それから特別会計といたしまして６本、国民健康保険特別会計、老人保健特

別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、簡易水道事業特別会計それから農業

集落排水事業特別会計の、それぞれの歳入歳出決算でございます。それから、各会計歳入歳出

決算事項別明細書、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

でございました。 
審査の期間につきましては、今年１０月３日、午前１１時より本庁の３階で、向山監査委員

さん、それから議会選出の小林監査委員さん、それから私、３名で行いました。 
審査の方法につきまして、この決算の審査にあたっては、通常決算とは異なり、芦川村の合

併による打ち切り決算であったため、芦川村において平成１８年７月までに実施された監査委

員の監査や出納検査等の結果を踏まえ、芦川村が保有してきた合併時直前の財産等が適正に笛

吹市に移行されているかどうかという点に主眼を置きました。 
市長から提出されました各会計歳入歳出決算書、そのほか政令で定められた書類について、

計数の正確性、それから財産管理が適正に行われていたかどうか等について、関係諸帳簿、そ

れから証拠書類等の照合の審査を実施いたしました。 
審査の結果でございます。 
審査された決算、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書および基金

運用状況に関する調書は、それぞれ関係法令の規定に適合し、計数は関係帳簿および証拠書類

ならびに合併時における収入役引き継ぎ書と照合した結果、誤りのない適正のものであると結

論を見ました。 
次に、２７ページをお開きいただきたいと思います。 
一般会計における審査意見でございます。 
朗読いたします。 
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今決算については、芦川村における平成１８年４月１日から７月３１日までに執行された決

算であります。 
一般会計の決算額は、歳入総額８億４，１４２万円、歳出総額は７億２３５万１千円で、形

式的収支は１億３，９０６万９千円でありました。 
歳入につきましては、自主財源として、村税や繰入金等で６億２，４８７万８千円を歳入い

たしまして、歳入全体で７４．３％を占めております。依存財源といたしましては、地方交付

税で２億１，６５４万２千円を歳入し、歳入全体の２５．７％を占めております。款別では、

繰入金が５億７，５８３万８千円、地方交付税が１億９，６０６万円、繰越金が４，８８７万

７千円、村税７３２万１千円が主な歳入となっております。 
歳出につきましては、主なものは総務費の４億３，０２６万４千円、民生費が９，１１２万

２千円、教育費が７，７７５万６千円、農林水産業費が３，０８２万円でありました。 
決算の総括的な状況といたしまして、自治体の合併という特殊な事情があったために、歳入

面におきましては、通年と比較して基金の繰入金が多額に歳入されているという特異な点はあ

るものの、村税や使用料等における未収入額も少なく、合併前に予算上で歳入が、予定された

収入が的確に確保されていたことを申し添えたいと思います。 
歳出面では、随意契約が多く見受けられる点が、契約の透明性において気にかかった点でもあ

ります。 
 また、保守委託料およびリース料についても多額な支出となっており、近ごろの自治体の歳

出傾向の一般的な傾向のように見受けられました。しかし、歳出全般にわたりまして、国・県

の補助事業を有効に活用するとともに、有利な起債を利用しながら、限られた財源で最大の効

果が得られるよう、健全で確実な事業執行および財政運営に努めていたことが認められました。 
 なお、有事の際の避難場所となる公共施設の一部に、耐震工事が実施されていない施設が見

受けられることから、住民の安全・安心を確保するため、早急に対策を講じられることを望み

たいと思います。 
 最後に、今後とも地域が持つ特性や資源を有効に活用し、特色ある地域づくりをさらに目指

すとともに、多くの市民にとって、やすらぎのある場所となることを期待しながら、審査意見

といたします。 
 続きまして、３０ページをお開きいただきたいと思います。 
 国民健康保険特別会計の審査意見でございます。 
 国民健康特別会計の歳入決算額３，６４８万５千円に対し、歳出額は２，６０４万８千円で

あり、歳入歳出差引額は１，０４３万７千円となっております。国民健康保険税の滞納額は

１１７万２千円であります。芦川村の国民健康保険診療所を中心とし、高額医療にかかわる住

民を未然に防ぐとともに、保健師を中心とした保険給付費の削減に向けた地道な努力により、

国民健康保険事業特別会計の健全な運営が図られたことが認められております。今後とも健康

づくりのための事業の積極的な展開を望むものであります。 
 続きまして、３２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４，０７５万１千円、歳出決算額は２，７７６万８千円、歳

入歳出差引額は１，２９８万３千円となっておりました。また、受給対象者は１９９人にかか

わる医療費、受給対象者１９９人にかかる医療費は、１人当たり７月末現在で１３万８，
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９３０円となっております。会計は国民健康保険特別会計よりも予算規模が大きく、厳しい状

況でありますが、経営努力によって一応、黒字という差し引きが出ております。高齢化率の高

い地域でありますが、対象者１人当たりに対する医療費は低く抑えられ、元気な高齢者が多い

ことがうかがえます。今後とも健康老人を増やすため、健康づくり事業の推進や高齢者への訪

問指導を行うなどの、医療費削減に向けた施策の展開を望みたいと思います。 
 次に、３５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２，３２４万円に対し、歳出決算額は１，７８６万３千円

であり、歳入歳出差引額は５３７万７千円となっております。会計面におきましては、元気老

人を１人でも多くするための施策を展開した結果、保険者１人当たりの保険給付費が低く抑え

られていることがうかがえます。なお、高齢化率の高い地域でありますが、介護保険特別会計

の基盤安定のために、老人保健事業を積極的に推進する中で、健康寿命を長くしていく、介護

予防の施策のさらなる推進を望みたいと思います。 
 次が、介護サービス事業特別会計でございますが、これは先ほど収入役さんのほうからご説

明があったとおり、執行されておりませんことを確認いたしました。 
 次に、３９ページをお開きいただきたいと思います。 
 簡易水道特別会計審査意見。 
 歳入におきましては４４３万５千円を歳入し、歳出につきましては３９４万７千円を支出し、

歳入歳出差引額４８万８千円となっております。決算の状況を見ますと、歳入においては、一

般会計からの繰入金に大きく依存し、収入済額の９０．２％、歳入予算全体の予算の中でも８４．

７％を占めている状況であります。一般会計の財政状況にも厳しさを増すことが予測されます

ので、繰入金に依存している体質を１日でも早く脱却する必要があり、歳入を確保するため、

受益と負担の原則から、公平な料金設定をすることが望まれるわけであります。 
 また、事業効率を高めつつ、維持管理費の削減を図り、起債の償還計画を勘案しながら、長

期的展望に立った業務改革を行い、住民の福祉向上に資するため、最少の経費で最大の効果が

得られるよう努め、健全で効率的な事業運営と良質な水の安定供給を望むところでございます。 
 次は、４２ページをお開きいただきたいと思います。 
 農業集落排水事業特別会計審査意見。 
 農業集落排水事業特別会計においては、繰入金に歳入の大きな部分を依存している構造の中

で、事業運用を行っている状況であり、歳出のうち公債費の支出が予算全体の８６．４％を占

めております。歳入においては、使用料などの自主財源を確保することが命題となると思いま

すが、利用者への負担の増加を招くことから、慎重に扱わなければならないであろうと思いま

す。 
 しかし、繰入金への依存率の低減に向けた努力は必要不可欠であることから、事業の効率性

を追求していただきたいと思うわけでございます。 
非常に厳しい財政状況でありますが、山紫水明の地・芦川の命である芦川の清流を守るとと

もに、生活環境日本一の快適な生活都市の創造のためにも、必要不可欠な事業であるため、一

層の経営努力を期待したいと思います。 
 次に、４６ページをお開きいただきたいと思います。 
 財産に関する調書、審査意見でございます。 
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 これは基金についてでございますが、基金について的確な管理が行われておりまして、ペイ

オフ対策も万全であったことを確認いたしましたことをご報告申し上げておきます。 
 それから、４７ページをお開きいただきたいと思います。 
 これは土地開発基金の運用状況でございますが、基金の運用状況について審査した結果は、

現金として的確な管理が行われていたことを確認いたしました。 
 以上、概要でございますけれども、芦川の４月１日から７月３１日までにおける一般会計、

それから６本の特別会計におけます決算の審査意見を申し上げました。 
 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
 以上で、監査委員の報告が終わりました。 
 暫時休憩いたします。 
 再開を２時５０分といたします。 

休憩  午後 ２時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
○議長（中村善次君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 ただいま、市長より要旨の説明がありました案件については、議案第２４７号および同意第

５号を除き、所管の常任委員会に付託することになっておりますので、これらも含め全案件と

も大綱的な質疑にとどめたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 （ な し ） 
 以上で質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております４５案件のうち、議案第２１８号から議案第２２４号の平

成１８年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定ほか７案件につきましては、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、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、堀内文藏君、渡邉清美君、中川稔夫君、中川秀哉君、小林始君、松澤隆一

君、以上の６名を指名したいと思います。 
 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人を決算特別委員会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、委員会を開催し正副委員長の互選をお
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願いいたします。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま、議題になっております４３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特別委員会に付託いたします。 
 続いて、日程第３４ 議案第２４７号を議題といたします。 
 本件については、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 これより、議案第２４７号について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 採決を行います。 
 本件について、原案に賛成の方は挙手を求めます。 
 （ 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。 
 次に、日程第４９ 同意第５号を議題とします。 
 本件については、委員会付託を省略し、直ちに討論・採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 これより、同意第５号について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 採決を行います。 
 本件について、原案に同意の方の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員です。 
 よって、本件は原案のとおり決しました。 
以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
お諮りします。 
明日７日と８日は、議案調査のため休会としたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
したがって、７日と８日は休会とすることに決定しました。 
本日は、これにて散会いたします。 
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次の本会議は、１１日午前１０時から再開いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

散会  午後 ２時５５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

おはようございます。 
ただいまの出席議員は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。 
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。 
開会初日に設置いた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

に堀内文藏君が、また副委員長に渡邉清美君が決定いたしましたので、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（中村善次君） 

日程第１ 議案第２６２号を議題といたします。 
本日、市長より追加案件が１件提出されております。 
市長より提案理由の説明を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
おはようございます。 
ご苦労さまでございます。 
早速でございますが、今回、提案させていただく議案第２６２号 「甲府・峡東地域ごみ処

理施設事務組合の設置」についてご説明申し上げます。 
提案させていただきます、一部事務組合につきましては、ごみ処理の広域化による財政負担

の軽減化および、その効率化を図るため設置するものであります。 
本議案の提出にあたりましては、当初、建設候補地として予定しておりました、八千蔵・高

家地区の対応につきまして、４市間における方向性を確認しておく必要があり、協議を重ねて

まいりましたところ、一定の方向性が示されましたので、一部事務組合の設置に向けた規約等

について、議会の議決を要することから、ここに提案させていただくものであります。 
よろしくご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせ

ていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
市長の説明が終わりました。 
本件について質疑を許します。 
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（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
この際、申し上げます。 
ただいま、議題となっております案件については、お手元にお配りした議案付託表のとおり、

所管の教育厚生常任委員会に付託いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第２ これより「代表質問」を行います。 

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

力を願います。 
まず、清新会の代表質問を行います。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
議長のお許しをいただきましたので、清新会を代表して質問させていただきます。 
まず、市におけるいじめ問題についてお伺いいたします。 
全国でいじめによる自殺者が大きな社会問題となっています。県内教育４団体が緊急メッ

セージ発信をいたしました。 
教育問題をめぐり、子どもたちに連名でメッセージを送るのは初めてであり、いじめ問題の

深刻さがうかがえます。 
現在の象徴ともいうべき匿名性の高いネット社会が、いじめをより安易なものにしていると

思われます。簡単に送信できるという感覚が感情を増幅させ、実際に思っている以上の内容を

送ってしまうかもしれません。 
コミュニケーションは対面が基本。最近は少子化・塾通いなどの影響で小学校時代に集団で

活動し、対人関係の技術を身に付ける時期を経験しない人たちが増加しているように思われま

す。相手の気持ちを測ることに未熟なまま、携帯電話を手にしメールなどによる嫌がらせが、

いじめになるという認識の薄い人がいると思われます。 
保護者や教師、周囲の大人は、若者にとってネットの重要性を理解した上で、携帯電話やパ

ソコンが補足的だということを小学生世代から伝え、学ぶことが必要だと思います。 
家族の人たちに愛され、はぐくまれた命の尊さ、一人ぼっちで苦しんでいるかもしれない子

どもたち、市教育委員会はどういう形で手を差し伸べているか。また、いじめの実態・現実の

把握をしているのかお伺いいたします。 
次に、財団法人いさわ文化スポーツ財団の将来についてお伺いいたします。 
地域住民の参加と活力の導入を基に、地域の芸術文化およびスポーツの向上、地域の活性化

を図るための諸事業を行い、活力ある地域づくりに寄与することを目的に設立されました。 
かいじ国体が開催された昭和６１年から町の体育協会、文化協会を中心に基金を集めてまい

りました。 
昭和６２年に財団法人いさわスポーツ振興財団設立のための基金条例を制定し、平成４年、
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当初の目標でありました１億円を超える基金が集まりました。 
施設の管理事業から心豊かな人づくり、文化の継承・発展、特に社会体育における健康、体

力づくりに大きな貢献をしてきたことは言うまでもありません。心から敬意を表したいと思い

ます。 
それぞれの地域において何十年もの間、目的・目標は同じでも、制度上、形は違って運営し

てきた今日、将来どういう形で豊かな文化、市民のためのスポーツ振興を図るのか、財政上の

問題を含め、市のお考えをお伺いいたします。 
次に、芸術文化・スポーツの振興発展についてお伺いいたします。 
芸術文化・スポーツの質の高さは、市の真の豊かさを象徴するものだと思います。 
それらを通して、より一層豊かな人間性をはぐくむため、生活の中で楽しむ習慣を身に付け

ることが大切だと思います。 
子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、地域の誰もが、年齢、興味、

感心、技術、技能レベルなどに応じて、いつでも活動できるエリア、根幹となる活動がしっか

りと地域という土壌に基づき、基盤がしっかりしてくれば、将来的にそれぞれに応じた多様な

かかわりが保障される社会がつくり上げられ、まち全体を明るく活気に満ち溢れたものになる

と信じております。 
現在、社会全般、箱もの行政はタブー視されていますが、欲しいもの、必要なものを精査し、

議論すべき時がきていると思います。総合計画策定中ではありますが、多目的総合施設が必要

と思いますが、市のお考えをお伺いいたします。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
清新会、杉岡喜美雄議員の代表質問にお答えいたします。 

はじめに、市における、いじめ問題についてのご質問についてお答えいたします。 
連日のように報道される「いじめ」、それにかかわる不登校問題、あるいは自殺など、子ど

もたちを取り巻く問題の深刻さにつきましては、本市とて対岸の火事として、見過ごすことは

できものであると考えるところであります。 
国においても、政府の教育再生会議で、８項目からなる「いじめ問題への緊急提言」がなさ

れ、国を挙げてのすみやかな対策が講じられる、大きな問題となっていることにつきましては、

既にご案内のとおりであります。 
さて、ご質問の笛吹市における対応についてご説明申し上げます。 
市内２０校、６，６００名の児童・生徒を抱える本市でございますので、程度の差こそあれ、

種類の多面さ、多様さなど、さまざまに形を変えながら、子どもたちを取り巻く問題は起きて

おります。 
問題が発生した場合の速やかな対処は、もちろん大切なことではありますが、それに増して

必要なことは、問題を抱えた子どもたちから発せられた、助けを求めるシグナルをどのように

早く、的確に把握し、対処していくかであることに尽きるのではないかと考えるものでありま

す。 
教育委員会では、その対応のため、中学校には県単、市単のスクールカウンセラーを配置し
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ております。また、小学校においては、担任を中心として児童指導の先生がその役目を負って

おります。 
学校現場においては、それらの先生方のご努力により、学校内での問題の早期発見、対応が

なされております。 
また、教育委員会においては、教育アドバイザーが全校を定期的に回り、校長先生方の抱え

る問題の相談に乗り、ケースごとに解決へのアドバイスを行っております。 
さらに、教育委員会内に開設されている「ひまわり相談室」には、常時３名の相談員が控え、

学校や家庭からの相談に応じております。 
相談の結果により、必要と判断した場合には、教育的配慮の名の下に転校等の措置も行い、

どの子も等しく、楽しい学校生活が送れるよう、子どもを守ることを相談の第一義として対処

しております。 
以上、ただいま申し上げましたように、教育委員会では、教育相談にかかわるカウンセラー、

アドバイザー、さらに相談員を十分に機能させる中、多方面からの情報をキャッチし、日々刻々

と姿を変える諸問題の解決に向け、全力を傾注しているところであります。 
しかし、学校だけで子どもたちの悩みを発見することには、当然ながら限界があります。各

ご家庭で温かく、注意深く、さらに愛情を持って子どもたちに接し、言葉に耳を傾けていただ

きたいとお願いするものであります。 

次に、財団法人いさわ文化スポーツ振興財団の将来についてですが、財団法人いさわ文化ス

ポーツ振興財団は、地域住民の参加と活力の導入を基に、地域の芸術文化およびスポーツの向

上、さらに地域住民の福祉の向上および地域の活性化を図るための諸事業を行い、活力ある地

域づくりに寄与することを目的に設立されました。 

昭和６１年のかいじ国体を機に、旧石和町の体育協会、文化協会を中心に基金設立の運動が

始まり、昭和６２年には設立のための基金条例が制定され、住民の皆さんのご協力とご理解を

いただき、平成４年に目標であった１億円を超え、１億９００万円の基金が集まりました。旧

石和町議会の議決を経て、山梨県教育委員会へ設立申請を行い、平成５年２月４日認可となり

ました。 

設立後は、文化・スポーツの各種イベント事業について、地元旧石和町だけでなく旧東八代

郡下、さらには県下を対象とするなど広域的に多数の事業を展開してきました。合併後におい

ても、文化庁や公立文化施設協会と共催したコンサートや、地域交流を目指したミュージカル

公演、市民劇団の設立公演など、さらにスポーツ面では清流杯争奪の相撲・剣道・柔道・弓道

など各種の大会にかかわっております。また、施設管理面では、従前よりスコレーセンターを

中心としたスコレー公園施設の管理に携わってきましたが、１８年度にはスコレーセンターの

指定管理者として、さらに今議会には１９年度からのスコレー公園の指定管理者としても、お

願いしているところであります。 

市といたしましては、このような経過と行財政改革を踏まえますと、財団設立の趣旨に沿っ

た、住民主導型の財団のあり方が、今後ますます重要なものであると考えております。 

笛吹市民の参加と活力の導入を基に、芸術文化・スポーツの向上、活性化に寄与する組織と

して、その組織・財務を見直し、市民の皆さんの力を結集していただき、笛吹市の財団として

の方向で検討してまいりたいと考えております。 
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次に、文化・スポーツの振興発展についてですが、文化・スポーツの振興は、市民の一人ひ

とりが健康で豊かな生活を送れるよう、笛吹市の重要な施策の一つであります。 

ご質問にあります施設面について見てみますと、まず文化面におきましてはスコレーセン

ターや、いちのみや桃の里ふれあい文化館などの施設を中心に活動が盛んに行われております。

こうした中、大規模な集会施設を望む声もありますが、しかし韮崎市などの例を見ますと、そ

の運営など厳しい状況がうかがえます。 

また、スポーツ面におきましては、現在、笛吹市内には芦川地区を含め７地区において、ス

ポーツ広場１０施設、体育館等５施設、テニスコート６施設などが整備され、連日スポーツ少

年団・体育協会を始めとするスポーツ愛好者の皆さんのご利用をいただいております。 

ご質問のとおり、文化・スポーツの充実のためには施設が果たす役割は大きなものがありま

す。市民がより一層健康で明るく生活するためには、現在の各施設を有機的に連携し、市全体

として利用していくことが大切であると考えます。 

将来、笛吹市として統合した本格的な施設が必要なのか、あるいは、簡易的な施設でいいの

かというようなことも念頭におき、検討を進めていく必要があると思います。 

現在、総合計画の策定を進めておりますので、皆さまのお知恵を拝借しながら、関係者等の

意見を反映できるよう多方面から検討してまいりたいと存じます。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
ありがとうございました。 
いじめ問題は、昨日や今日始まったことでもありませんし、また、特効薬もあるわけではあ

りません。 
先ほど、教育長も言われましたように、自殺者が多いということは、本当に異常というしか

ありません。 
ここで文科省から８項目の通達が出されていると言いましたが、その前にも４項目出ており

まして、それを見ますと、いじめという定義が出たのです。しかし、どう見ても大人が考えた

のもので、子どもの目線で、いじめがどうであるかとは違うような感じがいたしました。 
今、小・中・高校まで文科省でも通達を出しておられるようですが、この間、６日の山日に、

都留文大の教授からも１万人のアンケートが出ていまして、大変参考になると思いますけれど

も。 
その前に、中学２年生のアンケートがございます。これは先生たちが考え抜いたような大変

いいアンケートだと思えますが、全部は紹介できませんが、いじめについてあなたはどう考え

ますかと、要するに、いじめられる側です。１つは、「他人の体のことや性格など悪意を持って

言いふらしている」。これをいじめと感じるのが９３％、それから、「たいした理由もなく１人

を何人かで無視し仲間外れにされる」というのが９４％です。おもしろいのは、おもしろいと

言っては失礼かもしれませんが、「体育着や教科書・筆記用具などを取りに行かせる」というの

が１９％、だから、意外とこれはいじめではないと｡ 
だから、どこからどこまでがいじめで、いじめではないというのは、なかなか難しいところ
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があるのですが、これをよく読んでみますと、いじめというのは、単純なところから始まりま

す。この中にもありますが、先生にはなかなか相談しにくい。それから、親にも心配をかける

から相談しにくい。では、どこで子どもたちは相談すればいいか。それで、一番いいのは、顔

も見られないで電話で相談することがいいかなと、今の時点ではそれしかないような気がする

のですが。 
甲府の法務局でも人権擁護委員の先生方が相談を受けていますが、８時半から５時まで。擁

護委員さんによりますと、１０月から急にいじめ問題について相談が増えているという話がご

ざいました。 
市でも、相談できるところが４カ所くらいありますよね、８時から５時ころまで。その中で

１つ見たら１時から３時というのがあるのです。１時から３時、これはまさに子どもの思いで

はなくて、親は相談できるかもしれませんが子どもは相談できませんよね、これだと｡ですから、

できれば、こういう時期ですから、財政的な負担もありましょうし、アドバイザーの確保も大

変だろうと思いますが、フリーダイヤルか何かで、子どもさんが一番フリーになれる、例えば

５時から７時でも８時でも、その時間帯を１カ月とか集中してやったらどうかなという思いが

いたします。 
次に、２つ目の質問ですが、財団設立にあたっては、先ほど教育長さんからも話がありまし

またように、文化協会、体育協会、それから町民の皆さまも大変財政的な負担をしておりまし

た。５，６００万円という大金ですが、当時、私も体協の役員をしていまして、石和はすごい

なという思いで見ておりました。 
現在は、市長さんが理事長になっています。理事長以下、ここで申し上げますが、無報酬で

やっておられます。 
それから、もう１つは、財政的な面ですが、市長さんがはんこを押して財団のほうに、自分

が理事長をやっているところにお金がいきます。これは制度上、法律上は問題ないのですが、

私から見ると、すっきりしたことではないという思いがいたします。 
市長さんは、日ごろ、合併した２年間で各地域のバリアを除いて基礎をつくるということを

おっしゃっておられます。そういうことを考えると、この財団をもう一つアップした中で、市

としての文化協会・体育協会を改めて構築したらどうかという思いを私は持っております。 
そこで、監査委員さんの報告書の中に監査結果の講評がございます。市の方は十分それを承

知していると思いますが、その監査委員さんの評価の中に「適切な監査を実施することは大変

難しい」という一文があります。私もいろいろなことを調べて勉強したのですが、どこからど

こまでが財団で、どこからどこまでが市という線の引いてあるところが分かりにくいと、私は

思っています。 
そこで、監査委員さんの講評結果をどういうふうに受け止めているのか、それをお伺いした

いと思います。 
次に、３番目の質問ですが、社会体育施設としては市内４カ所ございます。合併とは無縁の

ときにできたものですから、その町村の規模に応じて造られております。今、体育館の１施設

は平均８３０回の回数を使っております。それは１７年ですが。３６５日であるのに８３０回

というのは「えっ」と思いますが。 
御坂の体育館を見てみますと、夕方、中学生が部活で使います。その後６時半ころからスポ

少が８時過ぎまで使う。その次は体協が使うということで、１日、多いときは４団体が使うこ
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ともあります。フル回転しております。 
そういう意味で、健康を維持するスポーツとかコミュニティースポーツは、現在、入るのは

大変難しくなっております。そういうことを十分検討していただきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
教育次長、高野あけみ君。 

○教育次長（高野あけみ君） 
まず、最初の、いじめの再質問でございますが、子どもが顔を見ないで相談できる体制とい

うご質問でよろしいでしょうか。 
市内の全５年生に、こういう「ひまわり教育相談室のご案内」というものを出しておりまし

て、この中には、どういう相談をしておりますよというのがこまかく書いてあります。ここに

フリーダイヤルで載せさせていただいておりますが、ただ、このフリーダイヤルは２４時間と

いうことではございません。ある程度の時間までは相談ができるようなシステムになっており

ます。 
旧石和町時代に教育相談員の先生が携帯を持ったのですが、２４時間いたずら電話もすごく

ひどくて、それを持っていられない状態になってしまったということで、それは今のところ持っ

ておりません。ただ、夜中も相談できるというのが、御坂町成田にあります教育センター、そ

れから、警察の生活安全課、中央児童相談所などは夜中も相談ができます。一番、顔を見ない

で相談できるというのが、子どもたちにはいいのではないかと､親御さんにしてもそれがいいの

ではないかということで、かなり高い回数で相談をいただいております。 
今のところは、そういう体制で進んでおります。 
それから、財団のほうの生涯学習課が６日に受けました監査の結果でございますが、いさわ

文化スポーツ振興財団については、「笛吹市の財団として運営を目指し､ 職員体制、基金の取

り扱い等について早期に検討を行い組織を構築すること」ということをいただいております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
財団につきましては、いろいろな角度からご質問をいただいたり、あるいは、ご提案をいた

だいております。 
つくりましたきっかけというのは、旧石和町の中において自らの組織をつくって運営してい

こうと、こういうことが基本にありまして、したがいまして、できますれば全市的にそういう

ような運動を展開していただいて、拡大していくことが一番ベターではないかと、こんなよう

に思っております。 
もう１つ、監査についてでございますが、監査につきましては確かにどこまでが財団の仕事

で、どこまでが教育委員会の仕事なのか。結局、一緒になってやっている部分でございますか

ら、そういった点について、会計的に一部明確でない部分があるというように、私も承知して

おります。 
特に、この財団をつくる一番基本になりましたのは、各種の興業ができるというのが一番の
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ポイントでありました。と言うのは、例えば、市で入場料をちょうだいして企画するというの

は、大変難しいことでございます。したがいまして、いろいろな企画をしていくときに、企画

をつくって入場料を参加者からいただいて、それを原資にしてやっていく。なおかつ、幾つか

やっているわけでありますが、例えばミュージカルひとつやりましても、市単独でやることは

とてもできない。一部、見ていただく方にご負担いただき、なおかつそれに補助を出していく、

こんなふうな流れできております。 
もう１つは、例えば、薪能につきましても、当時の町ですべてやるのには多すぎる。やはり

一部は市で負担していく、一部は県のほうから補助金をいただく、あるいは、一部はそのグルー

プの方から出していただく、こんなふうな形でやっておりますから、財政的にどこからどこま

でがどうだという話も一部出るのではないかと、こんなふうに思っております。 
いずれにいたしましても、これだけの歴史と、そういういい面がたくさんございますから、

これを全市的に拡大できるような方向で、体育協会あるいは文化協会等に働き掛けながら進め

させていただきたいと、こんなふうに思っております。 
それから、体育施設の件でございますが、もちろん文化施設もそうでございますが、先ほど

教育長が答弁させていただいたとおり、これからも市の財政等も考慮しながら、なおかつ、実

際の話、約７万３千人の市になりまして、一番は入れるところがスコレーセンター、幾ら入れ

ても約５００人までが精いっぱいというようなことでございますから、ある程度の人数が入れ

る施設を検討しなければいけない。どういう施設がいいかは、施設を造るということを決定し

てからになると思いますけれども、そう言ったことにつきましても、検討させていただきたい

と、こんなように思っております。 
もう１つ、一番最初のいじめの問題でございますが、私はこんなふうに思っております。 
現在、笛吹市内でこういった問題については、もちろん水面下ではいろいろな問題があると

思います。しかし、体制的にはひまわり相談室がございます。それから教育アドバイザーがお

ります。なおかつ市単の先生方を各学校に、市になってから１人ずつ配置させていただいてお

ります。これにつきましては、そういう問題が起こらないための予防策としてやっているわけ

です。 
例えば、ひまわり相談室にしましても、いままで東八代の中で旧石和町にひまわり相談室が

あったのですが、実際には、石和のみならずいろいろなところから相談に来ておりました。市

になりまして、とても１人では間に合わないということで、現在、支援していただく方も入れ

ますと、多いときには５人でやっております。 
そういう体制でやっておりますから、比較的そういった問題が早いというふうなことでござ

いますし、また、ある程度定着してまいりましたから、気軽に相談していただける。まだまだ、

もちろんすべての面でベターとは申し上げませんけれども、比較的そういった面におきまして

は、私は前進ができているのではないかと思います。 
まだまだ足りない点については、これから協議しながら進めていきたいと思いますが、現状

では、今言われているような問題についてはかなり前進していると。なおかつ、学校の先生方

におきましても、そのへんについて、過日、石和中学校が新聞に出て、ご覧になった方もいらっ

しゃると思いますが、いわゆる現場において、そういう問題が発生しないような方向にどうし

て進めていくか、このことを主眼に教育政策については進めるべきだと、こういうように思っ

ております。 
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過日も、笛吹市の教育協議会の方々と、いわゆる私の考え方、そして、先生方のお話も聞く

機会をつくらせていただきました。もっと回数を増やさなければいけないかなと、そのときに

思いましたけれども。そういう流れの中で、そのときに話題として出てきたのは、市長そこま

で考えてくれるならば、笛吹市教育というような形で特性のものを考えたらどうかと、こんな

ふうなご意見もいただいております。 
教育というのは、この市が将来に向って教育体制がしっかりできていなければ、市の発展と

いうのは考えられないというくらい重要な問題だと、いうように認識いたしております。 
ぜひともご理解いただきながら、また、ご意見がありましたらご提案いただけければありが

たいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
再々質問、ありますか。 
杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 
いじめの問題ですが、皆さんご存じのとおり、ある中学ではズボンを脱がされまして自殺を

した子どもがおります。校長先生はそれを見て、あれはいじめかどうか今から調査をしますと

いうコメントが出されました。私も本当に、男性にとっても屈辱的なことではないかという思

いがいたしました。その後、教育長さんが出て平謝りをしておりましたが、学校それから教育

委員会、ぜひともつながりを密にしていじめをなくす。まったくなくすわけにはいきません、

今答弁されましたように。ぜひとも大きな問題につながらないように努力をいただきたいと思

います。 
それから、財団の話ですが、設立当時の思いは私も十分理解しております。これからもすっ

きりさわやかな方向性をぜひお願いしたいと思います。 
時間もありませんが、最後に、スポーツの話をしましたが、スポーツ少年団の中に市の職員

が、人数ははっきり分かりませんが、たぶん２０人以上の人たちが頑張っています。今の時期

もそうですが、仕事が終わるとそのまま車にジャージをつけて、着替えて一生懸命に子どもた

ちにスポーツの大切さを教え、また楽しんでおります。改めて、その人たちに感謝を申し上げ

まして、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（中村善次君） 
答弁は必要ですか。 
（「できれば」の声あり） 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
いずれの問題につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、市としての体制づく

り、今のが万全だとは思いませんけれども、例えば、今のズボン下げの問題もございましたけ

れども、そういったときに、やはり校長先生だけで判断をするのではなくて、どうしたらいい

だろうかということで、教育アドバイザーあるいは教育委員会、こういったところに相談する

体制をかなり綿密にさせていただいております。 
そういうふうな面で、とっさのときに自分だけで判断をしないで、慎重な対応をするような、
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そういう体制を今後も取っていきたいと、こんなようのに思っております。ご理解いただきた

いと思います。 
それから、今のスポーツ少年団の指導員さんにつきましては、本当に頭の下がる思いでござ

います。昨日も、実践空手の大会がございまして、約１００名近い子どもたちが参加してやっ

たわけでありますが、市内だけではなくて市外からもまいりましたけれども、そのときも私、

指導者の方に御礼を申し上げました。 
やはり、そういう指導者が熱心に指導をしていただいているおかげで、今、市内で確か１，

３００名というふうに私の頭に入っているのですが、スポーツ少年団の皆さんに入っていただ

いております。これもやはり指導者が、しっかり指導をしていただいているから、そういう状

況になっている。小学校のうちにしっかり指導していただいたクラブにつきましては、中学校

も強くなる。それから、そのまま高校に行ってもできるというようなことで、やはり一番の基

本というのは、そういう指導者にいかに指導していただくか､このことは非常に大切だと思いま

す。 
そのために、いわゆる練習会場、こういったものも最大限に確保できますように検討してい

きたい。 
これから、今、総合計画を作っておりますけれども、土地についてはどういう土地がいいか､

どういう場所がいいか、またご議論もあると思いますけれども、これからの総合計画の中で、

そのへんについても十分に議論をしていきたいと、こんなふうに思っております。ご理解をい

ただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

以上で、清新会の代表質問を終わります。 
次に、新和会の代表質問を行います。 
前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 
新和会の前田初男です。 
ただいま、議長の許可をいただきましたので、新和会を代表しての質問をさせていただきま

す。 
最初に、予算枠配分方式について伺います。 
１８年度予算編成については、各部局の責任において予算を編成する枠配分方式を取り入れ

ましたが、コスト削減、また効率的な事業推進を各部局で行ってきたと思いますが、その効果

はいかがだったのかお聞きします｡ 
次に、昨年の１２月議会において市長は、年度途中の補正を極力なくす、通年予算編成をし

ていきたいと述べておりましたが、１７年度決算における監査委員の審査意見では、追加補正

を行いながら多額な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

受けられたとありますが、緊急を要する事業もあると思いますが、１１月１３日の臨時議会で

は、一般会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７９億７，２２７万１千円となって

いますが、１８年度当初予算では２５０億１００万円が提示され、その差額２４億７千万円余

りがプラスとなっています。 
これから１９年度予算を編成するにあたり、市長の考えがありましたらお聞かせ願います。 
水道使用料金、下水道加入料金について伺います。 
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水は、人が生きていくのにはなくてはならないものです。いままでは上水道、簡易水道とも

旧町村の水道料が新市に引き継がれましたが、加入金につきましては１０月より統一されまし

たが、使用料金につきましては２０立方メートル当たり、上水道では２千円から１，５００円、

簡易水道では１，７００円から１千円というさが出ています。 
２０年４月からは琴川ダムから、また何年か先には広瀬ダムから水道水への活用が予定され

ています｡ 
これらのことを考えると、笛吹市の水道使用料金の適正化、また統一をできる限り早期に実

施できるようお願いしたいと思います。 
市長のお考えをお伺いします｡ 
次に、下水道の加入料金についてお聞きします｡ 
笛吹市になった現在でも、旧町村の加入料金がそのまま引き継がれています。 
御坂町においては、宅地面積にかかわりなく接続マス１口当たり２５万円、他の地域では宅

地面積により加入料金が違ってきます｡それぞれの地域のことを考えますと、何か不公平を感じ

ます。加入料金の均一化は、いつころを目標に進むのか伺います。 
最後に、クラインガルテンについてお伺いします。 
私たち新和会は、１１月６日、７日に関東地域で最初にクラインガルテンを開設した、茨城

県笠間市において視察研修をしてきました。利用規模５０区画、日帰り農園も含めて４ヘクター

ル、先進地として素晴らしい景観・設備だと感心しました。平日でしたので、作業をしていた

方々は定年退職をした人たちで、いろいろ話をお聞きする中で、自然や農村が持つ安らぎ、ゆ

とりへの意識の高まりを受け、グリーンツーリズムに対する関心が大きくなってきているとい

う意見。また、週末には若いご夫婦が子ども連れで共に土に親しみ、菜園活動を満喫している

とお聞きしました。 
３月議会に新和会の堀内会長への答弁で、市長は笛吹市もクラインガルテン、グリーンツー

リズムにも好条件を有しているので、今後、先進地の実績を調査研究していきたいと述べてお

りましたが、都市住民との交流によって地域の活性化につながると思います。 
笛吹市においても、適した場所を見つけ、早期開設を希望しますが、市の考えをお伺いしま

す。 
以上をもちまして、新和会の代表質問を終わります。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
新和会、前田初男議員の代表質問にお答えさせていただきます。 
はじめに、１８年度予算の枠配分方式における効果と、１９年度予算編成方針についてのご

質問でございます。 
枠配分予算にしたことにより、しなければならない各部局の自主性が図れ、事務事業を自ら

が見直すことで、コスト削減の意識が生まれたと考えております。 
これによりまして、１８年度予算は１７年度予算と比較いたしまして、一般会計予算では約

８億円減額し、２５５億円相当の予算を編成させていただきました。 
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こうしたことを踏まえまして、平成１９年度の予算編成も引き続き部局への枠配分予算方式

を継続していくこととして、現在取り組みを行っております。 
次に、平成１７年度決算における監査委員の意見で、当初の原形をとどめない補正予算があっ

たとのご指摘をどう考えるかとのご質問でございますが、これにつきましては、ご承知のよう

に、平成１７年度予算は笛吹市となって初めての年間予算ということで、各部局でも当初予算

の編成時には、前年度の状況が合併前で十分把握できない中での予算編成でありました。予測

できない状況の中で、補正予算の対応が生じたことも一因であると考えております。 
なお、当初予算において、年間計画の予算化を行うことは基本原則でありますが、事業によっ

ては当初予算の段階では十分に動向が見込めないものや、年度開始後の状況変化もございます

ので、そういった点につきましても、よく事情を理解していただきながら、今後も補正予算の

対応が必要になってくるのではないかと考えております。 
次に、下水道受益者負担金の統一についてでございます。 
下水道受益者負担金は、下水道事業に要する費用の一部、具体的には下水道建設事業費の中

の、単独事業費の３分の１から５分の１を負担していただくため､それぞれ旧町村が条例を制定

して賦課徴収してまいりました。 
現在の笛吹市は、旧町村の条例内容を引き継いでいるため､それぞれ負担金額決定方法に違い

があり、土地の面積に応じて土地所有者に負担していただく方法と､同じく土地所有者に１口を

単位として負担していただくかの、二通りの賦課方法を行っております。 
しかしながら、負担金統一に向けて、現在、下水道審議会におきまして審議中であり、統一

するための問題点、相違点、さらに意見など出していただき、検証しております。 
さらに、今年度につきましては、上位計画である山梨県峡東流域下水道計画が変更となるこ

とに伴いまして、笛吹市の合併時における下水道全体計画も変更となります。 
このことにより、計画策定の上からも下水道事業費の見直しを行いますので、そのデータは、

同時に市全体としての負担金見直しの計算の根拠となるデータとして活用することになってお

ります。このことを検討しながら算出結果が得られるものと考えております。 
また、その結果を踏まえまして審議会に諮問し、十分審議していただき、答申を受けた上で

決定を行いたいと思います。 
負担金方法および金額が統一化され、施行されることとなるまでには、当然のことながら、

各地域の十分な理解を得なければなりません。また､現在の賦課状況が、当年度工事を行った地

域に関しては、翌年度に土地情報の確認・申告、翌々年度に決定・賦課徴収を行っていること

を踏まえまして、実際の徴収時期は、負担金額決定から２年は要するものと考えております。 
次に、水道料金の統一についてのご質問です。 
本市の水道事業につきましては、旧 6町村合併時に、現行のまま新市に引き継ぎ、料金・加
入金については、できる限り早期に統一を図ることとされております。 
そこで、加入金ならびに手数料につきましては、この１０月１日より統一を図ったところで

あります。 
次に、料金につきましては、現在も旧町村のそれぞれの料金体系をそのまま引き継ぎ、運営

いたしております。 
このことは、合併時までは、旧各町村を単位として水道事業が営まれ、それぞれが独立採算

を基本として、運営がなされてきたところであり、新市になりましてもそのまま引き継ぎ、各
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地区ごとの上水道事業あるいは簡易水道事業を基本としながら、運営を行っているところであ

ります。 
そこで、市といたしましては、全市的に、安全で、美味しい、安定した水の供給を図るため、

将来にわたっての計画を策定すべく、現在、平成１８年度、１９年度事業として、笛吹市水道

事業基本計画と国への水道事業認可策定業務を進めております。 
この計画の中では、平成２０年４月からの琴川ダム水道用水、および近く予定の広瀬ダム水

道用水の活用方法、施設整備、管路整備などの事業推進を図るための計画策定と、その裏付け

となる財源確保が大きな課題であります。 
ついては、適正な事業計画とし、事業運営の健全性を確保する中で、それに即した料金設定

としていかなければならないと考えております。 
これから基本計画の中で財政計画を立てることになっておりますので、その結果を踏まえ検

討を進めたいと考えております。 
具体的には、一宮町および春日居町においては、合併前から上水道事業への移行を前提に統

合整備事業を進めておりますので、平成２０年度を目標に石和町、御坂町、一宮町、八代町お

よび春日居町の５町を上水道事業として、まずは統合し、水道使用料金の統一を図りたいと考

えております。 
境川町につきましては、当面は簡易水道事業とし、広瀬ダム畑かん用水の受水に合せて統合

する計画の中で、できるだけ早く全市の統一を図りたいと考えております。 
なお、芦川町につきましては、地理的にも統合は困難ですので、簡易水道事業として引き続

き運営していく予定であります。 
次に、クラインガルテンについてでございます。 
クラインガルテン、いわゆる滞在型市民農園は、地域農業と観光農業ならびに都市住民との

交流を図り、農村地域の活性化をねらいとした事業です。グリーンツーリズムも農村に滞在し

て農業体験などでの交流を目的とした事業です。 
ご案内のとおり、クラインガルテンの先進事例としては、茨城県笠間市をはじめ、県内でも

規模の違いはありますが北杜市や、現在も整備事業が進められている甲斐市での取り組みがあ

ります。これらは、中山間地等の遊休化が進んでいる地域で１０坪ほどの宿泊施設と、３０坪

程度の菜園がセットで整備され、年間利用料が４０万円くらいの内容となっております。 
課題となっております、遊休農地の利活用や都市住民との交流促進などが見込めますが、整

備費の２分の１程度の補助金制度はありますが、先進事例を見ますと、基盤整備に１区画当た

り１千万円程度で、５０区画ほどの規模で実施され、付随する施設を含めると、北杜市では７億

円ほどの経費が見込まれております。 
加えて、長期にわたっての用地の借り上げ費や維持管理に関する経費等も含め、全体的に先

進地事例の様子を引き続き調査研究したいと思います。 
市では、現在、農業振興の具体策を検討する農業振興行動計画の策定と合わせ、遊休農地対

策の具体的な対応策につきまして、関係機関で構成する遊休農地解消活用推進プランの策定を

進めております。 
この協議の中でも話題となっておりますが、現在、御坂町と八代町にあります日帰り型市民

農園を、今後、遊休農地を活用しながら他の地域にも計画できないかを検討していきたいと思

います。 
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市の全域に広がる、恵まれた自然景観を保全活用する中で、望ましい農村の地域づくりにつ

いて、農村景観の利活用と農業活性化を結びつけた展開のあり方につきまして、引き続き研究

してまいりたいと考えております。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
再質問、ありませんか。 
前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 
再質問をさせていただきます。 
まず、最初に予算についてですが、１０月中に各行政区から土木また上下水道など、さまざ

まな事業の要望が出されたことと思います。それらについて、旧町村へのバランスの取れた予

算配分を希望しますが、市長の考えをお聞きします｡ 
次に、広瀬ダムからの水を水道水に利用するわけでありますが、それについて安全でおいし

い水を供給するには浄水場が必要となってきます。浄水場の場所の選定、また建設地について

は相当な額となると思います。その予算について分かっていましたらお聞かせください。 
クラインガルテンにつきましては、答弁の中にもありましたが、多大な費用がかかると私も

思います。引き続き調査・研究をお願いするわけですが、市長が今議会の要旨説明の中で、芦

川地域が総務省の交流居住推進モデル地区に選定されたと述べております。まず、手始めに芦

川地区の空家、また遊休農地等も利用した中で、団塊の世代の退職者も含めた都市住民との交

流を図り、地域の活性化につなげ、それがクラインガルテンへの第一歩となると思います。 
市の考えをお聞きします｡ 
以上、再質問とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
再質問にお答えさせていただきます。 
予算面におきまして、各地区からたくさんの、千までいかないですが、近い要望をいただい

ております。どのように対処していくか、それぞれ検討しておりますが、各地区から出された

ものにつきましては、できる限り各地区の中で優先順位を決めていただいて、その優先事の内

容を精査しながら予算化していきたいと、こんなふうに思っております。 
また、各地域のバランスの取れたということでございますが、それにつきましても、各地域

バランスの取れた、なおかつ優先順位をしっかりと見極めながら進めさせていただきたいと、

こんなふうに考えておりますからご理解をいただきたいと思います。 
次に、水道の件でございますが、先ほど申し上げましたように、現在、水道につきましては、

全体計画の基本計画の策定中であります。それに基づきまして、どのようにしていくかという

方向性が出てまいりますから、その方向性に基づいて計画を進めさせていただきたい。なおか

つ、どのくらい予算がかかるかについては、まだそこまでは検討されておりません。 
クラインガルテンにつきましては、現在、この事業に類似するような事業を総務省のほうか

ら認定をいただきまして、進めさせていただいております。特に芦川地区におきましては、過
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疎化が急速に加速しております。しかし、芦川地区におきましての景観、これは本当に日本の

原風景を残した景観でありますから、やはりこれは笛吹市の中におきましても、どのような形

で活用していくか。なおかつ若彦路の開通がございます。それに合わせた形で、これについて

は取り組んでいきたいと思います。 
現在、芦川地区におきましては、景観条例をどうつくるかということにつきまして、芦川地

区の地域審議会に検討をお願いいたしております。 
そういったものを踏まえまして、次年度におきましても、積極的にこの事業については進め

てまいりたいと、こんなふうに思っております。 
よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
再々質問、ありますか。 
前田初男君。 

○２番議員（前田初男君） 
しつこいようですが、クラインガルテンにつきましてもう一度、要望としてお聞きいたしま

す。 
笠間市の職員の説明の中で、クラインガルテンを開設してからは、利用者が地域のイベント

事業への参加、また、地元の方の施設の収穫祭等への参加が活発になり、地域の活性化、また

経済効果も生まれているとのことでした。開設するには、市のトップがやる気があるかどうか

とも話しておりました。 
国・県からの補助も５０％あるということですので、市長の前向きな検討をお願いいたしま

す。 
これは要望ですので答弁は結構です。 
以上、終わります。 

○議長（中村善次君） 
以上で、新和会の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開を１１時１５分といたします。 

休憩  午前１１時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時１５分 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
続いて、公明党の代表質問を行います。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
通告に従いまして、これより公明党会派を代表して質問させていただきます。 
はじめに、公明党の政策が大きく反映されております、法律トラブルを抱えた若者などが、

その解決方法を気軽に相談できる法律相談窓口、いわゆる法テラス。日本司法支援センターが

本年１０月２日より全国で業務開始。全国の高速道路での渋滞緩和対策として普及しておりま

すＥＴＣ、これが本年１１月より二輪車でも利用が可能となりました。さらに、同じ番号のま
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ま契約先の携帯電話会社を変更できる番号ポータビリティー制度、これが本年１０月２４日よ

り始まりました。この制度については、公明党青年局でユースポリシー、青年政策でございま

すが、これにいち早く盛り込むとともに､２００３年９月には全国で約１千万人以上の署名を

集め、政府に早期実現を求めるなど、原動力となってきました。このたびの実現により携帯電

話会社間の競争が激しくなり、通話料金の値下げ効果が期待されております。今後は、さらに

携帯電話へのＩＰ技術の促進、周波数帯の拡大、通話圏外ゼロの実現などの早期実現を目指し、

草の根運動を推進してまいります。 
さて、本定例会では、初日、市長の行政報告の折、児童福祉で子育て支援センターが本年

１０月より実施されたことは、公明党会派の公約目標でもあり、マニフェスト実現に向けて大

いなる一歩となりました。今後、平成２１年度を目指して市内４カ所への早期設置を期待して

おります。これも常にいち早く私たち議員の主張に耳を傾け、ご精査いただいている市長はじ

め関係職員皆さまのご尽力によるものと、会派を代表して感謝を申し上げます。 
それでは、これより公明党会派を代表いたしまして、以下のとおり質問させていただきます

が、市民へのため、少しでも早く政策を実現できるよう提案させていただきますので、どうぞ

ご精査いただきますようお願い申し上げます。 
はじめに、各地方公共団体においては、新地方行政指針に基づき行政改革が推進されてきま

したが、その後、行政改革推進法および公共サービス改革法が本年５月に成立、６月に施行さ

れ、地方公共団体が取り組むべき新たな行革に関する手法が制度化されました。 
これらの関連法や骨太の方針２００６を受けて、総務省は８月の末、地方公共団体における

行政改革のさらなる推進のための指針を策定、公表いたしました。 
これは、１つに総人件費改革、２番目に公共サービス改革、３番目に地方公会計改革の３つ

から構成されています。特に２番目の公共サービス改革については、公明党が主張してまいり

ました事業仕分けの内容が盛り込まれております。また、３つ目の地方公会計制度改革に関し

ましては、東京都議会で公明党が提言し、東京では既に新公会計制度が始動しているほか、他

の先進自治体においても取り組みがなされているところであります。 
このたびは、３番目の地方公会計改革についてお伺いいたします。 
そもそも会計の帳簿記入の仕方は、単式簿記と複式簿記がありますが、単式は現金の出し入

れだけを記録するものであり、家計簿や小遣い帳にはそれを充てているところでございます。

現在は、国や自治体など現行の会計もこれらの規模の大きいものと考えられます。いわゆる現

金主義でございます。 
一方、複式では何かを買った場合、現金が減った分、資産が増えたと考え、両者を記録しま

す。現金の出入りとともに資産や負債の増額を記録、この際、借方と貸方のどちらに当たるか

を判断して縦分け記入する、いわゆる仕分けを行っております。これが発生主義でございます。 
例えば、７月に建物が完成、年度末の３月に代金１億円を建設業者に支払ったとすると、現

金主義では３月に１億円を払ったことだけを記録しますけれども、発生主義では、まず７月に

１億円の建物を業者から受け取った経済的事実が記録され、代金は未払金と記入、３月に代金

を支払ったことが記入されます。さらに、現金の出入りを伴わない経済的事実、減価償却や退

職金など、将来予測される引当金などが記録されます。 
明治以来、国や地方自治体などの会計、いわゆる公会計は単年度ごとに単式簿記、現金主義

で行われてまいりました。つまり年度ごとに予算を立て、現金の出入りだけを記録、毎年度、
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議会での予算の承認を受け、監督を受けて予算を執行するという意味では、当然の仕組みとい

えます。しかし、この方式では資産や債務の総量や変化、さまざまな行政サービスのコスト、

将来のために何を用意しておけばよいのかなど、本当の意味での財政状況が分かりにくいデメ

リットがあります。 
このため、１９９０年代に入り、企業会計では標準の貸借対照表、いわゆるバランスシート

を作成して公表する試みを一部地方自治体が先行して行ってまいりました。 
国においては、２０００年１０月、９８年度分の貸借対照表の試案を作成、公表したのを手

始めに、２００５年９月には省庁別の財務書類や特別会計なども含んだ、連結財務書類

２００３年度分を公表いたしました。 
この間、地方自治体での財務諸表の作成も広まり、２００５年３月末時点では、都道府県政

令都市のほとんどが特別会計も含めた諸表を公表しております。 
さて、総務省は本年５月に出された新地方公会計制度研究会の報告書を受け、すべての地方

自治体に対し、国に準拠した財務諸表の作成を求める方針を固め、１番に貸借対照表、２番に

行政コスト計算書、３に資金収支計算書、４に純資産変動計画書の４財務諸表を人口３万人以

上の都市と都道府県には３年以内、人口３万人未満の市町村には３年程度を準備期間としたた

め、その基準モデルを提案いたしました。 
笛吹市といたしましても、公会計制度の導入にあたり、どのような計画を策定されているの

か、市長のお考えをお伺いいたします。 
続きまして、先の通常国会での地方自治法の一部が改正されました。今回の改正は第２８次

地方制度調査会の答申を受けまして行われたもので、来年４月１日より施行されることとなり

ます。 
改正の柱といたしましては、１に地方の自主性・自立性の拡大を図るための措置、２に議会

制度の見直し、３に中核都市制度の見直しでございます。 
地方の自主性・自立性の拡大を図るための措置におけるポイントは、１．知事ら自治体の首

長を補佐する都道府県の出納長と市町村の収入役を来年４月から廃止する。２に１８８０年の

市制町制制度の創設以来使われてきた、市町村での助役の名称を副市町村長に改めるというこ

とでございます。このほか議会制度の見直しでは、議長への臨時会の招集請求権の付与や専決

処分の要件の明確化、中核市の制度の見直しでは、中核市指定にかかわる面積要件の廃止など

が盛り込まれております。 
さて、笛吹市といたしましても、地方分権の推進のため自主自立の拡大を図る施策について、

市長のお考えをお伺いいたします。 
最後に、記憶に新しい事件では、福岡県筑前市立三輪中学校２年生の男子生徒１３歳が、い

じめを苦に自殺した事件がございました。また、福岡県田川市立大浦小学校の６年生男児が

１１月中旬、校内で胴上げ遊びという遊びの中で頭から床に落下し、脳挫傷と頭蓋骨骨折の重

傷を負い入院する事故を同校は、胴上げ遊びは、いじめの一環だったと判断して調査を始めた

ばかりでございます。 
さらに、文部科学大臣宛に度重なる自殺予告を投書するなど、誠に残念ながら全国的に、い

じめ問題とともに自殺および自殺未遂に追い込まれる児童・生徒が、大勢いることが明らかに

なりました。 
これに対し、後手後手に回る学校側の対応の悪さや教育委員会の対応についても、不満や批
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判の声が挙がっております。 
去る１１月２９日、政府の教育再生会議が、いじめ問題への緊急提言を発表されました。提

言では、いじめは反社会的な行為として絶対許されないとの認識を強調。また、いじめを解決

するのが良い学校との認識を示し、学校による隠ぺいの排除を図っております。また、学校や

教委、保護者が連携して、いじめの撲滅に対し全力を挙げることや、教育委員会や学校支援の

ためのサポートチームを結成することが、今回盛り込まれております。 
この内容を受け、公明党の太田代表は、政府の教育再生会議がまとめられたことに対して、

いじめ問題への緊急提言につき、提言が早くまとめられたことを率直に評価したい。その上で、

かねてから、いじめは社会的に許されない、１００％いじめる側が悪いと申し上げてきたが、

そうしたことがはっきりとうたわれた提言であると強調。さらに学校はいじめを見てみぬふり

するものも加害者であることを徹底して指導するとの文言が盛り込まれたことを挙げ、学校と

教育委員会にしっかり踏み込んで、いじめ解消をやるべきだと提言したことは意義がある。党

としても提言が現場で展開されるよう協力したいとの考えを示しました。 
さて、山梨県では、いじめ問題についての各相談機関が県内に７９カ所設置され、機能され

ているようでございます。 
笛吹市におかれましても、いじめ問題と自殺対策における現状の取り組みについて、市長の

お考えをお伺いいたします。 
以上、公明党会派の代表質問を終わらせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
公明党、中川秀哉議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

まず、新地方公会計制度の取り組みについてのご質問です。 

これは、具体的には財務諸表の策定と公表ということになろうかと考えます。これにつきま

しては、６月議会の折にもお答えいたしましたけれども、本年度はバランスシート、行政コス

ト計算書等の財務諸表を作成し、市の財政状況の分析資料としながら、これを公表していくこ

ととして作業を行ってまいりました。平成１７年度決算統計書等の結果を基に、まもなく１２月

２８日には新聞掲載の予定で、その準備を今進めております。その後、広報・ホームページ等

にも公表していくこととして準備を進めてまいります。 
なお、その中で本市といたしましては、民間の主催ではありますが、総務省および全国知事

会、全国市長会が後援しております「公会計改革会議」が設置する「公会計改革研究会」に参

加いたしまして、情報収集や職員研修、財務分析を含めて、公会計制度への取り組みを始めて

おります。今後とも積極的に進めてまいりたいと考えております。 
次に、地方自治法の一部を改正する法律案についてでございますが、地方自治法の一部を改

正する法律（平成１８年法律第５３号）は、本年６月７日に公布されましたが、改正の主な目

的は、地方分権の推進に資するとともに、地方公共団体の自主性・自立性の拡大を図ることに

あります。 

助役制度の見直しの概要でありますが、助役に代えて副市長を置くこととし、その定数を条

例で任意に定めること、長の命を受け政策および企画をつかさどること、長の事務の一部につ
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き委任を受け自らの権限と責任において事務事業を執行することなどが追加され、自主性・自

立性の拡大、トップマネジメント機能の強化などを図ろうとするものであります。 

また、収入役制度の見直しの概要についてでありますが、特別職である収入役を廃止し、会

計事務に関して独立の権限を有する会計管理者を置くこととされ、会計管理者は、長の補助機

関である一般職員のうちから長の命により選任され、地方公共団体の会計事務をつかさどるも

のとされました。 

助役制度、収入役制度の見直しの規定については、平成１９年４月１日から施行されること

となっており、これに伴う市の関係条例の整備につきましては、平成１９年３月議会において

審議をお願いする予定であります。 

なお、助役、収入役の任期は、地方自治法では４年と定められており、改正法施行時には、

現助役、現収入役ともに任期途中ということになりますが、改正法施行の際において、現に助

役として在任する場合には、副市長として選任されたものとみなされ、また、現に在職する収

入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職することができるものとして、経過措

置に規定されております。 

これらの法の趣旨を踏まえ、副市長および会計管理者の選任について、平成１９年３月議会

までには、結論付けたいと考えております。 

地方分権一括法の制定から「平成の大合併」による市町村合併の急速な進展、行政改革の機

運の高まりの中、今回の法改正を受け、地方の自主・自立に向け、取り組んでまいりたいと考

えております。 

なお、笛吹市の児童・生徒のいじめ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（中村善次君） 

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） 

公明党、中川秀哉議員の代表質問、笛吹市の児童・生徒のいじめ問題と自殺対策の取り組み

についてに、お答えします。 
子どもたちの間のいじめや、それにかかわる不登校問題、あるいは自殺など、子どもたちを

取り巻く問題につきましては、異例の「文部科学大臣からのお願い」が発表されたほどに深刻

さを加えており、教育委員会といたしましても、十分に認識しているところであります。 
また、その対応につきましては、緊急性を認知しつつ、慎重かつ冷静に対応しなければなら

ないものであると、考えているところであります。 
市内２０校、６，６００名の児童・生徒を抱える本市でございますので、程度の差こそあれ、

種類の多面さ、多様さなど、さまざまに形を変えながら、子どもたちを取り巻く問題は起きて

おります。 
人が集団で生きていく以上、人間関係にまつわる問題は常に付いてまわります。 
同様に、学校生活においても同じことが言えると思います。 
大切なことは、問題を抱えた子どもから発せられた、助けを求めるシグナルをどのように早

く、的確に把握し、対処していくかであることに尽きるのではないかと考えるものです。 
教育委員会におきましては、問題の早期発見、早期把握、早期対処のため、さまざまな対策
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を講じております。 
また、ご質問の自殺対策につながるであろう、命の大切さの教育につきましては、既に総合

的学習時間、あるいは道徳の時間など、さまざまな授業の時間や、機会を利用して行っている

ところであります。 
さらに、県下他市町村に先駆けまして、小動物の飼育を通して命の大切さ、命を愛する心の

育成などを目的とする、動物飼育支援事業を市内全小学校で展開しております。この事業の対

象は、あくまで小動物ではありますが、学校現場からは、飼育とその触れあいを通して、優し

さや思いやり、さらに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、生きる力、

命を大切にする心の醸成に役立っているものと考えております。 
今後も、これら言葉だけではなく、実践の中からも、最も大切な命を考える機会を、学校に

おいて増やしていきたいと考えております。 
教育委員会では、教育相談にかかわるカウンセラー、アドバイザー、さらに相談員等を十分

に機能させながら、多方面からの情報をキャッチし、日々刻々と姿を変える子どもたちを取り

巻く諸問題の解決に向け、全力を傾注しているところであります。 
しかし、学校だけで子どもたちの悩みを発見することには、当然ながら限界があります。 
各ご家庭で、温かく、注意深く、さらに愛情を持って、子どもたちに接し、言葉に耳を傾け

ていただきたいとお願いするものであります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問、ありませんか。 

中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

どうもありがとうございました。 

それでは、再質問をさせていただきます。 

去る１１月の初旬でございますが、私たち公明党議員は東京都財務局より、今春から東京都

がスタートさせた新公会計制度について概要の説明を受けました。 

同制度は、考え方もシステムも従来の官庁会計の枠組みを超えた点が最大の特徴でありまし

た。具体的には、複式簿記また発生主義を取った内容を、日々の会計処理作業でできるように

と、各事務局の端末に落とし込んだ、コンピューターシステムに盛り込んだことでございます。 

これは、足りなくなれば公債を発行するなど、借金をして先送り処理をしてきたところを、

発生主義を取ることで事前に準備しておくことができるようになったわけでございます。 

本格的に複式簿記や発生主義を採用したのは、東京都が全国で初めてだということでござい

ます。 

ほかに今、行っているところを総務省で伺いますと、浜松市、また倉敷市で先行して、そう

いうシステムの会計をやられているとお伺いしましたけれども、具体的には各市単独て精査さ

れているということで、具体的な統一性がまだないというふうな現状も伺っております。 

そういった面では、今回、もう既に稼動させた東京都というのは規模こそ、パッケージとい

うシステムがないところから、１から作ったということで、約２２億円の費用をかけたと言わ

れておりますが、財務局に伺いますと、その処理も約５年くらいでペイできるというような予

測で進めておられます。 
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約１２兆円を超えれば、巨大な東京都でございますので、こういった形の処理もかなり連結

的なものもあるかと思われますが、本市といたしましても、また各市町村等におきましても、

こういった日々の会計作業の中で、この会計システムを導入するということが、一つのポイン

トになるのではないかと考えます。 

そこで、笛吹市といたしましても、制度の実施にあたりまして、コンピューターシステムを

導入して、日々の会計処理作業ができることは、最小限の費用で最大の効果が発揮されると考

えますが、いかがでございましょうか。 

続きまして、２点目でございますが、これは要望となりますが、副市長よび会計管理者の選

任については、いわゆる三位一体の改革で、各地方自治体にかかる負担がますます大きくなる

と思われますので、選任審査につきまして十分ご精査をいただきますようお願い申し上げます。 

３番目に、わが国における今、自殺の年間死亡者数は平成９年まで２万５千人前後でござい

ましたけれども、平成１０年になりますと３万人を超えて高止まり、以後、この水準で推移し

ております。自殺者が８年連続で３万人を超える中、国や自治体が自殺防止への必要な手を打

つことを責務とした、自殺対策基本法が本年６月１５日に超党派の議員で、議員立法として成

立いたしました。 

同基本法は、自殺が個人の問題だけにとどまらず、その背景にいじめなどの社会的な要因が

あることを踏まえ、自殺対策を社会的な取り組みとして、国と自治体の責務と明記しておりま

す。その上で、国・自治体の基本的な施策として、１つに自殺防止に関する調査研究や情報収

集。２つに人材育成。３に自殺の恐れがある人が受診しやすい精神科などの医療提供体制の整

備。４に自殺未遂者など自殺の危険性が高い人の早期発見システムや、発生回避後に自殺未遂

者と自殺者の親族に対する心のケア。５に市民団体やＮＰＯ法人など民間団体への支援。６に

自殺防止に関する教育広報活動の推進など示唆されております。 

政府は、同基本法により、基本的かつ総合的な自殺対策タイムを策定し、国会への年次報告

をしなければなりません。さらに必要な法制上、また財務上の措置を講じる義務も発生するこ

とになりました。 

本市といたしましても、自殺予防などの対策をどのように推進していくべきかお伺いして、

質問を終わらせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

中川議員の再質問でございますが、新公会計制度でございますが、先ほど、さらさらと簡単

に１２月２８日から進めるべき準備をしていますよと、こういう話をさせていただいたのです

が、実は、私どもにとりましては、この新公会計制度に移行するには、まだまだたくさんの時

間がかかると、私は思っております。と言うのは、いままでまったくやってきたことのないも

のを進めていくわけでありますから、実際、職員の中で複式簿記が分かるものは何人いるかと、

いうところから話をさせていただきましても、大変背筋が寒くなるくらい、やはりそういうも

のについてはまだまだ不勉強でございます。 

したがいまして、コンサルの力を借りたりしながら、順次進めてまいりたい。ただ、形を作っ

て､それに基づいて進めていくということが一つの手法ではないかと思いまして、今回、平成
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１７年度につきましては公表させていただきたいと思います。 

なおかつ、この新公会計制度にはたくさんの課題があります。例えば、基準づくり一つ、財

産目録一つつくりましても、そういったものをどういう形で評価していくか。例えば、道路が

本当にそれだけの資本になっているのかどうかというようなことの判断も、非常に難しいと思

います。 

そういった点を先ほど申し上げました全国の知事会あるいは全国の市長会、こういったとこ

ろでつくっております、新公会計制度研究会というところで議論をしている最中でございます。

それぞれの市が一定のルールに基づいて公表できなければ、いわゆる、それぞれの市のやり方

でやったのでは、まったく意味がございません。ただ、そうは言いましても、各会社でやって

おります複式簿記、いわゆるバランスシートの出し方にしましても、やはり会社ごとのやり方

というのがございますから、こういったものにつきまして、相当の研究、また、われわれ自身

も勉強していかなければならないと、こんなふうに思っております。 

いずれにいたしましても、まだまだコンピューター処理というところまでには、大変時間が

かかると思いますけれども、それに向けて努力をしてまいりたいと思っております。 

また、自殺者対策でございますが、自殺者対策につきましては、市といたしましては、今、

いろいろな機関に相談、私がいつも申し上げているのは、まず、それぞれの話をどれだけ聞け

るかということによって、この問題の解決の糸口ができるのではないかということを基本にし

ながら、それぞれの団体にお願いし、あるいは、市といたしましても、それぞれの困りごと相

談等々を通じて、解決を図るべき道を探っていきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 

再々質問、ございますか。 

中川秀哉君、 

○１８番議員（中川秀哉君） 

最後に、１問目の要望としまして、実は、財務局の講演の中で、都知事自身の公の発言とし

まして、東京の２２億円かかったシステムを使いたければ存分に使ってくださいと、無料にし

ますということを公言されております。 

このシステム自体がそれぞれ独自のものでもありますし、大小はさまざまありますけれども、

データベース的な形にしますと、普通の単式簿記の会計の中に複式を入れるという形で、かな

りスムーズな流れが盛り込まれております。そこにはたくさんの必要な部分、必要でない部分

があると思いますので、そういう部分についてはまた研究が必要になるかと思いますが、一つ

の案としまして、そういったものも利用できるということを申し述べさせていただきまして、

これで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（中村善次君） 

以上で、公明党の代表質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

再開は１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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再開  午後 １時３０分 

○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

次に、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

日本共産党笛吹市議団を代表いたしまして質問いたします。 

質問の前に、過日、総合婦人会館で石橋湛山展がありまして、私も早速行ってまいりました。

改めて近代日本の最大な思想家ではないかという思いを強くいたしました。大正１０年に既に

「一切を棄つるの覚悟」「大日本主義の幻想」を書き、朝鮮などの植民地の放棄を率先して行

うことによって世界をリードできること。帝国主義で行けば必ず国際紛争を招くこと。小日本

主義でこそ日本は発展することなどを近代史と経済の分析によって展開しております。その後

の歴史、すなわち第二次世界大戦や敗戦、そして、その後の平和憲法と小日本主義で経済的成

功を実現できたことなど、すべて見通していたかのような評論でございます。 

湛山を輩出した山梨県でこそ、湛山の思想を学び、世に知らしめていくべきではないかと感

じました。 

湛山はまた、大正１３年の行政改革の根本主義などで地方自治にも触れ、住民がその政治の

善悪を判断でき関与できる程度の小さな地方自治体の意義を述べ、その中で国民の公共心と聡

明さが増進されると説いております。さらに、市においても、広すぎるものは地区に一層、広

範な自治を許すことが必要とまで言っております。 

平成の大合併の問題を見透かされているような気がいたします。大いに学ぶべきことだろう

と感じてまいりました。 

質問に入りたいと思います。 

格差社会の下で市民生活は後退しており、また、合併およびその後の行革によって、地域の

住民自治と活力の後退が強く感じられます。 

こうした中で、これまで以上に自治体の本旨である住民自治・住民主人公の行政の推進と、

自治体の目的である住民福祉の向上が求められているのではないでしょうか。 

こうした認識の下、日本共産党笛吹市委員会は１１月３０日に市民の願いを集約して、平成

１９年度予算編成に関する要望を行いました。要望項目は５８項目ですが、このうち数点につ

いて今日は市長の考えを伺いたいと思います。 

まず、集中改革プランについてでありますが、既に１年目で矛盾と困難を引き起こしており

ます。集中と効率化をうたった職員削減は、市民との接点、現場のサービスを後退させ、地域

コミュニティーの後退を引き起こしております。 

何を直営で行うべきかの基準を欠いた指定管理者制度導入は、市民の反発を招き、数字合わ

せの数値目標なるものは現実との乖離を余儀なくされています。徴税強化中心の市民税納税率

向上策は効果を上げておりません。 

集中改革プランは数値目標を掲げております。納税率、１６年度７９％に対し１７年度

８０％、１８年度８１％、１９年度８１％。納税率向上による財政効果、１７年度１億円、１８年

度２億円、１９年度２．２億円。指定管理者制度導入施設は、１７年度１に対し１８年度３０、

１９年度４１。指定管理者制度導入による経費削減効果が、１８年度４千万円、１９年度１．
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３億円。この数値目標に対する１つは平成１７年度の達成率、２つ目に平成１８年度達成率の

見込み、３つ目に平成１９年度達成率の目標を伺いたいと思います。 

次に、要望項目の一部について伺います。 

１つは、中学生以下の子どものインフルエンザ予防接種を公費で行っていただきたいという

問題です。 

インフルエンザには、毎年人口の１０％程度が感染・発症していると言われております。そ

して、山梨県の幼稚園から高等学校まで毎年４０から８０の学校で、学校閉鎖、学年閉鎖、学

級閉鎖を余儀なくされています。また、保育園・学校等は感染拡大の温床となっていると考え

られております。予防接種を徹底すれば、インフルエンザの感染と流行を大幅に抑え込めると

の報告があります。 

また、両親と子ども３人の５人家族が全員でインフルエンザ予防接種を行うと、約２万円と

いう大きな出費となります。予防接種は本人のためであると同時に、流行を抑えることによっ

て予防接種をしなかった人の感染をも防ぎ、医療費を減らす役割も果たしており、社会的・経

済的損失の軽減にも貢献しております。 

子を持つ親の負担軽減する点からも、流行を抑えるためにも、医療費を減らすためにも、中

学生までの子どものインフルエンザ予防接種を公費負担とすべきだと思いますが、市長の答弁

を求めます。 

次に、ごみ対策でございます。 

ごみゼロを目指し、当面５３％を達成すること。また、生ごみ堆肥化を支援すること。他市

にもごみ減量化を働き掛けること。そして、一部事務組合設立の準備がされている中で過大な

設備をやめ、ごみ減量化を推進するためにも経費負担はすべて建設費も含めて搬入量割とする

こと。特定の市の言いなりにならない体制、例えば、議会議員についても、特定の市が半数を

占めるということがないようにすることが必要と思いますが、市長の見解を伺います。 

大きな２つ目の質問は、教育基本法改正論議についての質問です。 

なぜ、今、教育基本法の改正か。 

文科省の説明は、１つは教育基本法制定から６０年近くなり時代に合わなくなった。そして、

２つ目にいじめ・自殺など青少年を巡るさまざまな問題が噴出してきた。だから教育基本法を

変えなくてはならないということでありました。しかし、教育基本法のどこが古くなって、ど

こに問題があって子どものさまざまな問題が起きているのか、まったく説明はありません。 

本当のねらいは、中教審や自民党内の審議で明らかでありますが、国が教育を支配したいと

いうことにあるのではないでしょうか。そして、格差社会にふさわしい選別の教育を義務教育

段階から行う一方、お上には従順な国民をつくろうというものであります。そのことは改正の

条文からも明らかであります。 

現行教育基本法第１０条「教育は国民全体に対し直接に責任を負って行わなければならな

い」、ここは戦前の国家支配の教育の反省の上に、一般行政とは切り離して教育の国民主権を

明らかにした部分であります。 

改正案は、この大事な部分を削除したのであります。そして、地方自治体、学校、家庭に至

るまで、国の教育方針を徹底する仕組みを１７条、１８条で定めております。また、国民とし

て必要な資質、教育の目標を第２条に掲げています。国を愛する態度、郷土を愛する態度まで

国の基準で定め評価されることは許されません。 



 ４９

先ほど述べましたのように、私のように地元では先駆者の歴史を評価したり、あるいは、石

橋湛山のやってきたことを評価したりという方もいらっしゃいますでしょうし、また、他国を

侵略して自分の領土とした戦国の武将を高く評価する人もいるでしょう。 

そうした中で、国がこうした問題についてまで評価の基準を定めるということは、まさに思

想統制以外のなにものでもないと思います。 

今回の改正危機、最初から改正の本当のねらいを隠したものでしたが、とうとう、やらせタ

ウンミーティング問題まで発覚しました。およそ教育の根本を論ずるにふさわしくない不真面

目、かつ不道徳なやり方でした。 

笛吹市としても、まじめにやれ、子どもたちに模範を示せと抗議し、国会での慎重審議を求

めるべきではないかと思うが、市長の見解をお伺いいたします。 

以上で、代表質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 

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の渡辺正秀議員の代表質問にお答えさせていただきます。 

まず、集中改革プランの目標値に対する平成１７年度達成率、平成１８年度達成率の見込み、

平成１９年度達成率目標を伺うについてです。 

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

ことを目標として、［第１次笛吹市行財政改革大綱］を策定し、平成１７年度より改革に着手し

ております。その中でも特に財政面での効果が期待できる改革項目につきましては、具体的な

数値目標を定めた「笛吹市集中改革プラン２００５」を策定し、改革の推進を図っております。 
具体的には、「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項目が対象となります。 
はじめに、定員適正化計画の実施でありますが、これは、職員定数を計画的に見直し、行政

課題に迅速かつ柔軟に対応できる人材を育成することにより、サービスを低下させずに簡素で

効率的な組織に転換する改革です。 

組織機構の見直しや指定管理者の導入、人材育成による公務能率の向上により、「笛吹市集中

改革プラン２００５」では、計画の５年間で職員８０人を削減し、平成２２年４月１日の職員

数を５６０人にする高い目標を設定いたしました。 

平成１７年度につきましては、職員数を前年度と比較して１６人減らし、人件費を５千万円

削減する目標を掲げたところ、実際には定年に満たない職員が早期退職で、計画を１１人上回

る２７人の職員が退職し、１億３千万円の職員人件費の削減につながりました。達成率は、職

員数では１７０％、人件費では２５０％となり、目標を大幅に上回る改革効果が得られており

ます。 

次に、平成１８年度につきましては、職員数を前年度より１８人減らし、人件費を平成１６年

度より１億７千万円削減する目標を掲げました。年度途中ではありますが、平成１８年度末に

１８人の職員が退職し、人件費を計画どおり削減できる予定で、達成率は、職員数、人件費と

もに１００％となる見込みであります。 

なお、平成１９年度達成率目標についても、ご質問いただいておりますが、一般的に、達成
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率の目標のことを「目標」と表現するのではないかと思いますので、既に公表しております「集

中改革プラン２００５」の平成１９年度の目標をお答えします。 
平成１９年度の目標は、職員数を前年度と比較して２０人削減し、人件費を平成１６年度と

比較して２億９千万円削減する計画であります。 
次に、市税納税率の向上についてでございます。 

これにつきましては、三位一体改革の影響等によって歳入に占める市税の割合が高まり、改

革によって得られる効果が大きいと考え、大変困難な改革ではありますが、集中改革プランに

位置付け、全庁体制で取り組むつもりでございます。 

具体的には、収税課を設置したり、市税等収納率向上対策本部を設け、滞納実態に沿った効

果的な徴収対策や適切な滞納処分を実施していくとともに、口座振替納付を推奨したり、納税

意識を高める広報・啓発活動を充実するほか、コンビニなど民間への徴収委託等、納税しやす

い環境づくりについても検討いたしております。 

これにより、計画の５年間で、滞納繰越分を含む市税納税率８２％を達成するという、ハー

ドルの高い目標を設定しました。 

平成１７年度の市税納税率は７８％で、目標の８０％を達成することはできませんでした。 

また、平成１８年度は市税納税率８１％の目標を掲げましたが、年度途中であり、今後、訪

れる納期もありますので、今年度の納税率を適切に見込むことは困難ですけれども、年末に入

り、担当課では催告書の送付、および休日・夜間を通して個別臨戸徴収を実施していて、目標

数値達成に向け努力しております。 
なお、平成１９年度達成率目標につきましては、先に答弁いたしました職員数と同様、目標

と言い換えてお答えします。平成１９年度の市税納税率の目標は８１％です。 
次に、事務事業の再編整理についてでございます。 

これは、事務事業を成果重視の考え方に基づいて見直し、市民の視点に立った質の高い行政

サービスに転換する改革です。 

具体的には、事務事業の対象・意図・成果を明確にし、これらを指標化し、客観的に判断す

ることで、事務事業の必要性、有効性、効率性、公平性を判断し、改善を図っていくものです。 

平成１８年度から事務事業評価を導入し、平成２１年度までに既存の事務事業を再編整理す

るという目標を設定いたしました。 

平成１７年度は、事務事業評価制度導入に向けて、制度について深く研究することが目標で

したが、これについては達成することができました。 

平成１８年度は、事務事業評価を導入することを目標としています。現在、職員向けの研修

を数回実施し、実際の評価に向けて評価シートを作成しているところであり、目標はほぼ達成

できる見込みであります。 

なお、平成１９年の２月か３月ころに、再度、職員研修を予定しておりますが、これにつき

ましては議員各位の参加や市民の参加も検討いたしておりますので、その際には、積極的に研

修に参加いただけますようお願い申し上げます。 
なお、平成１９年度の目標につきましては、事務事業評価を本格導入するとともに、事務事

業の再編整理の目標値を公表する予定であります。 
次に、公共施設運営の見直しについてであります。 

これは、すべての公共施設について公的関与のあり方を見直し、サービス向上やコスト削減
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が期待できる施設について、指定管理の導入や民営化を進めていくものであります。 

具体的には、公共施設の利用状況や経費の妥当性について分析し、コストを削減できる施設

や、民間活力を導入することで地域を活性化したり、市民サービスの質を向上することができ

る施設については、指定管理者に管理運営を委任していきたいと思います。 

これにより、平成２１年度までに、新たに４７施設の指定管理者制度を導入し、５年間累計

で３億８千万円の経費を節減する目標を設定いたしました。 

平成１７年度は、指定管理者制度についての研究、要綱作成、関係条例の制定、具体的な施

設の指定管理の指定に向けた議会での議決までを目標とし、これについては予定どおり達成す

ることができました。 

平成１８年度は、新たな指定管理導入予定施設２９カ所、経費削減効果４千万円の目標に対

して、２９カ所の施設で指定管理が導入されました。これにより達成率は、施設数で１００％、

人件費を含めた経費削減額で４６％となる見込みであります。 
なお、平成１９年度の目標につきましては、新たに１１施設の指定管理導入の目標に対して、

保育所１施設、社会体育施設５施設、公園２施設の合計８施設の指定管理者導入を内定してお

り、今定例会への指定管理者の指定について議案の提出を行っているところであります。 
次に、予算要求の一部についてのご質問であります。 

まず、中学生以下の子どものインフルエンザ予防接種を公費で行う考えはないか、について

でございます。 

小児等のインフルエンザ予防接種は、平成５年まで、学童等を対象として学校という場で、

集団発生を防止する目的で実施されてまいりました。 

しかし、個人の発病防止の効果はあるものの、疾病の流行防止効果が明確でなかったことや、

他の治療方法が存在することから、平成６年の予防接種法の対象疾病から削除され、学童への

予防接種は任意の接種となりました。 

平成１３年の予防接種法の改正では、インフルエンザの予防接種が、高齢者の発病や重症化

防止に有効であることが確認され、個人予防の積み重ねとして、社会全体の疾病予防につなが

ることから、高齢者については予防接種法の対象疾病に追加されました。 

この対象者は６５歳以上の者および６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼

吸器の機能などに障害を有する者としております。 

本市におきましても、予防接種法の規定に従い、高齢者への予防接種の実施については定期

の予防接種として、１０月１日から翌年１月３１日までの期間に限って、１人１回２千円の助

成を行っているところであります。 

また、予防接種法で、１種疾病となるジフテリア・百日せき・ポリオ・麻しん・風しん・日

本脳炎・破傷風について、乳幼児・児童を対象に積極的に接種を勧奨すべきものとして、接種

年齢、接種回数等が細かく定められております。 

この対象者の接種につきましては、全額公費負担で実施いたしております。 

また、予防接種は感染症の発病防止・重症化防止のため感染症対策の基本となっています。

感染症をなくすには、多数の人に予防接種を受けてもらう必要があり、感染症のない状態を続

けるには、国全体の免疫レベルを一定以上に保っていく必要があります。 

現在も国の予防接種問題検討委員会において、小児等のインフルエンザについて、調査・研

究がなされているところでありますが、国が法定化していない現状では、中学生以下のインフ
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ルエンザ予防接種費用の公費負担は困難であると考えております。 

次に、ごみ減量５３％達成と生ごみ堆肥化支援およびごみ減量化の体制についてのご質問で

ございます。 

まず、ごみ減量５３％達成に向けての取り組みですが、可燃ごみの処理コストの削減と環境

への負荷を低減するため、ごみの組成割合の高いミックスペーパー・その他プラスチックの分

別収集の徹底と拡充による減量化を、今年度より市内全地域において実施しております。 

この分別収集については、地元自治会等への説明会、および広報誌への掲載などにおいて住

民意識の啓発に取り組んでまいりました。 

次に、生ごみの堆肥化支援でございます。 

生ごみは、焼却処分をせず資源物として再利用すべく推進するために、７月から１０月にか

けてモデル地区を設定し、従来の可燃ごみの中から、生ごみの分別収集を行い、大型生ごみ処

理機による堆肥作りを行いました。これに伴い再資源化への認識を改めて確認いただきました。 
また、ボカシ製造事業として、生ごみ堆肥化用ボカシ作り団体を市内全域に、５から６人を

１団体とする約３０団体の登録をいただき、生ごみの堆肥化へ向けての拠点となるよう協力い

ただいており、これに伴う原材料の支援を行っております。 
次に、ごみ減量化の体制ですが、近隣４市においてのごみ処理施設事務組合の試算によりま

すと、１人１日当たりのごみ排出量は、甲府市６４４グラム、山梨市５２４グラム、甲州市

５２３グラム、笛吹市４１０グラムとなっており、笛吹市が最も少ない結果となっております。

これは市民一人ひとりの環境に対する意識改革の表れであり、ごみを出さない、つくらない工

夫など具体的な協力をいただいているものと考えております。 

市といたしましても、いままで以上に地球温暖化防止のための環境行政の取り組みを定める

とともに、なお一層の継続的な普及啓発に努め、住民、事業者、行政が共通の認識に立ち、可

能な限り可燃ごみの減量と分別によります再資源化に努めてまいりたいと考えております。 

なお、教育基本法改正慎重審議要請につきましては、教育長よりお答えさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

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） 
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀議員の教育基本法改正慎重審議の要請についてのご質問に、

お答えいたします。 
現行の教育基本法につきましては、改めて申すまでもなく、昭和２２年、日本国憲法と同じ

年に、真理の尊重、人格の完成を教育の目標として公布・施行され、以来６０年が経過いたし

ました。 
戦後の貧しい時代から、厳しい時代の変遷の中、国民の勤勉なる努力も相まって、世界的に

も豊かな国としての地位を占めるまでに成長してまいりました。 
しかしながら、豊かさを享受する反面、日本の社会はそれまで経験したことのない、さまざ

まな問題も抱えることになりました。 
社会の変化に伴い、それに連動するように、日本の教育も多くの問題、課題を抱える結果と

なったのはご承知のとおりです。 
社会的な閉塞感の広がり、倫理観の喪失、少子高齢化による社会の活力低下、また経済停滞
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と就職難等であります。 
それらが教育に与えた影響として、青少年の道徳心・自律心の低下、いじめ、不登校、学ぶ

意欲の低下、さらに家庭や地域の教育力の低下などが指摘され、挙げつらわれております。そ

れらを踏まえての国会における教育基本法の改正論議であり、審議であろうと考えるものです。 
 いずれにいたしましても、これからの日本の教育、ひいては日本のあり方までも決定してい

く重要な審議でありますので、教育委員会といたしましても、十分な上にも十分な関心を持っ

て、その推移を慎重に見守っていきたいと考えるものであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 再質問ありませんか。 
 渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
 まず、教育基本法の問題についてでありますが、先ほど多くの問題を抱えるようになってき

たというお話がございましたが、その点について、私が聞いているのは、その教育基本法のど

こが古くなって、どこが問題なのか。ここについては、審議をどのように受け止めていらっしゃ

るかということについて、１点お聞きしたいと思います。 
 それから、行革プランの関係ですけれども、今のところ達成している、あるいは達成見込み

というものは、結局、人を減らす点だけであります。この点については、私の理解では現場や

出先、こういうところのサービスの低下につながっているということでありますが。あと納税

率の向上について、その方針で最も足りないのは、やはり身近な行政の実現ということが、先

ほどの答弁でも入っていなかったわけですが、この点について、やはり必要と考えるか考えな

いのか、その点を納税率の向上については伺いたいと思います。 
 そして、指定管理について、私、前々から指摘していたわけですけれども、結局、机上の空

論で財政効果もほとんどない。それから過日の説明を聞いておりますと、今年度、導入する８施

設について、すべて去年の財政支出と同じということを想定しているということで、まったく

これは財政効果というものが期待できないということです。この点については、根本的に見直

す考えはないか伺います。 
そして、インフルエンザの問題について、これは引き続き、ぜひ次の冬に向けて検討してい

ただきたいというお願いでございます。 
そして、ごみ問題についてですけれども、１つ答弁が抜けていると思うわけですけれども。

この建設費およびその後の経費について、ごみを減量化する、その推進力としていくためにも、

排出量割を基本とすべきだという考え方についていかがかということを、改めて質問させてい

ただきます。 
 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
 答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
再質問の納税率の向上についてでありますが、身近な行政でないということについて触れて

いなかったと、こういうご指摘でありますけれども、渡辺議員のおっしゃる身近な行政という
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のは、ちょっと私に理解できないわけであります。 
私は、市民第一主義に立って、市民と共に栄える市づくりに向かって今、前進をしているわ

けであります。したがいまして、そのへんの意味が、いろいろな意味が取れると思いますけれ

ども、私は市民にできるだけ近付いて行政を行うと、今、職員ともども努力しているところで

あります。 
 次に、指定管理者の根本的な見直しの考えはないかでございますけれども、指定管理者、確

かに数字的には目標数値まではいっておりませんけれども、一つひとつの施設を民間に移すこ

とによって、いわゆる官から民へという流れの中で、できるだけ小さな市役所・大きなサービ

スというような点に向かって進んでいきたいと、こんなふうに思っております。 
 次に、ごみの問題でございますけれども、ごみの排出につきましては、今回の議会の中でも

ご検討をいただくようになっておりますけれども、建設費につきましても、均等割が１０％、

それから人口割が９０％。また管理運営につきましては、均等割が１０％、人口割を３０％、

そして処理量の割合が６０％と、こういう割合でする方向で今、提案をさせていただいており

ます。 
 以上であります。 

○議長（中村善次君） 
 教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
 教育委員会といたしまして、いろいろな問題が発生していることは事実でございますけれど

も、それらについて、今この場で特にこの教育基本法の改正問題と結び付けてお答えすること

は、ちょっと差し控えさせていただきたいと思っています。 
 以上です。 

○議長（中村善次君） 
 再々質問ございますか。 
 渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
時間も後のことを考えますと、切り上げなければならないということですが、一つ教育委員

会のことについてあえて、提案理由である、いろいろな問題が起こっているから教育基本法を

変えなければならないんだと、この理屈を肯定する立場で教育長さんが話をされたものですか

ら、それではどこが悪いんですかと聞いたわけですが。 
引き続き、この点についても答弁は必要ございませんので、考えていただきたいと思います。 
それから、それ以外の点でも見解の相違というような、あるいは認識できないというような

ことでありましたが、ちまたでの意見というものは、やはり身近な行政という、笛吹市になっ

て非常に行政が遠くなったという市民の声を私どもは、よく聞いております。この点について

も、事実を持って今後また改善を求めてまいりたいと思います。 
そして、ごみ処理の問題についてですけれども、排出量割ということを基本にするように、

引き続き求めていきたいと思いますが。 
もう１点、御坂八千蔵地域はどのように対応するかという、一応合意ができたから、この事

務組合の規約についても、今回提案できることになったというお話を伺っているわけですが、

その点について、市民に分かりやすいように、明確に、どういう扱いになったのか、お答え願
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いたいと思います。 
以上でございます。 
よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 後ほど、まだ質問があるようでございますけれども、関連で質問が出ましたものですから、

お答えをさせていただきたいと思います。 
 協定書の主な内容といたしましては、これは八千蔵・高家地区を境川町のほうに場所を変更

するときにお約束をいたしました。政治的・同義的責任の中で、そのときについては対応させ

ていただきますと、こういう実はお話をさせていただきました。それに基づきまして、今回、

なぜ協定書を結ばなければ、私が４市の一部事務組合の設立に待ったをかけたかと申しますの

は、やはりきちっとしたそれぞれの協定がなければ、この問題について、あいまいになる可能

性があっては困るということで行いました。 
 内容を若干説明申し上げますと、笛吹市御坂町八千蔵および八代町高家地区における建設候

補地である、５．５ヘクタールの用地を取得するものとし、新たに、ごみ処理場建設と並行し

て、この事業を推進するというふうにしております。なお、ここにどういうことをするかとい

うことにつきましては、４市でこれに対する検討委員会を立ち上げまして、なおかつ地元の人

たちからもご意見をちょうだいしながら、進めていくことにさせていただいております。 
 以上であります。 

○議長（中村善次君） 
 以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。 
 続いて、笛政クラブの代表質問を行います。 
 寶修君。 

○７番議員（寶修君） 
 私は、笛政クラブを代表しまして、今定例市議会に提出されました案件、ならびに市政全般

について質問をいたします。 
 私ども笛政クラブは、市内７町に生活する７万２千余の全市民が健康で、しかも夢の持てる

市づくりにまい進する荻野市政の歯車の機軸として、その施策の推進に変わらぬ努力を傾注し

てまいる所存であります。 
 いじめを苦にしたと見られる子どもの自殺が相次ぎ、いじめにかかわる問題が連日のように

報道されております。いじめが社会問題化し、報道されるようになったのはいつごろからだっ

たでしょうか。いじめはなくなるどころか、巧妙化・陰湿化し、日常的に繰り返されるように

なってまいりました。子どもたちは、一体どうなってしまうのでしょうか。 
 思春期の子どもたちは、とても不安定な精神状態にあり、さまざまないら立ちや不安を抱え

ております。それが、いじめという形で自分より弱い者に向かっているように思います。その

いら立ちや不安を大人たちはどう受け止め、和らげてあげることができるのか、真剣に考える

ときがきているのではないでしょうか。 
 格差社会ということがいわれ、社会が勝ち組・負け組の二極化していく中で、弱者に対する

思いやりの心が失われつつあります。多くの大人は仕事に追われ、心のゆとりを失い、子ども
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たちに対する優しさを忘れかけているのではないでしょうか。学校でのいじめが社会問題化す

る中、江戸時代、会津藩士の子どもたちがたたき込まれた武士の心得である、１０の掟が教育

関係者の注目を集めているそうです。 
現代の人間が忘れかけている、人間が人間として生きていく上での批判を大切にしなければ

ならないという、意識の表れだと思います。今、人間としてどうあるべきか、社会としてその

姿を明らかにし共通意識する必要があると思います。１０の掟の５番目に「弱い者をいじめて

はなりませぬ」という言葉があります。弱い者に対する優しさをわれわれ大人が取り戻し、そ

れぞれの役割を自覚し、子どもたちを健やかに育てていきたいと考えております。 
 荻野市長を先頭に役所職員の皆さんには、そのために環境づくりをしていただくことをご期

待申し上げ、以下、質問に入らせていただきます。 
 まず、はじめに、本市の総合計画策定状況についてお伺いをいたします。 
平成１６年１０月に誕生した笛吹市は、この８月に芦川村と合併し、すべての市民が豊かで

健やかに生き生きと生活できる躍動するふれあい文化都市を目指して、着実な歩みを進めてお

ります。この新笛吹市建設計画に掲げられた将来像を現実のものとするため、本市においては

第１次笛吹市総合計画策定に向けて取り組んでおります。市町村が策定する総合計画は、地方

自治法により、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めることとされ、また、これを

定めるにあたっては、市町村議会の議決を得なければならないとされるところからも、非常に

重みのある計画であることが分かります。市政運営の基本指針となる計画の策定ですから、そ

の作業、手続きは膨大なものになると思います。 
そこで、まず策定に向けたスケジュール、および現在の進捗状況をお伺いいたします。 
 また、三位一体の改革により、国庫補助・負担金の改革や地方交付税の見直しが行われてき

たため、市の財政状況は非常に厳しい状況にあります。この中で市民の行政ニーズを的確にと

らえ、効率的に計画に反映させるため、市民と意見を交わす努力はいくらしても、これで十分

ということではないと思います。どのような手法で市民と意見交換をしていくのかをお伺いい

たします。 
 次に、少子化対策の推進についてお伺いをいたします。 
本年６月に厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、１人の女性が生涯に産む平均

の子ども数に相当する合計特殊出生率は全国で１．２５と、５年連続で最低の数値を更新し、

本県でも１．３１と過去最低の数値となってまいりました。１年間に生まれてくる子どもの数

は、１９７０年代前半にはおよそ２００万人でした。最近では１１０万人程度に減少しており

ます。出生数から死亡数を引いた自然増加数は、調査を開始した明治３２年以来、初めてマイ

ナスとなり、わが国は人口減少時代に突入したともいわれております。 
結婚や出産、就業についての意識の変化が、少子化の要因や背景として考えられていますが、

いずれにせよ少子化に歯止めをかけなければ、社会の活力は失われてしまうと大きな危機感を

抱かずにはいられません。 
国・都道府県・市町村とあらゆる行政機関を挙げて少子化対策に取り組んでおり、それぞれ

の知恵が試されるところでございます。しかし、現状を見る限り、功を奏しているとはいえな

いように思います。 
本市においては、少子化対策として、どのような独自事業を実施しているのかお伺いをいた

します。また、その評価と今後の取り組みについて併せてお伺いをいたします。 



 ５７

 次に、少人数教育の推進についてお伺いいたします。 
子どもたちが持つ限りない可能性を大きく花開かせるためには、家庭において家庭が深い愛

情を持ってはぐくんでいくことが欠かせないことは、いうまでもありませんが、学校において

は一人ひとりの個性や能力に応じた、きめ細やかな指導を行っていくことが大切であると考え

ています。そのためには、教員が子どもたちの実態把握をしやすくなる少人数教育は、有効な

手立ての１つであると考えます 
県においては、平成１６年度から「かがやき３０プラン」が実施され、現在では小学校１・

２年生に３０人学級編成、またチーム・ティーチングなどの少人数指導を行う新アクティブク

ラスが導入されています。 
本市では、少人数教育がどのように実施されているのか。また、今後どのように推進してい

くのかをお伺いいたします。 
 また、確かな学力の育成、個性や創造性を生かした教育を図るために、市単独で教員を配置

していますが、その配置状況についてお伺いいたします。 
 次に、石和・春日居温泉郷の活性化についてお伺いをいたします。 
 昭和３６年、石和のブドウ畑から湧出した温泉は付近の川に流れ出し、青空温泉として有名

になりました。温泉の発掘申請が相次いだことから、県においては温泉の乱掘防止を目的に、

昭和３７年、温泉開発条例を制定し、一括して源泉開発を進めてきました。昭和３８年から県

による給湯が開始されて以来、県による温泉の管理が行われてきました。県による温泉事業は

温泉の安定供給と資源保護に大きな役割を果たしてきたことは、大いに評価するところでござ

いますが、地元の意見が十分に反映されてきたのかということについては、若干、疑問もあろ

うかと思います。 
 現在、温泉事業を経営している県企業局においては、本市への事業移管が検討されていると

聞いております。温泉事業を本市の企業部門とすることは、地域の実情に即応した温泉事業と

して、経営管理が可能となることから、本市にとっても価値のあることだと思います。 
 そして、そのことは石和・春日居温泉郷も今後の発展に大きく寄与するものと考えますが、

財政的な面が大きな課題となります。県の温泉供給の移設が終了することを考えながら、温泉

事業を本市に移管することも検討を始める必要があると考えますが、荻野市長のご所見をお伺

いいたします。 
 次に、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」の放映の効果と、それを生かした誘致策についてお伺

いいたします。 
 平成１９年、ＮＨＫ大河ドラマに「風林火山」が放映され、昭和６３年に放映された「武田

信玄公」以来、１９年ぶりに山梨県が主要舞台となります。当時は信玄公ブームによって、県

内に多くの観光客が訪れました。この放映は全国の皆さまに山梨県の魅力や歴史・文化などを

広くアピールでき、県内最大の宿泊拠点である笛吹市石和温泉に誘致するかが重要だと思いま

す。受け入れ態勢の中での誘客メニューの整備、宣伝活動、イベント等で市として、どのよう

な取り組みを行っていくのかをお伺いいたします。 
 次に、入札制度の改革についてお伺いをいたします。 
地方自治体における公共事業の発注に絡む談合事件が連日のように報道され、納税者の１人

として心から怒りを覚えています。福島県、和歌山県、宮崎県と続いている官製談合にいたっ

ては怒りを通り越し、あきれ果て、開いた口がふさがらないと思います。 
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国と地方自治体は足並みをそろえ、より公平・公正な入札制度を目指して、電子入札の導入

や一般競争入札の拡大など、入札制度の改革を進めてきましたが、昨今の状況を見ると残念で

なりません。 
 そのような中、本市においては入札制度改革の一環として、事後審査型条件付入札が導入さ

れました。誠に時勢を得たものと評価するところでありますが、市の入札制度において、幾つ

かお伺いいたします。 
 市の入札制度は、工事また本市が備品等を購入するすべてのセクションに導入されるとのこ

とでありますが、例えば工事金額が少額の工事であれば、どの企業も参入でき、市職員の事務

量が増えるのではないでしょうか。今後の職員の削減を考えると本当に大丈夫なのか。また、

土地勘のない企業が工事することにより、住民との合意形成がスムーズに運ばれるのか。本市

の企業が入札制度の競争に勝ち抜けるのか、多くの不安が予想されます。 
 そこで、本市が導入した新しい入札制度である、事後審査型条件付入札の仕組みと、導入の

メリット・デメリットについて具体的にご説明ください。 
 次に、市民ミーティングの開催状況についてお伺いをいたします。 
国のさまざまな施策に対する国民の皆さまの理解を深め、また、国民の皆さまが政策形成に

参加する機運を盛り上げることを目的に開催されてきた、タウンミーティングについて、やら

せ質問や公務員の動員などの問題があったことが報道されています。タウンミーティングの趣

旨を台無しにするものであり、本当に残念でなりません。 
本市においても、荻野市長が各地域に出向いて、地域住民と直接意見交換をする市民ミー

ティングが開催されています。市政全般にわたる運営についての市長の考え方を伝えるととも

に、住民の皆さんの生の声を聞く機会として、とても有意義なものであると思います。 
しかし、その運営方法を間違えると、形式だけの意味のないイベントになってしまう可能性

があります。その目的が達成できるような適切な運営が求められています。 
そこで、市民ミーティングのコンセプトと参加者の募集についてお伺いをいたします。 
 また、これまでの開催状況とその成果、寄せられた地域住民の意見を市政運営にどのように

取り組んでくのか、併せてお伺いをいたします。 
 以上をもちまして、私の質問を終わります。 
 ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
 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、寶修議員の代表質問にお答えいたします。 
はじめに、総合計画の策定についてのご質問です。 
現在、市のまちづくりの指針である「新笛吹市基本計画」は、新市の建設を総合的かつ効果

的に推進することを目的として、市内の速やかな一体化の推進と住民福祉の向上を図り、地域

の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものであるとともに、合併に伴う財政支援を受

けるための重要な計画であります。 
そのため、総合計画につきましては、新笛吹市基本計画を包含し、新たな市民ニーズを取り

入れることを基本的な考え方として、計画策定を進めております。 
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具体的な作業といたしましては、これまでに人口や産業、土地利用等市の現状把握のための

基礎資料を収集・分析を行うと同時に、将来フレームの検討を行っているところであります。 
また、市民ワークショップや市民アンケート調査、笛吹市出身者へのアンケート調査、子ど

も議会、女性議会、各種団体インタビュー等の調査を行い、多くの市民の皆さんのご協力を得

る中で、計画策定のための基礎的な資料を収集しているところであります。 
これら得られたご意見や提案などを貴重な資料として、市役所内で全庁的にその情報の共有

化を図るとともに、全職員が認識を新たにして、計画策定に携わってまいりたいと考えており

ます。 
今後は、１月から２月にかけて関係各課のヒアリングなどを実施し、庁内の計画策定組織で

あります総合計画策定本部にて、計画の原案づくりに向けて検討を重ねてまいりたいと考えて

おります。 
来年度には、庁内で検討いたしました基本構想を４月から８月期に、また基本計画案につき

ましては５月から１０月にかけて、笛吹市総合計画審議会等の場においてご審議をいただく中、

成案化を図ってまいりたいと考えておりまず。基本構想につきましては１２月議会に上程でき

ればと、努力をいたしたいと思います。 
次に、市民参加の方法についてでありますが、幅広い市民の皆さんのご意見や提案を反映さ

せるため、さまざまな手法を取り入れております。 
基礎調査段階におきましては、市民ワークショップや市民アンケート調査、子ども議会およ

び各種団体へのインタビュー調査などを行っております。 
市民ワークショップにつきましては、１１月から来年３月にかけまして３０名余りの市民の

皆さんにご参加をいただく中、市の将来像である｢躍動するふれあい文化都市｣実現のため、今

後、重点的に取り組むべきプロジェクトについて、５年または１０年という中･長期的視点か

ら、ご検討をいただいているところであります。 
次に、市民アンケート調査につきましては、市内に在住する１８歳以上の方２，５００人を

対象に実施したところ、回答が１，３３５通、回収率５３．４%という高いご回答をいただき、
市民の皆さんの市政に対する関心の高さを、改めて感じたところであります。 
続きまして、子ども議会に関しましては、次代を担う子どもたちに市の良いところ、悪いと

ころを話し合っていただき、そこから浮かび上がるこれからのまちづくりの方策について、新

笛吹市基本計画の基本理念ごとにご提案をいただいたところであります。 
また、各種団体へのインタビュー調査につきましては、市に関連する産業関連団体や住民団

体など２１団体の代表者から、関連分野での現状の課題や今後の団体の活動計画および総合計

画に反映させてほしい事柄についてお伺いいたしました。 
さらに、笛吹市女性団体連絡協議会の皆さんが、１月３０日に開催を予定しております女性

議会におきましても、女性の視点から市政へのご提案をいただけるものと考えており、これま

であらゆる場面でご協力いただいた市民の皆さんのご意見やご提案を合わせ、貴重な資料とし

て今後の策定作業を進めてまいりたいと考えております。 
次に、計画の取りまとめ段階では、市民ミーティングやパブリックコメントなどにより、計

画案に対する幅広い市民の皆さんのご意見をお伺いすると同時に、冒頭申し上げましたとおり

新笛吹市基本計画を包含する計画となりますので、各地域審議会にもお諮りしながら進めてま

いりたいと考えております。 
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また、総合計画審議会につきましても、市民の視点による計画策定という点に重点を置き、

条例では委員数を３０名以内と規定されておりますが、そのうち５名の公募委員、３名の市民

ワークショップ代表者に参画いただき、旧来の審議会の形態にはない構成となっております。 
今後も市民の皆さんの参画をいただきながら、市の将来像であります｢躍動するふれあい文

化都市｣を実現するため、総合計画策定にまい進してまいりたいと考えております。 
次に、少子化対策の推進についてにお答えをいたします。 
少子化の進行が社会問題化しており、少子化対策・子育て環境の充実は行政の重要な課題で

あると考えております。 
核家族化が進み、夫婦共働き家庭が一般化する中で、次世代を担う子どもたちが楽しく伸び

伸びと成長していけるように、また若い人たちが結婚して、安心して子どもを産み育てられる

よう、行政・地域・家庭が連携を取りながら、子育てを社会全体で支えていく必要性があるの

ではないかと考えております。 
市では、少子化の流れを変えるため、子育て支援環境の整備充実を図り、次世代を担う子ど

もたちが、すくすく元気に育つよう、平成１７年３月に国の基本的指針を受け、「笛吹市次世

代育成支援行動計画」を策定し、少子化対策・子育て支援に取り組んでいるところでございま

す。 
少子化対策の主な実施状況については、子育て支援環境の整備充実を図るために、放課後児

童健全育成事業、いわゆる学童保育室を市内１０カ所に設置し、放課後留守家庭の低学年児童

をお預かりしております。 
児童館につきましては、既に市内５カ所に設置済みであり、１９年度中には御坂地区に学童

保育および子育て支援センターを併設した児童センターを建設していく予定であります。 
なお、未設置の地域への設置も計画を進めており、児童の健全育成および活動と交流拠点づ

くりに努めてまいります。 
また、保育所においては、保護者のニーズに対応し、延長保育や一時保育、乳児、障害児の

受け入れなどサービスの向上と拡充を図っております。 
また、子育て中の親子が気軽に集える、交流、情報提供、相談等ができる「つどいの広場」

を昨年度、旧石和保健所を活用した「笛吹市ふれあいの家」に開設し、地域子育て支援センター

についても、去る１０月に一宮福祉センター内に「きっずいちのみや」を開所したところであ

ります。 
次に、子育て家庭の経済的負担軽減対策については、乳幼児医療費の完全無料化、国の制度

による児童手当の受給対象者の拡充を図っており、本年１０月からは、県の新規事業でありま

す子育て応援カード事業などが実施されております。 
次に、「今後の課題と取り組みについて」であります。 
次世代育成支援行動計画で特定事業に位置付けられております、ファミリーサポート事業の

本格実施、一時保育事業の公立保育所への事業拡大、病後時保育の実施等を１９年度から新た

に開始する予定であります。 
また、子育て支援センターにつきましては、平成２１年度までに市内に４カ所の設置を目指

しております。 
なお、放課後の低学年児童のみならず、１年生から６年生まで全ての子どもを対象として、

文部科学省所管の「放課後こども教室事業」と厚生労働省所管の「放課後児童健全育成事業」
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を一体的、あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」につきましても、学校施設等を

利用し、安全・安心な子どもの活動拠点を確保していく、児童の総合的な放課後対策として検

討を進めてまいりたいと思います。 
子育ての基本は家庭であることを踏まえながら、今後とも厳しい財政状況ではありますが、

次世代育成支援行動計画に基づき、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。 
続きまして、石和温泉郷活性化についてのご質問の中の、石和温泉の源泉状況についてのご

質問にお答えをいたします。 
県営石和温泉は、温泉の保護と温泉地振興の両面から６本の源泉を確保し、平成１７年度は

給湯契約数５５５口に対し９８万５１立方メートルの給湯を行っております。給湯先はホテ

ル・旅館、保養所、別荘、個人宅などですが、湯温・湯量の低下が見られたため、最近では平

成１４年に新規の６号源泉が掘削されました。県営温泉は現在、循環方式で運営されておりま

す。さらに、石和地区と春日居地区の源泉保有者による懇談会も定期的に開催され、源泉の保

護と有効活用を目的とした会議も開催されております。先の県による６号源泉掘削の際には、

掘削による周辺源泉への影響調査が、温泉の専門機関により平成１４年から１７年にかけて行

われました。この結果、他の源泉に影響はないとの結論が出ております。 
次に、県営温泉事業の市への移管はについてのご質問でございます。 
県では、石和温泉の今後のあり方について、山梨県企業局中長期計画の中で温泉事業は受益

者が特定地域に限られていることから、送配湯管の布設工事が完了する平成２２年度を目途に、

地元の市等へ事業移管を検討することとしております。 
しかしながら、移管するとしても県営温泉利用者の意見も十分聞き、また市の春日居温泉事

業との条件調整も必要と考えており、事務レベルでは旧春日居町時代から引き継いで、県と互

いの基礎的資料を提示し合いながら、情報交換を行っていきたいと考えております。 
次に、ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」放映の効果を生かした誘客策はについてでございます。 
「風林火山」放映については、皆さまご承知のとおり、来年１月７日（日曜日）に第１話が

スタートとなります。１２月までには全４９話での放映と決定されております。 
その間、放映中はもちろんのこと、事前の効果的な宣伝誘客活動を進める必要があり、県の

大型キャンペーン推進協議会が主催、計画する「風林火山」に向けてのキャンペーン活動に積

極的に参加し、笛吹市への誘客宣伝を首都圏を中心にＰＲ活動を進めてまいりました。 
今後に向けても、さらなる宣伝・誘客活動を実施し、シャトルバスの運行、海外誘客キャラ

バン隊派遣、スポーツ大会等の積極的な誘致を行い、受け入れ対策につきましても、県、市観

光連盟、旅館組合とコミュニケーションをとりながら市民行政一体となり、この放映を機に笛

吹市の情報発信を行っていくと同時に、今議会において１千万円の補正を計上させていただき

（仮称）足湯公園事業用地として取得しました、石和温泉管理事務所北側約５千平方メートル

の土地を当面利用し、「笛吹市観光活性化企画」において整備を進め、さらなる誘客に努めて

いきたいと考えております。 
次に、入札制度の改革についてであります。 
現在、導入されている入札制度につきましては、「笛吹市建設工事等入札制度合理化対策要

綱」に基づき、公正自由な競争を図るとともに、業者の信用、技術および施工能力等勘案する

必要があるため、入札方法は原則として指名競争入札といたしております。 
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 入札に参加するためには、一定の基準に基づきその資格審査を受ける必要があります。適格

者と認められたものについては、有資格者名簿に登載しております。 
 工事等については、等級を設けて格付けし、各等級に対応した附請負額の範囲内で指名選定

を行います。 
 入札に参加させようとする者を選定するためには、その都度、「笛吹市建設工事等指名業者

選考会議」に諮ることになります。また、指名しようとするときは、指名基準を併せて考慮し

て選定を行います。 
 一方、事後審査型条件付一般競争入札は、入札参加資格要件を満たすものであれば、誰でも

入札に参加することができるものであり、より一層の透明性、公平性、公正性、競争性など図

るものです。入札参加者の手続きなどの負担を軽減し、意欲ある方が幅広く入札に参加できる

条件を確保することによって、より安価で良質な工事などを実現するように、入札に関する事

務の効率化を図ることを目的としております。 
 入札参加資格要件としましては、笛吹市有資格者名簿に登録されているもので、入札案件ご

とに定める参加要件をいずれも満たしていれば入札に参加できます。 
 指名競争入札との違いは、入札をして、その場で落札者が決まるものではなく、予定価格の

制限の範囲内で最も低い価格で入札した方から順に「落札候補者」として、後日審査をし、適

確であれば落札者として決定をする方法です。 
この方法ですと、市のホームページや本庁・支所等の掲示板を確かめて、希望する入札案件

があれば、ＦＡＸで「申出書」を提出していただき、入札日に定められた提出書類と入札書を

持参して入札するというものであります。 
現在「事後審査型条件付一般競争入札」の試行をしておりますが、１９年度からは特殊なも

のを除いて、全てこの入札方式で実施していきたいと考えております。 
次に、市民ミーティングの開催状況についてお答えをいたします。 
地方分権化による地方自治体の代表的な変革として、住民との協働型行政「パートナーシッ

プ型行政」の到来があり、「情報公開」「行政評価」など住民に視点を置いた施策の導入を進め

ております。 
自治体マネジメントの中で、複雑･多様化する住民ニーズに基づいて、すべての事業を実施

することは不可能であり、必然的に優先する事業を選択し、集中的に取り組まねばなりません。 
ついては、その過程を明らかにしながら多くの住民との対話の機会を設け、住民への説明責

任を果たすために、情報公開と住民参画の推進が求められております。 
これらを背景として今日、広聴･広報、特に広聴活動の重要性が叫ばれております。これは、

住民のニーズに即した施策の実施、情報の提供、施策の評価、見直しなどを意図しており、同

時に行政主導のまちづくりから協働のまちづくり、あるいは住民主体のまちづくりへの転換を

意味しております。 
笛吹市におきましては、これらを踏まえ「市民ミーティング」を開催し、市民と直接市政に

ついて意見交換を行い、現状の課題や理想のまちづくりについて情報を共有することで、市民

に開かれた行政の実現と、市民と行政による協働のまちづくりを推進することを目的としてお

ります。 
次に、開催状況と成果についてであります。 
本年６月から実施し、これまで６回開催しております。各地域の区長会、土木委員などの行
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政関連団体とのミーティングが主なものとなっており、合計で約１４０名の方に参加をいただ

きました。 
内容につきましては、市政の現況報告を行った後、テーマに沿って参加者との意見交換を

行っております。 
参加者からは、これからのまちづくりや地域の課題などについて、さまざまな意見や要望を

いただいております。 
いただいた意見、要望をはじめ、市民ミーティングの内容につきましては、職員に周知し、

共通の認識として、課題解決への取り組みや市政への反映についての検討を行っております。 
主な内容を申しますと、土地利用や産業振興、基幹道路の整備など、今後のまちづくり施策

として総合計画策定の中での方向付けが必要なもの、また、下水道や身近な道路・河川の整備、

ごみ処理対策、有害鳥獣対策など、生活環境に関連するものなどであり、可能なものにつきま

しては、すでに関係部署で対応をいたしております。 
今後は、さらに一般市民団体・グループなども含めた中で、開催について公募を行い、積極

的に開催してまいりたいと考えております。 
なお、少人数教育の推進につきましては、教育長より答弁させていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 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） 
笛政クラブ、寶修議員の少人数教育の推進についてのご質問にお答えいたします。 
はじめに、少人数教育の実施状況はについてですが、現在、笛吹市では県の教育施策「かが

やき３０プラン」のご指導のもと、すべての小学校において、１・２年生の３０人学級教育を

実施しております。 
このプランは、県が明日の山梨を担う子どもたちの育成は、山梨躍進の原動力であるとの思

いから、平成１６年を初年度として始められたものであり、義務教育の入門期である小学校

１・２年生を対象に、学習と集団生活の基本的な習慣を一体的に身に付け、学習・生活の両面

にわたる「きめ細やかな指導」を可能とするため、３０人学級編成が導入されたものでありま

す。 
ただいま申し上げましたとおり、現在、少人数学級は１・２のみが対象でありますが、笛吹

市におきましては、少人数教育のメリットを十分に勘案する中で、市担講師を活用しての少人

数学級に代わる、少人数教育を展開しております。 
これにつきましては、学科別あるいは中学校などでは習熟度別に、同じ学級を分けて授業を

行うものであります。 
小学校では主に国語、算数、理科を中心に、中学校においては数学、英語が中心となってお

りますが、最終的には校長の裁量にお任せしてあります。 
なお、少人数教育を実施する上で、教室の余裕がない学校においては、同じ教室で複数の教

員が授業を行う、チーム・ティーチング等の方法も講じておりますので、併せてご報告させて

いただきます。 
次に、「市担講師の配置状況は」についてですが、１８年度における市担講師および介助職

員は、芦川小学校を加えた１９校に３７名を配置しております。内訳は、小学校に講師２４名、
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介助５名、中学校に講師８名であります。 
また、外国語助手６名も市担で配置してあり、１億２千万円がそれらに対する費用として、

学校教育予算に計上してあります。 
市担講師の配置理由・目的につきましては、最終的には市内全児童、生徒に先ほど申し上げ

ました「きめ細やかな授業」を受けさせることであります。 
学校現場からは、配置した結果として担任の精神的な負担が軽減された。あるいは生徒に関

する教員相互の信頼が深まった。さらに組織的な指導体制を維持する上からも、大変助かって

いる等の報告が、感謝の声とともに教育委員会の配置評価調査の中でなされております。 
教育委員会といたしましては、引き続き１９年度に向けましても、これまでの市担講師配置

の効果を検証する中で、適切に予算化するとともに、市内児童生徒６，６００名の学力の底上

げを目指して、指導を行っていく所存であります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 再質問ありませんか。 
 寶修君。 

○７番議員（寶修君） 
 丁寧なご答弁ありがとうございます。 
 まず、何点か質問をさせていただきたいと思っております。 
 まず、総合計画の策定状況について、お伺いいたします。 
 今後の自治体運営には、やる気のある市民をいかに行政に取り込んでいくかが、重要な意味

を持つこととなると思っております。市民の１人として、夕張市の反省から行政運営を行政に

任せきりではなく、計画段階から実施・予算執行までかかわっていく必要があるのではないか

と思っております。全体的な財政の裏付けの中で誰がどんな事業、いつまでにどのように実施

するかを十分論議していただくことが大切だと考えております。 
国においても、頑張る地方応援プログラムが創設されたそうでございます。 
市としても、十分に活用していただきたいと思いますけれども、どのような活用方法になる

のかを、ちょっとお聞きしたいと思っております。 
 ２問目として、少子化対策の推進についてということでありますけれども、少子化について

は、全国的な問題の１つであり、すぐに解決できる問題ではないということは分かっておるわ

けですけれども、市としても重要課題の１つとして掲げ、取り組んでいただきたいと思ってお

ります。 
 その中には、笛吹市独自の少子化対策というものも、何か考えていただきたいと思っておる

わけですけれども。国・県の方針だけでなくして、笛吹市独自の、ほかの市でも成功している

県もございますので、ぜひとも笛吹市でも何か独自のそういった事業の展開をしていただきた

いと思っています。 
 それから、２番目として、来年度から新たに実施されるファミリーサポートセンター事業、

病後児保育事業および一時保育事業というものは、具体的などのような内容なのか、もう一度

ちょっとお尋ねしたいと思います。 
 ３番目といたしまして、少人数教育の推進ということについてですけれども、きめ細やかな

指導を目的に「かがやき３０プラン」の導入がされたわけですけれども、少人数教育のメリッ
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トを十分に生かしてもらいたいと考えているわけです。そして、中学校において、市単独に教

員を配置しているわけですけれども、講師８人というふうに配置しているわけですけれども、

市の中学校において、ほかの中学校、石和・御坂とかほかに４つくらいあると思いますけれど

も、どこにどういうふうな形で何人配置しているのかを質問いたします。 
 ４番目の石和温泉郷の活性化についてということでお尋ねをいたしますけれども、石和温泉

の源泉の状況についてはお答えをいただきました。県営温泉事業についてでありますけれども、

施設はもう既に昭和３０年代から稼動しております。仮に市に移管されたとしたら、施設の老

朽化が考えられるわけですけれども、また、温泉管の老朽化もしているのではないかと。その

温泉管の布設替えも必要になってくるのではというようなことで、多額の維持管理費用が必要

とされるわけであります。これらの施設が現在どのようになっているのか、また、施設の更新

はどのようにされていくのかを、再度お尋ねしたいということでございます。 
 次に、ＮＨＫの大河ドラマ「風林火山」の放映の効果を生かした誘客策について、再質問を

いたしたいと思います。 
 事前に効果的に宣伝事業、誘客活動を進めていくこととありますけれども、県において「富

士の国・やまなし」という雑誌が出されておるわけです。その中に石和温泉、春日居温泉郷、

あるいは河口湖等まで何も記載されていない。その中で県内最大の宿泊施設を持つ笛吹市の石

和温泉、春日居郷は県の大型キャンペーン推進協議会の計画するキャンペーン活動に参画し、

ＰＲ活動を進めてきているわけですけれども、市として県に対して強く働き掛けていただきま

して、パンフレットに掲載していただけるよう、要望していただきたいと思っております。 
６月議会にも、海野議員が大河ドラマ「風林火山」のことについて代表質問をいたしました

けれども、その中にも誘客策とかキャンペーンとか、ＰＲの方法についてというふうなことに

ついてご質問をしたわけですけれども、いまだ先が見えてこないような状態、先ほど答弁をい

ただいたわけですけれども、なかなか見えてこないような状況にあるということで、なるべく

早く手立てを打っていただきたいなというふうに、何か考えを出していただきたいなと思って

おるわけです。 
「風林火山」放映をはさんで２、３年の時期は、かなりの来客が見受けられると思っており

ますので、ぜひとも早くそういった策を練っていただきたいと思っております。 
次に、入札制度の改革ということで再質問をしたいと思っていますけれども、今年度、導入

にあたって試験的に実施されるわけですけれども、具体的にどのような案件なのか、ちょっと

お聞きしたいということ。そして、来年度以降、全体の何パーセントが実施されるのかという

ことであります。それと同時に、地域業者の育成になっているのか、価格の適正さと両方達成

できるのかということについて伺いたいと思っております。 
入札問題につきましては、各企業・業者の方々から、かなり批判的な意見も聞かれているわ

けですけれども、ぜひともそういった面からも、地域の業者ならびに企業の方々の育成に力を

入れていただきたいと思っております。 
 市民ミーティングについて、再質問をいたしたいと思っております。 
現在、政府の主催のタウンミーティングに際しましては、およそ国民との対話を目的とした

施策とは思えない、やらせの方法と経費の使われ方に対して、批判が集まっているわけです。

先日も国会のテレビ中継を見ておりましたら、いろいろな形で質問をしておりました。 
本市が実施している市民ミーティングは、市が取り組んでいる施策を参加者に市長が直接伝
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え、参加者が考えていることを市長に直接、進言できる素晴らしい制度だと思っておりますけ

れども、笛吹市においては、それが適切に実施されているのかをお伺いしたいと思っています。 
 以上、何点か質問をいたしましたけれども、お願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 総合計画ならびに少子化対策、ファミリーサポート事業、学校教育に関しましては、それぞ

れ担当がお答えをさせていただきます。 
 温泉の活性化でありますけれども、温泉の活性化につきましては、もう４年前から取り組ん

でおりまして、特に当時のテーマとしましては、「温泉」「グルメ」「花」「ウォーク」と、この

４つのキーワードをベースにしてやりましょうということで、国土創発等の国より支援もいた

だきながら、基本的な資料調査が済みまして、それに基づいて今、温泉の活性化を図ろうとし

ております。 
 ただし、今、どこが一番壁になっているかと、私なりの感じでありますけれども、従来の石

和温泉といいますのは、どちらかと言いますと、歓楽型的な、あるいは団体を中心にした、そ

ういう形の温泉地だったわけです。なおかつ集客するのに団体型というと、これはもう大手の

エージェント、こういうところを中心とした誘客活動が主なものだったわけです。 
 ところが、現実は今、お客さまのニーズというものは大きく変わっているわけです。その変

わっているものに、やはり時流に適応した商売をしていただかなければ、なかなかそのことが

前に進まないというのが、私は今、寶議員にはいろいろな角度でご質問をいただきましたけれ

ども、このことをやっぱり観光関係に携わる方と一緒にやっていきたいというふうに思います。 
 いわゆる、いままでのものと大きく変わった形でやろうとするわけでありますから。特に団

体客というのは、１台バスがどんと着けば、４０人からのお客さんが来るわけでありますけれ

ども、実際には２人とか３人、あるいはファミリー、多くても１０人程度の人たちが、本当に

細かいお客さんを拾いながらやっていくというのが、大変、恐らく業者にとりましては、なか

なか苦しい状況ではないかなと、こんなふうに察するわけです。 
しかし、今、石和温泉の流れを見ましても、いくつかの業者はそれを的確に判断して、そし

て前へ進み始めております。ぜひとも、そのへんのご理解をいただきたいと思います。 
そして、今、行われております「風林火山」につきましても、やはり単発的なことではなく

て、やはり将来につながる形でやりましょうと、こういう形で観光業者の方ともお話をさせて

いただいております。 
既に、私はベースに思っておりますのは、「温泉・グルメ・花・ウォーク」そういうこと。

ですから健康とか、そのへんを中心にした形で温泉の活性化を進めようと、こう考えているわ

けであります。 
 これにつきましては、私１人の考えではなくて、そういう企画書もつくっているわけであり

ます。さらに、もっと言うならば、今度その企画書をもっと細かい計画に移す必要はあるかな

ということを、最近、感じております。 
 それから、「風林火山」の施策については、先ほども言いましたように、若干、遅れました

けれども、今議会に予算を計上させていただいて、そして単発的な催事ではありますけれども、

やはり景気の状況を打破するためには、そういったカンフル剤も必要であるという観点から、
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予算を付けさせていただきました。 
次に、県の温泉施設の状況でありますけれども、今後どういうふうにするのかということで

ありますけれども、先ほど申し上げましたように、現在、布設してある温泉の配管でございま

すけれども、大変、老朽化し漏水もあるというようなことで、私が今、申し上げているのは、

まずそのことが済んでから市に移動するという話をしましょうと、こういうことで担当の方と

はお話をさせていただいております。 
県におきましても、いまのまま、笛吹市へそのままそっくりお渡しするわけにはいかないと、

いうふうな認識をいただいているというように、私は思っております。 
 次に、入札制度でございますけれども、試行しようとしている入札制度は、物品購入が１つ、

それから下水道、それから水道、それから道路、なおかつ今議会にもお願いしてあります、一

宮西小学校の体育館についても、できればこの方法が導入できないかと、これは今、検討中で

あります。この５つを今年度中に実施して、どういう状況であるか、今申し上げましたように、

いろいろなジャンルの中でやっていきたいと、こんなふうに考えております。 
 これは、今回の一般競争入札の制限付きというのは、結局、市内業者にいかに入札に参加し

ていただくか、その制限付きという、ここが実は大きなみそなんです。通常的な一般競争入札

にしますと、本当に全国どこからでも入ってこられる。しかし、今、笛吹市でこれはもう２年

間かかって、やっとこういう結論ができたわけですけれども、いわゆる制限付一般競争入札と

いうものは、そういう市内の業者をいかに入札に参加していただくかと、このことが大きな

テーマとして、今回、ある程度これでいけるのではないかということで、試行に入ったわけで

ございます。ご理解いただきたいと思います。 
 それから、市民ミーティングでございますけれども、市民ミーティングにつきましては、や

り方はいろいろな方法があると思います。例えば、市内全域１会場で、ミーティングをするか

ら集まってくださいというやり方もあると思いますけれども、私は何と言いましても、やはり

あまり大勢ではなくて、やっぱり顔を見ながら、一人ひとりの発言が私の心に響いてくるよう

に、あるいは私の話が相手にしっかり伝わるようにというふうな、そういうことであまり大き

な人数でのことは期待をしておりません。 
したがいまして、それぞれの地区の区長会でありますとか、あるいは八代町でありましたら

土木委員さんでありますとか、あるいは、これから要望がありますそれぞれの団体ですね、そ

ういうふうな団体でも、あまりたくさんの人数ではなくてやっていきたいと思っております。 
ただし、これからやろうとしております、例えば総合計画、この説明会につきましては、あ

る程度の人数でないと、いわゆる市内全域にわたってやっていきたいというような考えであり

ますから、方針としては決まっておりませんけれども、ある程度のロット、１０カ所くらいに

なりますか、何個所になるか分かりませんけれども、そのくらいの規模で、総合計画について

の市民ミーティングは行っていきたいと、こんなふうに考えております。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
 秘書政策室長。 

○秘書政策室長（池田聖仁君） 
寶議員の再質問、総合計画に伴います市民参画、それから夕張の例でございますけれども、

計画から予算執行までの市民参画、それから現在、国で取り組んでおります、頑張る地方応援
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プログラム。 
答弁といたしましては、かなりのボリュームになろうと思いますけれども、端折ってご説明

させていただきます。 
 まず、総合計画につきましては、先ほど市長答弁のとおり、市民の皆さまの参画をいただい

ております。実は市民の皆さまの参画というのは、その延長には市民との協働によるまちづく

りというものが当然ございます。市民の皆さんとの協働によるまちづくりが進んでいきますと、

どうなりますか。結局、最終的には逆にまた市民の皆さまの行政参画があるというようにイ

メージしております。その最終的な市民の皆さまの行政参画が、いわゆる予算の編成段階から

実施、それから予算執行までという流れになろうと考えております。 
 現在、私どもが、まだプランを温めておる最中でございますけれども、考えておりますのが、

市民の参画と協働によるまちづくりを今後、どのように展開していったらいいのかというよう

なことでございます。これは各自治体とも重要な課題として掲げられておるものでございます。

現在、考えておりますのが、できれば小学校区単位のコミュニティーを中心としたフレーム

ワーク、いわゆる任意の組織づくりを進めながら、その中で市民の皆さんが、自らの生活課題

をどのように解決していくかというような活動を展開していただきたいということ。 
それから、生活環境はそれぞれ異なりますから、それぞれの生活環境に基づきました、いわ

ゆる環境保全ですとか、地域の合意形成ですとか、そういったような活動ができないかという

こと。 
それから、その組織運営そのものを、任意の組織ではございますけれども、行政側としても

なるべくご支援をさせていただきたいというものでございまして、やる気のあります組織につ

きましては、これからも行政支援を進めていこうと。その中で市民の皆さんとの協働のまちづ

くりを展開していこうということでございます。 
できましたら、本年度中に研修会等を開きまして、議員の皆さんにもご参加をいただきなが

ら進めていきたい。来年度につきましては、できれば各地域へそのアドバイザーでありますと

か、ファシリテーターを派遣するというようなことを取り組んでいきたいというように考えて

おります。 
 あと、１点、現在取り組んでおりますのが、いわゆる地域づくり促進のための助成金の交付

要綱というものを考えておりまして、これは皆さま、ご存じでございますけれども、合併特例

債によります地域振興基金というものを本年度から積み立ててまいりますけれども、この運用

利益が来年度でございますけれども、約２，３００万円くらいございます。 
 これにつきましては、市民の皆さまの自発的な市民活動、いろいろな活動がございますけれ

ども、そういったようなものに必要な支援費を交付していこうというものでございまして、こ

れも実は市民との協働のまちづくりの一部としても、活用させていただきたいということでご

ざいます。これにつきましても、現在、計画中でございまして、本年度中には市民の皆さまに

公表できるような方向で現在、進めております。 
 それから、頑張る地方応援プログラムでございますけれども、現在、国で取り組んでおりま

して、早ければ来年度４月早々から施行されると思いますけれども、これにつきましては、地

域独自の施策を国で地方交付税を補填しながら進めていこうというものでございまして、これ

につきましては、まだ全体的なものにつきましては、私どもは確認できておりませんけれども、

早ければ来年４月ということで、笛吹市といたしましても、積極的にこの事業に取り組んでい
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きたいと、現在は考えております。 
 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
 保健福祉部長、内藤運富君。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 寶議員の再質問でございますが、２点ほど質問がございました。 
 お答えいたします。 
まず、独自の少子化対策の関係でございますが、未設置地区の児童館の建設を行っておりま

す。その中で学童保育、また子育て支援センターも併設した形の児童館の建設を計画しており

ます。また、子育て親子コンサート、ちびっこ祭り等も実施しておりまして、非常に好評でご

ざいます。また、来年度につきましては、不妊治療費の助成事業、またマタニティー事業など

を盛り込んでいく予定でございます。 
少子化の動向を今後見ながら、さらに独自の対応、また整備等も進めていきたいというよう

にも考えております。 
次に、来年度から新たに実施するファミリーサポートセンター事業、また病後児保育事業お

よび一時保育事業等について、具体的な内容はどのようなものかという点についてお答えいた

しますが、ファミリーサポート事業につきましては、育児の援助を受ける人と援助を行う人が

会員となり、地域の中で助け合いながら、子育て支援をする事業であります。この事業につき

ましては、仕事と家庭生活の両立を支援することが目的でございます。主な内容といたしまし

ては、保育施設までの子どもの送迎、また保育施設の開始前や終了後に子どもをお預かりする。

また冠婚葬祭や行事のときに子どもをお預かりするなどでございます。 
今年度つきましては、援助を受けたい人、援助を行う人たちのサポーターの養成事業を行い、

来年の４月から開始する予定でございます。 
次に、病後児保育につきましては、保育所に入所中の児童が病気の回復期にある場合、集団

保育が困難な場合、一時的にその一定期間、その児童を保育所等に付設された専用スペースに

おいて、または、派遣された保育士が児童の自宅などにおいて、一時的にお預かりする立場に

立った保育事業であります。 
３番目の一時保育事業につきましては、保育の対象とならない就学前の児童であって、保護

者の病気・出産・介護などの社会的理由や育児に伴う心理的・肉体的な負担などで、家庭の保

育が一時的に困難となる児童を保育所がお預かりする事業でございます。 
現在、一時保育事業は、一宮、八代、境川の３つの民間保育所で実施しております。来年度

につきましては、公立保育所の石和第三・第五、御坂北、春日居西の各保育所において行うこ

ととしております。 
これによりまして、笛吹市内の各地区ごとに一時保育が実施できる施設が整うことで、子育

て中の保護者の皆さまに、より安心感と利便性を提供した保育事業ができるものと考えており

ます。 
なお、参考までに、出生の件につきましてご報告いたしたいと思いますが、平成１７年度ま

では、どちらかというと出生が減少傾向でございましたが、平成１７年度が６１７人でござい

ました。平成１８年につきましては、１月から１１月までのこの１１カ月の間に６３２人で、

１７年の６１７人よりこの１１カ月で上回っているような状況でございます。幸いに増加に転
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じている状況でございます。まだ長期的に統計を取っているわけでははございませんので、動

向を見守っていきたいと思いますが、今のところそういった形で、出生が増加しているという

ような状況でございます。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
中学校への市担講師の配置の状況でございますが、これは学校希望、それから学校の状況等

によって人数に違いがありますが、現在は、石和中学校３名、御坂中学校２名、一宮中学校、

浅川中学校、春日居中学校１名ずつ、合計８名でございます。 
なお、このほかにＡＬＴ、先ほど申し上げました外国語指導助手ですけれども、各学校に１名

ずつ。なお芦川には教育センターからの派遣を依頼しまして、ＡＬＴが１名行っております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
再々質問、ございますか。 
寳修君。 

○７番議員（寳修君） 
きめ細かな答弁ありがとうございました。 
総合計画につきましても、できるだけ早い時期に、頑張る地方応援プログラム等を利用した

中で、ご判断いただきたいと思っております。 
幾つか、いろいろな質問をしたわけですが、その中でも少子化に対しては独自のプランを立

てて、今からの若い人たちのためにも支援していただきたいということです。 
温泉事業あるいはＮＨＫ大河ドラマに関しましては、市長から答弁かあったわけですが、私

どももよく理解できましたし、また、その旨関係の人たちときめこまやかな話し合いをして、

また、国土創発事業の一環のものを取り入れてもらえるような形を要望したいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
もう１つ、石和中学校の問題に関して、先日、読売新聞等に出ていたわけですが、「荒れた

学校名指しされたが、生徒たちで汚名返上」という記事が出ていました。 
これは大変私もうれしく思って読ませていただいたわけですが、そんなときに、たまたま石

和中学校の校長先生とテニスコートで行き会いまして、お話を聞いたところ、生徒自身が本当

にそういう取り組みを自分たちでやっているということで、大変喜んでいたようなことがあり

ました。 
一応、こういった記事が載っていたということで、教育委員会のほうでも石和中学校の問題

に対して、もっと力を入れてもらいたいなと思っているわけでございます。 
これは、答弁は結構でございます。 
以上で私の質問は終了させていただきます。 

○議長（中村善次君） 
以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開を３時４０分といたします。 
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休憩  午後 ３時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
次に、正鵠会の代表質問を行います。 
石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
ただいま、議長より正鵠会を代表いたしまして質問を許可されましたので、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。 
昨今、時代は地方の時代との言葉をよく耳にします。三位一体改革により、その色合いはま

すますはっきりされてきました。近い将来訪れようとする道州制を踏まえ、地域自身が生き残

る競争に勇気をもって進むことが必要であると考えます。地域自治体自身がアイデア、地域の

底力を発揮することが生き残りをかけた大競争時代には不可欠であると考えます。 
このような中、多くの地域において底力が発揮されている例がいくつかあります｡ 
石川県金沢市では、市独自で金沢２１世紀美術館を開館し、２００４年の開館以来１５０万

人以上の方々が訪れたと聞いております。 
県立博物館が昨年開館し、１年で約２０万人の方々が来館したことと比較すると、都道府県

の運営でなく地方自治体運営とのことを考えると、その集客数は大きな驚きがあるところであ

ります。 
また、北海道旭山動物園では、旭川市独自の運営から撤退することで、市職員である動物園

職員の底力により、全国で一番入園数の多い動物園に生まれ変わったとのことであります。 
人口規模の大小はありますが、その地域の方々の底力が今試されるときとなっております。 
本年において、日本一の果実、県内最大規模の温泉施設、若彦路トンネルの開通により、日

本一の山・富士山を枕もとに置く地域となり、地域の特質にこだわれば、地域の発展のカギは

見つけられると考えられます。 
荻野市長、行政当局、議会、地域住民がスクラムを組んで地域の底力を引き出し、本市の大

きな未来に期待しながら、以下、質問に入らせていただきます。 
はじめに、峡東病院の今後の整備計画についてお伺いいたします。 
本市の合併に伴い、新市整備計画に基づき新庁舎の建設が本議会において大きな議論を呼ん

だことは、皆さまご承知のとおりであります。多くの議論の中で荻野市長は、今後の大きな課

題として時間をかけながら幅広い観点の中で進めていくとの結論を出しました。 
しかし、三位一体改革の中で、行政再建は待ったなしの現状にあります。行政改革は地方自

治体の大きな目玉となっております。市職員の削減、行政組織のスリム化、公共事業の使い切

り廃止など、多くの緊急課題に取り組んでこられました。 
その中で、荻野市長が行政運営のテーマとして掲げた、集中と選択の考えは、少しずつ各方

面でその実績を上げようとしております。 
そこで、峡東病院の跡地利用については、６月議会において説明をいただいておりますが、

改めて、今後この跡地利用を具体的にどのような目的で使用していくのかお伺いいたします。

また、改修にあたり調査が始まっておりますが、今後どのようなスケジュールでいくのかお考
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えを伺います。 
そして、教育委員会等の機能を移転させるとお聞きしておりますが、これまで分庁舎方式で

進められた支所機能は、今後どのように進めていく考えなのか、その際に起こるリスクと、ど

のようなことが考えられるのかを重ねてお伺いいたします。 
次に、本市の環境問題についてお伺いいたします。 
本議会において、何度かお伺いしておりますが、改めて、本市の大きな課題でありますごみ

処理施設の建設、ならびに県が進めておる最終処分場についてお伺いいたします。 
ごみ処理施設建設は、建設予定地の地権者のみならず周辺住民の大きな関心事であります。

その中、境川町の寺尾地区が県に対して、最終処分場の建設に対し建設予定地への考えがある

との発言がなされました。 
これにより、甲府市・山梨市・甲州市そして本市の４市にわたる新たなるごみ処理施設の建

設予定地の再検討が始まったわけでありますが、当然、県が予定している最終処分場の進み方

により、ごみ処理施設の建設予定地が変わることは、ごみ処理場から出される処理物の運搬等

にかかわるコスト面を考えれば、隣接した地域に建設することは、財政面、効率面で妥当な考

えだと思います。 
また、私たちが出したごみは、他の県にお願いするのではなく、私たち自身の県・地域・自

治体でになう時代であると考えます。当然、ごみ処理場においても、できるだけまずはごみを

少なくする運動に始まり、発生した地域のごみは地域で処理することが、まず私たちができる

環境問題への第一歩であると考えます。 
こうした点を踏まえ、非常に難しい量を抱えた課題ではありますが、県が建設を考えている

最終処分場と、４市共同のごみ処理施設建設にあたり、境川町寺尾地区の地権者の方々の合意

形成をどのように進めていくのか、考えをお伺いいたします。 
また、当初予定していましたごみ処理施設の建設予定地である御坂町八千蔵地区の今後の利

用は、どのように進めていくのかお伺いいたします。 
甲府環境センターと本市との間に交わされたごみ処理は、平成２２年の契約となっており、

契約期間が迫る中、今後どのように進めていくのか重ねてお伺いをいたします。 
次に、第二農免道路今後の考え方についてお伺いいたします。 
本市において、悲願であった若彦路トンネルの開通を控え、県においても（仮称）第二農免

道路の早期完成に向け、ご努力をいただいております。 
第二農免道路は、境川町から八代町、御坂町、一宮町を走る、本市南部地域を結ぶ幹線道路

であります。若彦路トンネルに連動することにより、富士北麓と甲府市とを結ぶ道路であり、

本市として観光面、物流面において大きな期待を抱く道路であります。 
こうした中、県より本市に要望されている八代地内の接続にあたる部分において、今後どの

ように県と取り組んでいくのかお伺いいたします。また、一部、第二農免道路、旧塩山市川大

門線、白井甲州線ですが、これを使用することについてお伺いいたします。 
本市東南部の丘陵地、一宮町市之蔵から勝沼町勝沼をつなぐ幹線道路の整備について、合併

前、平成９年１２月当時、勝沼町、一宮町の関係者により県営農免道路整備事業釈迦堂地区推

進期成同盟会が発足し、同年、山梨県知事に陳情し､平成１１年より工事が始まりました。当

初の予定であった一宮町金沢地区・狐新居地区・東原地区・新巻地区を通過する約３キロメー

トル区間のルートは変更されてしまいました。現在、県において釈迦堂２区間の工事が始まり
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ましたが、先ほど述べたルート変更となった区間は、いまだ未整備区間となっております。住

民においては大きな期待をする一方、毎年春先に桃の花が咲く季節には多くの観光客が訪れ、

本市の大きな観光名所となることを想像するに、なぜ丘陵地を進むルートが、現在ある白井甲

州線の併用に変更したのか、大変残念でなりません。 
そこで、本市として、今後この素晴らしい景観を持つ道路を生かしていくことが必要と考え

ますが、荻野市長のご所見をお伺いいたします。 
次に、今後のリニア建設についてお伺いいたします。 
本年、東海旅客鉄道株式会社により予定区間であり、建設の未着工区間である２４．４キロ

メートル区間の整備を行うとの報道がされました。 
本県ならびに道路区間である本市においては、大変喜ばしい吉報でありました。多くの地権

者の方々には長い年月、尊い土地をお譲りいただき、その間、整備されることなくいたずらに

歳月だけが過ぎました。この吉報により、７年間後には約３千億円の投資を行い、整備される

とのことであります。整備の喜びはもちろんのこと、景気の低迷により厳しい経済状況が続く

中、本市においては、建設における波及効果が望めるのではないでしょうか。 
そこで、県より今後の具体的な建設計画は何か示されているのか、また、経済効果を波及さ

せるためにも、地域および地元企業のＰＲを建設発注者である東海旅客鉄道に働き掛ける必要

があると考えますが、お考えをお伺いいたします。 
また、将来、本県においての駅誘致がある際には、本市の地内に駅の誘致を図ることも必要

と考えますが、ご所見をお伺いいたします。 
次に、指定管理者の今後の進め方についてお伺いいたします。 
指定管理者制度は、財政再建を目指す地方自治体の大きな起爆剤となっております。 
小泉改革のキャッチフレーズである「民間にできることは民間に」との言葉がストレートに

伝わった制度であり、多くの地方自治体がこの制度を利用しております。 
本市においても、多くの施設において管理委託が進み、財政再建に大きな弾みとなっており

ます。しかし、まだ住民の方々の理解とその制度の持つリスクとメリットのバランスがはっき

りしない点が見られます。 
そこで、石和町地内の保育所の指定管理者制度の導入にあたり、多くの意見があると聞きま

すが、今後、保育所施設の管理委託をどのように進めていくのかお考えを伺います。 
また、今後、保育所施設以外の施設の管理委託を進めていくのか、また、これまで管理委託

をされた施設の状況は、どのような状況にあるのか重ねてお伺いいたします。 
次に、本市花いっぱい運動と荒れた里山・奥山の整備と、市民１人１本植樹計画について、

提案ならびにお伺いいたします。 
本市の大きな魅力に、春の季節には桜や桃の花が市内いたるところに咲きあふれる素晴らし

い景観があります。春を過ぎると、その色合いは消えてしまいます。市内の道路沿いの小公園

には、地域老人会や育成会等の皆さまが花の植栽を行い、道路沿いの宅地や農道には花が満た

され、本市を訪れる観光客の方々の心を癒しているのではないでしょうか。 
今後、地域により花の咲く時期が異なるため、いろいろな種類の花を植栽することにより、

年間を通して花の魅力を多くの方々に伝えることができるのではないでしょうか。 
また、アジサイを植え、毎年アジサイ祭りを行い、何万人という観光客を集めている町や、

ツバキ山公園のように冬の観光名所として取り組んでおる市もあります。 
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石和・春日居温泉郷や桃・ぶどう狩りに訪れる観光客の方々に楽しんでいただくためにも、

良い温泉はもちろん、行政が中心となり観光協会、温泉組合、住民とが一体となり、観光地づ

くりに取り組んでいくことが、年間を通しての集客につながるのではないでしょうか。 
もちろん、植栽の管理等は行政の手から離れ、市内の各地区のボランティアグループの方々

を育成し、管理をお願いすることも必要でありますし、子どもクラブや地域育成会の皆さんに

花の美しさ、花を育てる難しさなどを体験していただくことは、青少年の育成においても大変

重要ではないかと考えます。 
また、荒れた里山・奥山の整備については、年々､クマやイノシシ、シカによる農作物への

被害が増加しております。奥山の、えさになる木の実や異常天候による気象の変化に伴い不作

となり、えさが不足し、これが原因ではないかといわれております。 
山があれてクズの繁殖により、クリの木、クヌギの木、クルミの木、アケビなど樹木が枯渇

したり、気象の変化により樹木にカイガラムシの被害が多発していることも原因であると考え

ます。 
このようなことを踏まえ、長期的視野から県有林・市有林・共有林の管理者、所有者の了解

のもとに、これらの場所にクヌギやクルミの木等の実のなる木を植樹したり､山の下草刈りに

取り組む必要があると考えます。また、このことはイノシシやクマの鳥獣害対策として、大き

な効果を発揮すると考えます。 
このことに関連して、里山・奥山を守るボランティア組織を立ち上げ、下草刈りを行い、同

時にクヌギやクルミの木の苗を市民に購入していただき、自分の木として植えていただき、意

識を持たせたり、子どもたちで組織する（仮称）みどりの少年隊と、その保護者の皆さんとの

連携により、里山・奥山の管理システムの構築が考えられるのではないでしょうか。 
多くのことについてご提案いたしましたが、荻野市長のご所見をお伺いします。 
以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
正鵠会、石倉泰明議員のご質問にお答えいたします。 

はじめに、旧峡東病院の今後の整備、あるいは利用方法についてでございます。 

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

理などを行い、取り壊し跡は整地を行いましたので、駐車場として利用したいと考えておりま

す。 

また、建物そのものの今後の利用方法は、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、また会議室として利用し、1 階につき

ましては、書類の保管場所などとして利用を検討させていただいております。 

検討する中で、２月末には、建物利用計画策定調査が終了予定であり、工事概算費用なども

明らかになりますので、分庁舎の移転について、それらを基に結論を出していきたいと考えて

おります。 

分庁舎方式変更の際のリスクについてのご質問ですが、市行政を執行するにあたって機能面、
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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ると考えておりま

す。 

また、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図ら

れます。 

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て

います。 

これらの視点から、旧峡東病院への移転について検討してまいりたいと思っております。 

次に、本市の環境問題についてお答えいたします。 

まず、最終処分場ならびに、ごみ処理場の建設に伴い境川町内の寺尾地区と間門地区の地権

者の交渉の進捗状況について、また、地権者以外の地域の合意形成はどのように進めていくの

かということでございますが、地権者につきましては、上寺尾区４３名、中寺尾区２名、旧中

道町１９名、県外を含めたそれ以外の地域の方が８名、計７２名の方がおり、去る７月７日に

地権者会が発足したところであります。 

また、地権者の方々をも含めた地区説明会につきましては、１０月１８日から４日間かけ上

寺尾区を、１１月１６日に間門区を、また、１１月１８日に中寺尾区で実施したところでござ

いますが、上寺尾区以外の地権者のみを対象とした説明会も１１月１日に開催いたしました。 

さらに、地元寺尾地区住民を対象にした、１１月２２日および２８日に実施された、新潟県

「エコパークいずもざき」での先進地視察では、６３名の住民の皆さまにご参加いただきまし

た。 

なお、最終処分場関係の整備につきましては県が実施主体であり、一般廃棄物の中間処理施

設関係の整備につきましては、関係４市一部事務組合が実施主体となります。 

いずれにいたしましても、４市で協働して県および県環境整備事業団とともに共同歩調をと

る中、地元合意に努めながら進めてまいりたいと考えております。 

次に、当初予定しておりました、ごみ処分場建設の御坂町八千蔵地区ならびに八代町高家地

区の今後の利用状況でございますが、新ごみ処理施設の建設に向けては、当初、甲府市および

８町村（旧石和・一宮・御坂・八代・境川・中道・芦川・上九一色）において検討を重ねてま

いりましたが、合併等の経緯を経て、最終的に甲府市との２市で、御坂町八千蔵から八代町高

家にまたがる約５．５ヘクタールの用地で推進していくこととなっておりました。 

その後、境川町上寺尾地区より、最終処分場を併設したごみ処理施設の誘致陳情を受け、ご

み処理事業の広域化での対応について、県からの指導・提案がございました。これを受け、山

梨市および甲州市が加わった４市の枠組みが確認され、一部事務組合設置に向け、組合規約等、

県への設置許可申請に向け協議検討を進めてまいりました。本日「甲府・峡東地域ごみ処理施

設事務組合設置」についての議案を提出させていただきました。 

当初、建設候補地として予定しておりました、八千蔵・高家地区の対応につきましては、こ

れまで議会の中で、地元住民の皆さんや、地権者の方々に対しましては行政責任を果たすため、

４市で歩調を合わせ、誠意ある対応をさせていただく旨の答弁をさせていただきました。 

このたび、方向性が示されました。その内容につきましては、甲府市と笛吹市の間で協定書

を結ばせていただきました。 

その一部を申し上げます。 
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「笛吹市御坂町八千蔵および八代町高家地区における、建設候補地であった約５．５ヘクター

ルの用地を取得するとともに、なお、新ごみ処理施設建設事業と並行して推進するものとする。

この事業については、他の関係市に対して負担を求めていくものとする。この事業を円滑に推

進するため関係市による協議会を新たに設置するものとする。」このような内容となっておりま

す。 

今後、事務事業を推進するにあたりましても、今申し上げましたように、協定書を結び、そ

して前進させてまいりたいと、このように考えております。 

次に、本市のごみ処理を甲府地域の環境センターにて処理されているが、平成２２年度まで

の契約と聞いているが、今後の本市のごみ処理はどうなっていくのかということについてのご

質問でございます。 
甲府市環境センター中間処理施設の稼動期限、いわゆる平成２２年度問題についてでありま

すが、去る９月２５日に開催されました、甲府市と増坪町、西油川町および上町の地元３町対

策委員会との間で、稼動期限の延長についての協議が行われ、平成２７年３月３１日までの４年

間の延長が合意されましたので、引き続き処理していただける運びとなりましたので、ご理解

いただきたいと思います。 
次に、第二農免道路についてのご質問でございます。 

本市東南部の丘陵地、一宮町市之蔵から甲州市勝沼町下岩下地区を結ぶ高規格幹線農道の整

備につきましては、関係の旧一宮町・旧勝沼町、両町の皆さま方の強い要望と積極的な活動等

により、平成１１年度、県営の農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業として、事業が採択

され、工事が始まったところであります。 

整備計画路線は、甲州市勝沼町下岩下地内から一宮町石・東新居地内の主要地方道中道塩山

線の接続点までの１，７８５メートルと、同県道利用区間１，８００メートルを経て、一宮町

狐新居地内から同町市之蔵地内のふるさと農道・上黒駒地区幹線農道接続点までの８０９メー

トルの総延長４，３９４メートルの路線であります。 

平成１１年度採択前の計画策定時点では、地元の強い要望等もあり、一宮町金沢、狐新居、

東新居、新巻地区を通るルートの検討もなされましたが、県・国の段階で、採択にあたっての、

その必要性、経済性、事業の効果、事業額等を協議したところ、現在整備を進めている路線で

の採択がなされたもので、途中でのルート変更が行われたことは伺っておりません。 

また、計画時点で検討された路線につきましては、地元の強いご要望の趣旨は理解しており

ますが、現在進めております農免農道・釈迦堂地区の早期全線開通に向け、事業主体でありま

す峡東農務事務所とともに鋭意努力しており、当該路線整備要望につきましては、事業実施中

の農免農道整備完成以後でなくては、県・国の新規採択申請受付は困難な状況にあります。 
つきましては、整備中の農免農道の一日も早い完成のため、県と協力し事業推進に努めてま

いりますので、地権者の皆さまをはじめ関係の皆さま方のさらなるご協力を賜りますよう、切

にお願い申し上げます。 

次に、境川地区小黒坂地内から八代町を経て、御坂町上黒駒地区までの第二農免農道東八中

央地区、通称みやさか道の完成予定についてであります。 

当該道路は、総延長７，９６１メートルを計画し、平成２年度を初年度として整備を進めて

おり、現在の整備進捗率は８１％で、御坂地区１，００３メートルと八代地区５００メートル

を残し、整備完了となっております。整備実施最終年度は平成２０年度を予定しておりますが、
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整備採択時、建設省所管町道施工区間と定めて、当時の八代町が施工することとなっていた部

分、八代地区竹居地内の５００メートル間の整備方法が明確となっておりません。 
しかしながら、当該区間につきましては、事業実施途中において、県農務部がその一部を代

行工事として整備する検討がなされた経過等もありますが、現時点においては、県の予算確保

が非常に厳しい状況にあり、実現に至っておりません。市におきましては、引き続き県当局で

の整備推進を強く要望していき、一大フルーツラインの一翼を担う、新しい大型幹線農道の早

期全線開通に鋭意努力していくところであります。 
次に、リニア建設についてでございます。 

県より今後の建設計画は何か示されたかについてでございます。 

山梨実験線につきましては、先行区間におきまして実験開始から１０年目を迎えまして、超

伝導リニア技術は周辺技術も含めて格段に進歩してまいりました。 

この現状を踏まえ、今後、基盤技術が確立した設備を実用レベルの仕様に変更するとともに、

山梨実験線の建設計画のうち先行区間を除いた区間、いわゆる一般区間までの延伸がＪＲ東海

より本年４月２７日に発表されました。 

これにより、長大編成車両によるトップスピ－ドでの長距離走行や、長大トンネルの走り抜

けなどの技術的テ－マに対応するなど、実用に向けた技術を確立することができることは、新

聞報道等により住民の皆さまにも、その動向に注目が及んでいるところであります。 

しかし、コスト、財源、環境、耐久性など、いくつかの課題が含まれた国家的プロジェクト

でありますので、現在、国においても事務手続き中であり、県においても、本市においても国

の動向を待ちながら、適切な対応をしてまいります。 

今後、本市として取り組まなければならないことについてでございますが、山梨リニア新実

験線の全線建設につきましては、長年の懸案でありまして、市といたしましても、一般区間の

建設が実現できれば、大きな喜びとともに大いに期待するところであります。 

１１月２２日に県知事をはじめ県議会議員連盟・市町村長期成同盟会の役員の方々と共に、

リニア中央エクスプレス建設促進山梨県期成同盟会として、実験線全線建設ならびにリニア中

央エクスプレスの早期実現に向けて、国土交通省および関係国会議員への要望活動に参加した

ところであります。 

今後は、国の動向を見ながら県とともにその早期建設への協力と、その後の実用化に向けた

取り組みを促進してまいりたいと考えております。 

なお、現在のところ、事業三者から県や市に対して具体的な協力依頼はございませんが、そ

れを待ちまして適切な対応をしてまいります。 

次に、経済効果は大きいものがあると考えるが、本市としての取り組みはについてですが、

実験線一般区間の着工には多額の事業費が予定されており、経済効果は計り知れないものと考

えます。市としましても、今後の動向に注目してまいりたいと思います。 
次に、将来は駅を誘致することも考えてはどうかという質問でございますが、本市の境川町

小山地区にリニア実験線の起点、前間田地区には変電所の建設予定地がありますので、有効活

用できる施設等も考える中で、事業主体に働きかけていきたいと考えております。 
次に、指定管理者の今後の進め方についてでございます。 

本市の指定管理者制度の導入は、民間のノウハウを活用し経費節減と住民サービスの向上を

実現するため、第１次行財政改革大綱に基づき策定した、「集中改革プラン２００５」により、
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平成２１年度までに４７の公共施設について、制度の導入を目指すこととなっております。 

現在の導入概要についてご説明させていただきますと、対象施設が１２７施設で、そのうち

既に２９施設は指定管理者制度が導入され、本年度予定の８施設を加えると３７施設となり、

今後も集中改革プランに基づき当該制度の導入を目指したいと考えております。 

さて、今後の保育所の管理委託はどうするかということについてでありますが、保育所の指

定管理導入については、集中改革プランで目標を定めておりますが、今議会にも提案させてい

ただいています石和第三保育所については、平成１９年度から指定管理者制度の導入を予定し

ております。今後も集中改革プランで示された数値を目標に、来年度から導入予定の保育所の

指定管理状況を十分検証し、保護者等のご理解をいただく中で、導入を進めていきたいと考え

ております。 

今後、他の施設も予定しているかというご質問ですが、平成２１年度までに４７施設を対象

に、指定管理者制度の導入を目指しているところですが、今後予定している公共施設には、社

会教育文化・体育施設や児童館等さまざまな施設があることから、これまでの経験を十分に踏

まえ検証等を行いながら、条例や基本方針（ガイドライン）に基づき、明確な導入決定の目的

を示した中で公募・選定過程を経て、議会や住民の皆さまのご理解をいただきながら進めてま

いりたいと考えております。 

加えて、指定管理者導入については、時間的余裕を持つことも必要なことから、早めの対応

を図り、真に経費節減とサービスの向上が見込まれ、機が熟しているか否かも論議した上で、

導入施設についての対応を図っていきたいと考えております。 

次に、指定された管理施設の状況でございますが、現在、本市の指定管理者制度の導入済み

施設は、２９施設であります。市では指定管理者制度導入後の施設において、指定管理者制度

の目的や締結した協定書や仕様書および設置・管理条例の目指している、市民の福利目的が履

行されているかどうかを確認するため、毎年度９月上旬と１月下旬にモニタリングを行い、現

状把握と以後の指定管理者の管理運営に係る指導・指示の参考とさせていただいております。 

今年度は、２９施設すべての施設に対し、所管課による第１回モニタリング調査を９月に実

施したところ、サービス面での改善があり、利用者数も増加している良好な状況が把握された

施設が１０施設、協定どおり順調に管理運営が行われて、適正な状況が把握された施設が１９施

設という状況が確認されております。 

これらの結果から判断すると、制度を導入した施設については、おおむね順調な管理運営が

行われていると判断していますが、モニタリングの結果を参考にしながら、適正な管理運営に

反映させていきたいと考えております。 

今後についても、施設の状況を把握していく有効な方法として、１月に行う第２回目のモニ

タリングや年度末の報告等を踏まえ、常に可能な限りの現状把握に努め、適切な管理運営が行

われるよう指導を行い、指定管理者制度の目的である、民間ノウハウを活用し経費節減と住民

サービスの向上が図られるよう、取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、市内花いっぱい運動についてでございます。 

まず、現在実施しております「花と緑のまちづくり推進事業」についてご説明いたします。 

この事業は、花と緑による快適な環境づくり、潤いと安らぎのある心豊かな人づくり、薫り

高い文化づくりを目指し、市内に点在する憩いの場、道路・河川等への花木の植栽および、そ

の管理育成を行おうとする地区、住民自治組織および、団体に対して種苗を配布し、花のある
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まちづくりを推進することを目的とするものであります。 

今年度も市内いたるところで行われており、その数は４９団体５４カ所を数えております。 

公園や公民館の花壇をはじめ、笛吹川サイクリングロードにおいては２００メートルの花壇

が作られ、春には咲き乱れる菜の花が山々に映え、秋のコスモスは可憐な姿で利用する方々を

出迎えております。 

このように、四季をとおして人々の癒しの空間を溢れる色彩で包んでおります。 

質問の、あぜ道沿いの宅地への花の植栽についてでございますが、笛吹市花のまちづくり花

苗配布要綱には、支給対象として、年間を通して管理育成できる団体で、行政区、子どもクラ

ブ、地域の花づくり団体等、また、対象花壇としては公共空き地や大勢の人の目にふれること

のできる民有地等と定めております。 

多くの方々が賛同していただける団体として申請され、観光客をはじめ市民および青少年の

方々の憩いの場、癒しの空間づくりにご尽力いただければと願うところであります。 

今後も本事業の充実を図り、より一層花のあるまちづくりを推進してまいりたいと考えてお

ります。 

次に、実のなる木の植栽についてでございます。 

中山間地域におけるクマ・イノシシ等野生動物による農林業被害につきましては、近年深刻

さを増しており、市では地元猟友会のご協力をいただきながら、鳥獣害防止対策事業として、

獣害防止柵の原材料支給および電柵器等設置補助金制度等での対応をしております。 

特に今年は、山のクリ、ドングリ、クルミ等が不作の年で、えさが少ないために、野生動物

が食料を求めて人里へ降りてきているものと思われます。森林の管理が行き届かず見通しがき

かなくなった人工林や雑木林は、野生動物が人里まで出てくるための格好の通り道になり、隠

れ場所になっているということも考えられます。 

平成１９年度には、笛吹市森林整備計画が見直され策定準備に入っておりますが、１０年間

の計画の中で、間伐、下草刈り等により森林を整備し、また、放棄されているような人工林を

広葉樹に転換していくような方策も取り込み、森林を管理していくことで、荒廃森林をなくし、

野生動物とのすみ分けができるよう調査、研究していきたいと思います。 

また、昨年あたりから、県下の標高７００メートル付近の山で帯状に広範囲にわたり、カツ

ラマルカイガラムシの発生による葉の落下から、木を枯死させてしまうと予想される広葉樹の

被害については、現在、笛吹市管内で約４３０ヘクタールにのぼるものと予想されます。 

県の調査機関によると、被害地全般で幹から新芽が発生し再生している状況であり、天敵も

ほとんどの個所で発生を確認しているので、今のところ山全体が枯れ、山地崩壊などの重大な

事態が起こることはないという報告を受けております。 

今後も被害状況の推移を注視していくとともに、県や関係機関と連絡を密にし、対応してい

きたいと考えております。 

ご理解をいただきたいと思います。 
以上であります。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
石倉泰明君。 
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○５番議員（石倉泰明君） 
ご丁寧なご答弁ありがとうございました。 
全体ではなく一部、再質問させていただきます。 
ただいま、本市の環境問題についての質問に対する答弁について、何点か質問させていただ

きます。 
まず、１点目でございますが、答弁の中で、行政責任で果たすという下りがありましたが、

具体的にどのような内容の責任なのか。また、その責任を今後どのように具体化するのか、ご

説明お願いしたいと思います。 
２点目、一定の方向が示されたとのことですが、その方向性のないようについて、現時点ま

での経過と今後について、分かっている範囲で結構ですので､ご答弁をお願いいたします。 
３点目、事務事業を推進していく新たな組織を立ち上げると触れられましたが、その新たな

組織について目的、その内容について概要で結構ですので、合わせてご説明をお願いしたいと

思います。 
この３点をよろしくお願いしたいと思います。 
それから、第二農免道路の一宮地内のルート変更により除かれました地域を標高５００メー

トル北は甲州市から甲府盆地を一望できる、正面には南アルプスの山々を望む、まさに市内一

の絶景の地でありますが、春にはピンクのじゅうたんが敷き詰められる。夏から秋にかけては

日本一の桃・ブドウがたわわに実り、一年中温泉が湧く日本一のシャングリラといってもよい

地帯であります。 
都市住民と市民との交流が行われるピーチパークのような施設を設置することにより、石

和・春日居温泉郷の活性化はもちろん、当地域の活性化にもつながり、地域住民の皆さまも望

んでいるものであります。計画を行う考えはあるかお聞きいたします。 
次に、残されてしまった３キロメートル区間について、早期建設に向け推進期成同盟会の設

立も必要と思われますが、お考えをお伺いしたいと思います。 
それから、八代地域の接続にあたる部分でございますが、若彦路トンネルも進んでおります。

そういった中で、市として、また県としても、この道路の早期実現に向けて進めていっていた

だきたいと思いますので、市長のお考えをお願いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

再質問にお答えさせていただきます。 
環境問題、八千蔵・高家の件でよろしゅうございますよね、そのように判断させていただき

ました。 
行政責任をどう果たすかということでございますが、言葉では、先ほど申し上げましたよう

に、行政責任という形で、甲府の市長ならびに私で八千蔵・高家の地区の皆さん方には、いま

までそういう方向で説明させていただきました。それを今回、一部事務組合を設立するにあた

りまして、甲府市と笛吹市の間で協定書を結ばせていただきました。その中にはっきりと明文

化いたしました。「笛吹市御坂町八千蔵および八代町高家地区における、建設候補地であった

約５．５ヘクタールの用地を取得するとともに、なお新ごみ処理施設建設事業と並行して推進

をするものとする」と、このようにはっきりと明文化させていただきました。 
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それから、事業の推進方法でありますが、４市におきまして協議会を設立して、その中で検

討する。なおかつ地元にも検討委員会を設立していただいて、現在ございますけれども、併せ

て協議をしながら、ここの用地の活用については検討していくと、こんなふうなことでござい

ます。 
もう１つ、この協定書の中で、「この事業については関係市に対しても負担を求めていくも

のとする」と、こんなふうなことも入れさせていただきました。ご理解をいただきたいと思い

ます。 
次に、農免道路でございますが、恐らく残された３キロメートルというのは先ほど計画が

入ったとか､入らないとか､そのことでよろしゅうございますね。 
そこにつきましては、先ほど申し上げましたように、現在ある計画をまず仕上げ、仕上げな

いと国のほうでも、これに対してどうするかという話に乗っていただけませんから、まずこれ

を仕上げていただきたいということを第一前提にしたいと考えております。 
そして、今ご提案をいただきました、その道路を３キロメートル区間つくる、つくらない。

あるいはピーチパークを上に設置したらどうかということについては、これからの検討課題と

させていただきたいと思います。 
次に、八代の農免道路でありますが、これに関しましても、つくる時点におきまして一部私

道が入っているということで､５００メートル区間、今もってそのままになっているわけであ

りますが、県のほうでも大変考慮を示していただいて、一部は代行工事でやっていただけると、

こんなふうなお話も承っておりますから。さらに、このことについて県の代行工事でやってい

ただけるように努力をしてまいりたいと、このように思っております。よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

再々質問、ありますか。 
石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 
どうもありがとうございました。 
それでは、ちょっとそこに触れますけれども、第二農免道路ですが、できるだけ早く考えを

お示しいただき、八代地内は、特に笛吹市も負担するわけでございますが、県にもお願いして、

できるだけ早くお願いしたいと、こんなように思います。 
また、一宮地内の残された部分ですが、非常に景観がいいということで、市独自ではたくさ

ん費用もかかると思いますけれども、景観も考えながら、できるならばお願いしたいと強く要

望方々お願いしたいと思います。 
また、これに対しまして期成同盟会の設置が必要と思われますが、市長のお考えをお聞きし

たいと思います。 
それから、もう１つ、指定管理者の中で、ある程度の施設が順調にいっているというご答弁

でございますが、指定管理者の温泉めぐりのことでちょっとお聞きしたいのですが、笛吹市内

をある程度、施設の送迎バスを、今回っているところ以外のところでございますが、非常に年

寄り等におきましては、車に乗れないということでも、合併したのでぜひ、週１度でも、でき

れば２度くらい回ってもらえたらなと、こんなような話をよく聞きますけれども、市長の考え

がありましたらご答弁をお願いしたいと思います。 
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よろしくお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 
○市長（荻野正直君） 

八代地内の農免道路でございますが、ただいま申し上げたとおりでございますが、実は、大

きな問題が１つ残っておりまして、地権者と地籍の問題、これが実は大きなネックになってお

ります。これにつきましても今、全力でこれについて解決できますように努めておりますけれ

ども、相手があることでございますから、その点のご理解もいただきたいと思います。 
いずれにいたしましても、もうここまでできている道路でございますから、早くしなければ

ならないということも、なおかつリニア実験線の工事がこれから始まるということにつきまし

ても、この道路は非常に重要な工事道路として活用しなければならないと思っておりますから、

それも含めまして努力してまいりたいと思っております。 
それから、残された３キロメートルという話でございますが、大変難しい、私は内容につい

てよく理解をしていない部分があるのかも知れませんけれども、現状、ルートがきちんと決

まって工事をしているわけです｡ですから、まず第一にこれを仕上げなければ、いわゆる、こ

こで期成同盟会をつくってワアワア始めたら、県のほうでもどうなんだと、もし変な形に取ら

れたら困るなと思いますから、このへんについては慎重に、この問題については取り組まなけ

ればいけないのではないかと、こんなふうに思います。 
第一義的には、今手を付けている道路をまずしっかり仕上げるという形で進めさせていただ

きたいと思います。 
それから、観光面でのシャトルバスでございますが、今、シャトルバスにつきましては、過

日、試験的にそのルートを回る実験を行いました。できますれば、今回の「風林火山」に併せ

ましてシャトルバスを実験的にでも走らせてみたいと、こんなふうに考えております。今検討

中でございます。 
恐らく、石倉議員のご質問の中で年寄りの話が出ましたけれども、これは市内巡回バスと

シャトルバスでは、またちょっと角度が違いまして、せっかくのご質問でございますからお答

えさせていただきますけれども、市内巡回バスにつきましても、来年度のうちに、できれば実

験的に運行させたいという方向で、今話を詰めさせていただいております。これにはコストも

かかりますし、あるいは、どういう方法をすれば一番利用していただけるか。空気を運んでい

たら、これはまったく意味がございませんから、そのへんも含めて、まず実験をし、それに基

づいて本格運用に向かって進みたいと、こんなふうに考えております。ご理解いただきたいと

思います。 
○議長（中村善次君） 

以上で、正鵠会の代表質問を終わります。 
本日の議事はすべて終了いたしました。 
本日は、これにて散会といたします。 
明日１２日は午前１０時から再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ４時４０分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

おはようございます。 
ただいまの出席議員は２９名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
報告事項を申し上げます。 
堀内文藏君から、都合により遅れる旨の届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（中村善次君） 

日程第１ 「一般質問」を行います。 
今議会へは８名から１３問の通告がありました。 
質問は通告順に行います。 
なお、関連質問については、申し合わせのとおり、同一会派のみ１０分間としますので、ご

承知願います。 
それでは、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、通告に基づき質問させていただきます。 
 地方分権に向けて、戦う地方自治体、戦う知事会を掲げてきた全国知事会に極めて大きな陰

りが出てきました。官製談合、贈収賄、裏金、知事自らがかかわり、何人もの逮捕者を出す不

祥事が相次ぎ、倫理意識の低下による分権パワーが急速にしぼみ、国への発言力低下が大変危

惧されるところであります。 
 今後５年間の歳出削減計画を盛り込んだ骨太の方針２００６決定後の、国の初めての予算編

成でありますが、その骨格から地方分権が消えただけあって、地方交付税をめぐり総務省要求

と、財務省提案額に１兆円強の開きが生じています。 
 総務省の地方財政、収支の試算によりますと、地方自治体の一般歳出は０６年度と比べて０．

２％減の６６兆円、とりわけ地方自治体に回す地方交付税は２．５％減の１５兆円と試算され、

今国会で成立する見込である地方分権の新たなステージに向けた具体的戦略があつく議論さ

れなければならないにもかかわらず、道州制や自治体破綻法制や地方交付税改革など、政府に

逆提案すべき課題については、全く議論が集約できませんでした。 
 そして、安倍新総理もその著書「美しい国」で、やみくもに小さな政府を求めるのは、結果

的に国を危うくすると書き、乏しい財源の中で、いかに工夫を凝らして社会保障を実質的に充

実させるか。その社会保障の重要性を説いているほか、再チャレンジや少子化対策、外交、防

衛、警察関連に対して、極めて強気の要求が多く見受けられる一方、地域政策はほとんど見受

けられません。 
 財務省の分析でも、ナショナルミニマムに重点が置かれ、ここ数年の予算編成とは明らかに

異なる動きであると分析し、地方分権、地方経済再生の直接的な工夫や施策が見当たらず、地

方切り捨てが大変懸念されるところであります。 



 ８６

 さらに、格差問題では、再チャレンジ支援を掲げ、働き方、学び方などの複線化で多様な生

き方とチャンスに溢れる日本の実現を提唱し、機会の平等や幅広い選択肢を保障する考え方は、

人々に自立を促すという意味で、健全な格差解消法ではありますが、鍵を握るのは、地方自治

体や企業の協力をいかに取り付けるかが、成否を左右するのではないでしょうか。 
 しかし、特筆すべきは、交付税額を抑制する一方で道州制の議論と併せ、出生率や就業率が

向上した自治体ですとか、地域活性化策が成功し、税収が増えた自治体には政策努力の成果に

応じて交付税を積み増す成果枠配分を大幅拡充し、自治体の創意工夫、自治体間の競争を促す

ことを明言しており、わが笛吹市においても、風頼みや気象頼みではなくて、荻野市長率いる

わが市自身が地方分権に対する住民の共感を呼び起こしながら、自分で風を起こす必要がある

ことを念頭に、いくつか伺います。 
 笛吹市も合併して、はや２年が経過し、新市建設計画に基づき、躍動するふれあい文化都市

のさらなる実現に向けて、合併協定項目も大半が確実に履行されつつあります。 
 バランスの取れた地域の発展には、どうしても避けては通れない、また、さらに議論の余地

のある問題の１つに都市計画税の問題があります。 
 笛吹市条例６３号、都市計画税条例１条により、本税都市計画税を賦課するとされています

が、同条４項の経過措置によりまして、平成１７年度から２１年度までの５年間は、各年度分

の都市計画税については、市町村の合併の特例に関する法律第１０条１項の規定に基づき、「本

市の区域のうち、この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の適用を受けていた区域を

除く区域に所在する、土地または家屋の所有者に対しては課税をしない」と明記され、合併前

の石和町都市計画税条例をそのまま引き継いで賦課されております。 
 また、同条例２条ないし５条において、固定資産税の課税標準となるべき価格の１００分の

０．２の都市計画税が固定資産税と合わせて賦課されております。 
 つまり、上記法令により、市内不均一課税が認められておりますが、新市合併協定書第８項

地方税の扱いその２において、「都市計画税においては目的税であるため、新市施行後におい

て、都市計画法土地利用計画に基づいて検討する」と明記されております。目的税は最終的な

政策効果と結びつかなければ、ある部分意味がないと思われます。 
 合併後、２年を経過し、さらにバランスの取れた旧町村間での地域の偏りのない、不公平感

のない、新市の活性化のためには、どうしても避けて通れない重要な問題であると思慮されま

す。 
 そこで、いくつか伺います。 
 この不均一な目的税の課税客体はなんであり、新市建設計画のいかなる部分に反映され、所

期の目的はどの程度達成されているのか。また、笛吹市都市計画税条例第１条および合併特例

に関する法律第１０条、地方自治法第７０２条により、将来的な方針、具体的には都市計画税

を賦課するか否か、あるいはその税率水準をどの程度にするかについて、まず伺います。 
さらに、本税は、本来、都市計画法第５９条に基づく認可事業および土地区画整理法に基づ

く土地区画事業に充てると明記されており、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町

村の自主的判断、すなわち条例事項にゆだねられるもので、本税の使途にかかわる都市計画法

および土地利用計画、さらに、それに準じる法的根拠となるべき計画の策定の具体的進捗状況

について伺います。 
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 さらに、賦課するか否か、いずれの場合においても、住民・納税者への説明、市民のコンセ

ンサスの形成も不可欠であり、市としてどのような具体策が有効であるか伺います。 
 続きまして、新政権でにわかに取り上げられた道州制のあり方で議論されています、ナショ

ナルミニマムと地方分権の関係、国と地方の役割分担の適正化、とりわけナショナルミニマム

の達成からローカルオプティマム、言い換えますと、地域ごとの最適状態の実現に向けた本市

の取り組みについて伺います。 
ナショナルミニマムとは、日本国民である以上、すべての者が同等に国家から享受すること

ができなければならない、最低限のサービスを指すものでありまして、基礎的な医療保険です

とか、義務教育、消防ですとか、警察などを指し、全国的に統一された制度だといえましょう。 
いまさら申すまでもなく、地方自治体の役割については、地方分権推進法第４条で、地方公

共団体においては、住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体において処理するとの観点

から、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うべきことを旨として、行

われているものとすると定められておりまして、同様の規定はこれを受け継いだ、現行地方自

治法１条の２第２項にも存在いたします。 
 国としましても、ナショナルミニマムにおける行政サービスの質と量を確保するためには、

当然、自治体を統制せざるを得ませんし、必然性、合理性を持ってはいますが、不愉快さ、杓

子定規も必然的に伴うものであります。 
 ナショナルミニマムの達成から、地域ごとの最適状態の実現、言い換えると、国と画一的な

制度以外で地域の住民が何を最も望んでいるのかを決定するのが、地方分権改革のまさに礎で

あり、地域改革の具体策も新政権では曖昧さを増し、地方交付税も抑制されると、地域によっ

ては深刻な歳入不足を招き、地域の歳入格差によって、ナショナルミニマムのサービスすら実

現できない地域が発生する事態も予想されます。 
 そう考えますと、わが笛吹市においては、基幹産業の一つである観光振興や、公園整備をは

じめ駅舎・文化財整備などは、自治体によって必要性がまちまちである、いわゆるナショナル

ミニマムの要請の弱い部分であるということができ、財源をはじめとして地方自治体の主体的

行動が前提ではないでしょうか。 
 さらに、地域経済の活性化には１００％、市場原理に委ねるだけでは成功しがたいし、政府

機関だけでは事業ですとか産業の創出が難しい一方、初期投資での投資リスクが大きいため、

民間企業だけでリスクをとることが困難であることに加えて、技術や市場の変化に即応した柔

軟性とともに、中長期ビジョンの実現に向けて着実に取り組み、さらに重点分野には積極果敢

にリスクを取ってでも、人、物、金を戦略的に投入する、総合的マネージメンタルも要請され

るのではないでしょうか。 
 このナショナルミニマムの弱い部分に対しての市の取り組み方、具体的には合併して観光と

農業の連携をはじめ、観光客アップに向けて民間の戦略的投資に加えて、行政の積極果敢な戦

略的投資の重要性をどの程度認識しているか、この分野に対して次年度の具体的施策を伺うと

ともに、合併後２年、それに対して各種要望が出されている中で、次年度予算編成の中でメリ

ハリのついた施策が反映されているのか伺います。 
 以上、何点か質問させていただきました。 

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
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 総務部長、石川光次君。 
○総務部長（石川光次君） 

 大久保俊雄議員の質問、都市計画税不均一課税についての方向性、土地利用計画策定の進捗

状況につきましてお答えいたします。 
 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う、都市計画事業等に要する費用に充てるための目

的税であり、都市計画法第５条の規定により、指定された都市計画区域内に所在する土地およ

び家屋に対し課することができるとされております。平成１７年度から平成２１年度までの各

年度分の特例を設け、石和町のみ課税されている状況にあります。 
 この税の目的は、下水道、公園、街路整備等の都市計画事業に充てられるものであり、事業

を推進するための貴重な財源であります。 
今後の課税方針につきましては、合併協定に基づき、都市計画法土地利用計画に基づいて検

討することになります。 
土地利用計画については、笛吹市都市計画マスタープランの中に位置づけており、この都市

計画マスタープランは、市の広域的、一体的なまちづくりの推進を図ることを目的として、市

の将来に向けたまちづくりの具体的目標を市民に示すため、早期の完成を目指して策定を進め

ております。 
 都市計画マスタープランへの取り組み状況については、平成１８年度に各種資料の取りまと

めと体制づくりを確立し、平成１９年度には住民参加のワークショップによる検討をするとと

もに、マスタープラン素案によるパブリックコメント等により、広く市民から意見をいただき、

早期の完成を目指しております。 
 以上、答弁させていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 産業経済部長、保坂利定君。 

○産業経済部長（保坂利定君） 
 大久保俊雄議員の観光振興や駅舎・公園整備などナショナルミニマムの要請が弱く、地方自

治体の主体的行動が必要である分野への、笛吹市としての具体的施策と次年度予算への反映は

どのようにされているのか問う、にお答えいたします。 
 平成１８年８月、新笛吹市基本計画が策定され、その中で活力ある交流都市の創造、快適な

生活都市の創造、個性輝く自立都市の創造の３本の柱から、まちづくりの動向と石和温泉駅周

辺整備の位置づけがなされ、着々と整備が進められているところであります。 
 さらには、笛吹市都市再生交通拠点整備計画の検討もスタートし、石和温泉駅の整備、駐車

場整備とアクセス道路の整備、散策路等の整備の具体的な整備計画が１８年度中に方向づけさ

れ、新年度において実施に向けた作業が図られております。 
 笛吹市にとって観光は重要な要素であり、果樹振興の有機的な連携と、地域が誇れる多様な

歴史文化資源を生かした観光の振興に努めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
 再質問を許します。 
大久保俊雄君。 
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○９番議員（大久保俊雄君） 
簡潔すぎるくらい簡潔な答弁をいただいたわけでありますけれども、法律学の議論というの

は、やはり取るべき政策として、これが唯一の選択肢であるということはなかなかなりません

ですし、おおむね許される選択の外枠を理論的に探る結果になることが多くなるわけでして、

非常に抽象的になる感は否めませんし、その部分を判断するのも私たちの重要な役割ではない

かと認識しているわけですけれども。 
都市計画税に関しては、この法的な議論をするだけでも、それこそ膨大な議論の時間を要し

ますし、持ち時間以内ではとても議論し尽くせませんので、それは次の機会に回すとしまして、

今、都市計画税については説明がありましたけれども、基本的に目的税は最終的な政策効果と

結びつかなければ、納税者の納得を得られないわけでありまして、実際、ほとんど都市計画税

は下水道に充当しているわけでありまして、下水道事業が完了した地域は、次は何が必要にな

るのかなと、そのへんの使い道は条例等で当然明記する必要があるわけでして、そのへんに関

して、どの部分に意見集約されているのかということと。決して私たち市民も、びた一文、税

金は払いたくないというわけではなくて、例えば１０万円払ってでも、それ以上に行政サービ

ス、目に見えた形での快適な行政サービスを受けられれば納得できるわけで、その部分につい

てどう意見集約をしていくのかということと。最近いろいろと要望を出しても、なかなか総合

計画に盛り込むとか、都市計画マスタープランに盛り込むというような、３年以内にというよ

うな、市のほうの答えが返ってくる中で、５年の猶予といううちの２年が過ぎている中で、本

税に関しての逼迫感といいますか、もう少し具体的な検討方法を取るべきではないかなという

ことで、その進捗状況をもう少しお伺いしたいということ。 
 もう１点、都市計画税のほかに入湯税と、こういったものがあるわけですけれども、そちら

のほうの課税客体、具体的に何に使われているのかということと、その目的が十分反映されて

いるのか否かというのを、２点目としてお伺いさせていただきます。 
 そして、ナショナルミニマムの弱い部分ということで、市全体の戦略的投資としていくつか

考えられるわけでして、例えば、いままでの本会議においても、代表質問、一般質問等で、駅

舎ですとか、公園の設備ですとか、市民ホールですとか、いろいろ上げてこられたわけですけ

れども、とりわけ駅舎、石和温泉駅周辺整備に関しての進捗状況というのは、具体的にどのよ

うに進んでいるのかという部分をお伺いする中で、よしんば駅舎が必要と結論付けられても、

５年以内にある部分完成しないと、このまちづくり交付金というのが付けられない部分もあっ

たり、合併特例債もやはり合併して何年以内に消滅するという部分があるわけで、当然ＪＲと

の基本協定ですとか、基本設計協定の締結というのは、まちづくり交付金採択の前提にはなる

でしょうし、当然それには議会の承認も必要であるわけでして、早い段階で議会側にも駅舎の

改築計画ですとか、駅舎周辺の、当然そういったものが、笛吹市全体の発展ということを考え

ても必要不可欠なものでありまして、その情報提供というのは、やはり議会側にも理解を求め

る意味で、早急に出す必要があるのではないかなということで、例えばまちづくり交付金に必

要な基本協定ですとか、基本設計協定、施行協定とか、いくつか協定事項があるわけですけれ

ども、この締結時期というのもどのくらい進んでいるのかということで、ある部分そろそろ具

体的に動き出さなければ、明確な計画が必要な時期ではないかなと思うわけで、このへんの当

局の所見をお伺いさせていただきます。 
 以上、３点、再質問させていただきます。 



 ９０

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
 総務部長、石川光次君。 

○総務部長（石川光次君） 
 都市計画税のことについての再質問にお答えいたします。 
具体的に達成度、そういった効果はどうなのかというご質問かと思います。 
都市計画税につきましては、石和町の時代から課税負担をしていただいたわけですけれども、

合併しても不均一課税という特例の中でお願いをしているわけですけれども。今回につきまし

ては、特にこの目的税につきましては、基金を積み立てるとか、そういった内容のものではあ

りません。一般財源の中に入れまして、それを下水あるいは街路、あるいは区画整理、そういっ

た基盤整備に充当しているということで、特に具体的にこの部分に効果が表れているというこ

ととなると、予算的にどの事業へというようなことは、なかなか算定が難しい状況にあります。 
 ただ、大久保議員もおっしゃっているとおり、この税の受益と負担、納めている人に納得し

てもらえる、そういった政策、事業というものが必要かと思います。 
 というようなことで、この区域を限定するのはなかなか難しいわけですけれども、いずれに

しましても納めている人が恩恵を受ける、そういった理解を示してもらわなければ、なかなか

今後こういった議論は進まないわけですけれども、最初の答弁でお答え申し上げましたとおり、

合併協定に基づきまして、都市計画マスタープランに基づきまして、今後、協議を進めていく

わけですけれども、検討委員会設置等も視野に入れながら、この都市計画税の不均一課税につ

きましては、今後、協議を進めていきたいと考えております。 
 もう１点、入湯税についてのご質問ですけれども、この入湯税につきましても、やはり目的

税ということで、この課税客体につきましては、主に観光事業、観光施設の基金の積み立て、

あるいは観光の振興ということで、観光のイベント事業、観光宣伝、観光協会の補助といった

名目の中で入湯税を活用させていただいております。 
○議長（中村善次君） 

 秘書政策室長、池田聖仁君。 
○秘書政策室長（池田聖仁君） 

 大久保議員の駅舎の進捗状況につきまして、ご説明いたします。 
 去る１２月４日、第１回の駅舎周辺整備検討委員会を立ち上げまして、それまで内部で検討

してまいりました素案を、委員の皆さまにご提示申し上げたというものでございます。 
これからは検討委員会の中で市民の皆さんから意見を賜りながら、本年度末、３月には基本

計画を策定していきたい。 
当然、その間につきましては、地域の皆さま、地元への説明と、それからＪＲとの協議も進

めていきたいというものでございまして、具体的にはＪＲにつきましては、来週早々に私ども

八王子まで行き、具体的な手順やスケジュール等を詰めてまいりたいと考えております。具体

的な協定内容につきましては、基本計画が策定してからでないと申請行為ができませんので、

４月以降になると考えております。 
 それから、現在、まちづくり交付金を使いまして、その周辺整備をしていきたいという考え

でございまして、できましたら１９年度秋に申請を行いまして、平成２０年から２４年までの

採択を目指していきたいと考えております。 



 ９１

 以上でございます。 
○議長（中村善次君） 

 再々質問はございますか。 
 大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
 総務部長からの都市計画税に関して、検討委員会、検討会議というようなものをする部分が

必要であるというような、こちらも要望ですけれども、可能であればいつくらいをめどに立ち

上げていただけるのかということと。昨日、観光施策について地域振興基金から、例えば利息

の果実分ですか、預金利息などを充てて地域の振興に役立てるというような話がありましたけ

れども、ぜひ、その基金の例えば入湯税あたりも基金に積み立てる部分もありますし、地域の

いろいろな団体ですとか、私たちも同じような世代で話しをすれば、活性化のために素晴らし

い意見とか、そういうものがあるわけですけれども、なかなか自己財源では実現できない部分

もありますし、そのへんはやはり団体とかＮＰＯで、集客アップのために素晴らしいアイデア

があれば、そういった基金をコンペ形式ではないですけれども、応募を募って、小回りの利い

た、メリハリの利いた実現には、当然自己努力プラス行政の力という部分がありまして、昔み

たいに何もないけれども補助金をくれというようなことは毛頭、私どもも言うつもりはないん

ですけれども、そこらへんで小回りの利いた行政支援を考えられるのかということと、どの部

分で具体的に進んで提言していければいいのかということと。 
 例えば、「やってみるじゃんごみ５３％計画」ではないですけれども、「泊まってみるじゃん

３００万人計画」とか、そういったものを早く打ち出していただいて、具体的な数値目標とい

うのが、これからは必要になるかなと思う部分もあるわけですけれども。その預金の果実を有

効に活用、反映すべき計画に対する支援策という、２点をお伺いしたいわけですけれども、お

願いします。 
○議長（中村善次君） 

 総務部長、石川光次君。 
○総務部長（石川光次君） 

 検討委員会の設置につきましては、都市計画マスタープランと歩調を合わせて進めていかな

いと、なかなか効果が表れないという考えを持っていますので、都市計画の進捗状況を見なが

ら、この検討委員会設置につきましても考えていきたいと思います。 
 それから、基金の活用についてでありますが、いろいろいままでの経緯もあろうかと思いま

すけれども、活用策につきまして、いろいろな人の意見を聞く中で、この件につきましても前

向きに対応していきたいと思っております。 
 以上です。 

○議長（中村善次君） 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 大久保議員の再々質問にお答えします。 
 恐らく、大久保議員自身全部ご理解の上でご質問をいただいていると思いますけれども、そ

の入湯税につきまして、やはり内容分析というのをしっかりしていただいて、共通の認識で私

は進めていただきたいと思います。 
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 というのは、いつも業界の方を中心に観光関係に携る方が、入湯税の使い道がまったく分か

らないと、こういう漠然とした言い方をするわけでございますけれども、例えば、笛吹市全体

で観光に使っている予算というのは２億４千万円、具体的にはあるわけですね。では入湯税が

いくらあるかというと、今年約１億３千万円がめいっぱいではないかと思うわけです。 
 そういうことを考えましても、あるいは、今造っております観覧席につきましても、これも

入湯税を毎年１千万円ずつ基金に積み立てているわけでありますけれども、その一部を利用し

て造らせていただいたりとか。あるいは、ウッドデッキにつきましても２億３千万円くらいか

かっているわけですけれども、やはり入湯税を一部充当させていただいて造るとか、かなり観

光面につきましても相当、この入湯税をベースに使わせていただいているわけです。 
 では、すべてを入湯税で賄っているかというと、とても足りないわけでございますね。その

へんのご理解をぜひいただきたいと思います。 
 また、この入湯税につきましては、お客さまからお預かりして、それぞれのホテル、旅館等

でお客さまからお預かりしていただいて、市のほうに納めていただいている。これは地方分権

の一環、三位一体行政改革の中で、もし自治体で入湯税が必要がないのならば取らなくてもい

いと、こういうようなことまで言われているわけです。しかし、もし仮に入湯税をお客さまか

らお預かりしなくなったとするならば、観光に対する基金の使い方、いわゆる予算の使い方と

いうのが大変厳しくなると、こういうふうに私は思っております。 
 それから、下水道でございますけれども、下水道につきましても、確かに都市計画税の中で

の当時の石和町につきましては、ほかにも使うことがあったんですけれども、一応明確である

ということで、いわゆる単純に都市計画税は下水道に使うというような、基本的な方向が出さ

れてやってきたわけでありますけれども、実質的にはまだまだ旧石和町の進捗状況を見まして、

６０％に満たないという状況であります。そういう状況でありますから、特に人口密集地を集

中的に下水道計画を進めていきたいというようなことも考えておりますし、そして、そのよう

な予算の配分もさせていただいております。 
なおかつ、今、石和駅前の土地区画整理、あるいは市部通りの拡幅改良計画というような、

こういう大きなプロジェクトを進行中であります。 
したがいまして、合併をいたしましてこの都市計画税をどうするかと、かなり議論がござい

ました。私もかなり迷いましたけれども、やはり、今進めている事業が終わっているならば、

いわゆる真っ白にして話ができますけれども、今進行中でありますから、この進行中の事業に

対しては、やはりそれなりの財源の確保をしていかなければならないと、こういうことであり

ます。 
したがいまして、今検討しております、いわゆる都市計画のマスタープラン、あるいは市の

総合計画、こういう中で今後どういうふうにしていくかということを、私は議論をしていきた

いと思っていますから。 
たぶん私があえて申し上げなくてもご理解をいただいていると思いますけれども、改めてご

理解をいただきたいと思いますし、観光関係の方たちにも、どのような形で今、観光予算が付

いているか、このへんについてのご説明もいただきたいとお願いを申し上げます。 
○議長（中村善次君） 

 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
 続いて、関連質問を許します。 
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 ２１番、前島敏彦君。 
○２１番議員（前島敏彦君） 

 大久保議員の関連質問をさせていただきます。 
 先ほど、都市計画税の今後の方針について答弁がありましたが、根本的に合併した７町村の

中では、都市計画税が課税されているのは石和町だけございます。昭和４７年から課税が始ま

りまして、ここ近年では３億円近い課税をいただいております。 
住みよいまちづくり構築のため、都市計画道路ですとか、先ほどの公園・下水道整備に積極

的に事業を行い、その一部を都市計画税として、都市計画区域の家屋に対して課税されており

ますけれども。誰もが住みやすい環境整備を望んでおりますが、そのために今後、都市計画区

域に基づき都市計画税を必要とするならば、やはりそのへんは市民に対して、今後どのような

形で、やはりこのへんの説明不足というところもあろうかと思いますので、そのへんをどのよ

うに理解を求めていくのか、この１点と。 
ただいま、荻野市長のほうから財政が厳しいんだという中でも、やはりやらなければならな

い事業と、そして精査した中で進めなければならない事業と、こういうものはというものに関

して、駅舎は私も代表質問の中でもさせていただきましたけれども、確か昨年３月の井上議員

さんの代表質問の中でも触れましたけれども、公園整備について当笛吹市は、「甲斐国千年の

都」を掲げております。文化遺産でもある甲斐国分寺の整備の中で、ただいま土地の買い上げ

ですとか、家屋の移転等で大変であろうかと思いますけれども、観光振興の面でも大いに期待

をしておりますけれども、現在の進捗状況等が分かりましたらお答えをお願いしたいと、この

２点についてお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 
 総務部長、石川光次君。 

○総務部長（石川光次君） 
 １点目の都市計画税の必要性、市民にどう説明をしていくのかという質問にお答えをいたし

ます。 
 必要性につきましては、自主財源の確保、これからの自治体間の競争に負けないためには、

どうしても自主財源が貴重な財源として考えられるわけですので、そういったことからしても、

残された事業、下水あるいは区画整理、そういった事業への取り組みの中で、どうしても貴重

な財源として考えていかなければならないかと思います。 
 市民への説明でございますけれども、これにつきましては、先ほど申しましたとおり、都市

計画のマスタープランと歩調を合わせながら、この中に位置付けてあるという前提の中で、マ

スタープランと歩調を合わせながら、市民への説明をしていきたい。 
 また、受益負担、そういったものにつきましても、納得のいく形で市民に説明をしていきた

いと思いますので検討委員会の設置も、こういった中では検討委員会の意見を聞く中で、市民

への説明も改めて考えられると思いますので、今後は検討委員会の設置、そういったことを視

野に入れながら、市民への説明というものを考えていきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 
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○教育次長（高野あけみ君） 
前島議員の関連質問の国分寺の関係につきまして、進捗状況等を申し述べます。 
甲斐国分寺跡の進捗状況でございますが、指定されました面積は４万６，２８８．５０平方

メートル、国分寺の関係につきましては、平成１０年度より墓地の移転を行いまして、１８年

度までの予定をしております。１８年度、年度の途中でございますが、公有化率につきまして

は、５６．９８％でございます。 
 また、甲斐国分尼寺のほうでございますが、指定面積は２万５，６５６．１８平方メートル、

１８年度より計画的な買い上げを開始しております。公有化率でございますが１２．７３％で

ございます。 
整備につきましては、平成１６年度に旧一宮町で甲斐国分寺跡・国分尼寺跡保存整備活用検

討委員会を設置してありましたが、今年度、笛吹市でも笛吹市文化財保存整備委員会の部会と

しての位置付けを行っておりまして、整備基本構想を策定中でございます。 
今後の計画といたしましては、整備基本構想に基づき、引き続き公有化を進めてまいります。

また、整備のための基礎資料を収集するため発掘調査も行っていきます。なお、公有化でござ

いますが、国分寺のほうは平成２２年度までを予定しております。また尼寺のほうは平成

２２年度までを予定しております。 
 なお、整備につきましては、国分寺のほうは、平成１９年度から発掘調査を着手する予定で

ございまして、平成２８年度までの予定でございます。国分尼寺のほうでございますが、平成

２２年度から発掘調査に着手の予定でございまして、平成３０年度までの予定でございます。 
 国分寺の関係の整備につきましては、貴重な文化財でございます。また、長い期間の計画、

実施になるわけですが、地域の皆さんのご理解をいただきながら進めていきたいと思います。 
 以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
 前島君、他にありますか。 
 前島君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
国分寺に関しましては、やはり文化庁ですとか、大変な苦労をされていると思いますけれど

も、そのへんでまた、国のほうの予算もいろいろと大変であろうと推察するわけでございます

けれども、ぜひ目的に向かってご努力をお願いしたいと思います。 
答弁は結構でございます。 
 よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
（「時間がありますか」の声あり） 
２分くらいですけれども。 
 志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
 時間がないということですから、先ほどの大久保議員の都市計画税のことで、笛吹市のマス

タープランは当然作っていくというような答弁があったわけですから。これは私もそう思って

おりますけれども。当然これは県のほうで１６年に都市計画のマスタープランの見直しを各市

町村へ出してきました。これは５年経つと見直しということで、私の聞いている範囲では、２年
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延ばして７年ということですから、そうすればまた見直しをかけるということを聞いています。

当然、ここは今度、東八代の都市計画区域というようなものがなくなってくると思います、合

併しましたら、笛吹市のマスタープランを作っていかなければならないという状況の中で、今、

聞いてみますと、着々と進めているというようなことでございますから、これはぜひ進めてい

ただいて、やはりこれを作っていかないと、笛吹市の将来の土地利用、まちづくりについての

指針が出てこないわけですよね。それを出してくることによって、都市計画税の賦課も、私は

笛吹市の住民同じように負担をしていただいて、先ほど市長の答弁の中にありましたように、

下水道については全体では６０％いっていません。特に御坂町、石和町は遅れています。こう

いうようなものを目的税として、それへ投資をしていくというようなことであれば、これは今

の答弁の中で、自主財源が非常に逼迫をしている、地方交付税はどんどん落ちていくと、１７年

度は７２億円くらいあったのが、今年の予算では確か６２億くらいの予定でおりますね。 
 そういう形で、補助金、支出金等も、どんどん削減されてくれば、どうしても笛吹市は自主

財源を確保していかないとならないと思っています。 
ぜひ、そういう観点から、この都市計画税の今後の見通しについては、やはり特定の地域を

除いては、１つの笛吹市のまちづくりという観点の中に立って、都市計画税は同じように賦課

をしていかないと、これは本当に不均一課税というよりか、不公平税制になってしまう。不均

一課税は、例えば国保税みたいな形の中で、高いところもあったり、安いところもあったりと

いうようなことは、これはある程度時間を置いて、できるだけ同じに合わせていく。ただ、今

度はまったく賦課していないものをお願いをしていかなければならない。これは相当市が計画

性を持ってそれを進めていかないと、住民は恐らく、急に新しい税金をぽんと乗せられたので

は、これは１００分の０．２とはいいましても大きい額なんですね、２億７千万円。笛吹市全

体へかけても、土地評価が違いますから３億超すか４億円くらいの都市計画税にしかならない

と思いますけれども。 
ぜひ、これは貴重なまちづくりのための財源だと思いますから、前向きに総合計画と同じよ

うにマスタープランを立てていただいて、笛吹市の将来のまちづくり、土地利用のための１つ

の資金というようなことで考えていただきたいということをお願いいたしまして、関連質問は

以上です。 
○議長（中村善次君） 

 以上で、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
まず、子育て支援の充実、乳幼児医療費助成の拡大を求める件について伺います。 
先の９月の県議会におきまして、山本県知事は、この乳幼児医療費をはじめとして、ひとり

親家庭、障害者の医療費助成について、すべての対象者を窓口無料にすることを表明しました。

住民運動の大きな成果だと喜んでおります。 
 この、窓口無料になる予定の乳幼児医療費の現在の対象年齢は、通院が５歳未満児、入院が

就学前までとなっておりますけれども、対象年齢を通院、入院とも小学校６年生まで拡大して

いただきたいと求めるものです。 
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 現在、山梨県内では、入院、通院とも対象年齢を小学校６年生までとしている自治体は、甲

府市、大月市、道志村となっておりまして、韮崎市では前の市長が６年生まで拡大することを

約束しておりました。また、対象年齢を入院と同じく通院についても就学前までとしている自

治体は、山梨市、甲州市、身延町、南部町となっております。子育て支援の充実施策として、

ぜひとも年齢拡大を求めます。 
次に、放課後子どもプランの実施を求める件について伺います。 
子どもたちの放課後が、安全、安心、豊かに過ごせる居場所づくりとして、放課後子どもプ

ランが文科省の事業として始まることになりました。 
 現在、実施しております学童保育は、共働き家庭の小学校３年生までの児童を対象としてい

る事業ですけれども、放課後子どもプランは、すべての子どもを対象として、安全、安心な子

どもの居場所を設け、地域の人たちの参画も得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ、文化活

動、地域住民との交流活動などの取り組みを推進するものとなっております。 
 放課後の子どもを狙った凶悪な犯罪が相次いで起こりましたけれども、この笛吹市でも青色

パトカーや、子ども見守り隊などの活動が始まっておりますけれども、このプランは、子ども

の命や体の安全という防犯的な面だけにとどまらず、子どもたちが異年齢の集団で遊ぶことで

いろいろな経験をつくれるとか、また地域の大人、多様な世代との交流を図ることで、学校や

家庭では学ぶことのできない、多様な価値観や文化に触れる場所になるものと考えております。

実施を求めますが、市の考えを伺います。 
 次に、介護保険制度について質問します。 
 今年４月からの制度改悪によりまして、介護度の低い要支援１・２、要介護１の方に対して、

福祉用具の貸与が制限されることになりました。 
 いままで貸与されておりました電動車椅子や、介護用ベッド、床ずれ防止用具などなど、い

わゆる貸し剥がしになってしまったわけであります。このことで、毎日の生活に困難を来たす

方が大勢になりました。 
 笛吹市内で、この貸し剥がしにあった方は、介護用ベッド１３０人、電動車椅子２１人であ

ります。これらの方々は、便利だから借りていたのではありません。必要だから借りていたわ

けであります。状態が変わらないのにもかかわらず、取り上げてしまうのは、大変酷なことで

はないでしょうか。 
 自立した生活をいつまでも送りたい、また、介護状態がこれ以上悪化しないためにとの思い

で、福祉用具を利用していたわけですから、突然の貸し剥がしは介護保険制度の理念とも大き

く矛盾するものであります。 
 所得の低い人、またどうしても必要な人については、市の財政負担を講じて引き続き貸与す

ることを求めるものです。 
 この要望に基づきまして、笛吹市国保介護をよくする会の皆さんが、１０月３１日に交渉を

行いましたけれども、切々と訴える当事者を前にして、市の答弁といいますのは、市の財政状

況も大変厳しいので、国の財政措置がないものについては、市としては対応ができませんと、

大変冷たい答弁でありました。 
 今回のこの貸し剥がしは、高齢者の生きる権利を奪うものであります。今回のこの措置にあ

たって、市は調査表に基づいて対象者に対して調査を行ない、その結果で、貸与の継続、取り

止めを決めておりますけれども、継続するのか、取り上げるのかの判断の基準が、大変不透明
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だという意見が、担当した多くのケアマネから出されておりました。 
 納得のいく基準を明らかにすることと、判断するにあたって主治医やケアマネの意見が十分

尊重されたのか、大変疑問を感じるところであります。見解を求めます。 
 最後に、利用料の減免制度をつくることを求めます。 
 この介護保険制度では、基本的にサービスの１割負担を利用者は払いますけれども、所得の

低い人にとっては、この１割負担は大変重いものがあります。受けられるサービスではなく、

払えるサービスを選択している方がほとんどであります。保険料の減免制度に応じて、利用料

の減免制度も設けることを求めて一般質問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 
 教育次長、高野あけみ君。 

○教育次長（高野あけみ君） 
 亀山和子議員の一般質問、子育て支援充実についてお答えいたします。 
 最初に、放課後子どもプランの実施を求めるとのご質問ですが、放課後子どもプランは文部

科学省の放課後子ども教室と、厚生労働省の放課後児童健全育成事業の２つの事業を一体的あ

るいは連携しながら実施していく事業であり、現在、県の段階で関係部局との協議が行われて

いるところであります。 
 放課後子ども教室は、来年度創設される新規補助事業で、山梨県の方向性としては、厚生労

働省所管の放課後児童クラブ、いわゆる学童保育での取り組みを中心にして、放課後子ども教

室はこれを補完する形で実施する予定となっております。 
 笛吹市では、ご承知のように、学童保育クラブや児童館等を中心とした放課後学童保育に積

極的に取り組み、１９年度は御坂地区に児童館を建設、また石和富士見地区での検討など、そ

の体制および施設設備の充実を図ってきているところであります。 
 放課後子どもプランの実施につきましては、教育委員会を中心に保健福祉部と連携を取る中

で、笛吹市としての検討委員会を立ち上げて進めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
 保健福祉部長、内藤運富君。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 亀山和子議員の一般質問、子育て支援充実についてのうち、乳幼児医療費助成の年齢の拡大

を求めるについてお答えいたします。 
 乳幼児医療費助成事業は、乳幼児の健やかな成長と子育て家庭における経済的負担の軽減を

図るため、通院の場合、５歳の誕生月の末日まで、入院の場合は、就学前までの保険診療にか

かる自己負担分を県から２分の１の補助を受け助成している事業であります。 
 市では、合併時の平成１６年１０月より、１カ月につき７００円の自己負担金も市単独で上

乗せ助成をして、完全無料化を図っております。 
 また、平成１８年度より国民健康保険加入世帯乳幼児の市内医療機関完全窓口無料化、およ

び社会保険加入世帯を含めた乳幼児医療費請求手続きの簡素化を実施したところでございま

す。 
 なお、県では、社会保険加入世帯も含めた窓口無料化の導入について、９月定例県議会で知
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事が表明されたところであります。 
 ご質問の、乳幼児医療費助成年齢の拡大につきましては、現行の県の補助制度では補助対象

外となりますので、市単独財源での実施となります。 
 独自の医療費助成年齢の拡大は、財政面等総合的に勘案いたしまして、現段階では困難な問

題だと考えております。しかしながら、子育て支援の中での経済的負担の軽減は意義深いもの

と認識しておりますので、今後、県に乳幼児医療費助成制度の拡充を要求してまいりたいと考

えております。 
 次に、介護保険制度についてお答えいたします。 
 まず、福祉用具貸与のご質問でありますが、議員ご承知のとおり、介護保険制度は保険料や

公費により、みんなで支えられている制度であります。したがいまして、将来にわたり制度の

持続可能性を高めるためには、よりサービスの必要性の高い中重度者の方に対する支援を強

化・重点化することが必要となってきております。 
 また、福祉用具サービスは、もともと便利だから利用するものではなく、あくまでも身体の

状態に応じて必要と判断された人が利用できるサービスであります。このことを踏まえ、平成

１８年４月施行の介護報酬改定により、要支援・要介護１・経過的要介護の人について、その

状態像からは利用が想定しにくい種目について、一定の条件に該当する方を除き、福祉用具貸

与が制限されました。 
制限にあたっての審査は、介護保険課介護総務および認定審査担当、ならびに地域包括支援

センター職員１０名で組織する、福祉用具貸与検討会を実施しているところであります。 
判断する内容としましては、主治医の意見書、認定調査票、ケアマネジャーの意見等により、

総合的な審査を行い、判定しております。 

審査基準は、公平・公正な内容で定められておりますが、サービス担当者会議に担当者が同

席し、被保険者の身体状況・生活状態を確認し、その会議内容を持ち帰り検討を行い、その審

査結果をケアマネジャーおよび被保険者にお伝えし、ご理解をいただいております。 

また、低所得者だから継続して貸与を、ということについては保険制度の性質上、やはりそ

の方の身体の状態像により判断を行うべきであると考えられます。 

介護保険事業は、介護保険制度に基づき、運営されるものでございます。 

次に、利用料の減免制度の件ですが、既に低所得者のうち、一定の基準を満たす方について

は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度があります。 

この制度は、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額が、利用者負担の

４分の３、老齢福祉年金受給者は２分の１に軽減されるものであります。 

また、施設サービスやショートステイでの居住費や食費についても、負担が重くならないよ

う限度額を設け、その超えた分は特定入所者介護サービス費として、介護保険が負担する制度

もありますので、現時点では市独自の減免制度は考えておりません。 

今後とも、健全なる介護保険事業の運営を目指してまいります。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

亀山議員の一般質問は、持ち時間が終了しました。 

以上で、亀山議員の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 
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渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

関連質問をいたします。 

まず、乳幼児医療費の拡大に関して、小学校６年生までを対象年齢とした場合、あとどのく

らいの財源措置が必要なのか、この見込み、試算を教えていただきたいと思います。 

それから、放課後子どもプランについては、学童保育を中心にしながら、この両者を進めて

いくという考え方、県もそうであるし、笛吹市もそうであるという考え方が示されたと思いま

すが、ぜひとも、この学童保育と地域子ども教室、それぞれ異なった目的と役割もございます

ので、両者を並行して進めていく、また連携を図っていくという立場でよろしくお願いします。

これは答弁は必要でございません。 

それから、貸し剥がしの問題ですが、事前に調査をいろいろな項目にわたってやってきたと

いうことですが、私どもの聞くところによると、この貸し剥がしということによって、実際問

題として、生活の状況というのは非常に低下したという例も聞いております。その後、どのよ

うに追跡調査が行われているのか。あるいは、行われていないのなら、今後この追跡調査をぜ

ひしていただきたい。そして、きめ細かな対応を果たしていただきたいと思いますが、その点

についてどのようにお考えかお伺いします。 

そうした中で、国保・介護を良くする会などの話し合いの中で、先ほど亀山議員が質問した

ようなことがございましたが、同時に１１月２２日、別の団体との話し合いの席上でも、市は

困っている人に対して何でも切り捨ててしまうということではないという、若干前進した話が

あったわけですが、この点について、市独自の施策財政措置をどのように考えているのかとい

う点についてお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

保健福祉部長、内藤運富君。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 

まず、第１点目の、乳幼児医療費の関係でございますが、平成１７年度の実績でいきますと、

８，６３５万８千円という金額が歳出されております。また、１８年度につきましては、まだ

途中でございますが、現在までの経過、そして今後の見込みをいたしますと、約９，８８０万

円、約１億円近くの医療費になると推測されます。 

今後、今議員からご要望がございました、６歳から１２歳までということになってきますと、

乳幼児の対象人数が５，３４９人になります。いままでの実績から、おおよその対象人数の見

込みだと約３万６千件ほどの見込みがされます。そうしますとおよそ７，９００万円、約８千

万円近くの医療費がかかる見込みでございます。しかし、前にも申し上げました、現行のもの

につきましては２分の１補助でございますが、約８千万円の医療費につきましては、市単独と

いうことになりますので、この８千万円はまるまる市が持ち出しということになってきます。

これに加えて、またシステムの改修等がございますので、当初は約１億円近く、医療費に関す

る金額がかかるのでないかと推測されますので、市といたしましても、相当経費がかかります

し、この事業につきましても継続的に長く事業ができるということを考えていきますと、今の

財政上では非常に厳しいものがあるという点をご理解願いたいと思います。 

あと、内容につきましては、まず調査関係でございますが、ケアマネジャーが福祉用具を貸
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与する調査票に記入して、市に提出されます。その内容といたしましては、主治医からの意見

書、また、先ほど言いましたように包括支援センターから、またケアマネジャー、訪問調査員

の調査内容等がこの中に記載されています。これを担当者によって検討され、市担当者とケア

マネジャー両者で、被保険者宅に訪問して、そこでサービス担当者会議という形で、その被保

険者宅を訪問して状況を伝えるわけでございます。そして、この被保険者の状況をケアマネ

ジャーとともに確認いたします。そして、この状況を持ち帰り、そして、福祉用具貸与の検討

会にかけ、判断するということでございます。そして、検討した結果をケアマネジャー、被保

険者に周知をするというような流れになっていますので、ご理解いただきたいと思います。 

あと、追跡調査をやったかどうかという点でございますが、なかなか事業者から上がってく

る調査は厳しいものがありまして、上がってきにくい部分があるわけですが、約半数程度の調

査が上がってきておりますが、ほとんどの方が貸与または購入したというような結果でござい

ました。その点をご報告させていただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、私たちといたしましては、経過措置が終わり２カ月が経った今の

時点でございますが、制度の改正の背景と、今回の改正された趣旨を尊重し、今後の動向を見

守っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

（「答弁漏れ」の声あり） 

渡辺君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

先ほど言いましたが、市が困っている人に対して、何でも切り捨てるということではないと、

ある団体、１回目と２回目で別の団体ですが、団体に対する答えが違っているわけですが。 

そうすると、困っている人に対して、何でも切り捨てるということではないということでご

ざいますので、その具体的な措置をどうするかということで、これは福祉に関する基本姿勢に

かかわる問題ですので、ぜひ市長さんから答弁をいただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

いずれの問題にしましても、切り捨てるとかという言葉を使っておりますけれども、それぞ

れ事情がございますから、それぞれのご意見をお伺いしながら、状況を判断しながら、すべて

の問題について対応していきたいと、こんなふうに思っております。 

これは介護保険のみならず、教育関係でも大変なやんでいる方もおりますし、あるいは、そ

れぞれ個々の生活の問題について悩んでいる方もございます。そうした人たちにできる限りの、

いわゆる耳を傾けて進んでいるのが、現在の状況でございます。 

○議長（中村善次君） 

以上で、関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

再開は１１時２５分といたします。 

休憩  午前１１時１０分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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再開 午前１１時２５分 

○議長（中村善次君） 

 再開いたします。 

続いて、３番、上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 

私は、今定例市議会に提出されました案件、ならびに市政一般について質問させていただき

ます。 

先日、再建団体として国に申請を行った北海道夕張市の再建計画の報道がなされました。破

産した経過を見ると、炭鉱の町から観光を中心としたまちづくりに失敗したとのことでありま

した。特に、行政側の甘い経営感覚とそれを見過ごしていた議会には大変大きな責任があると

考えております。 

誠に遺憾ではありますが、決して他人事としてとらえられる報道ではありませんでした。 

人口の減少、平成の合併と地方自治体は大きな変革期を迎え、厳しい財政運営を余儀なくさ

れる中、住民自身がこれからはどこの自治体を選び、一番環境の良い地域に定住するか選択さ

せる時代へと、入っていくのではないでしょうか。 

現実的に、夕張市民は転居を考えている方々が多いとの報道を耳にしております。 

都会と田舎の両方に住居を持つ方々、また、各地方自治体が人口減少策に定住の誘致策を模

索しております。 

本市としても、今後大きな課題として、この問題に果敢に取り組む必要があると考えます。

荻野市長、行政当局、そして私たち議会が一体となり、「住んでみたい地域・日本一」を目指し

進もうではありませんか。 

では、以下、質問に入ります。 

まず、はじめに、県道白井河原八田線・四日市場交差点付近の改良についてお伺いいたしま

す。 

県道白井河原八田線は、石和地域内を横断する幹線道路であり、多くの住民また峡東地域方

面、甲府市内方面を結ぶ大変重要な道路であります。昨今では観光バス、大型トラックの行き

来により、交通量の増加は年々増しております。 

県においては、国道１４０号線は、井戸交差点の改良に本年より本格的着手に入り、地域住

民の長年の懸案が解消に向かっております。 

しかし、旧石和町時代に国道１４０号線改修期成会の要望で、井戸交差点より東高橋交差点

までの側道整備、また河内区内の交差点の改良整備も含まれており、本市としても荻野市長を

中心に地域選出議員の方々、また地域住民の方々が県に対して要望活動を行っており、早期の

整備実現が期待されております。 

さて、昨今の交通量の増加に伴い、白井河原八田線の交通量は毎年増加傾向にあり、国道

２０号線・バイパスに接続する四日市場交差点付近、特に広瀬地区、オギノからバイパスまで

の渋滞は、地域住民のみならず、この道路を使用する多くの方々より、渋滞の緩和が叫ばれて

おります。 

県においては、本市よりの要望により取り組みが始まったとのことを伺いましたが、現在、

どのような取り組みが始まっているのか。また、本市として、県に対してどのように取り組み

を今後行っていくのかをお伺いいたします。 
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また、バイパス石和橋・石和橋西詰交差点から国道４１１号線・石和温泉駅入口交差点まで

の間の市道における歩道は、地域の方々、また通勤通学の学生等が多く利用されますが、老朽

の上、路面に上下の勾配があり大変危険な状態であります。またガードレールも折れ曲がった

ところが見受けられます。 

昨今、国においては、道路建設においてもバリアフリーの考え方を導入する旨の指導がなさ

れております。 

こうした観点より、利用者の安全と利便性、また町の周辺整備を今後どのように考えている

のかお伺いいたします。 

次に、渋川改修の促進についてお伺いいたします。 

石和町地内を流れる渋川は、市部地内、神明水門取入れ口から始まり、窪中島、広瀬、富士

見地内をとおり、御成橋までの全長約６，２５０メートルの１級河川であります 

渋川は、地域住民に密着した河川であり、これまで私たちの生活に計り知れない恩恵を与え

てくれた一方で、数多くの試練も被ってまいりました。 

合併前の石和町時代の昭和６１年には、渋川の計画的な河川改修を促進し、地域住民の生命

と財産を守り、安全で快適な生活環境の確保を図ることを目的に、渋川流域の住民の代表で組

織した「渋川改修促進期成同盟会」を立ち上げました。以来、毎年関係機関への陳情、現地視

察等、活動を継続してまいりました。逼迫した財政事情の中、少しずつではありますが着実に

前進しておりますことは、山梨県はもとより笛吹市および地元住民のご理解、ご協力の賜と感

謝申し上げます。 

現在は、石和町小石和地内の改修を行っており、清流公園までの改修が進もうとしており、

大きな災害を引き起こした、石和町富士見地区内の改修が完了する見込みとなりました。 

しかし、財政再建、公共事業の縮減により、今後予定している石和町広瀬・四日市場、また、

国道２０号バイパスを北に進む笛吹市窪中島地区内の整備においては、大変厳しい見込みが予

想されます。石和町四日市場地区内では川幅が狭く、深さも浅く、石垣の崩れているところも

見受けられます。通常の現状でも水位が高く、ひとたび大雨の際は氾濫してしまう状況にあり

ます。 

荻野市長におかれましては、私が申し上げるまでもなく、渋川改修促進期成同盟会の会長と

して先頭に立ち、早期実現にご尽力いただいておりますが、昨今の財政状況の中、地域住民挙

げての盛り上がりがなければ、改修実現の早期解決は難しいのではないでしょうか。それは歴

史が教えてくれています。 

渋川改修がこまできて現在に至っているのは、先人たちの努力、行政、富士見地区の人たち

の熱意があってこそ、ここまできたというふうに認識しております。 

そこで、今後の動きとして、渋川改修期成同盟会のさらなる拡大、また県に対してどのよう

な取り組みを考えているのか、ご所見をお伺いいたします。 

以上で、私の質問は終わります。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

建設部長、芦澤憲一郎君。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
上野稔議員の一般質問、県道白井河原八田線・四日市場交差点付近の改良についてのご質問
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に、お答えいたします。 
県道白井河原八田線の国道２０号と国道４１１号を接続する区間につきましては、現在の笛

吹警察署が移設建築されました時期に、国道４１１号側の一部区間について改良整備されてお

り、道路管理者であります県の峡東建設事務所に継続して、国道２０号との交差点まで改良整

備を促進願えるよう、今後についても要請してまいりたいと考えております。 

次に、石和橋西詰交差点から国道４１１号・石和温泉駅入口の間の市道６号線の歩道の老朽

化対策につきましては、石和町道として両側に歩道を備えた２車線道路として共用開始して、

既に３０年弱経過しております。当時の施工方式でマウントアップ型の歩道として整備されて

おり、歩道幅も狭く利用者にご不便をおかけしている実態であります。 

現在については、店舗等の建築物等が連続している状況も踏まえ、歩道を再度拡幅すること

につきましては多額の事業費を必要とするため、当面については維持修繕を徹底し、利用者の

安全対策に万全を期していくこととしております。 

将来的には、沿線土地所有者の皆さまにご理解をいただき、バリアフリーを満たした市街地

道路としての改良整備を研究していきたいと考えております。 
また、国道２０号との交差点部分につきましては、現在、一部変則的な交差点となっている

ため、交通安全対策も踏まえ国土交通省と改善策について協議を重ねてまいりましたが、国土

交通省の直轄工事として既に工事が発注され、年明けに着工し、年度内に歩道の一部改築を含

め、交差点の改良工事が完成することとなっております。 
公共事業の推進につきましては、財政状況の厳しい状況でありますが、市民が安心して快適

な生活のできる基盤整備としての道路整備を、今後についても推進していきたいと考えており

ます。 

引き続きまして、渋川改修の促進についてのご質問にお答えいたします。 

はじめに、渋川改修工事の進捗率についてお答えいたします。 

渋川改修工事につきましては、昭和６２年に、山梨県峡東浄化センター前から着工し、今年

度末には、県道甲府笛吹線との交差部の上流まで完成の予定であり、進捗率は約８４％であり

ます。 

平成２１年３月末には、最終現場となる石和町清流公園までの完成を目指しております。 

次に、渋川改修促進期成同盟会の拡大の件でありますが、この期成同盟会は、昭和６１年

１１月に設立し、市長を会長とし、区長・市議会議員・農業委員等で組織されており、随時県

に事業推進の要望活動等を行っております。 

今後、改修工事につきましては、さらなる促進を希望しており、渋川の基点となる石和町市

部字鵜飼までの事業認可、および早期完成をお願いしているところであります。 

今後、それぞれの改修地域にあたる関係役員等の加入をいただき、組織の拡大を図り、事業

推進の要望活動等を行っていきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

上野稔君。 

○３番議員（上野稔君） 

答弁をありがとうございました。 
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白井河原八田線は県の事業ということになりますので、これからもさらなる要望活動等を、

私たちも一生懸命に努力しますのでお願いしたいと思います。 

ただいま、市道６号線の話でありますが、部長の答弁では、利用者に不便をかけていると認

識しているようですが、現実には、歩道の拡幅改修ができればベストでしょうけれども、現状

の幅でそのでこぼこの改修はできないものでしょうか。答弁は、修繕して利用者の安全対策に

万全を期していくと言っていますが、現状の中では利用者の安全性、利便性が保たれていない

ということでお願いしているわけですから、そのへんのさらなるもう一歩前進したお答えをい

ただければと思います。もう一度、再答弁をお願いしたいと思います。 

以上。 

○議長（中村善次君） 

建設部長、芦澤憲一郎君。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 

再質問にお答えいたします。 

将来的には、バリアフリーを満たした市街地道路として改良整備を研究していきたいと、考

えております。 

前向きに検討させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 

再々質問、ございますか。 

（ な し ） 

以上で、上野稔君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

ありませんか。 

（ な し ） 

以上で、関連質問を終わります。 

暫時休憩いたします。 

再開は、午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４０分 

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

再開  午後 １時３０分 

○議長（中村善次君） 

再開いたします。 

一般質問を続けます。 

１１番、内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

私は、新和会の内藤です。 

議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 

旧八代町南の火災に遭いました、江戸時代の古民家の再建について伺います。 

過日、１１月１９日、八代町南区に発生しました火災によりまして、八代町郷土館敷地内に

建っていました江戸時代の古民家が、本体を残して屋根のかやぶきの部分が焼失してしまいま

した。７時間に及ぶ消防署ならびに消防団員の消火活動により、屋根を除く本体は幸いにも焼
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失を免れることができました。近所への類焼もなく、長時間に及ぶ消火活動に心より感謝と敬

意を表したいと思います。 

この古民家は、江戸時代中期の養蚕が盛んだったころの農家で、二階建てに南側に突き出し

た屋根が、非常に珍しい構造だそうです。現在は北向きに建っています。１９７１年（昭和

４５年）に八代町南の石原家にあったものを解体保存し、１９８６年（昭和６１年）に、八代

町のとき現在の郷土館隣に復元、再建されたものであります。 
山梨県内において、江戸時代のこのような構造を持った民家が残されているのは非常に少な

く、貴重な文化財であると考えられています。ぜひ再建を願うものでありますが、当局のお考

えを伺いたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
これより、当局の答弁を求めます。 
教育次長、高野あけみ君。 

○教育次長（高野あけみ君） 
内藤武寛議員の一般質問、火災に遭った江戸時代の古民家の再建について問う、にお答えい

たします。 
去る１１月１９日深夜に発生しました、八代郷土館敷地内の市指定文化財・江戸中期民家の

火災の際には、ご近所の皆さま、また南区区長さまをはじめ消防団の方々には、多大なご迷惑

をおかけしました。この場をお借りしまして、お詫び申し上げます。 

また、特に消防団の方々には、長時間の消火活動に対応していただきましたことに対しまし

て、改めてお礼を申し上げます。 

焼失しました古民家は、１７世紀ころに造られた田字形の間取りの民家で、突き上げ屋根、

馬屋は改築により追加された部分ですが、当時の建築姿がよく残っている貴重な民家でありま

した。 

このような貴重な文化財を焼失してしまったことは、非常に残念に思うところであります。 

今後、再建につきましては、笛吹市文化財保護審議会ならびに関係者のご意見をお聞きする

中で、進めていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

大変分かりやすい答弁でありがとうございました。 

過日、１２月４日、八代町出身の議会議員と八代町時代の文化財審議委員の方が市長さんの

ところへ、この民家の再建についてのお願いに上がっております。また、笛吹市の議会へも要

望書が提出されています。 

この民家再建について、市長のお考えをぜひ伺いたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 
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○市長（荻野正直君） 

今、内藤議員ご指摘のように、１２月４日に八代地域の市議会議員の方と、そして文化財審

議会の委員の方、特に、あの建物を造るにあたりまして、大変ご苦労いただいた方たちを中心

に、お越しいただいたという認識をいたしております。 

私としましては、今、教育次長が答弁申し上げましたとおり、できるだけ早い時期に再現が

できればと、こういうふうに願っております。 

ぜひ、議員はじめ地域の皆さま方のご協力をお願い申し上げたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

再々質問、ありますか。 

内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 

大変前向きなご答弁ありがとうございます。 

最近、笛吹市内において多くの火災が発生しております。市民は日常生活の中で非常に不安

を感じているわけですが、一日も早く安心して生活ができますように願うものであります。 

また、八代の石原家ばかりでなく、石和町の八幡神社におきましても、本堂が全焼するとい

うような、非常に残念な事件も発生しています。八幡神社にある市の指定文化財である絵馬は

修復中ということで、その災難を免れたという話も聞き及んでいます。 

笛吹市においては、たくさんのこういった文化財があるわけですが、その防火対策について

どのように考えているかお伺いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中村善次君） 

教育次長、高野あけみ君。 

○教育次長（高野あけみ君） 

内藤議員の再々質問であります、防火体制でございますが、現在、市の指定物件は１３件で

ございまして、人が住んでいて、そこを市の文化財にしてあるところは未設置のところもあり

ます。お寺なんかは方丈さんがいて市の文化財になっているというところは、未設置のところ

もございますが、無住のところ、人の住んでいないところに関しましては、火災警報器の設置

等もしてございます。ただ、市になりまして徐々に対応しておりますので、これにつきまして

も、未設置の部分がございますが、対応はいたしております。 

以上でございます。 

○議長（中村善次君） 

以上で、内藤武寛君の一般質問を終了いたします。 

関連質問を許します。 

（ な し ） 

以上で、関連質問を終わります。 

一般質問を続けます。 

２６番、新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 

通告に従いまして、１点、質問いたします。 

昨年の６月議会にも、境川図書室を境川図書館と言えるような整備計画という点で質問いた
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しました。職員１人を配置し、月曜から土曜まで開館し、なお一層の利用を願っているという、

そのときの答弁でした。 

現在、周りの町を見回すと、素晴らしい図書館となっています。 

境川村のときですが、平成１５年のときに一般質問として、境川に図書館をということで質

問が出され、そのときの答弁としては、検討委員会を立ち上げていくというところまでいった

経過がございます。 

境川の飯田龍太先生の俳句に、「どの子にも 涼しく風の 吹く日かな」という句がありま

す。 

自然の涼風が限りなく遊んでいる子どもたちに吹いている、子どもへの愛情いっぱいの句で

す。 

いかなるところにいようと、すべての人にとって平等に、置き換えまして、平等に本に親し

む機会が与えられるべきだと確信し、質問に入ります。 

境川図書室の充実を。 

現在、境川図書室には司書が半日、半日、一日の３日体制でいてくれます。子どもたちも利

用しだし、また、おばあちゃんたちのお話隊「たんぽぽの会」も誕生し、世代間の交流もでき、

雰囲気がとてもよくなってきました。幼児から高齢者まで憩いの場、利用しやすい図書館とな

るよう期待し、質問いたします。 

１．１階を改造し、スペースを広げられないものでしょうか。 

２．本の増冊、現在境川図書室におきましては、飯田蛇笏・龍太先生の句集、いろいろな俳

句関係の書籍となっています。そして、現在は子どもの本が主に中心で、子どもの本の増冊と、

また大人の本も、高齢者の方、いろいろな層の方が来られますよう、いろいろな本の増冊を望

みたいと思います。 

３点目、司書の日が、半日、半日の一日ですので、半日は中途半端で仕事が思うようにでき

ないと思います。どうか司書の日を増やしていただきたいと要望いたします。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
新田治江議員の一般質問、境川図書館の充実を、についてお答えいたします。 

境川総合会館の１階スペースには、図書室、事務室、調理実習室等とロビーがありますが、

現状は図書室に加えロビーの一部を活用しサービスを図っており、図書室のスペースとしては

最大限の活用をいたしております。 

また、図書資料は特に俳句関連の貴重な資料を中心に、２千冊以上の図書をそろえてあり、

年間約４千冊のご利用をいただいております。 

図書館は、皆さんに来ていただかなければその意義がありません。現在、境川図書館には、

大勢の方々が訪れてくださるようになり、イベント等も行われるようになりました。このよう

なことからも、運営が充実してきていると感じております。 

さらには、市内図書館のシステムネットワークを構築しており、市内全図書館の図書資料を

１枚の利用カードで貸与・返却でき、図書資料についてはメール便を活用し、市内全図書館で
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貸与・返却ができるようにしております。この事業は、笛吹市内図書館システム統合事業とし

て、３，８７７万２千円を投じており、これにより市内の全図書館がつながるようになりまし

た。 

このように、平日は各図書館との図書の物流により、希望する図書をいち早く届けるシステ

ムになっております。システムの構築によりまして、貸出件数は、市全体で前年比１５０％増

となっております。 

市内のどの図書館も毎年計画的な増書により、特色ある図書室づくりに努力しているところ

であります。 

司書の日数の増につきましては、現在、司書資格を持ったパート職員１名を配置して、週３日

体制で勤務しておりますが、そのほかに境川総合会館に勤務する職員が貸し出し業務にあたっ

ており、日曜日、祭日を除き毎日図書室をご利用いただけます。 

職員が一丸となり努力しておりますので、当分の間、現状維持とさせていただきますが、今

後、利用状況等も勘案する中で、関係します部局と協議をしていきたいと存じます。 

以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 

新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 

お陰さまで、境川の図書室も雰囲気が本当によくなってきて感謝しています。でも、これか

らはもっと大きな拠点になるよう、これからの計画を検討委員会などを立てていってもらえれ

ばと、いうことを強く感じます。 

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像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ていく上で欠くことができないものです。社会全体で、そ

の推進を図っていくことがとても重要なことだと思います。 

昨日も、いじめの問題等数多く出ていました。本を読むことによってお互いが思いやりの心

を持つ、本という力はすばらしいものだと思います。 

生涯にわたる読書習慣を身に付けることができるよう、子どもの発達段階に応じ、読書の楽

しさを知るきっかけづくりをする機会の提供に努めるとともに、施設・設備の条件整備・充実

に努めることが大切だと思います。 

昨日、市長も市民第一主義の行政運営を基本とし、市民皆満足度の向上にと努めていくと述

べていました。そして、条件整備では、部屋にこたつを置いていただきました。本当にこたつ

を置いてアットホームでいいのですが、でも、考えてみれば、こたつは４人しか座れないし、

この先に広がりがないような気がして、条件整備してちょっと満足、私にはちょっと納得がい

かないところです。 

この先は、どうなるのでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

教育次長、高野あけみ君。 

○教育次長（高野あけみ君） 

新田議員の再質問にお答えさせていただきますが、先ほども答弁の中にありましたように、

図書室のスペースとしては最大限の活用をいたしております。それに図書購入費は、境川時代
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には年間１０万円そこそこであったように伺っておりますが、市になりましてから今年度は

７７万８千円という予算を付けて、図書の整備もいたしております。こたつは４人しか座れな

いといいますが、子どもたちは本当にうれしくて、こたつの中にもぐって、いろいろな話を聞

いたりしておりますので、こたつが悪いかなということは思いません。コミュニケーションに

はいいのではないかと思っております。 

本にしましても、２千冊以上をそろえまして、年間、境川時代はゼロに等しかった貸し出し

が４千冊になっておりますので、もう少し長い目で見ていただきたいと存じます。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 

次長さんのおっしゃるとおり、合併してから、予算を付けていただき本当に感謝しました。

合併してよかったねと大勢で喜びました。そして、司書の人も置いてくれ、子どもたちも来、

お話隊もでき、本当に感謝しております。でも、本を読む機会を本当に普段着で、そこの場所

にすぐに連れて行かれる、おばあちゃんたちも寄って来られる、そういう場所があればなと。

先ほどの俳句ではありませんが、どの子にも等しく、どんな皆にも等しくそういう機会を与え

るべきではないかなと。いままで境川村の時代は、本当にかけてきませんでした。でも、そう

いうことに気づいたら、こういう、いじめが多い、自殺者が多い、これはどうなのかな、メー

ルとかパソコンとか、いろいろなものにとらわれて考える、お互いを本当に思いやるというこ

とがなくなっている毎日。いままではそういう機械がなかったのですが、合併して、やはりど

んな人にも等しくそういう機会を与えるべきではないかということを感じました。 

そして、各館の特色を生かしたことを見ますと、「おはなし会」「子ども支援」「ボランティ

ア育成をする」そして「幼児から高齢者まで憩いの場づくりを目指す」「人と人・地域密着型

図書館機能を構築」「道徳心・協調心を学ぶ交流の場」「利用しやすい図書館・市民にアピール」

「小中学生と高齢者の利用者増を図る」、それぞれの図書館がモットーとして挙げている特色

の言葉です。 

やはり、地域には拠点となる場所が必要ではないでしょうか。 

いままでがこうだったからとか、そういう考えではなく、やはり皆平等にしていかなければ

いけないということを思います。 

そして、１７年度の図書決算額を見ますと、石和が１億２，３１８万５千円、御坂が１，

４０６万５千円、一宮が１，２５３万５千円、春日居が２３６万円、八代が５６２万４千円、

境川７６万６千円。これは人口もありますが、これは一応考える資料として述べましたが、ま

た市長の言葉ですが、「平成１９年度の予算編成にあたり地域間格差に十分配慮し、施策の展

開を図っていく」という言葉が聞かれました。 

これからの地域間格差という点では、市長はどのように考えているかお聞かせください。 

○議長（中村善次君） 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

まず、境川の総合会館は、今多額な費用をかけて改修していますよね。やはり良い環境を少

しでもつくろうという形で、かなり無理して改修をさせていただいているつもりです。なおか
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つ耐震診断もできていなかった、これも追加予算でやらせていただいております。理想を言え

ばどんどん高くなると思いますけれども、ぜひとも姿勢をご理解いただきたいと思います。 

例えば、今、図書館の中でも説明を申し上げましたけれども、従来よりも６倍以上の予算を

付けさせていただいているのです。おそらく６倍からの予算を付けるところは、もちろん分母

が少ないと言えばそれまでですが、図書館に関しては、境川のみならず他の図書館でもそうで

す。某月某日の山梨日日新聞をご覧いただければ、いわゆる合併した旧町村の中に、１人当た

り５０幾らといふうな記事も載っていたことを覚えている方もいると思います。 

そして、今、笛吹市が合併して大きな効果として表れているのは、１つは、先ほど新田議員

のほうからもお話がありましたように、図書館のボランティア、この組織もだいぶ大きくなり

ました。読み聞かせのグループも大変増えてまいりました。お陰さまで、今、図書館の利用率

は合併時よりも１５０％アップしております。今年は、子どもまで含めますと１人当たり８冊

近い本を借りていただくことになっております。 

ぜひとも、そういう面でご理解をいただき名から、そして、笛吹市の今後の図書館のあり方、

本当に図書館をつくればいいのかではなくて、今ネットワークを組んで、いいまで以上にネッ

トワークを組んで、その中でメール便が１日２回往復しているわけです。それは、それぞれの

図書館を本来ならば、いわゆるマス原理で言うならば、１カ所へ全部集めてしまって、そこに

全部の本を置いておけば、コンピューターも何もいらないわけですが、やはり今あるものをい

かに有効に活用し、そしてみんなが身近なところへ行って、なおかつ自分の必要なことができ

るかということを考えますと、今のネットワーク方式を有効に活用していただく中で、私はこ

の図書館活動を進めていきたいと、こんなふうに思っております。 

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

以上で、新田治江君の一般質問を終了します。 

関連質問を許します。 

１番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 

今、市長からいろいろお話をしていただきまして、十分に理解しているわけですが、１７年

度の貸出数の実績、これは市長が議会の答弁の中でおっしゃったのかもしれませんし、全員協

議会の中でおっしゃったのかもしれませんが、６０万を超えるんですね。これは同規模の市に

おいては、全国８位ということでありまして、非常に図書館の司書の先生方、あるいはボラン

ティアの方々のご努力、その成果だと思っておりまして、感謝と敬意を表するわけであります

が、市長の今のお話を受けた上で、なおさらお願いをしたいと思っておるわけであります。 

今、新田議員からも話がありましたように、総合会館、われわれ清新会はあそこを勉強会で

使わせていただくのです。かなり使わせていただくわけですが、あの入口に、新田議員も言い

ましたように飯田先生の句があるわけです。「どの子にも 涼しく風の 吹く日かな」という。

中に入りますといっぱい飯田先生の句があるわけですが、今、師走でありますから、「師走か

な 小窓より見し 連山かな」と。アルプスが見えるわけですが、非常にいい句だなと思うわ

けでありますが。そんな句を思い出して、そういう雰囲気の中に図書館があるわけです。図書

館というより図書室と言ってもいいかもしれませんし、図書室とも言えない状況だと思うわけ

です。 
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今、質問がありましたように、ロビーの一部をお借りしているということです。交流の場に

もしたいということですが、われわれが利用させていただくときも、年寄りの方々がいらっ

しゃったときもあるわけですが、もうちょっと整備していただければありがたいなと、いつも

思っているわけですが、あの句にふさわしいような、やはり図書室を少し整備をしていただけ

ればありがたいなと思っているわけです。そんな思いで関連質問をさせていただいているわけ

であります。 

その奥に陶芸教室で使っている、約１２畳くらいでしょうか、そんなにないでしょうか、そ

のくらいの部屋にあるわけですが。われわれはそこまで拡張して整備していただければありが

たいなという感じを持っているわけですが。そんなこともぜひ、もちろんもう調査をしてい

らっしゃると思いますが、そんな調査もしていただいて、いま少し整備をしていただければあ

りがたいなと思っております。 

非常に感謝をしながら、そんな整備のお願いもしたいと思っております。教育次長さんにお

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 

井上議員の関連質問にお答えいたします。 

スペースを広げるという問題でございますが、建物の構造上のこともありますので、それら

も含めまして今後検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

その他ございますか。 

（「ありません」の声あり） 

以上で、関連質問を終わります。 

続いて、１０番、堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 

議長の許可をいただきました。新和会の堀内です。 

林業関係の一般質問をさせていただきます。 

林業の推進と森林の整備活用策は。 

京都議定書の発効に伴い、わが国は温室効果ガスの排出量を２００８年から２０１２年まで

の期間に、１９９０年代より６％削減することが義務付けられております。 

こうした目標を達成するためには、山に手を入れ、放置された林野を整備し、温室効果ガス

吸収源としての効果を十分発揮させるための、健全な森林づくりを積極的に進めていかなけれ

ばなりません。 

地球温暖化は人間が作り上げてきた文明の負の遺産であると思います。 

最近の異常現象を見ると、現に始まっていると考えられます。気象庁の予測どおりになると

したら、今後、実に深刻な事態を覚悟し、これからの対策を真剣に考えていかなければなりま

せん。 

現にこの３年間、峡東地域における広葉樹に発生したカツラマルカイガラムシの異常発生は、

かつてない森林破壊をもたらして、木の実不足から、山の鳥獣は人里に食料を求め、農産物を
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手当たりしだいに食い荒らしているのが実態であります。 

市でも、防止網を購入し、地元の人たちと協力し、被害を最小限に食い止めるよう努力して

おりますが、なかなか思うに任せないところがあります。 

また、われわれの大切な飲料水のもとは、すべて森林の恩恵であり森林は環境を守り、水害

からもわれわれの生命・財産を守り、市民の安全な生活を守っております。改めて森林、林業

の果たす社会的使命はこの上ない大きなものがあると思います。 

本年、芦川村も合併し、笛吹市の面積の６０％以上を森林が占めるまでになりました。この

森林資源を今後どのように整備・活用していくのか、その基本的考えをお聞きいたします。 

１つ、森林の水源涵養や防災など、公益的機能を強化するため、国と県が行う大規模治山事

業と、県と市が行う小規模治山事業、また林道整備事業等の積極的な導入は。 

２つ、林業の持つ多面的機能の利点を生かすとともに、企業の社会的貢献活動を促す新しい

森林整備の方法である、企業の森林整備推進事業への取り組みの考えはあるか。 

３つ、笛吹市の恩賜林の中には、各旧町村の学校林がありますが、生徒の森林教育の場とし

て学校林の活用の考えはあるか伺います。 

４つ、旧御坂町は、４０年以上にわたり植樹祭を続けてきました。国・県は毎年、各県で天

皇・皇后陛下を招き大規模な植樹祭を、また皇太子を招き育樹祭を行っております。笛吹市も

市民の山への感心を高めるためにも、毎年植樹祭を実施することを願うところですが、お考え

を伺います。 

５つ、林業は、長年にわたり衰退が続き、山村は過疎化と少子高齢化が進んでおります。林

業の復活と森林の再生のためには、人の手が加わらなければ健全な山林になりません。植林や

除伐・間伐など県の補助事業等ありますが、林業従事者への市の援助について考えがあるか伺

います。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 

産業経済部長、保坂利定君。 

○産業経済部長（保坂利定君） 

堀内文蔵議員の一般質問、林業の推進と森林の整備・活用策は、についてお答えいたします。 

森林は緑の社会資本として、郷土の保全や安定的な水の供給などを通じて、私たちの生活に

さまざまな恩恵を与えており、この森林の機能を社会全体で維持増進していくことが重要であ

ります。 

ご質問をいただきました、治山事業および林業整備事業の導入についてでありますが、森林

資源を守る治山事業は重要であり、また林道は林業生産者の森林の管理、木材の搬出など整備

は必要と考えております。 

このため、これらの整備事業については、地域および地権者の同意、要望に基づき、県と協

議し、国・県の補助を受け進めて行いたいと考えております。 

なお、今年度につきましては、御坂町上黒駒地区で、県の小規模治山事業が実施されており、

また、芦川地区では、鶯宿中芦川林道開設事業、および黒坂里道林道改良事業を、国・県の補

助を受け事業を実施しております。 

次に、企業の森推進事業への取り組みについてですが、この事業は県が地域と企業等をつな

ぐ役割を果たし、地域と企業等が協働して森林の整備を実施する事業であります。県内では早
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川町の「パジェロの森」、山梨市の「ライオンの森」が事業を実施しております。 

市内においては、県の呼びかけに応じ、御坂町の桧峰神社がこの事業に興味を示し、正式で

はございませんが、「企業の森」として森林を提供したいという話も出ております。 

本市としましても、この事業は森林を整備するということだけではなく、森林・林業への理

解の促進や、山村住民と都市住民との交流等による山村地域の活性化にもつながる有効な取り

組みとなりますので、県と連携し、推進してまいります。 

続きまして、学校林の活用についてでありますが、学校林活動は、昭和２０年代以来の古い

歴史を持っており、児童・生徒の教育の場として、また、学校の基本財産造成面で大きな役割

を果たしてきました。 

特に、最近では青少年の奉仕体験、自然体験活動の充実が求められており、その活動の機会

を与えることの重要性が認識されています。 

そのような中、本市においては、笛吹市緑化推進会議春日居支部が春日居小中学校の児童生

徒を対象に、下草刈り等の学校林活動を毎年行っております。 

また、市内には他にも学校林を所有している学校もありますが、授業や行事・カリキュラム

の中で、学校林活動の時間を捻出する余裕がないところも多いようです。 

しかし、児童・生徒の森林環境教育の場として学校林を活用していくことで、次代を担う子

どもたちが森林へ関心を持ち、森林の持つさまざまな機能を学ぶことは非常に意味のあること

と考えますので、県の事業も取り入れ、教育委員会や地元の林業家、森林組合、環境教育ＮＰＯ

など、関係者の協力を得ながら学校林を整備活用していけるよう検討していきたいと思います。 

次に、植樹祭についてですが、植樹祭につきまして県では、（財）山梨県緑化推進機構を主

体に４月２９日の「みどりの日」に南アルプス市北伊奈ヶ湖林間広場において、平成１８年度

県民緑化まつり「みどりづくりの集い」を開催し、峡東地区におきましては、峡東地区緑化推

進会議のもと、４月２８日に御坂町の山梨県立博物館において、平成１８年度峡東地区植樹祭

が開催され、当市からも関係諸団体および春日居緑の少年隊が参加いたしました。 

当市の植樹祭につきましては、潤いと緑あふれるふるさとを後世に引き継ぎ、積極的な緑化

活動や緑化意識の高揚を図っていくため、笛吹市緑化推進会議を中心に、平成１９年度におい

て開催できますよう計画していきます。 

次に、林業従事者の支援についてでありますが、８月に芦川村と合併した新生笛吹市は、市

の面積の約６０％を森林が占め、その豊かな緑は、市民生活やそこに生息する動植物に豊かな

環境を提供しています。 

しかし、森林の保護育成の実態は、木材価格の低迷による林業離れや、これに起因する担い

手不足に加えて、専業林家が皆無である本市の林業事情から、整備不良の森林の増加が予想さ

れます。 

また、経済的負担の大きい森林整備を所有者個人で行っていくことは大変難しく、森林整備

が進まないという実情を踏まえ、県においても、これまでの国補事業である造林事業の個人負

担分を全額負担するという、環境公益林整備事業を平成１８年度よりスタートさせました。 

当市におきましても、この環境公益林事業の採択から漏れた森林を積極的に整備し、健全な

森林を維持していくためにも、森林所有者の負担を軽減し、適切な森林整備が実施できるよう、

笛吹市一般造林事業として森林整備に欠かせない森林組合と連絡調整を図り、検討していきた

いと思います。 
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以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

再質問を許します。 
堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
はじめに、治山事業と林道整備について、まずお伺いしていきます。 
昭和５７年８月の台風１０号と５８年の台風５号の、２年続いての台風の被害は甚大で、金

川に架かるコンクリート橋も３本も流失した経過がございます。また、田畑も甚大な被害を被

りました。 
この台風後、国の力を借りて大規模治山事業を各所で取り入れ、治山事業を進めてまいりま

したが、いまだかつて十分な整備が終わっていないのが現状であります。 
実態調査を行いながら、補助率１００％の国の事業である大規模治山事業への導入を図って、

水害から市民の生命・財産を守っていただきたいと、まず一つお願いしておきます。 
次に、新規林道整備と新規の開設については、森林を守る上で、一般の人たちの森林活用の

上でも、最も重要な事業であり、山林の面積にもよりますが、林道開設についても、国や県の

補助率の高いものが幾つもあります。 
山林に合った幅員林道の新設や整備導入、コンクリート等の骨材を提供できるような、市で

の単独で行う補助事業、こうしたものも積極的に進めていただきたいと思いますが、そのへん

はいかがでしょうか。 
次に、企業の森推進事業でありますが、檜峰神社は御坂町上黒駒地内にあり、古い歴史を持

つ神社で、ブッポウソウで一躍全国に有名になった神社であります。氏子民は５つの行政区か

らなり、山林面積は７００ヘクタール以上の面積を有する神社であります。山から出る湧き水

は飲料水として最高の水で、市の水道水としても今年から供給しております。 
この山林の一部を企業の森推進事業として導入し、企業の社員と地元と協働で森林整備がで

きないか、現在研究しているところであります。 
地元はもとより、笛吹市の場合、企業の趣旨を受けて森林整備を進めることとともに、社員

を市に招き、市の特産である桃やブドウの消費、温泉の活用等、地域の活性化も多く図られる、

一石二鳥とも言える事業であると思います。 
しかし、一番心配されるのは、どのような企業を選択していくのか、また、企業がどのくら

い出資して事業を進めていくのか、何年くらいの期間の契約なのか未知の点が多くありますが、

県と市がよく協議し、前例もあるようですので研究した上で、地元役員とよく話し合っていく

ことを、これは要望いたします。 
次に、学校林の活用について。 
決して、子どもたちに多くを望むものではありませんが、ただいまの答弁にあったとおり、

春日居の小中学校の生徒は、下草刈りをして、木の成長のために保育作業を毎年行っていると

のことで、樹木に手を入れることにより、木の成長が全然違うことを学び、木のぬくもりを感

じるだけで自然への愛着も生まれる。このようなゆとりのある教育もあっていいと思いますが、

いかがでしょうか。 
実は、ここにこんな手紙がございます。 
当時、恩賜林の職員として長く勤めた、上黒駒の弦間さんからの手紙でありますが、「学校
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林について、学校林は昭和２５年の文部省通達により、生徒の愛林思想の普及を目的に、当時

の浅間中学校、一宮中学校、石和中学校、英中学校、錦生中学校、黒駒中学校、６中学校によ

り設立されました。場所は黒駒村立沢地区の恩賜林の中の部分林を、将来収益を生じたときに

その収益金、県が２０％、保護組合が１０％、各中学校が面積に応じて７０％を分収する契約

で設置されました。その契約書は当時の中学校が保存しておりました。各中学校の受益面積は、

当時の石和高校の土木部の担任の先生と生徒により、昭和２５年の夏休みを利用して測量が実

施されました。昭和２６年の春、生徒とその保護者によりヒノキの苗を植林し、以後６年間生

徒と保護者が各中学校ごとに各校の受益面積内を下刈りして、現在に至っております。各中学

校の受益率と面積は各中学校の保存する契約書と図面、青写真に明記してあります。」 
このような手紙をいただきました。 
当時の時代の厳しさがうかがえるような手紙であります。また、何十年も先になる収益金の

７０％を将来の学校のために使えるようにと、昭和２６年の春、親子でヒノキの植林をしたこ

とが書いてあり、時代の変わりを感ずるものがあります。 
学校は、何らかの形で利用できるよう望むところですが、教育長さん、この点はいかがでしょ

うか。 
次に、植樹祭についてであります。 
笛吹市緑化推進会議を中心に平成１９年度において開催できるよう計画しているとのこと

ですが、１９年度を笛吹市の植樹祭元年として、毎年旧村持ち回りで、県下の林業関係者をは

じめ市内の諸団体、さらに緑の少年少女隊など、幅広い団体関係者を多く招待し、県下の市町

村で一番大きな植樹祭になるように、実現を望んでおりますが、市の考えをお伺いいたします。 
次に、林業従事者の支援について。 
国や県の事業費の削減により、ここ数年、林業従事者は非常に厳しい環境下にあります。 
県の公社造林事業も予算不足で休業状態であります。わずかな県の事業を一部の森林組合が

中心になって事業を行っております。大部分が国の行っている緑資源機構、旧森林公団の事業

だけが、いまだ縮小ではありますが山づくりをしているのが現状であります。 
森林づくりは３０年、５０年、この長い単位を見込んで計画される地味な事業であります。

県や緑資源機構等国の関係機関との連携を強めて、健全な山づくり、山林づくりに力を入れて

いただくとともに、林業者の育成に努力していただきたいと思いますが、お考えをお聞きいた

します。 
○議長（中村善次君） 

 産業経済部長、保坂利定君。 
○産業経済部長（保坂利定君） 

堀内議員の再質問にお答えいたします。 
６点ほどあるかと思いますが、先に確認させていただきたいと思いますけれども、大規模治

山事業の導入について。あるいは林道整備の新規開設、原材料支給。それから企業の森推進事

業について、それから学校林活用、それから植樹祭、緑資源林業者の育成ということでよろし

いでしょうか。 
それでは、学校林活用につきましては、教育長のほうから答弁をお願いしたいと思いますが、

そのほかについては私のほうから答弁を行います。 
まず、大規模治山事業の導入についてでありますが、治山事業につきましては、県峡東林務
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環境事務所と共同して取り組んでおります。毎年、合同で危険個所の現地調査をしておりまし

て、本市におきましても、今後整備を必要とする個所がいくつかありました。県において実施

すべき治山事業計画は確認しております。限られた財源の中での事業実施となりますので、地

元の皆さまのご協力を得ながら、一日も早い整備の必要性を県に伝えながら、多くの治山事業

が採択となるよう、今後も努力をしていきたいと思います。 
次に、林道整備につきましては、原材料を提供させていただき、地元の関係者の皆さまに出

労いただき整備を行っているところでございます。しかし、整備が難しい個所につきましては、

工事発注をし、専門の業者に整備をお願いしているところであります。 
新規開設でありますが、基本的には地元の要望を聞きながら、国・県との協議、補助事業等

慎重に行っていかなければならないと思いますけれども、あるいは、林道を整備したために環

境汚染あるいは自然動物生態系を崩すようなことがあってはいけないと、近年、鳥獣害被害も

多発しておりますので、そのへんを慎重に協議しながら、本市の多くを占める大切な山林の保

全に努めていきたいと考えております。 
次に、企業の森の関係ですが、先ほど答弁で申し上げましたとおり、山梨市で「ライオンの

森」、早川町で「パジェロの森」ということであります。 
檜峰神社の関係がありますので、企業の資金や国・県の補助事業を活用しながら、森林整備

をしていくことは非常に大切なことであります。その企業の社員や家族が市を訪れるような作

業体験イベントを計画しながら、各種観光施策と連動させて、地域活性化を図るためにも事業

推進に力を入れていきたいと思います。 
次に、植樹祭の関係ですが、これも先ほど答弁いたしましたけれども、平成１９年度には植

樹祭を計画していきたい。基本的には笛吹市緑化推進会議を中心にやっていきたいと考えてお

ります。合併して７町ありますので、ローテーションを行えるかどうか、できるだけ平地でな

く山のほうに会場を設営して、実施していきたいと思います。 
次に、林業者の育成の関係になりますけれども、特に大変に厳しい状況だとは認識しており

ますけれども、各種、中央森林組合、あるいは峡東森林組合、あるいは所有者等と協議を重ね

ながら、今後、十分な検討・協議が必要ではないかと思いますので、議員さん方のご意見も聞

きながら、対処していきたいと考えております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
教育長、芦原正純君。 

○教育長（芦原正純君） 
学校林活用の件に関してでございますが、確かに森林の働き、二酸化炭素の削減という問題

については、こういった森林の果たす役割というものは、非常に大きくなっていると思います。 
現在、学校林について、それぞれの学校で管理しているかと言われますと、今のところはほ

とんどやっておりません。春日居の小中学校では確かに、下草刈りというようなことをやって

おりますけれども。 
ただ、問題は、授業時数の削減とか、そういうことがありまして、先ほどの答弁の中にもご

ざいましたように、教育課程の中に確実に組み込めるかどうかということも、検討していかな

ければならないと思います。今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 
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○議長（中村善次君） 
再々質問、ありますか。 
堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
ただいま、教育長さんの答弁の中で、なかなか時間的余裕がないというようなことでありま

すが、先ほどの手紙にもありましたとおり、当時とすれば学校林というものを一つの教育の場

として利用し、子どもたちの健全育成を図った。また、それをなおかつ資源として、資材とし

て学校のために使うと、そういう一つの大きな目的を持った学校林の役割があったわけでござ

います。 
今回も、県としても、そうしたものの受け継ぎといいますか、新しい補助事業を設けており

ます。山林環境教育の森という整備事業がございます。平成１８年、今年から始まりまして

２０年の３年間にこの事業を行い、その実績によりまた延長していくという事業でございます。

事業費は８，２６５万円、これだけの費用を３年間に県も使って、子どもたちの学校林整備に

充てようと、教育の場に充てようということです。 
現在、笛吹市にもちょうどいい場所に、学校林のヒノキを新植した場所がございます。でき

ましたら、そういうところを見ながら、長い時間そこで事業をしろということではなくて、いっ

ときの時間をうまく利用しながら、子どもたちにそうした場所が笛吹市にもあるんだよと、そ

ういうようなことを認識させることも大きな教育の原点になるのではないかと、そんなふうに

思います。 
ぜひ、こうした補助事業等も利用しながら人間形成、学校教育を進めていただけたらと思い

ますけれども、その点いかがでしょうか。 
また、先ほど市のほうでも林道整備については、市としても骨材提供をしながら率先して事

業を行っていくということですが、ぜひ、その点をお願いします。恩賜林とか大きな造林地に

ついては道路等も順次、県も、また公団の関係の推進事業としても道路を入れておりますけれ

ども、一般森林については、ほとんど手が付いていない状態で、山林の最も必要な林道という

ものが崩壊しております。地元の関係者ともよく話しをしながら、できるところから補助を受

けられるものは受けていただいて、林道整備等もお願いしたいと思います。 
そんなことで、ほかのことは明快なお答えをいただきましたので、この事業についてはよろ

しく推進していただくことを望みます。 
学校林について、補助事業等がございますので、そうしたものを利用していくか、考え方を

お聞きします｡ 
○議長（中村善次君） 

教育長、芦原正純君。 
○教育長（芦原正純君） 

ただいま、ご指摘のような補助事業、誠に申し訳ございません、勉強不足で確認をしており

ませんでした。それも含めて、その活用等について検討をさせていただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

以上で、堀内文藏君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
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以上で、関連質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は２時４５分といたします。 

休憩  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時４５分 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
 続いて、２８番、川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
 市民の代弁者として、通告に従い一般質問をさせていただきます。 
 まず、はじめに、市民サービスの向上についてとして、市税等のコンビニ納付の実施につい

てお聞きします。 
 平成１７年度決算状況の歳入構成比率を見ますと、市税収入が２９．５％を占めております。

しかし、ここ数年個人市民税の納税義務者の変化や、地価の下落などの理由で市税は減少傾向

にあり、今後も少子高齢化の進展などの要因により、市税の大きな伸びは見込むことはできま

せん。 
 平成１７年度の収入未済を見ますと、本来収納すべき調定額に対し市税が約２３億円、国保

料が約９億円、合わせて３２億円もの収入未済額があります。本来収入として入るべきものを

どうやって収納していくのか、たまってしまったものを回収することも大事なことですが、滞

納に対する前の手段を考えていくことが、今後、重要になってくるのではないでしょうか。収

納率を１％でも向上させることは、自治体運営の大きな課題であります。 
 現在の納税者はもちろん、これから納税する次の世代を担う若い世代の社会全般にわたるラ

イフスタイルの変化などを考えますと、個人の生活に合わせて、市税等をもっと納めやすくし

てあげる環境をつくることはできないでしょうか。 
 私は、市民への利便性の向上を図ることが、自治体における急務の課題であると考えていま

す。 
 その手段の一つとして、平成１５年４月地方自治法施行令の一部改正に伴いまして、これま

で郵便局や銀行の金融機関等の窓口でしかできなかった市税等の納付が、コンビニでもできる

ようになりました。２４時間、３６５日、いつでも・どこでも気軽に支払うことができる方法

として評価されています。今では全国的に広がり、各地においても導入、または検討中の自治

体が増えております。 
 コンビニでの支払いをすることが、収納率を高める一つの方法であると考えておりますが、

いかがでしょうか。 
 次に、地方自治法の一部が改正され、平成１９年度４月より財務に関する制度の見直しとし

て、下水道料金や病院などの使用料について、クレジットカードによる納付ができるようにな

ります。 
自治体運営のスピードアップと、自治体の財政のための法改正であると思いますが、市とし

ての取り組みに向けてのお考えをお聞かせください。 
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 次に、２点目として市営住宅入居条件の緩和についてお聞きします。 
 比較的安い家賃で、良好な住まいを提供できる市営住宅は、市民の人気がとても高く、また

生活の基本であります、衣食住の中でも住居は最も大切であり、住むところがなければ暮らし

ていくのは困難であります。 
 しかしながら、私は入居にあたって条件が少々厳しいのではないかと思います。現在、笛吹

市では市営住宅に入居する際の連帯保証人の条件として、市内に居住している方となっており

ます。このことで、実は市民の方からご相談を受けました。どういう内容かと言いますと、ご

主人と離婚して、お子さん３人と自分と４人で暮らすことになり、お子さんの学校のこともあ

るので笛吹市内で住みたいが、自分の両親や親戚は生まれ育った県外にいるので、保証人にな

れるような知り合いは、笛吹市ではいないとのことでした。 
 また、今日のような経済環境では、よほど親しい親族でもない限り、連帯保証人になっても

らうことはとても困難な現状です。 
 他県、他市町村から来た人にとってみれば、連帯保証人を探すことは大変です。連帯保証人

の住居に規制の緩和をお願いしたいのですが、市としてのお考えをお聞かせください。 
 以上で質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
 総務部長、石川光次君。 

○総務部長（石川光次君） 
 川村惠子議員の、市民サービス向上についてお答えいたします。 
 笛吹市では、諸税・料金等について指定金融機関、収納代理金融機関等により収納しており

ます。 
 平成１７年３月に閣議決定された、規制改革・民間開放推進３カ年計画において、地方税の

徴収に関する民間開放を一層推進することが盛り込まれました。その中の１つとしてコンビニ

収納が可能となったところであります。 
 コンビニ収納も含めて、納税者の納税しやすい環境を提供できる体制を整えることは自治体

としての使命と考えています。 
 全国的に見ますと、８月１日現在、都道府県では２３の自治体で、１，８４２市区町村では

１０２の自治体で実施されております。平成１９年度の導入予定は、都道府県では１１の自治

体、市区町村では８２の自治体となっております。都道府県におきましては自動車税のみ、市

区町村におきましては諸税も含めてというところが多くなっております。 
 県内におきましては、県の自動車税が平成１７年度から実施され、他市町村におきましては、

平成１９年度から諸税を実施するところが１カ所となっております。 
 笛吹市といたしましては、庁内関係部署で集まり、費用対効果、規定整備等について検討を

始めたところであります。 
クレジットカード収納につきましては、先進地の事例でありますが、平成１８年度において、

藤沢市が軽自動車税について、カード決済による公金収納システム構築を推進する企業で構成

する、クレジット公金収納フォーラムと共同で実証的に導入し、クレジット公金収納フォーラ

ムでは、効果・検証を踏まえて他の自治体への拡大や、軽自動車税以外の税を対象とした展開

を図っていくこととなっております。 
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市の対応としましては、もう少し時間をいただきたいと思います。 
 市の財政の根幹であります諸税につきましては、納税者の皆さまに納税意識を持っていただ

き、納税しやすい環境を整え、税の徴収に努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
 ２問目の答弁を建設部長、芦澤憲一郎君。 

○建設部長（芦澤憲一郎君） 
 引き続きまして、川村惠子議員の一般質問、市営住宅入居条件の緩和についてお答えします。 
 現在、市営住宅については、２９団地、３４４戸を管理しております。ご質問の入居に伴い

ます連帯保証人の資格要件につきましては、笛吹市営住宅条例の第１１条の中で、市内に居住

し、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が認める保証人の連署する市営住

宅賃貸借契約書を提出することとなっております。 
 県内の自治体の市営住宅の連帯保証人の資格要件につきましては、１２自治体のうち９自治

体が市内に居住をすることを条例化しており、県内まで居住区域を拡大している自治体は３自

治体となっております。ちなみに、合併前の旧町村の町営・村営住宅として管理していた時期

には、市内７町のうち６町が連帯保証人の町内居住を条例化していたところでありますが、合

併によりまして新市内の居住に範囲が拡大された実態となっております。 
 連帯保証人の居住資格を限定した根拠につきましては、連帯保証人としての資格審査等の実

態調査の確実性、仮に、家賃の滞納等があった場合の連帯保証人としての契約義務履行に関す

る連絡、調整等について、遠方に居住する連帯保証人の場合には、事務量の増大、確実性等に

ついて困難性が増大することとなるため、居住区域を条例化したものであります。 
 したがいまして、当面の間につきましては、市営住宅の管理の効率性や確実性を推進するた

め、連帯保証人の居住資格ついては現条例で管理していくこととしております。 
 しかしながら、住宅に困窮し市営住宅に入居希望をされても、連帯保証人が市内に得られな

い住民の実態を踏まえて、今後の研究課題とさせていただくこととしておりますので、ご理解

をお願い申し上げます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 再質問を許します。 
 川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
 何点か再質問をさせていただきます。 
まず、はじめに、１番目として市長にお伺いしたいんですが、私は今年の３月議会において、

市民サービスの充実について窓口業務の時間延長を質問させていただきました。 
そのときの答弁として、１８年度中、早い時期から開設に向けて検討するという回答でした

けれども、その後、どういう形になっているかお聞かせいただきたいということです。 
それと、コンビニ納付をされている自治体の実態をお聞きしましたところ、圧倒的に金融機

関の９時から３時以外に納入する方が、６割以上というふうに伺いました。また休日利用も

１９％に上っている。とにかく自分の都合のいい時間帯に納付していただける状況がうかがえ

ますという回答でした。 
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 また、笛吹市においては、銀行の振替口座率をお聞きしましたところ、国保で５２％、固定

資産税で４７％、自動車税で４５％、市・県民税で１９％の納付をされているということで、

まだまだ６割以上の方が自主納付を頼っている状況です。 
 であるならば、もっと納めやすい環境をつくっていただくことが私としての考えですし、そ

れと同時に、例えば収納率の悪いところから先行実施してみるということも、そういうお考え

を持つべきではないでしょうかという、そういう点についていかがでしょうかということです。 
 それと、９月の３カ月にわたって収税課に、県の職員３名の方が来られたと伺っております

が、そのときの状況と、それに対しての効果を教えていただきたい。 
 市営住宅の件ですけれども、万が一、保証人の方の責任は本当に重要ですけれども、本当に

市民の方の多くの何人の方からかは、普段親しくしていても、なかなかこういう状況にあって

は、友人では本当に二つ返事で引き受けてくれないという、そういうのが現状です。近くの他

人よりも遠くにいる親戚とか、親のほうが確実ではないかなと思います。 
 また、空き家対策としても、空きスペースがなくなることの１つではないかと思いますけれ

ども、居住区域拡大の地域が、先ほど自治体で３自治体あるとおっしゃいましたけれども、ぜ

ひ、その中に加わっていただくようなお考えはないでしょうか。 
 よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 再質問にお答えをさせていただきます。 
 窓口業務、その他、いわゆる時間外業務をどうするかという件でございますけれども、まず、

今議会にも提出させていただいております職員の休憩時間等の変更によりまして、１月４日か

らは５時半まで窓口の業務を行わせていただきます。 
 それから、今、検討中のことは、土曜日の開庁を目下研究中であります。というのは、今、

市内７カ所に支所と本庁とございますけれども、それぞれ各支所に１名ずつ日直が配置されて

おります。 
 すべて電話はＩＰ電話でつながっておりますから、１カ所開庁して、そこですべて業務がで

きるような状況を検討中であります。できますれば、４月１日から開設をしていきたいという

方向で、今、詰めの作業に入っております。 
 できれば、土曜・日曜、両方やりたいんですけれども、今、大きくネックになっております

のは、コンピュータの作業上の問題でありまして、というのは、夜間作業に切り替えればその

点が吸収できるわけでありますけれども、バックアップ機能、これを実は土曜・日曜にかけて

現在やっております。そのへんのところをどのようにするかというところが、大きな課題と

なっております。 
次に、市税の納税をどこでもやれるように、通称、マルチペイメント方式というので、どこ

でも収められるという状況を制度化するわけでありますけれども。今、これにつきましても鋭

意研究中であります。というのは、指定金融機関であります、中銀さんとも相談をさせていた

だいているんですけれども、割と手数料が高いんです。１カ所いくらという形で、まとまりま

すと２カ所分という形になりますから。そういった面をどういう形で吸収するかということも

含めて、窓口業務の時間を延長したりとか、あるいは、今のように土曜開庁をしたりして便利
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にするということも、収税率につながるのではないかと思います。 
また、今、どこでも支払いができるというのは世の中の１つの流れでありますから、これに

つきましても現在、検討中で、できるだけ早い時期に進めさせていただきたいなと思っており

ますけれども、なぜ簡単にできないかというのは、コンピュータのシステムを全部変えていか

なければならないんです。これについては大変なコストがかかりまして、そのへんの絡みもご

ざいますから、検討中ということにさせていただきたいと思います。 
 次に、県の職員が３名、３カ月来ていただいて、収税に対するお手伝いをしていただいたわ

けでありますけれども、大変レポートもいただきまして、ためになりました。 
 その中で、もっと積極的に各戸訪問をしたほうがベターであると。来ていた３名で、私の記

憶ですと確か３００件以上の家庭を回っていただいて、そして収納の業務に当たっていただき

ました。かなり荒料理もしたようでございまして、クレームも若干ついたわけでありますけれ

ども。やはり、県の方いわく、収税というのは、やはり行ってとことん納税者の方としっかり

話をする中で進めていっていただきたいと、こういうことを最後に申しておりました。 
 そういった面におきまして、まだまだ笛吹市の体制においては、その点について努力が足り

ないんではないかと、大変厳しいご指摘もいただいております。 
 次に、市営住宅の連帯保証人でありますけれども、これは大変、連帯保証人のあり方、確か

に自由にどこの方でもなっていただくというのは、非常にいいわけでありますけれども、連帯

保証人の意味付け、なぜ連帯保証人になっていただくかといったら、万が一払っていただけな

い場合に、その方に代わって払っていただきますということですから、若干、連帯保証人を探

すのが大変でも、やはりそのへんについては、先ほどの説明にもありましたように、いままで

は旧町村単位ですから非常に狭かった、ところが今度は笛吹市内へ全部広がったわけですから、

そのへんのご理解をいただきながら、私も今回ご質問をいただいて、そういう考え方もあるな

と、しかし、本当の意味で、例えばお支払いをいただかなかったときに、今度は集金をして歩

くときに遠くにいたのでは、その連帯保証人の意味がなくなるのではないかなと、このように

話を聞いて思っております。 
 保証人にもよるだろうと、こういうようなことになりますけれども、やはりルール化をき

ちっとすることによって、市営住宅の健全な運営ができますように、ご理解をいただきたいと

思います。 
 よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
再々質問はございますか。 
（ な し ） 
 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ２７番、渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
 川村議員の関連質問をさせていただきます。 
 市営住宅のことに関して、２点質問させていただきます。 
 市営住宅の中には、家賃がものすごく高くて、なかなか借り手がないところもあります。こ

のままだと、空いたままの状態になっていますので、今後そういうところをどのように解消し
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ていくのか市のお考えと、また、もう１つは、募集ですけれども、随時したほうがいいのでは

ないかと思うのは、やはり空いたときある期間何カ月間かおいて、多くの人が応募してきた、

それで今はその中で抽選という形でやっていると思うんですけれども、最初から待っている人

が当たらなかったとか、そういう苦情も、市民の方の声も聞いておりますので、随時の募集を

お考えになっているのか、その２点をお聞きいたします。 
○議長（中村善次君） 

 建設部長、芦澤憲一郎君。 
○建設部長（芦澤憲一郎君） 

２点のご質問をいただきました。 
まず、特進住宅の対応はどうかということでございますが、確かに特進住宅につきましては、

特に八代でございますが、空き家が多くございます。これにつきましては、引き続き広報等で

入居の啓蒙を行ってまいります。しかしながら、基本的には金額が高いから無理ではないかと、

そういう考え方になろうと思います。そこで、これは事務局の試案ということではございます

が、具体策の解決策の一つとしまして、家賃の一部を補助したらどうかと考えております。こ

れは甲府市でも実施しておりますが、若者定住対策として、新婚者に限り、また、期限を切っ

て補助したいと考えております。これらにつきましては、また皆さま方のご意見をいただく中

で、検討してまいりたいと考えております。 
 次に、入居決定の方法ということでございますが、現在、２通りの決定方法があろうかと思

います。抽選による方法、それから順次、申し込み順に入居するという方法があろうと思いま

す。現在、笛吹市におきましては抽選によって決定しております。 
 これはなぜかということでございますが、過去の旧町村におきまして抽選方式が多かったと

いうことと、平等それから公平ということを考えた場合に、皆さんの見ている前で抽選をやっ

ていただくことが、一番平等ではないかということで、いままで抽選方式を取らせていただき

ました。 
 しかしながら、議員さんご指摘のとおり、中には３回も４回も抽選をしたけれども外れたと

いう方がございます。そうなりますと、私の生活設計というものがまったく計画できないと、

したがって、申し込み順位で、あなたは今何番目だから、あとどのくらいかかりますよという

ことが分かれば、私としても生活設計が立つというようなことで、建設経済常任委員会等でも、

再三のご意見をいただいております。事務局等でも検討をしました。なるべく早い時期に、順

次受付方式ということに変えていきたいと、今、検討中でございます。 
 以上です。 

○議長（中村善次君） 
ほかにありますか。 
（ な し ） 
 以上で、関連質問を終わります。 
次に、２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
議長の許可をいただきましたので、通告に基づいて質問させていただきます。 
まず、１問目、障害児学童保育の早期実現をということで質問させていただきます。 
笛吹市では、今年も障害児のサマースクールが８月１７日から５日間、御坂農村センターに
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おいて開催されました。この目的は障害を持った子どもたちが充実した夏休みを過ごすことで

す。長い夏休みの間、一人では友達の家に出かけることもできない、家で過ごすことが多くな

りがちな子どもたちに、外に出かける機会を与えたいという願いからの企画でございます。こ

の企画は、家族会を中心に中学生、高校生、大学生そして市役所の職員の方々の多くボランティ

アによって支えられて実施されました。その折の報告冊子の中で、「障害があっても地域の中

で当たり前に暮らすことができたらいいな、学校でもなく家でもなく第三の世界でたくさんの

人と交わりたい、関わりたい、チャレンジさせたい、そう思ってくれる人たちの輪がまた広が

りました。」という家族会の方から寄せられた感想が印象的でした。 
この底流には障害児の学童の実現に対しての切なる願いがあることがうかがえます。 
障害を持つ子どもたちも、学校、家庭以外に安心して過ごすことができる居場所づくりの必

要性はつねづね言われております。また、障害のある子どもの保護者が就労の継続ができる環

境づくりも求められております。 
笛吹市としては、障害児学童保育実施について、どのようにお考えかお伺いします。 
２問目、指定管理者制度導入に際してのガイドラインを明確にということで質問させていた

だきます。 
指定管理者制度は、地方自治法の改正により２００３年９月より民間事業者などに公の施設

の管理を代行させるものとして導入されました。この導入によって公の施設のあり方が大きく

変わろうとしているといわれています。これまで自治体は公の施設の整備やその管理運営を大

きな役割としてきたが、サービスの提供に関する質的・量的な調整などの機能・役割を担うも

のとして変化しつつあるということです。 
この制度の導入の目的は、サービスの質の向上であり、多様化する住民ニーズに効果的・効

率的に対応するため、民間事業者のノウハウを活用し、結果的にコスト削減も達成することに

あるが、施設の役割や運営効率の評価以前に、コスト削減でこの制度を性急に導入しようとし

ている自治体の存在について指摘されている方がおります。さらに、その方はこの制度を通じ

て民間企業やＮＰＯが公の施設の意義を認識し、社会的な役割に目を向ける。そして、自治体

も民間のノウハウを認め、お互いの共通認識が深まれば、より良い方向に向かう一歩になるだ

ろうとも言及されております。 
ちなみに、「指定管理者制度の現場」という本を書かれた筆者の一人、吉原氏という方です。

このことは大いに傾聴に値するものと感じております。 
今後、平成２１年までに４７施設の制度導入を予定している本市としては、公の施設の目的

を明確にし、どのような施設、サービスに指定管理者制度を適用することが可能であり、効果

的であるのかという議論を深め、ガイドラインを明確にする必要があると思われます。市のお

考えをお伺いします。 
○議長（中村善次君） 

１問目の答弁を保健福祉部長、内藤運富君。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

日髙せい子議員の一般質問、障害児学童保育の早期実現をについてお答えします。 
まず、本市における障害児の学童保育の現状利用状況についてでありますが、市内の小学校

に通学している障害児につきましては、可能なかぎり、健常児と同様に現在実施している学童

保育を利用していただいております。 
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現在、障害者手帳をお持ちで学童保育を利用している児童は６名であります。 
今後も、保護者等と十分に協議しながら、可能なかぎり受け入れをしていきたいと考えてお

ります。しかし、現在の学童保育の中で、すべての障害児の保育を実施することにつきまして

は難しさもあります。 
日髙議員もご指摘のとおり、障害のある子どもたちが放課後に安心して過ごすことができる

居場所を確保するとともに、親も安心して仕事ができる環境をつくるためにも、今後は障害児

のための専門の学童保育が必要であると感じております。 
いままでも、障害児の保護者のみなさんのご意見、ご要望をお聞きしてまいりましたが、実

施にあたりましては、利用予定者数の把握、実施場所、指導員の確保、実施方法等具体的に検

討していかなければなりません。 
また、自立支援法に基づきます「日中一時預かり」事業との関連も研究しながら、できる限

り早期に実施できますよう検討していきたいと考えております。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 

２問目の答弁を総務部長、石川光次君。 

○総務部長（石川光次君） 
日髙せい子議員の指定管理者制度導入に際してのガイドラインを明確に、についてお答えい

たします。 
指定管理者制度の導入の目的は、議員ご承知のとおり、公共施設について公的関与のあり方

を検討し、経費節減とサービス向上を実現することです。 

本市では、第1次行財政改革大綱に基づき策定した、集中改革プランにより目標を定め、指

定管理の導入や民営化を進めているところです。 

本市における指定管理者制度は、今年で２年を経過するところですが、目標に対する導入実

績の向上はもちろんですが、当該制度を正しく理解し運用していくには、導入決定の過程が明

確に示されていなければなりません。 

そのため、市では手続条例の制定や指定管理者制度導入に向けた基本方針（ガイドライン）

を定め、手続きの進め方を示しておりますが、指定管理者制度を導入する公共施設には、スポー

ツ施設や温泉施設、また福祉施設や社会教育施設等の施設があり、導入決定の過程においては

さまざまなケースが発生し想定されます。 

こうしたことから、今後、本市では、いままでの経験を踏まえ条例の遵守や基本方針に基づ

き、精査・検証を加え、導入の決定目的が明確に示され、公募および検討委員会による選定に

対する審査検討と、選定後の指定管理者への管理移行がスムースに図られるよう対応していき

たいと考えております。 

加えて、指定管理者制度には、多くの時間と慎重な対応が求められることから、早めの対応

を図り、時間的余裕を図った中で、当該制度の導入により、公共施設の経費節減と住民サービ

スの向上が図られますよう、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（中村善次君） 
再質問を許します。 
日髙せい子君。 
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○２５番議員（日髙せい子君） 
ご答弁ありがとうございます。 
学童保育に関しては、対象はわずかでも必要であれば、それを支えるのが行政の役割だと認

識しております。 
保護者との話し合いを継続する中で実現を図られるよう、切にお願い申し上げます。 
さて、指定管理者制度に関して再質問させていただきます。 
指定管理者制度への移行適用などにおいて、特段の不都合な理由がない限り、適切な時期ま

で指定管理者制度への適用などの可否については再検討する必要があるというような意見も

ございます。 
また、単に経費の縮減を図る観点からの検討だけではなく、公の施設の有効活用と、地域住

民サービスの向上の観点からの検討が重要なポイントであると、いうことを再認識する必要が

あるんだという指摘があるわけですが、そのことを考慮するならば、現在、本市で実施してい

る事務事業評価との付け合せがどうしても必要だと思いますが、その点についてはどのように

お考えかお伺いいたします。 
○議長（中村善次君） 

石川部長。 
○総務部長（石川光次君） 

再質問にお答えいたします。 
事務事業評価制度との整合性についてとのご質問でありますが、事務事業評価につきまして

は、すべての事業において、ただいま有効・効率性の評価をしているところであります。 
また、導入前の施設につきましては、それぞれ必要性あるいはサービスの向上、経費の削減

といった、そういったことを観点にそれぞれの事業課、原課のほうでそれについての評価等を

進めております。 
また、導入後の施設においては、モニタリングということで協定書どおりの管理が行われて

いるか、そういったことをチェックしているわけです。そういったすべてが、この３点に関係

することからすれば、当然、事務事業の評価との整合性は図っていかなければならないと考え

ております。 
○議長（中村善次君） 

再々質問、ありますか。 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
事務事業評価については、ただいま進行中ということで、導入予定の施設と関連事業に対し

ては、早急に付け合わせができるような形で優先順位を決めていただいて、評価を進めていた

だくということが必要かなとも思います。 
再度、この指定管理者制度の導入が市民の理解を得ながら円滑に実施されるよう、さらにご

努力をお願いしたいと思います。 
最後に、１点だけ質問して私の質問を終わらせていただきます。 
福祉施設とか社会教育施設のように、人的、専門的サービスを中心とした事業の場合は、指

定管理者制度への移行というものは慎重に期すべきだというような指摘もございます。そうい

うような危惧を払しょくする一つの方法として、指定の対象を決定する際に庁内での検討だけ
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ではなく、外部の有識者とか市民の参加の機会を組み込むべきではないかというような意見も

ございますが、この点についてはどのように受け止められるのか。また、そういう危惧の払しょ

くに対して、ほかにお考えがあれば、その点についてお伺いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

導入施設の中でも、特に建物の管理以外のソフトサービスといいますか、そんなことの質問

かと思いますが。 
当然、導入にあたっての順序としましては、まず事業課のほうで、その施設について導入し

ていくかどうか十分精査・研究する中で、決定された施設については、さらに次の段階として

は検討委員会、検討委員会はそれぞれの部局長等で構成しています。その部局長等で構成する

検討委員会に諮りまして、その施設の指定の有無について検討するわけですが、さらにその次

の段階としては審査委員会があります。そういった順序を経て、導入の決定はされていくわけ

ですが、こうしたことの中で、一般の有識者の方の参加についてというご質問かと思いますが、

これらについてはケースバイケースもあろうかと思いますが、今お話をしました日程までの順

序ということで、最終的には有識者も入る審査委員会の中で決定していくわけですから、現段

階としては、有識者の参加ということは特に考えておりません。 
その第一段階としまして、やはり有識者の意見を聞くことは当然、原課のほうでしますけれ

ども。また、その施設について住民への説明も行っていく必要があるわけですから、特に有識

者の検討委員会への参加については、現時点では考えてはおりません。 
○議長（中村善次君） 

以上で、日髙せい子君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
１番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 
２点ありましたが、学童保育につきまして関連質問をさせていただきたいと思います。 
今、サマースクールのことについて話があったわけですが、実は、私も参加させていただい

たわけです。５日間であったわけですが、私が参加したのはたった２時間くらいだったわけで

す。 
参加した生徒は、非常に重度重複した子どもたちもおりまして、気の毒だなという感じがし

たわけでありますが、子どもたちは非常に喜々としていたんです。そして、その対応に素晴ら

しいものを感じたわけです。 
今、日髙議員が言いましたように、市内の中学生それから高校性、一般の地域の方々、お父

さんもお母さんもいらっしゃったわけでありますが、その人たちがしっかりと親切に温かく面

倒を見ていたわけですが、ちょっと感動したわけであります。 
そういう中で、この子どもたちが、こういうようなサマースクールではなくて、日常生活の

中での居場所が必要だなということを私は思いましたわけですが、日髙議員の質問に対しまし

て、丁寧にお答えいただきましたから、それでいいと思うわけですが、「障害に関係なく」と

おっしゃいましたが、障害に関係なくではなくて、希望があった場合障害がありながら、普通

学校に行っている子どもたち、その中に親が希望すれば受け入れている、それが６名であると
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いうことかどうかということでありますが、もう１つは、市内の普通学校に行っている生徒も

あれば、やはり障害児、特殊教育小学校へ行っている子どもたちもいるわけですね。そういう

子どもたちも受け入れる考えがあるかどうかをお伺いしたいと思っています。２点お伺いしま

す。 
 お願いします。 

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
 内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 関連質問を２点いただきましたのでお答えしたいと思います。 
 先ほどもお答えいたしましたが、本市におきましては、現在障害を持っている児童６名が学

童保育室を利用しております。障害を持っている児童の障害の個所や、また内容等もさまざま

だと考えられますが、学童保育室の利用の範囲につきましては、学童保育室条例施行規則の第

３条の中にございますが、笛吹市内の小学校に在学する児童と定められております。 
 したがいまして、この規則に基づき今後も保護者等の要望をお聞きしながら対応を進めてい

きたいと、このように考えております。 
 したがいまして、２点いただきましたが、合わせた１つのお答え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（中村善次君） 
 他にございますか。 
 井上議員。 

○１番議員（井上一已君） 
 特殊教育小学校へ行っている父兄のほうから、学童保育へぜひ入れていただきたいという要

望が、あるかどうかということをお伺いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

 内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

今のご質問でございますが、今のところそういったご要望はございません。 
この学童保育室につきましては、特殊学校とか、養護学校とか行っている、そういったとこ

ろの皆さんにつきましては、相当専門的な知識、技術等が必要となってくると思われます。そ

ういうことを考え合わせますと、現状の指導員さんの場合では、対応ができない部分も出てく

るのではないかということも危惧されます。 
 したがいまして、先ほど日髙議員からもご質問があってお答えさせていただいたとおり、こ

の学童保育専門の障害児の学童保育を早期に実現できるように、努力してまいりたいと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

 以上で、関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事はすべて終了しました。 
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 お諮りします。 
 明日１３日から１５日、および１８日から２０日は、議案調査のため休会といたしたいと思

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、１３日から１５日、および１８日から２０日は、休会とすることに決定しました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 次の本会議は、２１日午後１時３０分から再開いたします。 
 ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ３時３５分 
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 日程第１４ 議案第２３１号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正

について 
 日程第１５ 議案第２３２号 笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部改正について 
 日程第１６ 議案第２３３号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につい

て 
 日程第１７ 議案第２３４号 笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正について 
 日程第１８ 議案第２３５号 笛吹市社会体育施設条例の一部改正について 
 日程第１９ 議案第２３６号 笛吹市八代増田ふれあい広場条例の一部改正について 
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 日程第２０ 議案第２３７号 平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について 
 日程第２１ 議案第２３８号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について 
 日程第２２ 議案第２３９号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第４号）

について 
 日程第２３ 議案第２４０号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）

について 
 日程第２４ 議案第２４１号 平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

４号）について 
 日程第２５ 議案第２４２号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第

２号）について 
 日程第２６ 議案第２４３号 平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）について 
 日程第２７ 議案第２４４号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）

について 
 日程第２８ 議案第２４５号  平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第３号）

について 
 日程第２９ 議案第２４６号 平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 
 日程第３０ 議案第２４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第３１ 議案第２４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第３２ 議案第２５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第３３ 議案第２５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第３４ 議案第２５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 日程第３５ 議案第２５３号 笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について 
 日程第３６ 議案第２５４号 東山梨環境衛生組合規約の変更について 
 日程第３７ 議案第２５５号  新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合規約の変更につ

いて 
 日程第３８ 議案第２５６号 京戸入会恩賜県有財産保護組合規約の変更について 
 日程第３９ 議案第２５７号 八幡山恩賜県有財産保護組合規約の変更について 
 日程第４０ 議案第２５８号 神峰山恩賜県有財産保護組合規約の変更について 
 日程第４１ 議案第２５９号 笹子山恩賜県有財産保護組合規約の変更について 
 日程第４２ 議案第２６０号  大蔵沢恩賜県有財産保護組合規約の変更について 
 日程第４３ 議案第２６１号 山梨県後期高齢者医療広域連合の設立について 
 日程第４４ 議案第２６２号 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の設置について 
 日程第４５ 議案第２６３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
 日程第４６ 同意第  ６号 笛吹市公平委員会委員の選任について 
 日程第４７ 閉会中の継続審査について 
 
 



 １３３

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 山 崎 光 世 
 ２３番 志 村 勢 喜 ２４番 龍 澤   敦 
 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 風 間 好 美 ３０番 中 村 善 次 
 

３．欠席議員 （ な し ） 
 
 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９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 飯 田 三 郎

 教 育 委 員 長 齊 藤 幸 三 消 防 長 中 村  健

 農業委員会長 荻 野 勇 夫 

 
 
５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   角 田 幸 侑 治 



 １３４



 １３５

再開  午後 ２時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
ただいまの出席議員は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（中村善次君） 

日程第１ 議案第２１８号から日程第４４ 議案第２６２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６日および１１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、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 
それでは、議長より総務常任委員会に係る委員会審査報告を求められましたので、報告をい

たします。 

今１２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１２月１４日、

１５日の２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・意見等ありましたので報告いたします。 

まず、総務部所管では、職員の勤務時間等の改正の根拠について質問があり、勤務時間等の

改正については、現在国に準拠しており、今回の改正は本年４月に国家公務員の勤務時間に関

する法律の改正に伴い条例の改正を行ったとの説明がありました。 

消防団員の定数、任免、給与等の改正は消防団員の定数を変更するのか、また、旧八代町役

場職員で構成していた、消防団本部の廃止に伴う弊害はないかとの質問では、今回の改正は旧

八代町時代の役場職員で構成する八代分団の本部を廃止し、その所管を支所地域課で行うもの

で、消防団組織全体の見直しではないとの説明がありました。 

公用車に係る燃料代の科目替えと、これまでにも質問として、公用車の台数見直しの提言を

してきたが、その後の改善はとの質問では、予算の科目替えは、請求が一括で送られてくるた

め予算も統一した。公用車は合併から１０月３０日現在までに３０台を廃車した。今後さらに

適正な台数にしていくとの回答がありました。 

合併特例債の減額の主なものについての質問では、新設の道路建設に伴う設計変更であり､

大きなものとして、市の政策道路として位置づけている市道１７号線、（文化・川中島線、ホテ

ル「きせん」から国道４１１号線に抜ける道路）の用地の一部が現時点で買収できなので、用

地の取得可能なところから工事着手するため、特例債の減額を行ったとの説明がありました。

これに関連し、各行政区より要望等がある道路について、政策的道路と位置づけ工事を行うこ

とは考えていないかとの質問では、行政区からの要望は聞いているが、政策的な位置づけは特

に考えておらず、要望個所についても、緊急性、重要性などかんがみながら優先順位をつけて

進めていくとの説明がありました。 



 １３６

また、住民票自動交付機の設置目的と住民基本台帳カードの普及についての質問があり、自

動交付機は国の補助事業を得て設置する。住民に対する利便性を図るため、本庁および図書館

などに設置する。手数料としては、現行、窓口での発行は３００円だが、交付機では１００円

にし交付機の利用促進を図る。また、住基カードについては、現在２５０枚が発行され、うち

現在運用されているものは２３０枚程度であり、今後さらに啓蒙を行い、推進を図るとの説明

がありました。 

滞納整理システム導入による効果について、また、県税より職員の派遣があったがその効果

はとの質問では、４月から収税課が新たに設置され１０名の職員で対応している。滞納件数に

ついては過年度分を含め９千件ほどあり､その処理は既存の税情報のシステムを使い業務を

行っている。しかし、滞納者のみのリストや個人の情報などの管理ができないため、随時処理

による業務の煩雑を伴っている。システムの導入により今後は滞納者のみを抽出し一括管理を

行うことができ、滞納業務の効率化が図れるとの説明がありました。また、県職員の派遣につ

いては、滞納整理の方法と徴収にかかわる滞納者への対応、また差し押さえなどの手続きにつ

いて細かな指導を受けた。また、派遣期間中の徴収率ならびに差し押さえ件数が増えた。今後

は受けた指導を基に滞納処分を行っていくとの説明がありました。 

秘書政策室所管では、芦川地域の過疎地域自立促進計画の中にある過疎債と、合併特例債な

ど普通債務との違いについて、また、合併後、地域住民に対するアンケート調査を行ったが、

その結果はどのようになったのかとの質問があり、過疎債については、対象事業の１００％が

起債対象額となる。起債に対する交付税措置は、おおむね７０％で優位である。合併特例債に

ついても、優位な起債であるが、起債対象は事業のおおむね９０％前後で、交付税措置も７０％

程度である。また、一般の起債は、事業のおおむね８０％と低いためであり、それらからして

みても、優位な起債であるとの説明がありました。また、アンケート調査については、現在集

計を総務省において行っているので、今後結果がで次第報告するとの説明がありました。 

まちづくりとして、石和温泉駅舎改築についてのこれまでの進捗状況と、検討委員会の構成

メンバーについての質問では、事務レベルでの検討委員会を数回開催し、現在、地元住民代表

や議会選出委員等で構成する検討委員会を設置、先般、初会合を開いた。今後、国に対し事業

採択ができるよう申請するとともに、ＪＲと現在、事業内容について話をしているとの説明が

ありました。 

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。 

本委員会に付託されました事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第

１０１条の規定により報告いたします。 
議案第２２６号 「笛吹市火災予防条例の制定について」、賛成手全員で原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 
議案第２２８号 「笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２２９号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２３４号 「笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第２３７号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５３号 「笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 
以上をもちまして、総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（中村善次君） 
以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
質疑を終結します。 
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２０ 議案第２３７号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」につきま

しては、各常任委員会に分割付託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および

採決を行います。 
それでは、総務常任委員会に付託された案件のうち、議案第２２６号、議案第２２８号、議

案第２２９号、議案第２３４号を一括議題といたします。 
お諮りします。 
本４案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本４案件についての委員長報告は可決です。 
本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２２６号、議案第２２８号、議案第２２９号、議案第２３４号は、原案のと

おり可決されました。 
続いて、議案第２５３号を議題とします。 
お諮りします。 
本件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本件に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。 
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（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２５３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あります案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果についての報告を求めます。 
教育厚生常任委員会委員長、中川稔夫君。 

○教育厚生常任委員長（中川稔夫君） 
それでは、議長より教育厚生常任委員会に係る委員会審査報告を求められましたので、報告

をいたします。 

今１２月定例議会の開会初日ならびに１１日に本委員会に付託されました議案の審査を

１２月１４日、１５日、１８日の３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ありましたので報告いたします。 

まず、市民環境部所管では、住民基本台帳カードについて、独自の付加サービスがなければ

メリットがなく、導入促進には不可欠ではないかとの質問では、現在検討している。図書館カー

ドと共通させる。また、他の施設においても使用できるようなシステムを構築していくとの説

明がありました。 

住民票自動交付機の設置を支所でなく図書館に設置するとなっているが、図書館に設置する

メリットは、また稼働時間はとの質問では、情報政策課と内部での検討を行い、不特定の住民

が立ち寄る図書館等に設置することで利便性を図るとの説明がありました。 

広域ごみ処理施設事務組合について、負担割合をもう少し見直すべきではないかとの質問で

は、組合設立のための幹事会において決定した事項であり、処理場が建設されるまでの間は、

人口割に応じて算出されている。建設後は処理割合に応じて金額を決定するとの説明がありま

した。 

保健福祉部所管では、障害者短期入所相互利用費の予算減額の理由について質問があり、民

間の事業者が相互利用事業の中止をしたため利用ができず、当初予算で、施設への扶助費を見

込んでいた分について、今回減額するとの説明がありました。 

障害者自立支援法の制度の内容についての質問では、本年４月１日より施行され、これまで

の、身体、知的、精神の三障害の支援事業を一元化した。利用者の負担を１割とし、地域で自

立するための地域支援事業など行うとの説明でした。 

地域密着型老人ホームを現在建設中であると聞くが、その内容はとの質問では、小規模有料

老人ホームは、地域密着型サービス整備事業として、平成１８年４月に募集を行い事業者の選

定をした。県の許可が済み、１９年度オープンを目指して工事が進められているとの説明があ

りました。 

指定管理者への管理移行にあたり、備品等の扱いと、足りないものなどはどのようにするの

かとの質問では、施設そのものの改修はすでに終わっているので、移行時の改修はない。備品

は市のものなので、不足のものについては、基本的に市が購入し貸し出す。また、施設の補修

等については、１０万円未満までは指定管理者とし、１０万円以上は市が負担し、備品等の更

新は、市と指定管理者で協議をするとの説明がありました。 
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教育委員会所管では、通学区域について、現状はそれぞれ旧町村単位だが、今後見直しを行っ

ていくのかとの質問では、検討委員会において現在検討しているが、現状のままでよいとは考

えていない。委員会の答申に基づき今後考えるとの回答がありました。 

先般、消失した文化財家屋の修復についての質問では、貴重な文化財産であり、今後審議会

等において諮り修復を前提に前向きに検討するとの回答がありました。 

指定管理者に係る質問では、一つの施設で協定相手が株式会社設立予定の団体であり、協定

時点においては法人格を有していないが、法的に問題はないのかとの質問があり、選定委員会

委員長から答弁を求めるため、１８日午後３時から委員会を再開し審査しました。 

答弁では、地方自治法第２４４条の２第３項において「法人その他の団体」であれば指定管

理者となることができるとされており、相手方に特段の制約はなく、法人格を有していないも

のにあっては実態に着目して判断する。法人設立後において仮協定の段階の団体の性格や構成

する人員等に変化がなければ問題はない。また、協定書の４２条では、権利・義務の譲渡の禁

止を定めていて、これに反した場合は指定の取消しができるので協定書の内容は担保されるこ

とから、協定書の締結に問題は生じないとの説明がありました。 

以上、教育厚生常任委員会で審議されました主な内容について報告いたしました。 

続いて、委員会審査報告書の朗読をいたします。 

委員会審査報告 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告します。 

議案第２２５号 「笛吹市住民基本台帳カード利用条例の制定について」、賛成多数で、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については、反対討論および賛成討論

が、それぞれありました。 

次に、議案第２２７号 「笛吹市印鑑登録条例の一部改正について」、賛成多数で、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３０号 「笛吹市手数料条例の一部改正について」、賛成多数で、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３１号 「笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正について」、

賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３２号 「笛吹市乳幼児医療費助成金支給条例の一部改正について」、賛成全

員で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３３号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について」、賛成

全員で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３５号 「笛吹市社会体育施設条例の一部改正について」、賛成多数で、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３７号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」、賛成

多数で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については反対討論があ

りました。 

次に、議案第２３８号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２３９号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第４号）につい
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て」、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２４０号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）につい

て」、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については反

対討論がありました。 

次に、議案第２４１号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第４号）に

ついて」、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２４８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」、賛成多数で、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については反対討論がありました。 

次に、議案第２５１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」、賛成多数で、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２５２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について」、賛成多数で、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２５４号 「東山梨環境衛生組合規約の変更について」、賛成全員で、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第２６１号 「山梨県後期高齢者医療広域連合の設立について」、賛成多数で、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については反対討論がありました。 

次に、議案第２６２号 「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の設置について」、賛成多数

で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。なお、本案件については反対討論がありま

した。 

○議長（中村善次君） 
以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
質疑を終結します。 
これより、各案件について討論および採決を行いますが、議案第２３７号については、各常

任委員会に分割付託しておりますので、三常任委員長の報告終了後に討論および採決を行いま

す。 
それでは、これより議案第２２５号を議題とし、討論を行います。 
反対討論を許します。 
６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第２２５号 「「笛吹市住民基本台帳カード利用条例の制定について」、この議案に対す

る反対討論を行います。 

この条例は、提案理由にありますとおり、証明書自動交付機の設置により制定するものであ

ります。 

市長は、議会初日に行政報告で、この自動交付機の導入によって、市民サービスの向上が図

られると述べておりましたけれども、果たして、この時期に本当にやらなければならない事業

なのでしょうか。そして、導入することが真にサービス向上といえるのか、非常に疑問に感じ
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ております。住基ネットが導入されて、２００２年の導入ですから４年目になりますが、プラ

イバシーの侵害や情報漏えいに対する市民の懸念はまだまだ強く、ネット不参加やネット離脱

の自治体も生まれておりますし、また、司法の場で争いになっているケースもたくさんありま

す。笛吹市としても、もっと慎重に対処すべきではないでしょうか。 

さらに、笛吹市の住基カード所有者は２３５人、住基カードが導入されて４年が経過してい

るにもかかわらず、わずか２３５人ですから、いかに住基ネットに対する市民の懸念の強さ、

また、関心度や要求の低さがうかがえるというものであります。 

サービス向上と言いますけれども、そんなことを市民は求めていないことは、この２３５の

数字からも明らかであります。現在でも、窓口対応で待ち時間もほとんどなく不便さは感じて

おりません。ちなみに、自動交付機が導入予定されております本庁を除いた各支所の、１日当

たりの証明書交付の平均は以下のとおりでありました。 

御坂が３２．３３、一宮が３１．６２、春日居が２７．２９、八代が２６、境川は１５枚で

ありました。これを１時間に直すとわずか３枚か１．５枚であります。 

サービス向上を言うなら、もっと市民の生活に直結した分野で考えるべきではないでしょう

か。 

このようなことの先駆けになることは必要ないと思っております。もっともっと後になって

からでも十分な事業だと思っております。 

以上、反対討論とします。 

○議長（中村善次君） 

次に、賛成討論を許します。 

１７番、杉岡喜美雄君。 

○１７番議員（杉岡喜美雄君） 

議案第２２５号 「笛吹市住民基本台帳カード利用条例の制定について」、賛成の立場から

討論を行います。 

住民基本台帳カードの利用基盤となる住民基本台帳ネットワークシステムは、全国共通の本

人確認ができるシステムとして、全国の地方公共団体が統一的に運用しているものであります。 

住基カードは、高度なセキュリティー機能を備えたＩＣカードが採用され、住基ネットでの

本人確認や条例に規定する地方自治体独自のサービスを安全に行うことが可能となっており

ます。 

全国に先駆けた証明書自動交付機を利用した広域交付の実施や、今後の住基カードの多目的

利用等住民の利便性をより増進するなど、将来に期待できることであることから賛成いたしま

す。 

以上です。 

○議長（中村善次君） 

ほかに討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第２２５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。 
お諮りします。 
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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 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２２５号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２２７号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２２７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 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２２７号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２３０号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２３０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 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２３０号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２３１号から議案第２３３号を一括議題とします。 
お諮りします。 
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２３１号から議案第２３３号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２３５号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
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（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２３５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 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２３５号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２３８号を議題とします。 
お諮りします。 
本案については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本案についての委員長報告は可決です。 
本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２３８号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２３９号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２３９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 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２３９号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２４０号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２４０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。 
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（ 挙 手 多 数 ） 
賛成多数です。 
したがって、議案第２４０号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２４１号を議題とします。 
お諮りします。 
本案については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本案についての委員長報告は可決です。 
本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２４１号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２４８号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２４８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２４８号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２５１号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２５１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２５１号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２５２号を議題とし討論を行います。 
討論はありませんか。 
（ な し ） 
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討論を終結します。 
議案第２５２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２５２号は原案のとおり可決されました。 
続いて、議案第２５４号を議題とします。 
お諮りします。 
本案については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本案についての委員長報告は可決です。 
本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２５４号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２６１号を議題とし討論を行います。 
反対討論を許します。 
６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
議案第２６１号 「山梨県後期高齢者医療広域連合の設立について」、反対討論を行います。 
これは、平成２０年４月から始まります、７５歳以上の高齢者だけの医療制度であります、

後期高齢者医療制度の創設に伴う広域連合の設立であります。 
反体の第１の理由は、患者・高齢者の負担増の深刻さであります。 
この制度では、７５歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収し、それも年額１８万円以上

の年金受給者からは、年金天引きとなります。介護保険料の天引きと合わせると大変な負担増

であります。また、７５歳以上のすべての高齢者からの徴収ですから、笛吹市内で新たに保険

料を徴収されることとなる、例えば、社会保険の被扶養者の高齢者は１，６３６人にも上ると

いうことでありました。併せて、同じ平成２０年４月からは、７０歳から７４歳の高齢者の窓

口負担は１割から２割に負担増とになりますけれども、このようなことを高齢者いじめといわ

ずして何というでしょうか。 
反体の第２の理由は、この後期高齢者医療制度は高齢者の差別医療をもたらすことになるか

らであります。 
今の制度では、老人医療の対象者は、保険税を滞納しても保険証を取り上げられることはあ

りませんけれども、新制度では、保険証を取り上げ資格証明書の発行を可能にしております。

また、高齢者だけの独自の診療報酬をつくるなどとしておりますけれども、このような差別医
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療は断じて許すことはできません。 
以上、反対討論とします。 

○議長（中村善次君） 
次に、賛成討論を許します。 
１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
議案第２６１号 「山梨県後期高齢者医療広域連合の設立について」、この設立規約に賛成

する立場から討論を行います。 
今般の医療制度改革により、平成２０年４月から７５歳以上の高齢者を対象とする後期高齢

者医療制度が創設され、県内すべての市町村が加入する広域連合により業務が施行されます。 
後期高齢者医療制度の財源構成は、公費負担５割、現役世代からの負担４割の支援、残り１割

を高齢者から広く保険料の負担を願い、安定した保険財政を維持運営していくものでございま

す。 
高齢者からの保険料の負担に対しましては、低所得者等への保険料の軽減措置が予定されて

おります。また、保険証の交付につきましては、保険料負担の公平生の観点から交付基準が定

められているところでございます。 
広域連合の事務は、地方自治法上の自治事務にあたり、広域連合への加入は笛吹市としての

責務であり、安定した医療保険制度を将来にわたって持続していくため、山梨県後期高齢者医

療広域連合の設立に賛成する立場からの討論といたします。 
以上で終わります。 

○議長（中村善次君） 
ほかに討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２６１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２６１号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２６２号を議題とし討論を行います。 
反対討論を許します。 
１４番、渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
議案第２６２号 「甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の設置について」で、特にその規

約に関して反対討論を行います。 
本規約案によりますと、組合の議員の定数１６名のうち半数８名が甲府市の選出区分とされ

ており、関係市の平等性が保たれない内容でございます。 
また、建設費および建設に付帯する経費の負担割合が均等割１０％、人口割が９０％。 
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また、運営管理費の負担割合が均等割１０％、人口割３０％、処理量割６０％と、均等割と

人口割が大幅に取り入れられております。これでは、ごみの減量化を促進することになりませ

ん。 
施設規模も運営経費も、人口によって決まるものではなく、予測処理量および処理量によっ

て決まるものであります。そして、減量化を本当に進めていくためにも、この誘導策として負

担割合を原則１００％処理量割とすべきであると考えます。 
以上、規約案に対する反対討論を終わります。 

○議長（中村善次君） 
次に、賛成討論を許します。 
２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
議案第２６２号 「甲府市・峡東地域ごみ処理施設事務組合の設置について」、賛成する立

場から討論を行います。 
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の設置についてですが、本件は、本市のほか甲府市、

山梨市、甲州市の３市によるごみ処理施設を建設するにあたり、この事務を共同処理する一部

事務組合を設置するもので、早期にこのごみ処理施設が出来上がるために必要となっておりま

す。 
一部事務組合の規約の中で、組合議員の割当数について議論のあるところですが、本市が地

元ということで地元枠を主張するということは、甲府市・山梨市・甲州市、３市の反発を招き

得策ではないと思われます。 
そのような状況のもとで甲府市が８名、本市が４名、山梨市・甲州市がそれぞれ２名の結果

は、妥協の産物であるという印象は免れませんが、当局の努力と苦労がうかがわれ評価できま

す。 
今後は、４市が共同して議論を重ね、国内に誇れる、そして住民にとっても納得できる、優

れたごみ処理施設をつくり上げていっていただきたいと思います。 
さらに、先頭に立ってご努力をお願いしたいと存じます。 
次に、ごみの減量化推進で、４市の中でトップを走る本市でありますが、地球温暖化防止の

観点からも、より一層の向上をお願いしたいと思います。 
そして、４市間で同様のごみ減量を推進できる体制をつくり上げ、ごみ処理施設の稼動開始

には、４市が同じ数値目標の中で減量が進み、運営管理費が適切に設定・配分されることを要

望いたし、賛成討論といたします。 
○議長（中村善次君） 

 ほかに討論はありませんか。 
（ な し ） 
討論を終結します。 
議案第２６２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。 
お諮りします。 
本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
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賛成多数です。 
したがって、議案第２６２号は原案のとおり可決されました。 
次に、建設経済常任委員会に付託してあります案件について、常任委員長から審査の結果に

ついて報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 
ただいま、議長より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。 

１２月６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１２月１４日、１５日

の２日間、全委員出席のもと、関係当局に出席を求め開会し審査いたしました。 

審査にあたり、いくつか質問等ありましたので報告いたします。 

まず、産業経済部所管では、現在、市内全域にある遊休農地の面積と、解消のための対策に

ついての質問がありました。執行部からは、現在、把握している面積は１６０ヘクタールで、

平成１７年、１８年の２年間に県の補助事業を受けて対策を実施しており、１７年は予算を

４８０万円いただいて行いました。平成１８年は２ヘクタールを実施目標にしており、現在、

遊休農地解消活用推進プランを作成しているとの回答がありました。 

農振除外申請について、現在まで事業が進んでいないようだが、今後の見通しはとの質問で

は、随時見直しについては３月までに県と協議する。大型の案件については、おおむね見通し

がついたとの回答がありました。 
工事に関する減額補正が多額にあるが、今年度より枠配分により各部局に予算化がされてい

ることを考えると、入札差金については、再度精査の上、地区要望や早急に対応しなくてはな

らい工事などに予算を振り分けるように検討すべきではないかとの質問では、工事差金につい

てはすべて減額し、要望案件等への対応は、予算を新たに計上し、議決を得ること等の市の方

針があるため今回減額としたとの回答がありました。なお、入札差金については再度検討の上、

各部局の判断で予算活用ができるよう要望がありました。 
ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」を活用した企画の内容と予算の裏付けはとの質問では、仮称

「足湯公園」の予定地を利用し、風林火山にちなんだテナント等を設置し、石和温泉に来てく

れた観光客に楽しんでもらえるイベントなどを企画。来年３月までに工事を完成させ、４月よ

り稼動する計画である。また、この計画については石和温泉旅館組合からの提案であり、事業

実施については同組合にお願いをするとの説明がありました。 
なお、本計画に係るほかの意見として、提出された計画書は石和温泉にかかわるのものだけ

で市全体の計画でないこと、また、残り３カ月を切り、これから検討委員会の設置、その後実

施計画を作成するとなると、４月からの事業実施は時間的に不可能と考えられる。１千万円と

いう多額の補助金を温泉組合に出すのであれば、もう少ししっかりした計画を出させ、精査し

た上で交付すべきであるなど、いくつかありました。 

続いて、建設部所管では、区画整理事業について、計画では商業地域として計画されている

が、市の構想や地権者への指導などはどのように行われているのかとの質問では、用途地域と

しては商業地となっている。景気の動向もあり、地権者は商業施設以外に考えている人もいる

ようであるが、できるだけ用途に合った事業を行うようお願いしていきたいとの回答でありま

した。 
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駅前広場の計画では、歩道と車道についての計画で、自転車の駐輪場が奥にあり危険ではな

いか、自動車の停車スペースが少なく出入りも不便ではないか、歩行者の通行が車道を渡り危

険ではないか、また周辺の計画ではスーパーの駐車場出口が危険ではないかとの質問では、自

転車と歩行者を共存させ安全に通行させたい。駐輪場の移転については難しい問題である、関

係課と検討したい。スーパーの駐車場出口については現在協議しているとの説明がありました。 

公営企業部所管では、計画の見直しにより事業完成年度が延びたと聞いているが状況につい

ての説明を。合併浄化槽、下水道事業の区域分けの基準は。合併浄化槽を市として管理をして

いくことが大切ではないかとの質問では、下水道計画の見直しにより平成３２年までに完成と

なっている。効果的に機能しているかチェックしていく指針があり、事業効果の点検をして進

めていく。合併浄化槽の点検については検討していくとの回答がありました。 

舗装の本復旧などに係る設計を職員が行ったことにより委託料が減額となっているが、今後

も職員による設計等を進め、委託料の縮減を図るようにすべきであるとの質問では、職員はほ

かの業務もあり、現在の体制では難しいが努力していきたいとの説明がありました。 

水道事業については、芦川地域の使用料金が安く格差が大きいので料金を上げる考えはある

か、琴川ダム等の水道水の利用計画があるが現在の水源で量が賄えるのではないかとの質問で

は、現在、審議会で検討しているので今後、料金ついては見直していく。 

水源については、地下水が主であり水量が不安定で水質の悪化も懸念されるので新規水源が

必要である。コンサルの調査により計画を策定していくとの回答がありました。 

料金統一も一つの案ではあるが、水道料金の価格を抑える措置として、不要な施設の廃止な

どの見直しを行うことも大切ではないかとの質問には、基本計画の策定をコンサルタントに委

託し調査を進めている。平成１９年度には上水道として基本計画を進め、事業の見直しも行っ

ていくとの説明がありました。 

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、審査結果については以下のとおりです。 

本委員会に付託された事件は、下記のとおり決定したので、会議規則第１０１条の規定によ

り報告いたします。 

議案第２３６号 「笛吹市八代増田ふれあい広場条例の一部改正について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２３７号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２４２号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２４３号 「平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２４４号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２４５号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２４６号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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議案第２４９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代ふれあい健康広場）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代増田ふれあい広場）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５５号 「新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５６号 「京戸入会恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５７号 「八幡山恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５８号 「神峰山恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、挙手全員で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２５９号 「笹子山恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、挙手全員で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
議案第２６０号 「大蔵沢恩賜県有財産保護組合規約の変更について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 
以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、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 ） 
質疑を終結します。 
これより、各案件について討論および採決を行います。 
議案第２３７号につきましては、先ほど申し上げたとおりです。 
それでは、議案第２３６号を議題とします。 
お諮りします。 
本案については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本案についての委員長報告は可決です。 
本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２３６号は原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２４２号から議案第２４６号までを一括議題とします。 
お諮りします。 
本５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。 
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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。 
お諮りします。 
本５案件についの委員長報告は可決です。 
本５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２４２号から議案第２４６号は、原案のとおり可決されました。 
次に、議案第２４９号および議案第２５０号ならびに議案第２５５号から議案第２６０号ま

でを一括議題とします。 
お諮りします。 
本８案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本８案件についの委員長報告は可決です。 
本８案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２４９号および議案第２５０号、ならびに議案第２５５号から議案第２６０号

は、原案のとおり可決されました。 
以上、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしましたが、これより、各常

任委員会に分割付託いたしました議案第２３７号の審議を行います。 
それでは、議案第２３７号の討論を行います。 
反対討論を許します。 
１４番、渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」、反対討論を行います。 
この補正予算は、歳入歳出それぞれ１億７，４１５万円を減額するという大型補正でありま

す。 
歳出の減を項で見ますと、社会福祉費、児童福祉費、道路橋梁費、都市計画費、消防費、社

会教育費などで６億２千万円の減。その内容は、主に工事差金と人件費および下水道債特別措

置分に伴う繰出金の減であります。 

歳出の増をこれまた項別に見てみますと、総務管理費、徴税費、生活保護費、商工費、小学

校費、公債費などで４億５千万円。その内容は、主に２０名の早期退職にかかわる特別負担金

と小学校施設建設費、および繰上償還金の増であります。 

予定を超える早期退職者は、現場と出先の業務縮小にほかなりません。特に地域の社会教育

活動や福祉対策に困難を生み出しております。 
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また、予算と落札価格の差によって差金というものが生まれることは、これは当然であり、

また、予算は事業計画と一体で提案され、承認されているものでありますから、この差金が補

正予算によっていったん引き上げられることは当然だと考えます。しかし、問題はその先にあ

ります。 

そもそも土木事業にしてみても民生・教育事業にしても、当初予算は緊要な事業であっても、

枠配分予算ということで削りに削ったものであります。したがって、年度内に正しい手続きが

踏めるのなら、さらなる補正によって緊急な事業に充てるべきであります。その準備が不可能

な場合、基本的に繰越金として次年度の事業に活用すべきであります。 

しかし、笛吹市は、余剰金のほとんどを目的が明示されていない公共施設整備基金などに積

み立ててきました。 

本補正予算では、予定になかった繰上償還に３，４００万円を充てています。基金の積立や

繰上償還は財政計画に基づいて行うべきであり、無計画に溜め込めばよいというものではあり

ません。 

さて、先ほども申したように、今回、大型補正であります。しかし、今、さまざまな緊急な

課題が生まれております。例えば、介護保険法の改正に伴い、車イスなど福祉用具の貸し剥が

しで、大変困難な目に遭っているお年寄りが数多く生まれております。こうした人権にもかか

わる緊急な問題にも予算措置がなされておりません。 

まさに、こうしたところにこそ補正予算で対応すべきではないでしょうか。 

こうした理由によって、今回の補正予算に反対いたします。 

次に、建設経済常任委員会に付託された点について、この点については私も建設経済常任委

員会におりまして賛成いたしました。しかし、すべての補正にもろ手を挙げて賛成したわけで

はありません。大河ドラマ放映に伴う石和旅館組合の笛吹市観光活性化企画への１千万円の補

助金、幾つのかの問題点と曖昧さを残しながらもタイムリミットという中、たくさんの注文を

付けながら賛成いたしました。 

まず、大河ドラマ放映をチャンスとする観光活性化は、一人、旅館組合が担うものではなく、

したがって、一旅館組合に１千万円という多額な補助金を出すことは、必ずしも妥当とはいえ

ません。企画内容は旅館組合の企画であるから当然とはいえ、広く笛吹市の観光活性化を目指

すものではなく、ホテル・旅館の増客企画であります。 

また、担当課でも旅館組合全体の熱意や意思統一の状況、また旅館組合の拠出予定額２千万

円の調達方法等について、しっかり把握できていないのが実情でございます。 

こうしたことを予算執行にあたり、こうした問題を善処していくことを求めたいと思います。 

さらに、この企画がどのような方向に発展していくのか。石和温泉再生の熱意と団結、全市

的な観光振興へと進むのか、それとも市の支援待ち、箱ものありきという期待に行き着くのか、

注意深く見守ることが必要ではないかと思います。 

商工総務費・人件費の９００万円の増、これは観光連盟へ５名研修派遣するために、観光商

工課２名増員し、８名から１０名にしたために必要になった補正だということであります。 

そもそも、研修派遣ということが不正常であります。また、「市丸抱え・おんぶに抱っこ」

では、観光連盟自体が自立的に強化できないのではないでしょうか。市は市の立場から観光連

盟との連携・支援を図るべきであります。２人分に人件費予算を認めないわけにはいかないと

いうこと、また、担当部でも今の体制を再検討するということであり、そうした条件の下、賛



 １５３

成いたしました。必ず善処していただきたいと思います。 

以上、賛成した部分でも、幾つかのお願いいたしながら、補正予算全体については反体の立

場を表明して、討論を終わりたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

次に、賛成討論を許します。 

１番、井上一已君。 

○１番議員（井上一已君） 

議案第２３７号 「平成１８年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」、これに賛

成する立場から討論を行います。 

今回の一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれを１億７，４００万円の減額として、その総

額を２７７億９，８００万円とするもので、これは、ここで必要となる予算の追加を行いなが

ら、年度末を前に今年度、これまでの事務事業の執行状況を精査した中で、全体では減額補正

をするというものであります。 

このうち歳入においては、事務事業の変更などに伴う市債の減額などを行いながら、財産収

入、基金利子および地方交付税の追加がされております。また、歳出におきましては、今年度

これまでの事務事業の執行実績から、道路新設改良事業などにおいて工事入札差金等の減額を

行い、国民健康保険特別会計および公共下水道特別会計では繰出金の減額をそれぞれ行いなが

ら、職員退職手当負担金、一宮西小学校屋内運動場工事費、観光宣伝事業費などの追加を行っ

ております。 

このような内容から、総額では減額として、早めの予算精査に入っていることがうかがえる

一方で、年度末から次年度へ向けて必要となる事務事業費については、的確に対応した補正予

算であると考えるものであります。 

今後も、なお一層の市民サービスの向上を図られますよう願いながら、今回の笛吹市一般会

計補正予算（第７号）につきましては、原案に賛成するものであります。 

以上、賛成討論といたします。 

○議長（中村善次君） 

ほかに討論はありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第２３７号の採決を行います。 

本案に対する委員長報告は、三常任委員長とも可決であります。 

お諮りします。 

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２３７号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２１８号から議案第２２４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、堀内文藏君。 
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○決算特別委員会委員長（堀内文藏君） 
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。 
今決算委員会は、平成１８年度の打ち切り決算であり、継続事業等も多く見られていました

ので、審査にあたっては、予算の執行状況および歳入見込みに係る審査等を、監査意見書も参

考にしながら行いました。 
その中で、いくつか質疑等ありましたので報告いたします。 
まず、一般会計では、すずらんまつりに係る経費の計上があるが、来年度以降もこの事業は

実施するのかとの質問があり、合併後は実行委員会を立ち上げ、その中で検討し、事業実施に

ついて進めていく。来年度以降においても実施を計画しているとの説明がありました。 
芦川地区には、貴重な文化財として兜づくりの民家や石垣などがあるが、保存についてどの

ようなことを行ってきたのかとの問では、国の認定を受け山村のモデル地区となった。民家に

ついては所有者の了解もなくてはならないが、交流事業なども取り入れる中において、整備活

用していくとの説明がありました。 
バス交付金事業の内容と、利用者数について質問があり、事業は、民間のバス会社に委託、

事業にかかった経費から利用料を差し引き、残った金額について村から交付金を出していた。

利用者については現時点では把握できていないとの説明がありました。 
消防自動車の整備について、芦川地区にはいくつ消防団があるのか、また、緊急時の対応は

との質問では、芦川には４地区あり、それぞれに消防の部がある。近年、地元の若者も他地域

に就職するものが多く、昼などは地元に残っている住民に対応を願ったり、支所の職員や消防

署員が日勤でいるので、それらを含め対応しているとの説明がありました。 
衛星携帯電話の購入について、その用途はとの質問では、芦川地域は山間にある集落のため、

普通の携帯電話では電波が届かないところもあり、災害時の対応が困難なため４地区にそれぞ

れ配備したとの説明がありました。 
次に、国民健康保険事業特別会計では、未納者数と滞納金額についての質問があり、芦川地

域は集落も小さいため、平成１０年までは滞納はなかったが、近年の景気低迷により未納者が

出てしまった。滞納は平成１４年ころからで、現在も戸別訪問を行い、納税指導を行っている。

滞納金額については、今年度までで１１７万円程度になっているとの説明がありました。 
続いて、老人保健特別会計では、芦川地域は高齢化率が高いが医療給付費が他地域に比べ低

い。予防がしっかりできていると思うが、地域診療所の診療状況は、また、救急患者が出たと

きの対応はとの質問では、診療所の医師については御坂地区の開業医に委託し、週１日出向い

てもらい、診察を行ってもらっている。緊急時は日勤の消防署職員や支所の職員が対応してい

る。幸いにも、これまでそのような事例は特になかった。また、予防事業について社会福祉協

議会と保健師が協力し、事業を行っているとの説明がありました。 
簡易水道事業特別会計では、料金が安価だが維持管理、修繕などの費用はどのようにしてい

るのかとの質問があり、これまでは、国や県の指定による過疎対策費等により賄ってきた。今

後は検討していくとの説明がありました。 
主なものは以上であります。 
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それでは、審議の結果をご報告申し上げます。 
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告いたします。 
議案第２１８号 「平成１８年度芦川村一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成全員で

原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２１９号 「平成１８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」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２２０号 「平成１８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」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２２１号 「平成１８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」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２２２号 「平成１８年度芦川村介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２２３号 「平成１８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」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
議案第２２４号 「平成１８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」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
以上、決算特別委員会委員長報告を終わります。 

○議長（中村善次君） 
委員長の報告が終わりました。 
これより、委員長報告に対する質疑を許します。 
質疑はありませんか。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
質疑を終結します。 
お諮りします。 
ただいま、議題となっております７案件については、討論を省略し直ちに採決を行いたいと

思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本７案件についの委員長報告は認定です。 
本７案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議案第２１８号から議案第２２４号は、原案のとおり認定されました。 
暫時休憩いたします。 
再開を３時４５分といたします。 

休憩  午後 ３時３５分 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後 ３時５０分 

○議長（中村善次君） 
再開いたします。 
ただいま、市長より人事案件２件が提出されました｡ 

お諮りします。 

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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いたしました。 

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

○議長（中村善次君） 

これより、議案第２６３号、同意第６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） 

本日、追加提案させていただきます、「人権擁護委員の候補者の推薦」および「公平委員会委

員の選任について」ご説明をさせていただきます。 

まず、議案第２６３号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」でありますが、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議案書にお示ししました４人の方を候補者として法務大臣

に推薦することについて、議会の意見を求めるものであります。 

井上氏、早川氏、堀内氏につきましては再任、田草川氏につきましては新任となります。 

任期につきましては、委嘱の日から３年となります。 

次に、同意第６号 「笛吹市公平委員会委員の選任について」でありますが、宮澤黎夫氏を

再任したく、地方公務員法第９条の２第２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。 

住所は笛吹市境川町寺尾３８８４番地３、生年月日は昭和１３年１１月５日生まれ、満６８歳

であります。 

公職歴は、合併前の旧境川村において消防団長、議会議長など数々の要職を歴任し､笛吹市発

足後においては笛吹市公平委員会委員長として、現在に至っております。 

任期につきましては、就任の日から４年間となります。 

よろしくご審議の上、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中村善次君） 

説明が終わりました。 

日程第４５ 議案第２６３号の質疑を行います。 

質疑ございますか。 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第２６３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
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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２６３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２６３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２６３号を採決します｡ 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います｡ 

（ 起 立 全 員 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第２６３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４６ 同意第６号の質疑を許します｡ 

（ な し ） 

質疑を終結します。 

お諮りします。 

同意第６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６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、同意第６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６号を採決します｡ 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います｡ 

（ 起 立 全 員 ） 

起立全員です。 

したがって、同意第６号は原案のとおり同意することに決しました｡ 

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

○議長（中村善次君） 

日程第４７ 「閉会中の継続審査について」を議題とします｡ 

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出

されております｡ 

お諮りします｡ 
本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません

か｡ 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
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よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決定しました｡ 

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。 

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、１２月６日から本日まで１６日間に及ぶ日程で開催されました。 

正副議長さまをはじめ議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ､慎重かつ

熱心な審議に努めていただき、誠にありがとうございました。また、本会議に上程いたしまし

た提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を賜りましたことに対しまし

て、厚く御礼申し上げます。 

さて、今月８日の参議院本会議におきまして、２００７年４月に施行され３年間の時限立法

となります地方分権推進法が成立しました。これに伴いまして、平成７年に開始した地方分権

改革は２期目に入ることになります。この法律は、国と地方の役割を明確にするとともに、地

方の自主性および自立性を高めることにより、地方が自らの判断と責任において行政を運営す

ることを基本としておりますので、自治体にとりまして、１期目と同様に厳しい行財政改革が

迫られることになりそうでございます。 

そんな中、尾身財務大臣は昨日の閣議に平成１９年度予算の財務省原案を提出し、各省に内

示いたしました。 

当予算原案は、１９年度を歳出歳入一体改革の初年度と位置付け、歳出の厳しい抑制により

新規国債の発行額を２５兆円台に抑える方向で、成長力強化に向けた施策には予算を重点的に

配分するという内容であります。 

「美しい国づくり内閣」の実現を目指す安倍首相にとりまして初めての予算は、財政再建と

成長戦略を一体的に取り組む姿勢を明らかにする編成となりました。 

このような状況の下、本市におきましても新年度の予算編成に取り組んでおります。限られ

た財源を効果的に配分するとともに、市民参加を促進する措置を講ずることにより、個性豊か

で活力のある地域社会の実現を目指していきたいと考えております。 

なお、市政の運営にあたりましては、これまで以上に公平性の確保と透明性の向上に留意し

てまいります。 

さて、新年に入りますと、休み明け早々に大きな行事が続くことになります｡ 

まず、１月５日には、ホテル「甲斐路」において平成１９年新春交換会が開催されます。市

議会議員さんや各種行政委員、連合区長会区長、消防団幹部役員のほか各種委員および団体代

表各位をお招きいたしまして、叙勲・褒賞および大臣表彰の受賞者ならびに県政功績者の祝賀

会を行うとともに、平成１９年の新春をお祝いする予定であります｡ 

１月６日には、石和中学校グラウンドにおきまして、斉藤功朗団長以下８００名の団員が参

加して笛吹市消防団出初め式が開催されます。平成１９年には芦川分団が加わり７分団の編成

となることから、昨年以上に盛大な式典が挙行されるものと思われます。 

続きまして、１月７日には、市内７つの会場で成人式が開催されますが、本市におきまして

は８００名の若者が大人の仲間入りをする予定です。大人になりますと選挙権をはじめさまざ

まな社会的権利が与えられることになりますが、新成人の皆さまには、社会の一員であること
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を自覚され、自らが社会を良い方向へ変えていくという気持ちを持って行動してもらいたいと

思います。 

そんな中、１月２１日には市内４３カ所の投票所におきまして、山梨県知事選挙の投票が実

施されます。 

イノシシの年は、春の統一地方選挙と夏の参議院議員選挙の２つの選挙が行われる年だそう

ですが、平成１９年は知事選も含めまして３つの選挙が続く年になります。 

また、１月３０日には、市議会議場を会場に女性団体連絡協議会により女性議会が開催され

る予定です。女性の視点で考えたきめこまやかな意見が提案されるものと期待しております。 

さて、平成１９年は十二支の最後の干支となるイノシシの年にあたります。イノシシの文字

は、花がしおれ種子の中に新たな生命力が満ちた状態を表していることから、五穀豊穣の象徴

と考えられております。また、イノシシの体と体力の強さは無病息災の象徴であるともいわれ

ます。 

また、平成１９年のイノシシの年が、市内の産業がにぎわう実り豊かな年となりますよう、

また、市民が健康で安心して暮らせる安らぎの年となりますよう、市行政といたしましても引

き続き努力してまいりたいと考えております。 

師走も半ばを過ぎました。これから何かと慌しい時期を迎えることになりますが、議員各位

におかれましては、くれぐれもご自愛いただき、ご家族ともども平成１９年の新春をご健勝の

うちに迎えられますようご祈念申し上げ、あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

これで、平成１８年第４回笛吹市議会定例会を閉会いたします｡ 

大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ４時０５分 
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