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日程第４０ 議案第３６号 平成３０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第４１ 議案第３７号 平成３０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
日程第４２ 議案第３８号 平成３０年度笛吹市水道事業会計予算について 
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 １７番 前 島 敏 彦 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 川 村 惠 子 ２０番 中 川 秀 哉 
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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 

 ただいまの出席議員は２１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３０年第１回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 今年の冬は例年にない厳しい寒さでありましたが、梅もほころび、またハウス桃の開花など、

少しずつではありますが春の訪れを感じるようになってまいりました。 
 このような中、議員各位におかれましては議員活動、ならびに市政運営につきましてご苦労

いただいており、精力的な活動に敬意と感謝を申し上げます。 
 また、先日は花つながりということで、茨城県水戸市の梅まつり開幕イベントに多くの議員

にご参加いただき、本市のＰＲと相互交流に努めていただきました。誠にお疲れさまでござい

ました。今後の展開を期待したいと思います。 
 さて、今議会には市長より条例の制定や改正および平成２９年度補正予算、ならびに平成３０年

度当初予算など、各種案件が提案されます。 
 会期中、格別のご精励を賜り慎重にご審議くださいますようお願い申し上げ、開会に当たり

ましてのあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法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。 
 それでは、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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   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 
 議席番号第１３番 志村直毅君および 
 議席番号第１４番 渡辺清美君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２３日までの３０日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日から３月２３日までの３０日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 次に本日までに受理した請願はありませんので、その旨ご報告をいたします。 
 続いて、監査委員から平成２９年１１月分から平成３０年１月分の例月出納検査の結果につ

いて報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 
 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および委員に出席を

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については、お手元に配布した活動報告のとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第４７ 議案第４３号まで

を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 平成３０年第１回市議会定例会の開会に当たり、議員各位に敬意を表するとともに諸議案の

提案に先立ちまして、今後の市政運営において柱となる方針について所信を申し述べます。 
 現在、本市を取り巻く環境は人口減少、少子高齢化の急速な進行、経済、財政状況、地球規

模での温暖化、大規模災害のリスクなど大きく変化しており、これらの課題への対応が必要と

なっております。中でも人口減少問題は、経済規模の縮小や地域社会の活力低下など、市民生

活への多岐にわたる深刻な影響の原点と認識しており、本市の最重要課題であると捉えており

ます。 
 このような本市の状況を踏まえ、現在、今後８年間の新しい本市の方向性を示し、さらに市

民や事業者とともに、まちづくりを進める活動の指針となる第２次笛吹市総合計画を策定して

おります。 
 この計画では、将来像を「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」と定め、この笛

吹市に関わりを持つすべての人・産業・基盤を磨き上げることで市の発展を牽引し、この笛吹

市に住むことの幸せを実感していただくことを念頭に、施策や取り組みの方向性を示しており

ます。 
 この将来像を現実にするためには、誰もが住んでよかったと思い、市民、事業者と行政が創

意工夫を重ね、積極果敢にスピード感とチャレンジ精神を持ち、共通認識と相互理解のもと、

ひとつの笛吹市をつくり上げることが必要と考えております。平成３０年度は、この将来像の

実現に向けた第一歩の年になります。 
 本市が直面する課題を解決し、１００年先も豊かで元気な笛吹市を市民の皆さまとともに築

き上げ、本市に住む誰もがこころ豊かに優しい気持ちで安心して暮らすことができるまち「ハー

トフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」を施政方針のメインテーマに掲げ、「行政は市民の

幸せのために」を念頭に市民ファーストの行政運営を推進し、積極的に施策を展開してまいり
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ます。 
 それでは平成３０年度の市政運営に当たって、第２次笛吹市総合計画の３つの基本目標を達

成すべく盛り込んだ諸事業を中心に、施策体系に沿った重点事業の説明を申し上げます。 
 基本目標の１つ目は、幸せ実感こころ豊かに暮らせるまちであります。 
 安心して子どもを生み、子育てできる環境の充実を図るとともに、地域での支え合いを大切

に、誰もが住み慣れた場所で生き生きと暮らせるよう、そして、市民一人ひとりが希望を持ち

活躍できる環境を通じて、心身ともに健全でこころ豊かに暮らし、幸せを実感していただける

まちづくりを目標として、以下の重点事業を展開します。 
 子育て支援については、病児保育事業として、就園中の児童が保育園で体調不良となった場

合に、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な看護を行うことを目的に、看護師等を配置する

私立保育園等に対して費用の一部を補助する体調不良児対応型病児保育事業を実施いたします。 
 次に学童保育クラブ拡大事業については、利用希望者が急増している御坂学童保育クラブに

ついて、御坂西小学校内に第５学童保育クラブを増設し、受入児童の拡大を図ります。また、

第４学童保育クラブとして利用している御坂保健センターの２階トイレの改修を行い、子ども

たちがより快適に過ごせるように環境の改善を図ってまいります。 
 次に公立保育所民営化事業については、議会においても慎重審議をいただいておりました八

代御所保育所の完全民営化につきまして、国・県への申請手続きも順調に進み、４月より御所

保育園としてスタートする運びとなりました。 
 民間保育園の機能を最大限に活用し、子どもたちには安全で安心な保育を、保護者の皆さま

にはより満足度の高い保育を提供できるものと期待しております。 
 次に、多世代包括ケア情報クラウド化推進事業の中で進めております子育て情報クラウド化

推進事業では、スマートフォンやタブレットで子育てに必要な情報を必要なときに受け取るこ

とができる、ふえふき子育て広場のアプリを配信し、登録した保護者が子どもの成長記録や乳

幼児健診、予防接種などの管理等に利用できるようになっています。また、母子健康手帳の電

子化も進めており、子育てしやすい笛吹市を目指してまいります。 
 次に子育て世代定住支援事業については、移住や定住の促進を図るために、新たに住宅の購

入を行う子育て世代に対し、補助金を交付してまいります。この補助金により、金利が有利な

住宅金融支援機構のフラット３５などの導入を進めることができる見込みです。 
 誰もが安心して暮らせるまちづくりについては、２０２５年に向けて、高齢者が要介護状態

になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアの構

築を進めてまいります。 
 その１つとして、４月より市内３カ所に長寿包括支援センターを開設することとなりました。

この地域包括支援センター運営事業と、すでに実施している在宅医療・介護連携推進事業、民

生委員やボランティアの皆さまと協力して地域の高齢者の介護予防や生活支援に取り組む生活

支援体制整備事業と合わせて、３つの柱により地域包括ケアを進めていきます。 
 人と文化を育むまちづくりについては、まず小学校外国語アシスタント事業を展開します。

新しい学習指導要領では、平成３２年度より小学校３･４年生から外国語活動の授業を始めるこ

ととされています。本市の小学校においては、これに先駆けて移行期間である来年度より先行

実施する方向で準備を進めております。 
 授業時間の増加に伴い、従来のＡＬＴ（外国語指導助手）を活用した授業では全体をカバー
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できず、学習効果が下がる恐れがあります。このため、英語に堪能な方を募り、ボランティア

で授業の補助をしていただくことといたしました。この方法は笛吹市独自のもので、市内小学

校での外国語活動がより効果的に行われ、学力の向上を図ることができるよう取り組んでまい

ります。 
 また、笛吹市の未来を担う子どもたちの心身の健全な発達のため、安全・安心な給食を安定

して提供できるよう石和学校給食センターの建設事業に取り組んでまいります。 
 次に小学校施設計画的改修事業においては、境川小学校給食棟空調設置工事を進めてまいり

ます。 
 境川小学校の給食棟は、昭和６０年に建設され、３３年経過しています。この給食棟は調理

場だけではなく、給食時には全児童が集まり皆で給食を食べるランチルームになっています。

空調設備がないため、夏は給食棟全体が高温になり衛生的にも問題があるため、空調設置工事

を実施します。また、雨漏りもあるため、合わせて屋根防水工事も実施いたします。子どもた

ちに安全・安心な給食を提供できるよう取り組んでまいります。 
 次に、オリンピック・パラリンピック事前合宿等誘致事業についてです。 
 タイ王国ウエイトリフティング協会と昨年２月に基本協定を、１２月には実施協定を締結い

たしました。本年４月と７月にそれぞれ２週間程度市内に宿泊し、日川高等学校ウエイトリフ

ティング場と、いちのみや桃の里スポーツ公園トレーニングルームで合宿を行う予定です。今

後、スポーツ・文化を通じた交流を検討していきたいと考えております。 
 基本目標の２つ目は、幸せ実感にぎわいあふれるまちであります。 
 地域の資源を掘り起こし、磨き上げることにより、農業や観光業の活性化を図るとともに起

業の促進や企業誘致を推進し、雇用の確保、多様な働き方が展開されるまちづくりを目指しま

す。そして、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に国内外の方々が

盛んに行き交い、本市の産業が活性化することで幸せを実感していただけるまちづくりを目標

として、以下の重点事業を展開します。 
 まず、訪れたくなるまちづくりとして、さくら温泉通り桜改植事業を展開します。近津川沿

いの桜並木は、春には桜の名所として人気が高く、ウッドデッキには季節を問わずウォーキン

グを楽しむ人たちも数多くおります。しかし、ソメイヨシノの寿命は６０年とされ、植え替え

の時期にきています。 
 昨年、山梨県造園建設業協会の協力を得て、１６３本の樹勢診断を行いました。結果７２本

が枯木であるとの報告を受け、今年２月に樹勢回復、倒木予防型剪定を行い、平成３０年度よ

り計画的な植え替えを行うこととしております。 
 桜の名所としての景観を維持しつつ安全を確保し、温泉街を周遊していただくため整備を進

めてまいります。 
 次に、笛吹市桃源郷春まつりについてであります。 
 笛吹市桃源郷春まつりは、今年も３月２５日のミズバショウ祭りを皮切りに、観光団体の協

力を得ながら工夫を凝らし、多くの観光客の皆さまをお迎えし、春の笛吹市を楽しんでいただ

けるよう、さまざまなイベントを実施してまいります。 
 開催期間中は、八代ふるさと公園のメイン会場を中心に、市内各所の花見散策路や七福桜を

楽しんでいただき、４月８日には「日本一の桃源郷ウォーク２０１８」を開催いたします。 
 このウォークは絶景のポイントを巡りながら、桃源郷の景色を満喫していただく約８キロの
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コースとなっており、大手旅行エージェントに旅行商品として取り上げていただいております。 
 次に、新道峠展望台整備事業についてであります。 
 富士山の日本一の眺望エリアでの賑わいの創出と癒しの提供を目的に、新道峠を中心とした

展望施設を整備いたします。 
 今年度は展望テラス等の実施設計、測量調査を行ってまいります。 
 次に、戦国マンスリー事業・川中島合戦戦国絵巻についてであります。 
 戦国マンスリー事業は、１０月の１カ月間、戦国時代をテーマとした笛吹市秋祭りを開催す

ることで、秋の誘客促進を図ることを目的とします。 
 １０月の各週末には民間企業等からイベントを募集し、民間が主体となったイベントを展開

する予定です。 
 秋祭りのフィナーレとして今年度より秋開催の川中島合戦戦国絵巻を行い、国内外へ本市の

秋の魅力をＰＲしてまいります。 
 実り豊かなブランド農林業づくりについては、笛吹市農業塾の開設を行います。これまで市

とＪＡ笛吹では、担い手の育成や地域農業の振興を目的として笛吹市地域農業再生協議会、笛

吹市援農支援センターおよびＪＡふえふき営農支援センターを開設し、就農・援農にかかる相

談窓口業務や農作業の研修・講習会の開催などの取り組みを行ってまいりました。 
 今後、それぞれの事業を一元化し、通称、笛吹市農業塾として、平成３０年度当初より新た

にスタートすることといたしました。 
 経営が難しくなる高齢農家等を把握し、新規就農、規模拡大を目指す農業者をマッチングす

る第三者継承を支援します。 
 また、市内の定年退職者を中心とした援農・就農希望者の掘り起こしや技術習得等のための

指導、既存農業者向けの講習会、経営相談の実施を行い、担い手の育成に努めます。 
 また、さらにＧＡＰ認証取得指導、産地パワーアップ、経営強化支援事業の指導を行うこと

で、笛吹市農業塾が日本一の果樹王国ふえふきの農業を支える方々のための環境整備に貢献し、

市の農業情報発信の拠点となることを期待しています。 
 次に、県営畑地帯総合整備事業についてであります。 
 現在、市内では、みさか桃源の郷、黒駒西、一宮南部、藤垈の４地区において、畑地帯総合

整備事業を県営事業として実施しております。この事業は、農業の生産、流通と農地農村環境

の向上等につながる圃場整備や農道、水路等の改修のほか、近年、特に深刻となっています鳥

獣害防止柵設置などの農業基盤を整備するための事業であり、平成３０年度には、新規地区と

して新たに境川町大窪地区を追加し、重点施策と位置付け、市内５地区において畑地帯総合整

備事業を実施してまいります。 
 活力ある地域経済づくりについては、農村地域産業等導入実施計画の策定を行います。農村

地域工業等導入促進法が昨年６月に改正され、その対象業種についての基準の見直しがあり、

ほぼすべての業種が対象となりました。 
 平成３０年度は、新たな法律のもと、県の基本計画に即した農村地域への産業の導入に関す

る実施計画を策定してまいります。 
 新たに策定する実施計画につきましては、農地への無秩序な企業進出の抑制と農地の集団化・

優良農地の確保との両立。また、地元雇用の創出・促進が重要となってまいります。導入すべ

き業種の選定と併せ、ニーズに即した指定エリアの見直しも実施したいと考えております。 
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 次に、企業立地促進助成金事業についてであります。 
 農村地域への産業の導入に関する実施計画のエリア見直しと連携しながら市民の雇用拡大・

固定資産税の確保等、引き続き企業立地を促進してまいります。また、山梨県と連携した企業

立地促進事業助成金制度および市独自の企業立地奨励金交付制度を活用し、農工団地への新規

進出や事業拡大を支援してまいります。 
 移り暮らせる魅力あるまちづくりについては、平成３０年度に市のホームページをリニュー

アルいたします。これに併せて、市の情報発信能力を高めるため、総務省の地域おこし企業人

交流プログラムに基づき、新たに民間企業の人材を登用するなどし、より戦略的な情報発信を

進めてまいります。 
 次に、消費拡大宣伝事業についてであります。 
 農業を取り巻く環境が大きく変化し、農産物の産地間競争が激しくなる中、本市の恵まれた

環境で生産され、安全・安心で日本一の生産量と品質を誇る桃・ぶどうを中心とした農産物の

さらなる消費拡大につなげるため、笛吹産農産物の魅力を国内外に広く発信していく必要があ

ります。 
 消費宣伝の手法であるトップセールスは、私が自らが赴くことで、相手方に笛吹市を、より

強く印象付けることができ、農産物の販路拡大、観光宣伝等を行う上で、とても有利でありま

す。このことから、平成３０年度も継続して、京浜、関西方面をはじめ、海外にも笛吹産農産

物の魅力を発進してまいりたいと考えております。 
 次に、国際交流事業についてであります。 
 ４月１０日から１３日の日程で、国際友好都市でありますドイツ・バートメルゲントハイム

市から、ウド・グラットハール市長を団長とする３５名の公式友好使節団が本市を訪れます。

八代ふるさと公園や芦川藤原邸視察など、短い時間ではありますが、歓迎レセプションと合わ

せ、平成２５年にバート市を訪問したメンバーを中心に組織した市の民間団体バートメルゲン

トハイム市交流会のメンバーを中心に市民レベルの交流をさらに深める予定であります。 
 基本目標の３つ目は、幸せ実感１００年続くまちであります。 
 市民による主体的な活動の促進と、それを行政が支える体制を構築する中で、市民、団体、

事業者、行政がそれぞれの役割を自覚し、力を合わせ、共に考え、共に行動し、地域活動を持

続させるため協働によるまちづくりを目指してまいります。 
 しかしながら、市の行政基盤は、財政的にも人事的にも弾力性が失われつつあります。市民

ニーズに的確に応えるとともに、引き続き質の高い行政サービスを提供していくため、健全で

身の丈に合った行財政基盤を構築するため、改革に取り組みます。そして豊かな自然と調和し

た都市としての姿を今後も保ち、災害や犯罪等の不安がなく、安全・安心に暮らし続けること

ができる環境を通じて幸せを実感していただけるまちづくりを目指して、以下の重点事業を展

開してまいります。 
 まず、将来を見据えた土地利用を推進するまちづくりとして、都市計画マスタープランの見

直しを行います。 
 今年は、平成２０年度に策定した笛吹市都市計画マスタープランから１０年が経過して、見

直しをする中間年度にあたります。 
 策定時から本市を取り巻く社会経済環境、生活環境にも大きな変化が生じており、新たに策

定する第２次笛吹市総合計画に即し、現在改定が行われている山梨県都市計画マスタープラン
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や国および山梨県の都市計画に関する施策等の変更に応じた、本市のまちづくりの指針となる

笛吹市都市計画マスタープランの見直しを行います。 
 次に、安全・安心で災害に強いまちづくりとして、ハザードマップ作成を行います。水防法

の改定や、国・県の新たな想定最大雨量での浸水想定区域の公表により、市町村には利用者目

線に立った水害ハザードマップの作成が求められております。 
 このため、市では、想定される洪水予想に基づく情報伝達方法、洪水のときの避難場所・避

難ルートなどを記載した、今まで以上に分かりやすい笛吹市ハザードマップの見直しと作成を

行い、地域防災力の向上に努めてまいります。 
 次に、快適な生活環境づくりとして、笛吹みんなの広場周辺整備事業を進めてまいります。 
 笛吹市の玄関口である石和温泉駅と石和温泉郷を結ぶ沿線に位置し、今後交流の場となる笛

吹みんなの広場周辺道路の整備を行い、交通の安全確保と笛吹みんなの広場の利用度の向上と

ともに、観光の活性化に寄与する整備を行います。 
 平成２９年度に労報橋の架け替えと南に向かう市道１－８号線、広場南側の市道１－５号線

の改良を終え、平成３０年度においても引き続き広場北側の市道１５４２号線の改良、広場東

側の市道１０５３号線への歩道設置を実施し、広場周辺整備事業が完了となります。 
 次に、有料指定ごみ袋導入後の状況についてであります。 
 有料指定ごみ袋については、ごみの減量を図る施策として平成２９年４月から導入いたしま

した。導入後から可燃ごみの減量効果が表れはじめ、月平均で前年度比約１４％程度減量され

ました。さらに、ミックスペーパーは前年度比で約１８％、そのほかのプラスチックは前年度

比で約３６％の増加となっております。ごみの分別が進んでいる状況が分かります。 
 また、支援策として、乳幼児や障がい者、在宅の高齢者がいる世帯では、おむつの使用によ

り、ごみ袋の使用枚数が多くなっていることから、負担軽減を目的に、有料指定ごみ袋の無料

配布も実施しているところです。 
 ごみ袋の有料化は、ごみ減量の施策の上、有効手段と考えますので、支援策と併せ今後も引

き続き実施してまいります。 
 次に将来を見据えた行財政づくりとして、庁舎等施設整備事業を展開します。支所業務の見

直しに伴い、本年４月から取り扱い業務の一部を本庁に移管いたしますが、各支所については、

地域サポート職員の配置などによって、皆さまから親しまれ、気軽に相談に訪れることができ

る地域に密着したサポートセンターとしての体制づくりを行います。 
 また一方で、市民の皆さまが利用しやすい本庁の環境づくりも大切でありますので、庁舎総

合案内の充実や駐車場の拡張整備などを進めてまいります。 
 最後に、市税等収納率向上に向けた取り組みについてであります。 
 本市の市税等の収納率は、年々、滞納整理の推進により向上しており、滞納額も着実に減少

してきたところであります。 
 平成３０年度においても、引き続き県税事務所への市職員派遣、ならびに市役所管理職職員

による夜間臨戸を実施するなど、一層の収納率の向上に全庁体制で取り組んでまいる所存であ

ります。 
 以上、平成３０年度は第２次笛吹市総合計画に基づいた施策を実行してまいります。 
 また、第２次総合計画と並行して策定します第４次笛吹市行財政改革大綱では「今を変え、

常識を変え、自らを変えていく」をスローガンに掲げ、行政ニーズに的確に応え、引き続き質
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の高い行政サービスを提供していくために、職員ともどもこの言葉を胸に、この１年を市民の

皆さまのために頑張りたいと考えておりますので、議員各位をはじめ、市民の皆さまにおかれ

ましては、積極的なご支援、ご協力をいただけますようお願いを申し上げます。 
 引き続きまして、本日、提出させていただきました案件につきましてご説明を申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案１２件、平成２９年度補正予算案８件、平成３０年度当

初予算案２０件、その他３件、合わせて４３案件でありますが、主なるものについて概略をご

説明申し上げます。 
 まず、条例案につきまして、ご説明申し上げます。 
 笛吹市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の制定についてでありますが、

介護保険法の改正により、平成３０年４月から居宅介護支援等にかかる指定権限が市町村に委

譲されることに伴い、条例を制定する必要が生じたものであります。 
 次に笛吹市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の制定についてであり

ますが、工場立地法の規定により、国が定める基準の範囲内で、市が緑地面積率等の基準を設

けることに伴い、条例を定めるものであります。 
 次に笛吹市行政組織条例の一部改正についてでありますが、行政課題に対し効率的、効果的

な事務処理を図るため、事務組織の見直しを行うとともに、条例の一部を改正するものであり

ます。 
 次に笛吹市職員給与条例の一部改正についてでありますが、事務組織の見直しに伴い、行政

職給料表級別基準職務表の見直しを行う必要が生じたため、条例の一部を改正するものであり

ます。 
 次に笛吹市福祉センター条例の一部改正についてでありますが、御坂福祉センターについて、

土曜日および祝日を休館日から除くことに伴い、条例の一部を改正するものであります。 
 最後に笛吹市介護保険条例の一部改正についてでありますが、笛吹市第７期介護保険事業計

画の策定に伴い、条例の一部を改正するものであります。 
 その他の条例６件につきましては、いずれも法令等の改正に伴い、条例の一部を改正、また

は条例を廃止する必要が生じたものであります。 
 詳しくは、各議案の末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりご確認をお願いい

たします。 
 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 
 まず、平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）でありますが、既定の予算額から歳

入歳出それぞれ６億２千万円を減額し、総額３１６億６，９００万円とするとともに繰越明許

費、債務負担行為および地方債について所要の補正を行うものであります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計など４会計につきまして、合計で４億３，５００万円の減額を行うも

のであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 水道事業会計など３会計において、収益勘定・資本勘定合わせ１億５千万円を減額し、総額

を６５億９，５００万円とするものであります。 
 続きまして、平成３０年度予算編成についてご説明いたします。 
 地方交付税の縮減の中、自主財源の確保に努めるとともに限られた予算において、創意工夫
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を重ね、効率的な予算配分を行ったところであります。 
 この当初予算編成の基本となる一般財源の部局別の配分については、平成２８年度決算を基

準として、平成３０年度に必要となる経費から、必ず支払わなくてはならない義務的経費を除

いた予算を１０％減額し、一般財源を算出して配分を行いました。また、私の政策を具体化す

るための主要な事業に要する経費は、基金を財源とする政策枠として別途確保しました。予算

編成に当たっては、予算見積書により詳細な積算資料を添付することとし、新規事業のみなら

ず継続事業についても、財政課において厳格な審査に努めました。その結果、一般会計予算に

おいては、前年度から５億７千万円ほど少ない総額３０５億３千万円の当初予算を組むことと

なり、過去５年間と比較して、最もスリムな予算編成となった昨年度と比較してもさらに縮減

された予算となりました。 
 まず、平成３０年度一般会計予算案について概略をご説明申し上げます。 
 歳入では、市税は前年度比１．３％減の８１億４千万円、地方交付税は３．９％減の８４億

３千万円、国・県支出金は０．４％減の５６億７千万円、地方債は１４．３％増の４２億７千

万円などを見込む中で、財政調整基金、公共施設整備等基金などからの繰入金を７億３千万円

としております。 
 また、歳出では人件費、扶助費、公債費の義務的経費が１５１億１千万円、投資的経費は４６億

円となっております。 
 そのほか、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔライセンス料など１１件を追加し、変更１件について債務負

担行為を設定し、地方債の借入限度額を４２億７千万円に定めるものであります。 
 次に平成３０年度の特別会計予算でありますが、それぞれ総額を申し上げますと国民健康保

険特別会計が８９億５千万円、介護保険特別会計は６６億９千万円、介護サービス特別会計は

１，３００万円、後期高齢者医療特別会計は１４億８千万円、農業集落排水特別会計は５，

１００万円、簡易水道特別会計は１，２００万円、境川観光交流センター特別会計は５，４００万

円とするものであります。 
 黒駒山など９件の財産区特別会計につきましては、総額を４，７００万円とするものであり

ます。 
 次に平成３０年度の企業会計予算でありますが、水道事業会計は、収益的収入及び支出をそ

れぞれ１７億７千万円に、資本的収入を５億９千万円、同支出を１１億円とするものでありま

す。 
 春日居地区温泉給湯事業会計は、収益的収入及び支出をそれぞれ６，５００万円に、資本的

支出を１千万円とするものであります。 
 公共下水道事業会計は、収益的収入及び支出をそれぞれ１９億４千万円に、資本的収入を９億

３千万円、同支出を１７億円とするものであります。 
 続きまして、その他の案件について、ご説明申し上げます。 
 財産（建物）の無償譲渡についてでありますが、春日居しずめふれあいの家の建物について、

鎮目区に無償譲渡することに伴い、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議

決をお願いするものであります。 
 次に契約の締結についてでありますが、市道１－７号線（彩甲斐跨線橋）耐震・補修工事の

契約締結にあたり、笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 
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 最後に動産の取得についてでありますが、石和学校給食センター厨房備品の購入に伴い、笛

吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例の規定により、議

会の議決をお願いするものであります。 
 以上、本定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由をご説明いたしました。 
 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 市長の説明が終わりました。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   これより議案第１号から議案第４３号までを一括議題とし、質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 ただいま、市長より要旨説明がありました案件については、所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、これらの案件につきましては、大綱的な質疑に留めたいと思います。 
 なお、大綱質疑については先例により常任委員会付託案件は、当該所属委員は発言を求めな

いこととしています。また質疑は１人２回までとし、一括質問および一括答弁とします。 

 それでは、ただいまから質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 以上で質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております議案第１号から議案第４３号までの４３案については、お手

元に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 ここで、追加議案に伴う議会運営委員会および全員協議会の開催のため、暫時休憩といたし

ます。 

休憩  午後 ２時１７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１０分 
〇議長（海野利比古君） 

 それでは再開いたします。 
 ただいま、市長より追加議案２案が提出されました。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

 これより日程第４８ 議案第４４号および日程第４９ 議案第４５号を一括議題とし、提出

議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 

 本日、追加提案させていただきます案件につきまして、概略をご説明申し上げます。 



 １９ 

 追加提案させていただきます議案は、変更契約の締結に関する案件２件であります。 

 議案第４４号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署東部出張所建設工事）」、議

案第４５号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署西部出張所建設工事）」でありますが、

いずれも平成２９年第２回定例会において、契約の締結について議決をいただき建設工事が進

められてきた案件でありますが、このたび工事内容に変更が生じたことにより契約金額の増額

について変更契約を締結するため、笛吹市議会議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の

範囲を定める条例第２条の規定により、それぞれ議会の議決をお願いするものであります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきまして、ご説明しました。よろしくご審議の上、ご

議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより議案第４４号および議案第４５号を一括議題とし、質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 本案については、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、大綱的な質疑に

留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 以上で質疑を終結します。 

 ただいま、議題になっております議案第４４号および議案第４５号については、お手元に配

布してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。 

 次の本会議は明日、２月２３日、午前１０時から再開します。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ３時１４分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の定めにより退場を命じますので念のため

申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 
 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 
 なお当局の答弁も簡明率直にされまして、議事進行にご協力をお願いいたします。 
 まずはじめに笛新会、岩沢正敏君の代表質問を行います。 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 笛新会の岩沢でございます。 
 笛新会の同僚の皆さんに、発言の機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。また、

境川診療所の許山先生に感謝して、この場に立たせていただきました。ありがとうございます。 
 飯田龍太先生の句に「白梅のあと紅梅の深空あり」という、２月のこの季節を詠った句があ

ります。この間、水戸のほうへ行ってきましたけれども、まだまだ寒い日が続いておりまして、

梅の花も咲いていませんでした。そんなに。今年は非常に寒い中ではありますけれども、われ

われ笛新会といたしましても、日々、研修・研鑚を重ねて市民のために努力をしてまいりたい

と思います。 
 今日は、いくつかの質問を用意いたしました。特に今年から始まります第２次総合計画の中

のいくつかの点につきまして、質問をさせていただきます。 
 最初に、今年度の市政評価と将来展望について。 
 まず、最初に今年度の市政についての市長の見解はということでありますけれども、去年の

この議会の答弁の中で、保坂代表への答弁、今年は、平成２９年度は具体的な、ハートフルタ

ウン笛吹に向けて具体的なアクションを起こす年にしたいという答弁がありました。 
 実際、ハートフルタウン笛吹に向けてどのようなアクションを起こし、また、どのような見

解を市長自身お持ちになっているか、お伺いをいたします。 
 続きまして、平成３０年度、今年度の予算の重点政策はということでありますけれども、非
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常に財政的には厳しい中、今年は３０５億、前年度よりも当初予算で約５億７千円ですか、少

なく、非常に厳しい中ではありますけれども、このハートフルタウン笛吹に向けた実現に向け

て、この重点政策、いくつか１３概要には載っていますけれども、どのように配分をして、市

長の考えはどうなのか、お伺いいたします。 
 ３番目に今、非常に国内外、いろいろ笛吹市もそうですけれども少子高齢化、人口減少、非

常に進んでおります。この人口ビジョン、笛吹市の働き、ひと・しごと創生戦略の中にもあり

ました。人口問題、国の問題、人口問題研究所のほうでは、２０６０年ですか、笛吹市は４万

１千人。でも市の予定としては５万５千人ぐらいにしたいと。ただ、それを見ていましても出

生率がですね、１．５３、現在そうですよね、１．５３。これを１．８０にしないと、やはり

５万５千人にはいかないのではないかと。このままの１．５３では、とても４万１千人になっ

てしまう。そこがやはり難しいんではないかなと思っております。 
 この人口減少対策は保育園や小学校、特にあとでもやりますけども、小学校の統廃合まで響

いてきます。また、高齢者対策といたしましては、やはり高齢者が増えるわけで、その対策と

いたしましても、非常に高齢者の社会参加を促さなければならない。また、地域の支える人材

としては高齢者も必要ではないかと。そういうのを、この人口ビジョンの中で示されているわ

けですけれども、市としてのお考えをお伺いいたします。 
 次に４といたしまして、各地域コミュニティの特色を生かす政策はということで、これは私

の地域コミュニティという、この表現の中の考えは、総合計画の中では地域コミュニティとい

うのは、ただ行政区というふうに捉えているんではないかと思いますけれども、私は支所単位、

旧町村単位、その地域の特色を出せる政策をどういうものがあるか。そして各地域には地形、

景観、文化、いろんな違いがあるわけですけれども、そこのところの方策をお聞きしたいと思っ

ております。 
 次に５番目といたしまして、これから８年間、第２次総合計画、ハートフルタウン実現に向

けまして市長の考えをどのように取り入れていったのか。昨年９月の経営政策部長ですか、答

弁でやはり市長の公約を最大限に取り込むと、そういう答弁がありました。これは当然だと思

います。また実施計画を含めた、この計画を２月ごろまでには計上したいと。そういう答弁も

ありましたけれども、市長の構想をどのくらい盛り込んであるのか。そして第１次の総合計画

とはどの程度、どういう違いがあるのか、その点もお聞きしたいなと思っております。 
 ２番目といたしまして、災害に対する備えについてであります。 
 最初に、中小河川の立木対策について。 
 鬼怒川の大洪水のあともありました。あのときに私たち笛新会も視察に行ってきましたが、

私はあの流れたあとの住宅地とか、そういうところではなくて農地の被害にちょっと驚きまし

た。やはり石ころだらけで、農家の人が大量の石を搬出しておりました。また農地に戻ること

はないんだろうなと思って、一度やはり、ああいうことがあると農地は非常に難しいなという

感じです。 
 立木対策についての、これも去年の保坂議員の中でありましたけれども、やはり笛吹市に中

小河川、１５の準用河川があります。そこの流木対策として県のほうでは、今年６０カ所ぐら

い、笛吹市のほうに、峡東建設事務所のほうでも笛吹市のほうにはかなり今年の国の予算、県

の予算がきていると思いますけれども、この対策についてお伺いをいたします。 
 ２番目に農道や林道の危険箇所はということですけれども、市が管理する農道、あるいは県



 ２５ 

が管理する林道、ここ３年くらいはあまり被害がなかったような気がします。それはやっぱり

集中豪雨がなかったから。やはり時間雨量８０ミリ、１００ミリが１時間、２時間、３時間、

あるいはこの間、九州みたいに５時間くらい進みますとやはり大変な被害が出るんではないか

という、そういう危険箇所も去年の議会の中でもやはり何カ所か指摘されましたけれども、そ

れについての考えを、ちょっとどのくらいあるのか、お聞きしたいと思っております。 
 ３番目に防災リーダーの育成状況。１２月の定例会の中では、これは総務部長だったですか

ね、行政区１３０近くありますけども、そのうちの３２区、防災役員が設置されていると。任

期は約３年以上というふうになっておりますけども、そうすると約、残り１００ぐらいの地区

にはまだ防災リーダーが設置されていないわけですけれども、今年度、どのように取り組んで

いくのか。非常に重要だと思います。自主防災リーダーは。 
 ４番目として、１１月に行われました県の防災訓練の検証はということであります。石和で

行われました県の防災訓練ですけれども、多くの市民が参加をいたしまして訓練をしたわけで

すけれども、どの点が参考になって、どの点はちょっと、これじゃあということがあったのか

なという検証でありますけども、その中で私たちがあのテントの中で、自治体防災情報システ

ムという、ちょっと長いような情報システムですけれども、これが非常に安くて、これを実用

的だというのを、ちょっと説明を受けました。現場で支所の職員が、職員の携帯を使って、そ

のまま現場の状況をこちらの本部に通知できると。そして値段が、こんなの高いんでしょうと

言ったら、いいや、これは安くできますよと。これじゃあいいなと。オフロードバイクで、あ

そこまで走っていくより、現場でやはり支所の職員、パッと写真を、現場で見れてここへ送れ

る、状況がすごく見れる。ただドローンという話もありますけれども、やはりドローンよりも、

こっちのほうが手っ取り早いではないかというような気がします。そういう、このときの検証

はどうなったのか。私は良い方法だと思いますけれども、ここで提案だけはさせていただきた

いと思います。 
 次に、農業と観光の振興策であります。 
 最初にＧＡＰの認証に向けた市の取り組みはということであります。 
 このＧＡＰというのは、今いろいろな本や情報の中で出てきております。これの英語ですけ

れども、日本語に訳すと、よい農業の実践ということでありますけども、国も非常に力を入れ

ている認証ですけれども、山梨県内ではまだまだＪ－ＧＡＰが２つと１つというふうなことで、

非常に少ないわけでございます。笛吹高校では、６品目をブドウや桃を含めて、Ｊ－ＧＡＰを

も、日本ＧＡＰを取っているということであります。ただ、国や県、県はいいですよね、やま

なしＧＡＰは非常に金がかからない。取りやすいと思っておりますけれども、グローバルＧＡ

Ｐ、あるいはそのアジアンＧＡＰですか、そちらのほうにいくとやはり非常に審査に金がかか

る。研修にも。そしてそのあとの更新するにもまた事務手数料がかかる。Ｇ－ＧＡＰになると、

やはり総額で１年目で７０万円から１００万円かかると。その負担を農家がしなければならな

いということであります。非常に課題が多いと思います。ただ、この必要性ということは、市

としてはやっていかなければならないと思っております。 
 今、やまなしＧＡＰはお金はかかりませんよね。今、市としては３つの農家がやっています。

それから順にやっていくという方向ですけれども、この必要性、将来的にはこれは必要になっ

てくるという、必要性を市としてはやっぱり、訴えていかなければならないのではないかなと

思っております。 
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 ２番目に農家の所得増につなげる政策はということでありますけれども、国では２０２５年

までに農業・農村全体の所得倍増という計画を出しております。８兆円、これを目標にしてお

りますけれども、果樹を主体とする笛吹市はどういうふうに対応していくのか。去年、桃、ブ

ドウ、非常に農家は収益というよりは販売の額が増えたと思います。単価も非常によく安定し

て売れた。ＪＡの中でもやはりＪＡ笛吹、桃にしてみますと県下の中でも単価的には１番でし

た。やはりこれは輸出が、特にシャインマスカット、あるいは桃、輸出を多くしたこと。特に

香港あたりは、ブドウはかなり増えています。それをすることによって、日本全体でリンゴか

らいろんなものを輸出することによって、国内の需給のバランスが非常にうまくいったんでは

ないかと。安定的にかなり売れている。やはり輸出増ということは、必要なことであるという

ふうに思っております。市としてもトップセールスを通じて、海外に展開しておりますけれど

も、輸出を全部止められたら、おそらく国内はあっぷあっぷになると。大暴落になると。これ

だけはやはり、市が頑張っても国がしっかりやらなければならないことだと思っていますけど

も、これによる、かなり価格というものは安定していると。県ではマレーシア、シンガポール、

そして今度はインドネシアにも輸出の拠点を設けるといっておりますけれども、市としてもやっ

ぱりタイのトップセールスをはじめ、いろんなところをやっておりますけれども、ＪＡと一緒

になって、それもしていくことが非常に農家の所得増につながる、安定的に売れるということ

だと思います。 
 ハートフルタウン笛吹にも、第２期総合計画の中にもありますけれども、やはりブランド、

農林業のブランド力を高めるということが書いてあります。笛吹ブランドということをやはり

私は強く言いたい。そこを確立していくということは、やはり市として積極的に対応をしてい

くべきだなと思っております。 
 ３番目に鳥獣害防止対策でありますけれども、境川地区の例をいいますと藤垈、大久保があ

りますけれども、やはりフェンス、柵はかなり設置をされておりますが、この間のＪＡの役職

員と建設経済の委員会との意見交換会の中でも、ある中道の理事から豊富と境川はかなりそう

いうことをやっているけども、中道が抜けていると。柵がやっていないから、みんなそこへ、

イノシシがそこに入ってきて、中道はすごいことになっていると。やはり、してある効果とい

うのは確かだと思っています。 
 藤垈地区で要望した囲い罠、これはやっぱり非常に私は有効的だなと。ただ、ちょっと機械

が、ちょっと調整不足ではないかなと。地元の人たちの負担が少なくて、非常に罠では１頭で

すけれども、これが３頭、４頭とある。でも実態は、今のところ聞いているのはあまり獲れて

いない。入ったのは監視カメラで分かっていても、ちょっと逃げてしまったよとか、いろいろ

ありますけども、これはでも非常に良いことだなと。これはやはり進めるべきだなと思ってい

ます。 
 また、大久保地区あたりがまだフェンスがないわけですけれども、これも昨日の市長の所信

表明の中でもありました、畑地総合整備事業を取り入れて、そして周りをまたフェンスで囲む

ということを市ですぐに対応していただいたということは、やはりあれが限界集落にならなく

て済むということで非常にありがたいなと思っております。 
 ４番目といたしまして、農業機械購入補助制度の継続はということでございます。 
 これももう、昨日の施政方針の中にもう示されていますよね。また予算書にも載ってありま

す。予算書に載ってあるので、これは私がこの質問書の通告をしたのは２月６日でしたので、
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もらったのはちょっとそれよりずっとあとでしたから、当然これ、答弁はもうされていますと

いう答弁だと思いますけれども、ただ、この間の、さっきの話のとおり、ＪＡとの意見交換会

の中で、認定農業者が９５０人。でも最初のまち・ひと・しごとの創生戦略、あるいは第１次

総合計画の中の目標値、認定農業者は８００ちょっとだったんです。その目標値を大幅に上回っ

ているというのは、やはりこういう制度の中に認定農業者に限ると。対象者を。そういうよう

にしてあるということで、非常に認定農業者が増えたというのが農協側の理解でした。私は良

い制度だと思っています。都留市もやはりこれは継続するというようなことを言っております

ので、たとえ額は少なくても機械購入をするときに、やはりこの制度は継続してほしいなと思っ

ております。 
 ５番目として、笛吹物語の観光戦略のターゲットはということであります。 
 観光の目玉といっては、さっきの梅とか桃のような花、そして温泉、そして景観、また神社、

仏閣、文化財、あるいは世界遺産等があるわけですけれども、笛吹市は世界遺産はないし、文

化財となるような神社、仏閣もございませんけれども、花はある、温泉はある、いろいろなこ

とでまだまだ観光戦略とすれば十分、大丈夫だなと思っておりますけれども、やはりインバウ

ンドの推進というようなことで、ハートフルタウン笛吹の中にもありますけれども、多様なイ

ンバウンドの推進とともに多様な観光客の誘致と、獲得というふうに書いてあります。これも

創生戦略の中の目標数値の中でも宿泊数が１４０万人ですか、私はもう超えているんではない

かなと思っております。ただ、そのうちの外国人が、目標数値が１５万人。やはり日本人の観

光客も非常に多いということでありますけれども、ターゲットをどういうように置いているの

かなという質問でございます。 
 次にスポーツ、文化、健康は観光戦略になるかということでありますけれども、去年の保坂

代表の答弁の中でもありました、全国大会が開かれる笛吹市の中のスポーツ施設としては、自

転車とテニスとそれからソフトボール、この３つだけだというような答弁がありました。スポー

ツは施設がなければ全国大会、あるいは関東大会が開けないわけでございますけれども、非常

にスポーツは人を呼べる１つのイベントではないかなと思っております。 
 文化でありますけれども、この間の山廬文化振興会のほうから資料が提出されましたけれど

も、俳句の里づくり、非常に市長、力を入れていただきまして、３年間で俳諧堂、それから後

山の整備、そして最後、今年になりますけれども、東屋ですか、なんとかそれでかなりあそこ

も整備されることになると思います。 
 俳諧堂が整備されたことによりまして、多くの方々が山廬に訪れてきました。この間、飯田

理事長から預かった資料の中では、その中で宿泊した人が２５％、そのうちの１７．３％が市

内のほうに宿泊された。そしてツアーといいますか、三越・伊勢丹旅行ですかね、こういう方々

も来ていただいていると。地域別に見ますとやはりまだ市内、あるいは県内のほうが５７％と

いうようなことで来ております。 
 やはり交通手段としてはバス、バスは非常に少ないですね。１６％ぐらい。自家用車が４５％

ぐらい。そして石和に電車で来てタクシーで来たというのが４０％ぐらい。やはり静かな文化

的なこういう旅のブームというのもあるというふうに聞いております。やはり俳諧堂が整備さ

れ、駐車場がある程度整備されたことにより、これも１つの文化と観光をちょっと同一にする

ことはできないと思いますけれども、１つの戦略にはならないかということでございます。 
 続きまして、４番目にリニア新幹線対策の現状と課題ということにつきましてですけども、
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最初に用地交渉など沿線対策の進捗状況はということでありますが、境川地区４区の中心線測

量はかなり終わりました。あとは各用地測量に入っている区もあります。まだ、入らない区も

あります。各地区によって、また違います。そしていろんな用地の交渉だけでなく、水路、道

路の付け替えがまたいろんな問題が起きております。各地区のＪＲ東海、あるいは県への要望

事項もまた出てきております。そのような状況に対して、進捗状況を市としてはどのように把

握しているのか、お聞きしたいと思っております。 
 次に地権者への市としての対応でありますけれども、地権者がもう用地交渉にまだ入ってい

ないところはたくさんあります。宅地の移転については、やはり高齢者が非常に困っておりま

す。やはりまだ、用地の測量に入らなければ価格も出てきませんし、そして年寄りは何年後に

なるのか、私は、そのときにはどうしたらいいのか。新しくよそへ家を造って住むのか。ある

いは子どものところへ行くのか。そういうところがなければ、できればこういうところは、そ

ういう人たちには、やはり市としては市営住宅あたりも提供したりということも考えていかな

ければならないではないかなと思っております。そしてまた、もっと問題になるのはやはり企

業の移転、これも最大限に市として配慮していただいて、速やかに企業の事業が継続されるよ

うな形でやっていかなければならないと思っておりますけれども、市としての対応についてお

聞きいたします。 
 また境川地区はフードの設置を全地区で要望しておりますけれども、県の騒音基準の指定作

業がまだ全然進んでいないというような状況の中で、やはりこの回答を早くしてくれ早くして

くれというのがわれわれのほうの要望であります。なかなかＪＲ東海は、それは「うん」とは

言っておりませんけども、これは市としてもやっぱりＪＲ東海へ積極的に早く。ただ、県の大

気保全課のほうで、この騒音基準の指定作業を市と協議していますというふうな話ですけれど

も、やはりこの遅れはかなり響くんではないかなと思っております。私たちとしては、フード

設置への回答はできるだけ早くしていただきたいと思っております。 
 次に第２次総合計画におけるリニア開通後の展望はということでありますけれども、その中

にもやはりリニア開通後のまちづくりをしていくというふうに書いてあります。中にはですね。

その中にもやはり特色のある都市計画の推進というのが書いてあります。こういうのもそこの

第２次総合計画の、あれはまだ小さい、本当に小冊子でした。そういうのが総合計画の中に示

されてくるのかどうか。またリニア駅へのアクセスですね、アクセスは市としてはどういうふ

うに、環状道路等ができるわけですから、これ駅への、例えばシャトルバスを石和までつなぐ

のかどうか。そういうようなことは、どういうふうに考えているのか。また境川地区の中では

残土の捨て場の利用、そういうことについても考えていかなければならないと思っております。

それについてのお答えをお願いいたします。 
 ５番目ですけれども、学校教育の現状と課題についてということであります。 
 最初に教員の多忙化解消に向けた市の取り組みですけれども、今、国会でもいろんな働き方

改革の論議を非常にしておりますけれども、現状では教員の方々のやはりこの働き方というの

を非常にこんなものじゃないんではないかなと思っております。小学校や中学校の校長と話を

しましたけども、やはり小学校では子どもを取り巻く環境の変化、安心して子どもが学ぶこと

ができる、そういう環境の変化というのを学校での学習以外での指導というのが非常に増えて

いるというような話もあります。また、中学校では部活の指導に負担が非常にかかっているの

ではないかなと思っておりますけれども、教員の多忙化解消に向けた、市としてはどのような
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取り組みをしているのか。 
 次に小学校の統廃合についての見解ですけれども、２０１５年の文科省の通達でやはり小学

校、中学校ともに１２学級から１８学級が適切だということで、小学校で６学年ですから２組

以上。そうなってくると非常に笛吹市の中では、かなり厳しい状況になるんじゃないかと。ま

た人口減少化が進むわけですけれども、多くの学校でその対策が求められてくると思いますけ

れども、そのことについてのお考えをお聞きいたします。 
 次に校舎の改築計画でありますけれども、公共施設白書が３年ばかり前ですか、いただきま

した。その中では特に中学校、浅川中と御坂中が昭和４６年に建った。あの中に、公共白書の

中ではやはり耐用年数は４７年ですよね。もう４６年経っていると。だいぶ耐震化はしてある

とはいえ、非常にこれは改築していかなければならないんではないかと。浅川中と御坂中。そ

して小学校ではですね、御坂東ですか、老朽化率がやはり９４％というふうな結果が出ており

ます。小学校については統廃合の関連がありますから、それはまた、改修計画が非常に難しい

んではないかと思いますけれども、中学校の浅川と特に御坂、浅川は建物性能からいっても非

常に低いという評価になっております。それは早急に進めるべきではないかと思います。 
 次に特認校についての考え方ということですけれども、これは芦川小のことでありますけれ

ども、やはり芦川小の現状を見ましても最大、予定としては平成３４年には９人くらい増える

ということでありますけれども、３１年がやはり非常に少なくて、新１年生が入ってこない。

そしてたぶん保護者アンケートをしたとは思うんですけども、私が調べた中ではやはり興味を

持っているという保護者がかなりいますね、１００人くらい。これにはやはり、あそこへ送る

手段、輸送手段というのは非常に問題点がありますけれども、平成３１年にはやはりちょっと

４人になってしまうので、もしかすると県費の教員の派遣が止まるかもしれないというような

状況ですから、今年度、非常に検討していただいて、１人でも多くやっていただいて検討すべ

きではないかなと思っております。 
 ５番目に学力向上は図られているかということでありますけれども、学校の教育ビジョン、

あるいは第１次の後期計画の中にありましたように全国の学力標準、ＮＲＴというんですか、

その目標数値を６０％から、達成した学級数６４％ぐらいにしたいということでありますけれ

ども、やはり学校教育ビジョンの中の最大の目標は、やはり確かな学力ということが謳われて

います。これは教員の多忙化等の問題も出てきます。教員の指導も出てきますので、第２次総

合計画の中でもおそらくこれは当然、出てくる話だと思っておりますのでよろしくお願いした

いと思っております。 
 最後に環境推進対策でありますけれども、去年からごみ袋の有料化が始まりました。１年目

の評価として、どのような評価であったか。これも昨日の市長の施政方針の中でも答えが出て

いると思いますけれども、非常に、１４％ですか、ただこれは対前年度ですよね。こういう笛

吹市の環境計画の中では、平成１６年度を基準として５３％減と。とてつもない減量目標を立

ててあるわけですけれども、ごみ袋有料化によってどのような減量につながっているのか、有

料化の評価ですけれど、次にごみ有料化対策においてどういうふうに反応していたのか。最初、

あれを入れるときには、われわれのほうにも非常にいい文句がたくさん来ました。なぜ３０円

だと。３０円高いではないかと。そういうのが本当に来ました。そのたびに私たちも一人ひと

りに説明しましたけれども、ごみがこういう、３０円は、ごみ袋が３０円は高いんだよという

批判に対して。ただ、１年経ってみて、市民の反応というのは落ち着いてきたような気がいた
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しますけれども、やはり一つひとつ、この３０円の使い道を説明していけば納得することは出

てくると思います。どのように市民の反応を受け止めているのか。 
 ３番目として、ごみの中間処理施設の管理運営ですけれども、問題点はなかったかというこ

とであります。これの問題点というのは、去年、非常に新聞や報道で出てきました各企業のデー

タ改ざん、特にあそこは神戸製鋼ですから、すべての部品を神戸製鋼が、あそこがやっている

と。そこのデータ改ざんがあったわけで、それに対してどういうふうに問題点が起きてこなかっ

たか。ごみの組合議会でもちょっと出ましたけれども、やはり今後しっかり見ていかなければ

ならないではないかということを言っております。その点について、この１年間の操業した評

価、検証はということであります。 
 最後に市内における騒音被害の現状ということでありますけども、住宅や営業施設の中の騒

音の苦情というのは、境川の大黒坂の区長からもそういう要望が出ていると思います。住宅地

の周りで、やはり工場が騒音を出していると。やはり職員が監視に行きます。県の職員も行き

ます。行きますけども、行っているときはいくら測っても、測定してもやはり７５ぐらいです

けども、やはりその１日の中で最大の数値を測らなければ、それにはやはり、行ったときには

もうそれは出ていないということは、やはり測れなかったわけですから、そういう苦情がある

ことに対しては、やはり測る計数器を、１日の最大どのくらいあったのかということを、やは

りそういうことをしておかないと証拠がつかめない。苦情がいくらあっても。そういう要望の

苦情があったところに対しては、そういうことをやっていかなければならないのではないかと

思っておりますけども、市のお考えをお聞きいたします。 
 以上、質問とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 笛新会、岩沢正敏議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに今年度の市政評価と将来展望についてのご質問のうち、今年度の市政についての見

解についてですが、平成２９年度は私の１年目ということもあり、私が提唱するハートフルタ

ウン笛吹の実現に向け、具体的アクションを起こした年であります。こころ豊かにやさしい気

持ちで安心して暮らせることができるまちハートフルタウン笛吹、その実現のためには、市政

は市民の皆さまのためにあらねばならないと考えており、市議会の皆さまをはじめ、行政区長

会や地域審議会などに出向き、ご意見をお伺いする中で行政が何を求められているのかをしっ

かりと把握してまいりました。 
 その中で、新しいまちづくりを力強く進めるにあたり、各種施策の展開をスピーディに取り

組むとともに議員をはじめとした関係各位のご理解・ご協力のもと、懸案となっていた上下水

道料金の改定、都市計画税の取り扱い、支所機能の見直し、砂原橋、旧ＮＴＴ用地、八千蔵地

域などの課題につきまして、道筋を付けることができたと思っております。 
 次に平成３０年度予算の重点施策についてですが、第２次笛吹市総合計画に掲げた将来像「ハー

トフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」の実現のため、３つ基本目標を掲げさせていただ

きました。 
 １つ目は、幸せ実感こころ豊かに暮らせるまちであります。 
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 「子育て支援」「学び・育ち」「福祉」「暮らし」などについての施策を進め、子どもから高齢

者まで心身ともに健全で、こころ豊かに暮らし、幸せを実感していただけるまちづくりを目標

として、各種事業を展開いたします。 
 ２つ目は、幸せ実感にぎわいあふれるまちについてであります。 
 本市の基幹産業であります農業や観光についての施策を展開するとともに、起業の促進や企

業誘致、雇用の確保を進め、多様な働き方が展開されるまちづくりを目指し、国内外の方々が

盛んに行き交い、本市の産業が活性化することで幸せを実感していただけるまちづくりを目標

として各事業を展開いたします。 
 ３つ目は、幸せ実感１００年続くまちについてであります。 
 市民、団体、事業者、行政の協働によるまちづくりを目指す施策を展開するとともに、健全

で身の丈にあった行政改革に取り組みます。そして豊かな自然と調和した都市としての姿を今

後も保ち、災害や犯罪等の不安なく、安全・安心に暮らし続けることができる環境を通じて幸

せを実感していただけるまちづくりを目標として、各事業を展開いたします。 
 次に少子高齢化、人口減少問題に対する施策についてですが、笛吹市は、農業、小売業や飲

食店等の雇用規模の小さい事業者数が多く、生産年齢人口の大幅な流入が見込めないこと、ま

た、老年人口割合が高いことが起因して少子高齢化や人口減少が進行したと考えております。 
 子育て世代や介護世代の負担軽減、市民の安全・安心した生活の支援、女性の負担軽減を推

進するとともに産業の活性化を推進し、雇用の安定と確保、世帯の収入安定と向上に向けた取

り組みを継続的に行うことで人口流出の抑制に努めてまいります。 
 次に各地域コミュニティの特色を生かす施策についてですが、人口減少の進行や住民の価値

観の多様化など、地域を支える行政区をはじめとするさまざまな分野の団体においても構成員

の高齢化が進み、担い手が不足し、地域コミュニティ機能の低下が懸念されております。その

ような地域コミュニティの改善に向け、第２次総合計画の中で「市民が起点、地域社会を支え

る協働のまちづくり」施策を展開し、市民の自主的・主体的活動を促進するため、地域コミュ

ニティ活動や各種地域団体への支援を行ってまいります。 
 次に第２次笛吹市総合計画へ市長の考えをどう取り入れたかについてですが、私はハートフ

ルタウン笛吹を実現すべく「幸せ実感 穏やかに暮らせるまち」「実り豊かなブランド農業」「観

光再生また訪れたくなるまち」を選挙公約に掲げ、市長に当選させていただきました。 
 第２次笛吹市総合計画においては、その３つの柱を網羅し、この笛吹市に関わりを持つすべ

ての人・産業・基盤を磨き上げることが市の発展を牽引し、笛吹市に住むことの幸せを実感し

ていただくことができると考え、「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」を将来像に

掲げ、「幸せ実感こころ豊かに暮らせるまち」「幸せ実感にぎわいあふれるまち」「幸せ実感１００年

続くまち」を基本目標として、各施策を展開してまいります。 
 次に災害に対する備えについてのご質問のうち、中小河川の立木対策についてですが、市と

いたしましても市民の安全・安心な暮らしのために重要な課題と考えており、現地の状況をよ

く知る地域の皆さまからの要望をもとに国・県に対応を求めてきたところであります。 
 今年度につきましては、県管理の１級河川の維持修繕に相当額の補正予算を計上していただ

き、対応いただけると伺っております。これは地域の強い要望や河川清掃活動、笛吹市沿岸建

設安全推進協議会による伐木ボランティア等の活動が実を結んだものと考えております。 
 今後も継続して河川の良好な維持管理が行われるよう努力してまいりたいと思います。 
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 次に農道、林道の危険箇所についてですが、全体的には、笛吹市のハザードマップを見ても

分かりますように、市の地形上、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、河川の想定氾濫

区域等が全域において点在しており、そのような中に農道・林道が位置していると認識してお

ります。 
 これまでに災害による農道・林道の被害はありませんでしたが、今年度は、昨年１０月の台

風による大雨で法面崩落などの林道災害が発生し、災害復旧を進めているところであります。 
 今後も農道・林道の危険箇所については、受益者等の情報提供や職員のパトロール等によっ

て危険箇所が発見された場合は、その都度対応してまいりますが、災害の未然防止にも積極的

に努めていきたいと考えております。 
 次に防災リーダーの育成状況についてですが、地域防災リーダーは、自主防災活動を活性化

するために必要な役職であるとの認識から、１・２年で交代する区の役職とは別に、複数年継

続して務めていただける方を置いてもらえるよう、各区に多くの機会を通じお願いしておりま

す。また、県と連携を図り、地域防災力向上を目的に峡東圏域地域防災リーダー育成講座と甲

斐の国・防災リーダー養成講座を開催するなど、より多くの地域自主防災組織関係者などが受

講できる環境を整えております。 
 講座の受講者数は、平成２５年から２９年までの５年間で７６７名の受講をいただき、地域

防災力向上のため、活躍する地域防災リーダーの育成に努めております。 
 次に防災訓練の検証についてですが、県防災訓練後に開催された各参加団体の会議では、参

加した行政区の役員の皆さまから活発な意見をいただいており、各地区における避難所設置・

運営の大切さ、その必要性を認識し、自分たちの地域での早急な取り組み着手への動機付けに

つながりました。 
 また、本市独自の災害対策本部訓練にテスト的に導入したスマートフォンを活用した防災情

報収集システムを使ったデータ収集では、災害時に離れた場所で発生した災害状況収集が効率

的にできるツールであること等の検証もできたところであります。 
 次に農業と観光の振興策についてのご質問のうち、ＧＡＰ認証に向けた取り組みについてで

すが、現在、本市のやまなしＧＡＰの取得状況については、ＪＡフルーツ山梨春日居支所果実

部、ＪＡふえふき八代支所ハウスキュウリ部会など４団体が取得しており、Ｊ‐ＧＡＰ認証に

ついては、県立笛吹高校など２団体が認定されたところであります。 
 このＧＡＰ認証に向けた導入・普及推進の状況ですが、ＪＡフルーツ山梨においては、これ

まで共選所単位で説明会が実施され、ＪＡ笛吹においても部会・共選所単位などで、認定取得

に向けた検討を進めているところであります。 
 市ではこれらの動向を踏まえ、ＪＡおよび関係機関等と引き続き連携・協力し、やまなしＧ

ＡＰの導入・普及に努めるべく、必要な情報提供・助言・指導を行うなど適時適切に対応して

まいります。 
 次に農家の所得増につなげる施策についてですが、市では新たな農業、実り豊かなブランド

農業を掲げ、これまで桃・ぶどう日本一の里を支えてきた農家の方々はもちろん、新たに参入

する農業の担い手がそれぞれの長所を生かした農業を実践できるよう、さまざまな施策を展開

する中で、新しい発想で販売力・ブランド力の向上を図り、農業者の所得向上を目指してまい

りました。 
 具体的には、市とＪＡが共同で実施している国内外へのトップセールスなどを通じた笛吹ブ
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ランドの確立、地域農業の担い手を育成するため、農業機械購入補助に代表される市単独の各

種支援事業、優良農地の確保を図る農地集積事業等、さまざまな事業を実施・推進していると

ころであります。 
 このような取り組みの結果、価格面にその成果が表れております。平成２９年度実績で県内

他都市と比べ桃の平均単価は２割強、ブドウで１３％程高い市場価格で取り引きされており、

ブランド力の浸透が農家の所得向上につながっているものと実感しているところであります。 
 次に鳥獣被害対策についてですが、本市の鳥獣被害は年々増加しており、特にニホンジカの

捕獲数は過去３年間で６７％増となるなど、深刻な状況となっております。 
 近年では、住宅付近や道路にも出没が頻繁に確認されるようになり、この対策として市では

昨年度、各地区猟友会から構成される鳥獣被害対策実施隊を設置し、有害鳥獣の追い払いと捕

獲を実行しているところであります。 
 また今年度、新たな取り組みとして、実証的ではありますが、境川地域にＩＣＴを利用した

大型の囲い罠を設置し、イノシシ・ニホンジカの捕獲を試みております。鳥獣被害対策の効果

は、農業被害に留まらず、畑地の遊休地・荒廃地化を防ぐことにつながります。 
 この対策が継続的かつ有効となるためには、何よりも地域の方々の協力が不可欠であります。

今後も行政として、地域への協力体制の構築に努めてまいります。 
 次に農業用機械購入補助制度の継続についてですが、この制度は、農業用機械等の導入を支

援し、農作業の効率化・省力化を進めることにより、農業者に対し経営規模の拡大、経営改善

の促進が期待できることに加え、購入先を市内に限定することで本市への経済効果を促すもの

であります。 
 実績につきましては、本年度すでに１０１件、補助額９８７万円を数え、その経済効果は全

体事業費として１億６千万円を超えるものとなっております。 
 来年度も、本市農業振興策の主要な担い手・経営支援事業として、継続実施を予定しており

ます。 
 次に笛吹物語の観光戦略のターゲットについてですが、笛吹物語は、笛吹市を訪れた観光客

にここでしか体験・体感できないオンリーワンを提供するものにしたいと考えております。 
 笛吹市は春は桃源郷、夏のくだもの狩り、秋の川中島合戦戦国絵巻、冬の温泉、年間を通し

てのワイン、さらに世界遺産の富士山を眺望できる新道峠など、目的地として滞在できる観光

資源があります。近年の旅行形態は、国内旅行もインバウンドにおいても個人旅行に移行しつ

つあることから、個人旅行をターゲットとした観光戦略を展開していきたいと考えております。 
 次にスポーツ、文化、健康は観光戦略になるかについてですが、本市では、年間をとおして

の各種スポーツイベントや温泉を活用した療養、復元された俳諧堂や山廬でのおもてなしなど

交流人口の拡大や地域経済への波及効果が図られているところです。 
 今後も四季をとおして何度でも訪れたくなる目的地とした観光地とするため、スポーツ、文

化や温泉など複合的に融合した、滞在型の観光地域づくりを目指して進めていきたいと考えて

おります。 
 次にリニア新幹線対策の現状と課題についてのご質問のうち、用地交渉など沿線対策の進捗

状況についてですが、中心線測量は沿線となる境川町小山、石橋、三椚、原地区のすべてで終

了しております。次の段階となる用地測量は三椚地区、原地区では境界立ち会いができるとこ

ろまで準備が進んでいますが、小山地区では説明会が終了し、石橋地区では、これから説明会
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開催への調整がされるところです。また、道路・水路交差部分の付け替えにつきましても、地

元との協議を重ねている状況です。 
 次に地権者への市としての対応についてですが、地権者の皆さまは、それぞれの状況に応じ

てさまざまな不安を抱えています。ＪＲ東海、県などに対し、地域へのきめ細かな説明を求め

るとともに、住民の皆さまの不安に対して寄り添い、丁寧に対応してまいります。 
 次に境川地区へのフード設置の回答についてですが、現在、県において騒音規制法における

環境基準の類型を当てはめる作業が進められております。 
 ＪＲ東海からは、その作業終了後に境川地区における騒音対策が示されるものと思われます

ので、現在のところ具体的なフード設置につけての回答は得られておりません。 
 次に第２次総合計画におけるリニア開通後の展望についてですが、リニア中央新幹線の開業

により首都圏、中京圏、関西圏と短時間で往来できるようになります。その効果は、多方面に

わたると予測されますが、それらを最大限に生かしていけるまちづくりのビジョンを描いてま

いりたいと考えております。 
 次に学校教育の現状と課題についてのご質問のうち、教員の多忙化解消に向けた市の取り組

みについてですが、学校現場における業務の適正化等に関する文科省や県からの通達を受け、

本市においては各校ごとに多忙化改善計画を作成し、会議の効率化や学校行事の負担軽減、校

内組織の見直し等に取り組んでおります。 
 また、中学校の部活動では、本年度より運動部活動顧問任用事業を立ち上げ、市内５校の中

学校に１名ずつの外部指導者を配置し、教員の負担軽減を図っております。 
 次に小学校の統廃合についての見解についてですが、小学校の統廃合につきましては、非常

に重い課題と認識しております。保護者、地域住民の皆さまのご意見をよく伺う中で、慎重に

対応していきたいと考えております。 
 次に校舎の改築計画についての考えについてですが、平成２３年度に一宮中学校の大規模改

修を、平成２７年度は石和中学校の普通教室棟の建て替えを実施しました。 
 今後の計画につきましては、平成３０年度から２カ年で策定する学校施設長寿命化計画をも

とに検討したいと考えております。 
 次に特認校についての見解についてですが、昨年９月に市内小学校１年生から４年生の保護

者を対象にアンケートを実施したところ、芦川小学校の区域外からの児童の受け入れについて、

肯定的な考えの保護者が多いことが分かりました。このことを受け、３月に芦川小特認校検討

委員会を設置し、児童募集についての具体的な内容について検討を進めてまいります。 
 次に学力向上は図られているかについてですが、各校では、全国学力学習状況調査や県学力

把握調査等の検査結果を分析し、授業改善に努めています。また、調査結果は保護者にも通知

等で説明し、家庭においても学力向上に向けた取り組みに理解や協力を求めております。これ

らの取り組みにより、市内小中学生の学力は一定の向上が図られております。 
 次に環境推進対策についてのご質問のうち、ごみ袋有料化について１年目の評価および市民

の反応をどう受け止めているかについてですが、ごみ袋有料化については、ごみの減量化を目

的として、昨年４月から導入いたしました。導入後、可燃ごみの減量効果が表れており、前年

度比でみますと約１４％の減量となっております。 
 ミックスペーパーは約１８％の増、その他プラスチックは約３６％増加していることから、

分別意識の向上が数値でもしっかりと表れており、ごみ袋の有料化はごみ減量施策上、有効で
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あったと考えております。また、ごみ袋の有料化に伴い、市民の皆さまからさまざまなご意見

をいただきました。 
 市民の皆さまには広報等を通じ説明をしてきたところでありますが、色や強度については、

今後、ごみ袋を作成する際に検討させていただきます。 
 次にごみ中間処理施設の管理運営に問題点についてですが、ごみ中間処理施設については、

完成検査に合格し、昨年４月から本格稼動をしております。 
 焼却施設は、３炉それぞれ９０日間連続運転を達成し問題なく順調に運営されており、不具

合はございません。 
 最後に市内における騒音被害の現状についてですが、騒音については、工場や作業場からの

作業音や自動車、動物の鳴き声に関する苦情が数件寄せられているところです。 
 騒音対策としては、現場での状況確認を行い、騒音改善の指導を行っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 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。 
 まず最初に第２次総合計画を今度はやるわけですけれども、この間までの第１次総合計画の

中には、いろいろな中位の計画の中にも、やはり数値目標は設定されておりました。この第２次

総合計画へ、各いろいろなことに対しての数値目標は設定するつもりですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 岩沢正敏議員の再質問にお答えいたします。 
 数値目標は、基本構想に掲げました取り組みの方向性ごとに実施計画におきまして設定いた

します。現在、検討しておりまして、今のところ７２の指標を掲げる予定でおります。また、

これらにつきましては、毎年度、現状値を取得しまして評価を行ってまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 その基準値といいますか、設定目標の何％減の基準値は今年ですか。 

〇議長（海野利比古君） 
 経営政策部長。 

〇経営政策部長（深澤和仁君） 
 再質問にお答えいたします。 
 現状値につきましては、２０１７年度ということで、今年度でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 
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〇８番議員（岩沢正敏君） 
 先ほどの地域の特色を生かす政策ということで、私たち笛新会が数年前ですか、池田市のほ

うで、地域コミュニティ協議会というのを池田市のほうでやっていました。そこはやはり広大

な面積ですから、各地区ごとで地域コミュニティ協議会というのを、こちらでいえば地域審議

会みたいなものだと思いますけども、平成３１年には、こちらでは地域審議会はおそらくなく

なるんだろうなと思います。それに代わる組織として、地区でボランティアでみんなで自分た

ちの地域を考えていこうという組織を立ち上げて、そしてそこには当然、予算権はないわけで

すけれど、今年はこういうことをしたいからという予算の提案権を持たせまして、そして本庁

のほうにあげていくというようなことをしているわけですけれども、地域審議会に代わる組織

としては、そういうものが非常に有効だなとわれわれ笛新会は思っているわけですけれども、

考えはいかがですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 岩沢正敏議員の再質問にお答えいたします。 
 地域審議会につきましては、笛吹市地域審議会条例において設置期間が平成３２年３月３１日

までと定められております。今後、地域審議会のあり方につきましては、検討をしていく必要

があると考えております。その際には、ただいま言及されました地域コミュニティ協議会、そ

ういったものについても含めて検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 ありがとうございます。それから合併特例債の再延長という話が、この間、２月６日の石庭

の市長の講演会の総会の中で、県連の会長からそういう話がありました。これ、実現する希望

はあると思うんですけれども、こういう５年延長になってきますと、やはり最初の小中学校の

統廃合から改築計画、いろんなことに利用できるんではないかなと思っておりますけれども、

これは可能性としては、市長どうですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長、山下政樹君。 
〇市長（山下政樹君） 

 国が決めることですから、最後まで、こうだということはなかなか言いづらいかと思います

けども、そういう形で延長が、再延長が可能になってくれば、当然のごとくその範囲の中でしっ

かり有効に活用していきたいと思いますし、逆に言えば、これからまた総合計画を含めて計画

もつくらなければなりませんから、あまりにもあるからなんでもすぐ使えみたいなですね、な

んか、またその期限の中でまた使えみたいな、そういう話というのはですね、なかなか、いろ

いろご意見もあるではないかと思いますから、よく計画的に考えながら有効的に使っていきた

いというふうに考えております。 
 以上でございます。 
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〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 ありがとうございます。次にさっき、答弁の中にありました防災情報システムというのは、

私がさっき言いました、自治体情報の収集の防災システムと同じというふうに理解してよろし

いですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほどの情報システムにつきましては、答弁のとおり非常に公的にも有効なものであるとい

うふうに考えておりますので。議員おっしゃるように。ただ、設置については、まだまだテス

ト段階でございますので、十分検討をしながら本市に合ったものとして、有効的なことはある

程度、確認できておりますけれども、もうしばらく検証をしながら予算的なことも考えながら

考えていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 しっかり考えていただきたいと思います。 
 次に避難所の災害についてですけれども、指定避難所は市内にはたしか３８くらいあったと

思います。あと、各行政区にはいろんな一時避難所があるわけですけれども、その一時避難所

になっているところは各公民館が多いと思います。それについては、やはり大規模改修とか改

築については市で補助金を出しますけれども、軽微な補修については一時避難所になっている

公民館は軽微な修理については、自前でやってくれというようなことになっておりますけども、

やはり少しは補助を新設して補助していかないと、もう６０年ぐらい経っている公民館も多い

わけですので、なかなか小さい集落ではできないと思いますけど、そういう考えはありますか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 避難所といたしましては、当然、一時避難所ということですので、災害が起きた場合はまず

そこに集まるということでございますけども、公民館等に使われている施設につきましては、

現在のところはそういった補助制度がないというのが実情でございます。これにつきましても、

現状を勘案しながらでございますけども、ただし、現段階では各行政区の中の手腕として行っ

ていただきたいというふうに考えているところでございますけども、災害のためのいろいろな

物資ですとか、そういうふうなものについては、避難所の中へ設置するようなことで、それを

補完するようなことは行っていきたいと、そのように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 
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〇８番議員（岩沢正敏君） 
 次に農業のことについてでありますけども、最初の質問でＧＡＰの話をいたしましたが、や

はりこれはＧＡＰの認証は誰のものかと。これはやはり農家自身のものであるということをや

はり説明するに、この間も出てきましたが農業塾の責任は私は重要になると思うんですけれど

も、市とはどうですか。農業塾をそういうふうな形でしっかりと運営していくというつもりが

あると思いますけども。 
〇議長（海野利比古君） 

 雨宮部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えします。 
 ＧＡＰにつきましては、認証は基本的には農家、個人、申請した個人になります。また共撰

所単位で申請した場合は、その共撰所に認証が与えられますので、個人でＧＡＰ認証されたと

は考えられません。ですので、認証対象がどうなるかということにつきましては、十分説明を

させていただきながら、今後指導をさせていただきます。 
 また、農業塾については、そういうＧＡＰ取得等についても、相談窓口の１つとなると考え

ております。農業塾に対しては、農業に関するすべてのものが対象となりますので、より市民

に対して寄り添った相談窓口として実施していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 必要性、そして誰のものかということはしっかり説明していかなければならないと思います。 
 次に農家の所得向上に向けてですけれども、去年あたりを見ていますとここのところやはり、

果樹農家の、私は１件当たり、これは技術の研鑚とか規模の拡大によってかなり、１件当たり、

私は増えているんではないかなと思っておりますけれども、やはりそうすると、そうしても市

全体として、こういう計画の中では、桃なんかは２万３千トンを維持したいというような計画

もありますけども、去年はおそらく１万９千トンくらいで終わっています。市全体としてはや

はり担い手不足、高齢化によってかなり減っていくんではないかなと思いますけども、そこを

やはりさっきの話のとおり、農業塾の基本方針の中で担い手をやはり増やしていくと。そして

市の果樹王国笛吹を維持していくという方向だと思いますけども、この考えについてお伺いい

たします。 
〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 そうですね、農業塾につきましては、現在、一番直近としまして担い手対策として、定年退

職者、ここにターゲットを絞って少しでも長く農業をしていただきたい。新しい担い手として

定年退職者を考えております。当然、営農支援センターも一緒に行いますので、農家の援農者、

それらの育成も行うということで、高齢農家につきましても、少しでも長く農業を続けていき

たいと思っておりますので、今後、農業塾においてそれらの展開をしていきたいと思っており

ます。 
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 以上です。 
〇議長（海野利比古君） 

 岩沢正敏君。 
〇８番議員（岩沢正敏君） 

 高齢者や共撰には付いていけない人たちも当然、出てくるわけでございますけども、この間

の農業委員会等の中でもありました、やはり規格外のほうが増えてくるような、高齢者はやは

り共選の中で、いいものばかり作れないわけでありますけれど、そうした中で、私たちが見て

いる中でやはり規格外をかなり直売所あたりに持っていって、そしてうまい桃、うまいブドウ

で出している黎が多いわけですけれども、こういう少しでも所得を、共選に付いていけない高

齢者、あるいは個選農家の方々に直売所というのは、非常に大事になってくるんではないかと

思いますけれども、これをやっぱり直売所は重要だと思うわけですけれども、今後の市の対応

をお伺いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 雨宮部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 議員のおっしゃるとおり農家の高齢者、または規格外商品の取り扱いとして直売所は非常に

重要な拠点の１つと考えております。今後、施策を展開する上で取り組み上、重要な要素の１つ

として今後も展開していきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 よろしくお願いいたします。 
 次にリニアの関連でございますけれども、リニアのまだ工事が始まらないわけでありますけ

れども、工事中にいろんなまた問題が出てくると思います。先ほどの市長の答弁にありました

相談体制をしっかりしていくということでありますけれども、これは支所を含めた中で、本庁、

支所を含めた中でしっかり相談体制を整えていくということでありますけれども、工事中の課

題について、その相談体制というのはどのようなものか、ちょっとお聞きいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営企画課長。 
〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 
 相談体制、相談窓口につきましては、本庁では経営企画課、それから当然、境川の支所、こ

の２つのところが連携を取りながら、そしてそれぞれの課題につきましても、また担当課のほ

うにつなぎながら対応してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

 



 ４０ 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 そのようにして、しっかりやっていただきたいと思います。また、この間、中央市、富士川

町、それから南アルプスの市長が県に要望書を出しました。やはり移転する企業、あるいは個

人でやはり農地に、ここへ移転したいという場合に農振の除外をなるべく早く、速やかにとい

うふうなことを県へ要望しておりますけれども、やはり笛吹市としてもそういう方向で、企業

の移転、あるいは個人の宅地の移転、また農地の交換とかいろんなことについても、しっかり

とした、これは相談体制の中でできるという理解でよろしいでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 雨宮部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 企業の移転につきましては、来年度、農工団地の関係の計画を新たに策定する予定でござい

ます。この拡大も検討しておりますので、それらのところへ移転する企業、新たに誘致する企

業等をここへ導入していきたいと考えております。 
 個人の移転につきましては、農振の除外、これについては計画的にしていきたいと思ってお

ります。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 
 時間も少なくなってきたんですが、次の学校教育の中の再質問を、時間的にちょっと少ない

ですけれども、この間、立川市の未来センター、ちょっと議員の研修で行ってまいりましたが、

そこで立川市の例は小学校で３７％、中学校で６８％が時間外勤務をしているという調査であ

りましたけども、やはりこの解決には人的な配置、増員、これしかもうないではないかという

ようなことを言っておりましたけれども、本市のほうはその調査とともにそういう考えでよろ

しいのか、最後にお聞きいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 教員の時間外勤務についてですけれども、現在、毎月、自己申告というような形で、学校の

ほうに報告するような形になっております。それによりますと、小学校では大きな運動会等の

行事前、それから学期末、中学校では夏休み前の部活動、それから期末等で８０時間を超える

というふうな教員もいるというふうな報告がされております。 
 また、本年度から石和西小学校ではタイムレコーダーを導入しまして時間管理をしておりま

すが、その結果におきましてもやはり同じような結果が報告されているところでございます。 
 来年度、県のほうで文部科学省と同じような調査を実施するというふうなことを聞いており

ますので、その結果等を参考に今後していきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、笛新会の代表質問は終了いたします。 
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 次に誠和会、中村正彦君の代表質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 誠和会の中村です。 
 議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して質問を行います。 
 はじめに１月２３日に、群馬草津白根山で発生した噴火で死者１名、負傷者１１名の人的被

害に加え、地元の草津温泉では宿泊客２万人余りのキャンセルで３億円もの損失が出たと報道

されております。被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 
 また連日、テレビ等で放映されておりますが韓国での平昌オリンピックが開催されておりま

す。日本人の活躍に感動と勇気をもらい、またさらに癒しまでいただいております。選手の４年

間の頑張りに心より拍手を送りたいと思います。 
 いよいよ２月の末を迎え、あと１カ月少しでこの日本一の桃とぶどうの郷笛吹がピンクのじゅ

うたんをひきつめ、ハートフルタウンともどもビューティフルタウンとなり、多くの観光客が

訪れ、にぎわいを運んでくれることと思います。 
 今年も豊作で実り多い年であることを期待しながら、質問に入らせていただきます。 
 それでは、通告に従い当初予算案ならびに市の施策について質問を行います。 
 最初は、平成３０年度当初予算についてであります。 
 山下市長が就任して２回目の当初予算編成となり、市長提唱のハートフルタウン笛吹実現の

ための本格的な実行予算案が編成できたのではないかと思われます。 
 当初予算案は３０５億３千万円、前年比対比５億７千万円余りの減額予算案となっておりま

す。誠和会でも昨年、指摘しましたが、県内でほぼ同じ人口である同規模の市の予算より本市

の予算は５０億円ほど大きな予算規模となっております。これもひとえに比較することはでき

ないところもありますけども、合併後の地方交付税が減少する中で、本市も予算規模の縮減が

大きな財政課題だと思われますが、今年度予算案について、以下伺いたいと思います。 
 平成２９年度の当初予算は、行財政改革スタートの年の位置付けの予算編成とのことでした

が、平成３０年度の当初予算の特徴はどのようなものなのか伺います。 
 ハートフルタウン笛吹実現のために、当初予算で重点施策と位置付けた重点事業とはどのよ

うな事業か伺います。 
 新年度新規事業として取り組む事業は何か、またその事業の目的とは何かを伺います。 
 歳入歳出で廃止した事業と大幅に縮小した事業はあるのか、それはまたどんな理由なのか伺

います。 
 ２９年度より見直しを行った手数料、使用料の増額は。また、その金額は総額でどのくらい

になっているでしょうか。 
 次に都市計画税の今後の対応についてでありますが、都市計画税条例は合併特例法により合

併時に不均一課税ということで、５年間、石和町だけ課税しておりました。平成２２年の特例

期間終了後から全市全域において４回の課税猶予の改正がされてきました。 
 私たち誠和会では何回も長期にわたる課税猶予が好ましくないことから、平成２８年の都市

計画税条例の改正の折には、マスタープラン策定までの間は都市計画税の課税、税率０．２％

を０．１％に半減する修正案の提案もした経過があります。 
 昨年１２月議会で可決した都市計画税条例改正では、平成３０年４月より当分の間、課税の
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猶予を延長することとなっていますが、猶予期間が定められておりません。 
 そこで以下について、伺います。 
 都市計画税を廃止しなくて猶予しているが、合併後の地方交付税も年々減少する中で非常に

厳しい財政状況との説明の中、使用料や手数料アップして財源確保していると思われますが、

平成２８年度以降の増額となった使用料・手数料の総額は、どのくらいになるのか。また、都

市計画税の収入見込みをどのくらい見込んでいたのか、伺います。 
 市民への説明では、都市計画税は都市計画マスタープランの策定後、その後、その事業へ財

源充当すると説明していましたが、平成３０年度としていたマスタープラン策定の完了はいつ

になるのか伺います。 
 都市計画税の課税猶予で、課税期限がない条例は適切な条例だとは思いませんが、当分の間

というのは、課税時期はどのように考えているのか伺います。 
 地方交付税が段階的削減となり、都市計画税で財源確保で必要であると思われますが、私た

ちの会派で先に提案した経過もありますけども、計画策定までの間は税率軽減のような方策の

検討結果はどのようになったでしょうか。 
 次に、甲斐の国千年の都などの歴史遺産の活用についてであります。 
 本市の歴史は古く、市内には縄文時代の釈迦堂遺跡をはじめ全国に名前の通った遺跡が数多

くあります。古墳時代の遺跡なども多様で貴重な歴史的・文化的資源が数多く分布しておりま

す。特に山梨県最古の寺でもあります寺本廃寺跡や国衙、甲斐国分寺、国分尼寺跡など本市は

古代の甲斐の国成立期から１５１９年の武田氏館の移転までの約１千年間の間、甲斐国の政治、

文化の中心として大きな役割を担ってきました。 
 合併して市内全域にある遺跡群を全国に発信するため、本市では平成２１年１０月に「甲斐

国千年の都・笛吹市」を宣言したところでありますが、旧一宮町時代より大きな予算を充てて

きた国分寺、国分尼寺の進捗状況と今後の計画、その間の利用情報発信はどのようになってい

るのでしょうか。 
 また、寺本廃寺の用地を一部購入してありますが、今後はどのような計画、また情報発信は

どのようにしていくのでしょうか。 
 本墳としては規模が大きい八代の竜塚古墳も用地は取得してありますが、今後の計画はどう

なっているでしょうか。 
 「甲斐の国千年の都」この歴史ある文化遺産を大々的にアピールし、もっと観光資源として

有効活用してよいと思いますが、市のお考えはどのようになっているかお聞かせください。 
 次に、社会福祉法人の支所の使用についてであります。 
 春日居支所、境川支所は老朽化と耐震問題などで支所を移転することとなりました。各支所

とも職員が現存する中で空きスペースがあり、その利用も順次変化してきました。特に今年に

入り、御坂支所、境川支所に社会福祉協議会の地域事務所が併設されることとなりました。八

代支所、一宮支所を含めると４支所に社協の地域事務所が併設されます。その他、一宮、八代

支所には社協を委託した長寿包括支援センターも併設されることとなっております。 
 そこで社会福祉協議会の使用について、お聞きいたします。 
 社会福祉法人 笛吹市社会福祉協議会は自治体とは別の組織だと思いますが、各支所へ併設

する地域事務所設置に伴う家賃、ならびに入居費用はどのような算定で、いくらぐらい負担し

ていただいているのか、また無料の事務所もあるのか伺います。 
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 市内の公共施設では、社会福祉協議会が使用している施設の使用料、指定管理料などはどの

ようになっているでしょうか。 
 市内には数多くの社会福祉法人があると思われますが、その数はどのぐらいあるのか。また、

その施設も社協と同じ条件で施設の使用が可能なのか、伺います。 
 新聞への折り込みは有料でありますが、笛吹社協だよりをはじめ社協の印刷物や市役所以外

の組織から広報紙への折り込みが一緒に組長さんを通じて配布されております。市では折り込

み料金はいただいているのか。また、そのへんの基準はどのようになっているでしょうか。 
 次に笛吹みんなの広場（旧ＮＴＴ用地）の利用についてであります。 
 ＮＴＴ用地については、前市長時代に利用目的がはっきりしないということで購入を先送り

されてきました。山下市長になり平成２９年４月に土地を購入しましたが、購入するだけが目

的ではない土地であり、現在は県立大学の佐藤先生を進行役に、応募された２７名によりワー

クショップによる検討が進められていることだと思います。 
 誠和会では、土地開発基金がほとんど土地の所有地となることから、土地開発基金での購入

については、既存保有地、特に未利用地を先に処分すべきだと指摘したところ、市側の答弁で

は第３次行財政改革で未利用地の個別調査、要綱の制定および売却計画を策定するとし、２９年

度からは普通財産の未利用地、順次購買するとの答弁でありました。 
 ２９年度終了する行政改革の検証結果では、ほぼ順調とのことでありますが、一部購入希望

があった旧駐在所跡地の処分に留まり、未利用地の処分計画はいまだ示されておりません。 
 また、平成２９年３月議会ではＮＴＴ用地と八田御朱印公園隣接用地、また源泉石和足湯広

場を連携した計画も必要ではないかとの提案も行っており、山下市長は相乗効果が図られる方

策を検討しているとの答弁でしたが、そこで以下についてお聞きいたします。 
 笛吹みんなの広場の計画実行が１年遅れることで、この用地に課税された固定資産税と今年

度支出した経費２００万円で、およそ５００万円くらいの財源が使用されていることとなりま

す。笛吹みんなの広場の最終利用目的はいつごろを見込んでいるのか、最終目的の終結はいつ

ごろを見込んでいるのか、伺います。 
 また、用地の保有による歳入減と所有することで経費が必要であることから、財源が厳しい

ことから、損失分を補てんするため、広場の利用者から使用料等の徴収は考えているのか、い

ないのか伺います。 
 現在、進められておりますワークショップの結論の予定時期とその後の予定はどのようになっ

ているでしょうか。 
 次に、やまなしＧＡＰの認定についてであります。 
 先ほども岩沢議員のほうから質問がありましたが、２０２０年の東京オリンピック・パラリ

ンピックで農産物を提供するには、県の認証を受けた生産者の生産する農産物でないと農産物

の調達基準を満たすことができません。この制度は２９年７月１日より県でやまなしＧＡＰ認

証制度をスタートさせ、国のガイドラインに準拠したやまなしＧＡＰ手法導入基準書に基づく

取り組みを適切に実施している個人、法人、生産団体を県が認証し、安心・安全な農産物の生

産や環境に配慮した生産などを実践する産地をＰＲしていく制度であります。 
 現在、果樹、野菜、水稲、その他作物の導入基準も定めておりますが、以下について質問さ

せていただきます。 
 東京オリンピックの開催期間は、２０２０年７月２４日から８月９日までの期間が予定され
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ております。この期間は本市の特産でもある桃・ぶどうの時期と重なります。この際、桃・ぶ

どう日本一の温泉の郷を全世界に情報発信するとともに、うまい果物をたくさん消費していた

だく必要と取り組みについて伺います。 
 現在はやまなしＧＡＰの認定は、ＪＡフルーツ山梨春日居支所果実部と都留市佐藤ファーム

の２団体であります。ＪＡとの連携は必要だとは思いますが、すでに登録されている春日居支

所果実部への支援と新たに登録を目指すための団体への積極的な対応・支援は、どのようになっ

ているのか伺います。 
 次に公共施設等総合管理計画についてであります。 
 本市では合併して数多くある公共施設の老朽化、維持管理費に多額の費用が必要となること

から利用実態の分析を行い、将来の財政状況や人口動態などを把握した上で維持・保全や効率

化のための課題をまとめた笛吹市公共施設白書を平成２５年１０月に策定いたしました。それ

を受け、平成２９年２月には公共施設等の維持管理にあたり、施設の老朽化、少子高齢化によ

る人口減少や社会情勢の変化、厳しい財政運営等の状況などから効率的な整備や管理運営を行

い、市民サービスをしていくために長期的な視点で公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推

進することを目的として、公共施設総合管理計画を策定したと思います。 
 そこで以下について、お尋ねをいたします。 
 平成２６年度から２９年までの第３次行財政改革実施計画では、公共施設の将来を見据えた

適正配置の進捗状況の評価は順調と評価しています。行革で策定するとしている公共施設再配

置計画の概要は、どのようになっているのか伺います。 
 公共施設総合管理計画は短期５年、その後中期５年、長期１０年間、さらに超長期１８年間

の３８年間の計画であります。直近の短期５年間の具体的計画は、どのようになっているでしょ

うか。また計画では移転廃止となった施設は、民間施設として積極的に売却・貸与など、財源

確保に努める必要があるとしていますが、今回移転する境川支所跡地、または総合支所中部出

張所跡地などはどのような計画になっているのか、伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 
 山下市長。 

〇市長（山下政樹君） 
 誠和会、中村正彦議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに平成３０年度当初予算についてのご質問のうち、平成３０年度当初予算の特徴につ

いてですが、厳しい財政状況の中、「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」を実現

するため、この３月に策定予定の第２次笛吹市総合計画を着実に推進することを基本方針とし、

編成に当たっては、一般財源総額のうち人件費、公債費、扶助費の義務的経費および負担金、

施設の維持管理費、指定管理料等の経常的経費にかかる分を平成２８年度決算ベースから１０％

減額し、各部局に配分するとともに主要施策を具体化するため、２５の主要事業に要する経費

は、基金を財源とする政策枠として確保した予算となっております。 
 次に重点施策と位置付けた重点事業および新規事業として取り組む事業についてですが、第

２次笛吹市総合計画に掲げた将来像「ハートフルタウン笛吹」の実現のため、３つ基本目標を

掲げさせていただきました。 
 １つ目は幸せ実感こころ豊かに暮らせるまちを目標に、平成３０年度においては、子育て支
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援策として、看護師を配置する私立保育園等に対して補助を行う体調不良児対応型病児保育事

業としての特別保育推進補助事業、移住や定住の促進を図るため、新たに住宅の購入を行う子

育て世代に補助する子育て世代定住支援事業など４事業を展開します。また、学びの環境充実

策として、学習指導要領の実践に先駆けた小学校外国語授業アシスタント事業など４事業を進

めてまいります。 
 ２つ目は、幸せ実感にぎわいあふれるまちを目標に、平成３０年度の観光施策では、新道峠

を中心とした展望施設の整備を行う新道峠展望台整備事業や１０月に川中島合戦戦国絵巻を移

し、１カ月間イベントを行う戦国マンスリー事業など３事業を進めてまいります。農業施策で

は、定年退職者を中心とする援農者の掘り起こしとして、援農・就農教育を目指す農業塾を新

たに開設し、担い手や生産力の確保に努める笛吹市農業塾運営事業など３事業を進めてまいり

ます。また、地域経済施策として、農工団地のエリアを拡大し企業誘致を促進する農工団地見

直し事業など３事業を展開します。さらにシティープロモーション施策として、戦略的な情報

発信、新たな笛吹市の魅力発信を行うための笛吹市ホームページリニューアル事業と、そのホー

ムページリニューアルに合わせ、情報発信力の強化を民間企業のノウハウを活用する地域おこ

し企業人事業を進めてまいります。 
 ３つ目は、幸せ実感１００年続くまちを目標に平成３０年度、土地利用施策では都市計画マ

スタープラン見直し事業を実施します。また、防災施策ではハザードマップ作成事業など８事

業などに力を入れ進めてまいります。 
 これらの事業を平成３０年度の重点事業および新規事業として展開してまいります。 
 次に歳入歳出で廃止した事業と大幅に縮小した事業についてですが、まず、廃止した主な事

業については、消防出張所庁舎整備事業は事業完了により終了、太陽光パネル補助事業は、所

期の目的を達成したことにより廃止いたしました。 
 次に縮小した主な事業について、防災体制整備事業は、防犯カメラ等防犯体制強化により青

色パトカーを２台から１台に縮小いたしました。 
 次に平成２９年度より見直しを行った手数料、使用料の増額となった金額についてですが、

平成２９年度より見直しを行った手数料、使用料のうち増額となったものは、ごみ袋の手数料

収入であります。１２月末現在で約７，５００万円であり、平成２８年度に比べ約５，５００万

円増額しております。 
 次に都市計画税の今後の対応についてのご質問のうち、平成２８年度以降の使用料・手数料

の増額および都市計画税の収入見込みについてですが、平成２８年度、２９年度における使用

料・手数料の増額につきましては、６，４００万円を見込んでおります。また、都市計画税に

つきましては、０．２％の税率で５億３千万円の収入を見込んでおりました。 
 次に都市計画マスタープランの策定完了についてですが、笛吹市都市計画マスタープランは

平成２０年度に策定され、中間年次に位置付けられている平成３０年度から見直しを行い平成

３１年度に完了する予定であります。 
 次に都市計画税条例で規定する当分の間の延期とはどのくらいの期間かについてですが、都

市計画税条例の改正により規定した課税延期期間の当分の間については、笛吹市都市計画マス

タープランの中間見直しのあと、新たな都市計画事業が、市民や議会の皆さまが必要であると

判断し、財源として都市計画税の課税が必要であるとの結論に達したとするならば、そのとき

までを当分の間と考えております。 
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 次に計画策定までの間、税率軽減のような手法を提案したがその検討結果はについてですが、

平成２８年４月より約半年の間、５回にわたり都市計画税の取り扱いにかかる検討会において、

０．１％の軽減税率についても併せて検討いたしました。県内の都市計画税課税自治体で採用

している税率の状況も考慮した中で、標準税率である現状の０．２％の税率を採用することと

なったところであります。 
 次に甲斐の国千年の都などの歴史遺産の活用についてのご質問のうち国分寺、国分尼寺の進

捗状況と今後の計画、その間の利用、情報発信についてでありますが、現在、甲斐国分寺跡・

国分尼寺跡の公有地率は約７５％です。本格的な整備の着手には、まだ時間を必要としており

ますので、今年度より第１期整備として、国分寺跡におきまして金堂跡や講堂跡周辺の暫定的

な整備に着手し、１月から工事を始めたところであります。この整備は、国分寺跡の主要伽藍

を歩いて学習できるよう金堂、講堂の立体表示や案内板の整備などを行うものであります。 
 今後につきましては、文化庁や県との協議を進め、整備専門委員会で議論を重ね、よりよい

整備を進めてまいります。 
 利用・情報発信につきましては、ボランティアガイドと協力し、観光・学習に利用できるよ

うに、またホームページ等を活用した積極的な情報発信に努めてまいります。 
 次に寺本廃寺跡の今後の計画と情報発信についてですが、平成２２年度に策定した寺本廃寺

跡保存管理の方針に基づいて管理しております。当面、現状保存を基本に管理しておりますが、

情報発信につきましては、ホームページ等を活用して情報発信するとともに、春日居郷土館に

おいても寺本廃寺跡の紹介をしてまいります。 
 次に竜塚古墳の今後の計画についてですが、平成２７年度から史跡の景観を整える工事を行っ

ており、今年度完成いたします。八代ふるさと公園内に立地している岡・銚子塚古墳とともに

案内板等の設置により観光・学習に積極的に活用してまいります。 
 次に甲斐国千年の都の大々的なアピールと観光資源への有効活用についてですが、笛吹市に

は、有数の文化遺産が数多くあります。その貴重な文化遺産を観光資源として大いに活用する

ため、観光パンフレットへの記載やワイナリー巡りのルートに併せるなど、複合的な取り組み

により、全国に発信してまいります。 
 次に社会福祉法人の公共施設の使用についてのご質問のうち、社協地域事務所の設置に伴う

家賃、ならびに入居費用と無償としている事務所についてですが、現在、社会福祉協議会の地

域事務所は、市の公共施設の一部を使用しておりますが、家賃分として負担をいただいており

ますのは、ふれあいの家に入居している石和地域事務所のみとなっております。 
 境川地域事務所については、デイサービスセンターの事務室を兼ねておりますのでデイサー

ビス事業の家賃に含まれております。 
 御坂、春日居地域事務所につきましては、指定管理者として事務所を設置しておりますので

家賃の発生はありません。 
 一宮地域事務所は、光熱水費等を面積割・人数割による負担をいただいております。 
 次に市内の公共施設で、社協が使用している施設の使用料や指定管理料についてですが、指

定管理を社会福祉協議会に委託している施設では、それぞれの規模や形態に基づいた指定管理

委託料が発生しております。 
 逆に社会福祉協議会が使用する公共施設については、委託事業では使用料の発生はありませ

んが、デイサービス事業等の使用については、家賃、光熱水費等の経費負担をいただいており
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ます。 
 次に市内の社会福祉法人の数は、その法人も社協と同じ条件で施設の使用が可能なのかにつ

いてですが、市内の社会福祉法人の数は１９法人でありますが、そのうち市で所管している社

会福祉法人は１７法人で、２法人については県または国の所管となっております。 
 施設の使用につきましては、家賃および光熱水費等をご負担していただく中で使用は可能で

あります。 
 次に広報ふえふきに合わせ配布する配布物に対する料金についてですが、広報ふえふきと合

わせてお配りしております配布物につきましては、行政として市民の皆さまにお知らせしたい、

または、お知らせするべき情報であるか否かを精査した上で、責任を持って配布の取り扱いを

させていただいておりますので、料金はいただいておりません。 
 しかしながら、配布については各行政区長、組長などにお手数をかけておりますので、配布

を効率化、簡素化するために関係機関に対し、配布物の種類や配布回数について十分精査して

いただけるよう協力をお願いするとともに、配布物の仕分け作業への作業補助員の出労など、

人的負担を求めることになっております。 
 次に笛吹みんなの広場（旧ＮＴＴ用地）の利用についてのご質問のうち、笛吹みんなの広場

の最終利用目的の終結見込みとワークショップの結論の予定時期と、その後の予定についてで

すが、平成２９年度末までにワークショップでの検討結果およびアンケートの集計結果の取り

まとめを行います。 
 この結果を踏まえ、活用策については平成３０年度中に検討を行い、市議会、市民の皆さま

にお示ししたいと考えております。 
 次に広場の利用者からの使用料等の徴収についてですが、広場の有効活用とともに、市民の

皆さまにその立地等について知っていただくために、その利用に当たっては、使用料は無料と

し、利用の促進を図っております。 
 次にやまなしＧＡＰの認定についてのご質問のうち、東京オリンピック開催期間に向けた農

産物の消費手法と取り組みについてですが、オリンピック・パラリンピック開催期間中、約１カ

月半で、選手村での必要な食料は全体で１，５００万食と言われております。開催時期につき

ましては、議員ご指摘のとおり、本市特産果実の最盛期と重なることから、ぜひ、ここへ日本

一の桃・ぶどうを中心とする本市農産物を提供させていただき、世界に向けたＰＲの場とした

いと考えております。提供・消費方法等、具体的には、まだ組織委員会から提示されていない

段階ではありますが、日本農業遺産に認定された地域からの農産物は、優先して使用されると

のことでもあります。 
 関係機関と連携する中で情報を的確に捉え、対応には万全を期してまいりたいと考えており

ます。 
 次にＧＡＰ認証を取得または取得を目指す団体への対応・支援についてですが、このＧＡＰ

認証の取得を含め、さまざまな取り組みに対しましては、生産者や生産団体自らが主体的に行

うことが重要であり、この主体性が今後、本市の農業のレガシーになるものと考えております。 
 このため、課題解決に何が必要なのか自らが考え、積極的に意見を出していただく中で、市

は下支えとなるべく、情報提供・助言・指導等を行い、関係者と協働して対応してまいりたい

と考えております。 
 次に公共施設等総合管理計画についてのご質問のうち、公共施設等の総合的かつ計画的な管
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理の推進についてですが、安全で持続的な市民サービスを確保・提供していくため、長期的な

視点を持って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的として、平成２９年

２月に笛吹市公共施設等総合管理計画を策定いたしました。 
 この計画は、公共施設等を用途別に管理の方針を示した総論的なものであり、これを実効性

あるものとするために、現在、個別の公共施設ごとの管理の方針と工程を示す個別施設計画の

策定に取り組んでおります。 
 なお、個別施設計画の実施に当たっては、市民に対し丁寧に説明を行い、理解を得られるよ

うに努めてまいります。 
 最後に移転する境川支所跡地または消防署中部出張所跡地の考え方についてですが、境川支

所については、旧春日居支所庁舎の解体に伴い、保管書類の移転場所として倉庫的活用を行い、

中部出張所については、今後、市として活用方策を検討した上、売却・貸し付け等の判断を行

いたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。最初に都市計画税の今後の対応についてでありますけども、答弁

ではマスタープランの中間見直しのあと、財源として課税の必要があるとの結論に達したとす

るならば、そのときまでを当分の間と考えているとのことでありますけども、なんか分かった

ようの分からないような言い回しで、マスタープランの完了は３１年度に完了するとのことで

すけども、この都市計画税の対応は、課税する、しない、税率を検討するとか、先延ばしをし

ないではっきりと時期を決めて結論を出すのが望ましいと思いますが、そのへんの考え方はい

かがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 再質問にお答えいたします。 
 今の市長の答弁の中にございましたとおり、ちょっと分かりづらいというふうなことでござ

いますけれども、都市計画のマスタープランというものにつきましては、市の都市計画のまち

づくりをつくる基本的な指針というふうにご理解をいただければ幸いかと思います。その中に

は当然、３１年で見直しを行うわけでございますけれども、具体的にどこの地域に何か具体的

な施設を造るというふうな明記はございません。そういうふうなところですので、当然、その

後、市民の皆さん、また議会の皆さん等のお話しの中で大きく具体的な施設、こういうものを

ここに造ったらいいだろうというふうなものが出た時点で、そのときの財政の状況等も勘案し

た中でやはり、それにはどうしても都市計画税が必要だというふうな結論に至ったときに都市

計画税についての課税の議論を行い、市民の皆さんにご理解をいただけるのならば課税してい

くというふうな見解でございます。また、そういうふうなことでございますので、この段階で

具体的な施設に対して都市計画税を充当するというふうなものがありませんので、現段階での

課税を行うことについては取りやめておるというふうな、猶予しているというふうなものであ
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るとご理解をいただければと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 今の部長の答弁で分かりました。 
 続いて、みんなの広場の活用策でありますけども、２９年度末までにワークショップでの検

討結果、アンケートの集計等を行い、３０年度中に検討を、また検討を行うというようなこと

ですけども、この検討というのはどこでどのようなメンバーの中で検討をするのでしょうか。

また、その後、市民ミーティング等、また説明会等を開いて理解をいただいた中で事業を進め

ることだと思いますけども、慎重に現実に進行するとは思いますけども、大きなプロジェクト

だけに年月がかかってしまうとは思います。また、市民の皆さんも大いに注目しているだけに、

なるべく早い段階で活用策が示せるように、ぜひ努力をしていただきたいと思います。そのへ

んは、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 中村正彦議員の再質問にお答えいたします。 
 年度内にワークショップから報告書が提出されます。その内容につきましては、議会をはじ

め市民の皆さまにもご説明をいたしたいと考えております。その際には、皆さまからもさまざ

まなご意見をいただけるのではないかと、そういうふうに考えております。それらを踏まえま

して、平成３０年度内には活用策を見出していきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 分かりました。大変、ＮＴＴの跡地、市民の皆さんも大いに注目、また期待をしているとこ

ろもあると思います。ぜひ、皆さんが喜んでくれるような活用策をなんとか一緒に見出してい

きましょう。 
 次に社会福祉法人の公共施設の使用についてでありますけども、４月より御坂支所内に地域

事務所が入るとのことでありますけども、入居にあたり庁舎の利用料、光熱水道費はどのよう

になっているでしょうか。また、別組織が入るということで行政と法人の仕事も異なる中で、

書類等のセキュリティーに対しても気をつかわなくてはならないところも出てくると思います

が、そのへんの対処はどのように考えているでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 ４月から議員のご指摘、おっしゃっていただいたとおり社会福祉協議会のほうで地域事務所

等が入るわけでございます。これは支所機能と一緒に支所全体、その地区のサポートのセンター
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としての機能を持たせるというふうな意味でございます。ただ、社会福祉協議会等々が入りま

すので、それにつきましては電気料ですとか水道料等の公益費、これにつきましては人数割で

すとか、面積割等を勘案しまして一定の金額をお支払いいただくこととなっております。 
 また、セキュリティーでございますけども、当然、入居するときには施設の使用についての

契約を取り交わすわけでございますけども、その中で当然、市役所は地方公務員法の中で機密

の保持というふうなものも持っておりますし、当然、社会福祉協議会にとっても職員に対する

一定のそういうものは持っているわけでございますけれども、取り交わしの中ではしっかり管

理とか、そういうふうなものをしていこうというふうな一文も付けているわけでございますけ

れども、議員ご指摘のとおり、さらにそういうふうなものの中に、情報についての加えること

というのは、ダブることがあるかもしれませんけども、さらに強化につながると思いますので、

契約等の中に組み込みながら業務を進めていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 確認ですけども、人数割で光熱水道費はいただくというようなことですけども、入居費とい

うのは考えていないということですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 社会福祉協議会が入っていただいて、この事務所を設置するというものは、もともとこれは

福祉の関係の施設を、市の市役所一体化で行って福祉の向上につなげるというふうなところが

基本的な考えでございますので、当分の間については、その家賃的なものについては取るとい

うふうな予定とはなってございません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 考え方ですけども、これ私、個人の考え方ですけども、私は外郭団体が中に入るということ

の中で、はっきりとそのへんは、今、部長も言いましたけども、私ははっきり線を引いていた

だくものはいただく、そういう中で共に、協働の中でやっていくというのが一番理想ではない

かなというふうに私は思います。これは、私の意見ということで一応言っておきます。 
 そしてまた社協の配布物の中で、もちろん社協だよりとか、また社協の会費等も組長さん、

区長さん、行政区にお願いしているというふうなところもあります。これが今はもう当たり前

のような感じの中でそういう流れになっているんですけども、このへんは十分、社協のほうに

も、指導の中で行政区長さん等にありがたみを、感謝の気持ちを持った中で、またしてくれる

ように、これは答弁はいいですから指導をしてください。これは時間がないから結構です。 
 そして次にＧＡＰについてでありますけども、私も桃・ぶどうを作っております。まだ、今

の段階で私たち農家にはなんの説明も、農協、ＪＡからの説明がありません。もう時期も時期

で切羽詰まってはいると思いますけども、そのへんの指導はどのようになっているでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 
 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 
 お答えいたします。 
 農協の説明会については、議員ご指摘のとおり、まだ行ってはおりません。今後ですね、Ｊ

Ａさんとよく協議した上で、東京オリンピックまでに間に合わすように、ＧＡＰ取得ができる

ように市のほうも強力に推進していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 最後の質問、早口でお伺いします。 
 公共施設総合計画の直近の５年間ですが、御坂、境川が大変古くなっております。どうなっ

ているでしょうか。今後の計画をお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 中村正彦議員の再質問にお答えいたします。 
 市長の答弁にありましたように現在、個別施設計画を策定しておりますので、個々の施設の

維持管理につきまして、現時点でお答えすることはできません。今後、施設の所管課、また現

在の経営企画課、財政課、管財課等が連携いたしまして、個別施設計画をもとに分野別の公共

施設等の維持管理案を作成し、その実施に向け市役所内の合意形成を図ってまいりたいと考え

ております。 
 以上、答弁といたします。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、誠和会の代表質問を終了します。 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（海野利比古君） 

 報告事項を申し上げます。 
 先ほど岩沢正敏君より早退届が提出され、これを許可しましたので報告いたします。 
 続いて公明党、渡辺清美君の代表質問を行います。 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 公明党の渡辺清美です。公明党を代表しまして４点、質問させていただきます。 
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 はじめに中小河川の治安対策について、お伺いいたします。 
 河川の規模が、これは本市だけではなく全国的にそうなんですけれども、河川の規模が小さ

いために局地的豪雨にあうと川の水位が短時間で増え越水する場所、また住宅など浸水しやす

い危険性が高いのに、河川に水位計がない場所もあります。 
 自治体が住民に避難勧告を出す際に、水位情報は１つの判断基準として、とても重要なもの

です。水位計の設置は全国的にも水位計１台当たり約１千万円と高価なため、設置が進んでい

ません。そこで国交省の緊急対策では、洪水時の水位観測に限って従来の値段よりも本当に安

い、１０分の１程度の１００万円ぐらいの金額での水位計を開発し、全国約５，８００カ所に

設置する予定となっております。河川の観測体制の強化により、住民の避難行動が迅速にされ

ることを希望しております。 
 そこでお伺いいたします。本市に対しましても水位計の設置、また流木や砂など、いろいろ

そういったものを食い止める効果の高い砂防堰堤の整備、また河川の底の掘削と堤防の整備な

ど取り組みが急務であると考えますが、今後の本市の取り組みをお伺いいたします。 
 ２点目としまして、認知症対策についてお伺いいたします。 
 ２０２５年には、認知症高齢者が約７００万人まで増えると推計されています。認知症になっ

ても尊厳を持って生きていける社会を構築していかなければなりません。医療や福祉だけでな

く、まちづくりや教育、生活支援など多岐にわたる施策を推進していく必要があります。 
 看護師や社会福祉士など、当事者と早期に関わりを持つ認知症初期集中支援チームの設置な

どにより、効果的な機能を発揮するような人材の育成が求められています。 
 超高齢社会に入った日本から、今度は世界に発信していく施策の構築も重要になってまいり

ます。そこで本市における認知症対策と今後の取り組みをお伺いいたします。 
 ３点目としまして、学校での心肺蘇生教育と危機管理体制についてお伺いいたします。 
 平成１６年に市民にＡＥＤを使用することを認められて以降、一気にその設置が増加しまし

た。そしてＡＥＤの使用によって救命される事例も多く報告されております。しかし、いまだ

なお、毎年７万人に及ぶ方が心臓の突然死で亡くなられておられます。また、学校においても

毎年１００名近くの児童生徒の心停止が発生しております。 
 こうした中、学校での児童生徒の心肺蘇生教育の重要性も本当に皆さんが分かっていただい

て、広く感知されております。 
 そこでお伺いいたします。 
 本市としても児童生徒、教職員に対する心肺蘇生とＡＥＤに対する普及推進とともに学校で

の危機管理体制を拡充し、児童生徒の命を守るための安全な学校環境の構築が喫緊の課題では

ないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。 
 また小中学校におけるＡＥＤの蘇生教育の現状と今後の方向性、また学校でのＡＥＤの設置

の状況、さらに教職員のＡＥＤの講習の実情など具体的な取り組みを併せてお伺いいたします。 
 ４点目としまして、教員の働き方改革についてお伺いいたします。 
 文科省の調査では、長時間労働が過労死ラインに達する月８０時間に達する教諭は小学校で

約３４％、中学校では５８％に達する危機的状況にあります。中でも部活動の負担軽減は公明

党が昨年３回にわたって、政府に提言してまいりました。そこで昨年４月から実施されました

のが部活動の指導員制度であります。これは地域の方々のお力を借りながら行うものですが、

それはまた地域の文化とか、またスポーツの指導員らが学校の職員として積極的に部活に関わ
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れるようにつくった制度でございます。実技指導はもちろんのことですけども、それ以外にも

顧問になったり、校外活動の遠征など単独で行ったり、報酬も支払われます。 
 文科省は、２０１８年度予算概算要求に適切な練習時間と休養日の設定など部活動に対して

適正化を進める自治体を対象に外部指導員などの配置費用を補助する制度を盛り込みました。

これにより一層、この外部指導員の普及を進めてまいりますが、この点についても本市の取り

組みをお伺いいたします。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 公明党、渡辺清美議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに中小河川の治水対策についてですが、国の中小河川緊急治水対策プロジェクトにお

いて、全国で約５，８００カ所の危機管理型水位計を設置していく計画となっており、本市に

おいても１級河川４カ所、市管理の河川５カ所の計９カ所の設置を要望したところであります。 
 また、県で実施いただいております砂防堰堤の事業でありますが、今年度芦川町・御坂町内

で施工されており、境川町地内で実施設計が進められております。今後も必要箇所について要

望してまいります。 
 また、地域から要望のある河川の浚渫などについても、今年度山梨県において補正予算を計

上していただき、要望に対応いただけると伺っております。 
 次に認知症対策についてですが、認知症施策については、認知症の予防と重症化防止および

認知症の人と介護者への支援の２つの面から取り組んでおります。 
 認知症の予防では、認知症について正しい知識を学ぶ介護予防教室や認知症の初期段階で早

期診断と専門職による集中的介入につなげる認知症初期集中支援事業などに取り組んでおりま

す。 
 認知症の人と介護者への支援としては、認知症高齢者見守り事業や家族介護教室、認知症を

理解して認知症の人を支えていく人材を養成する認知症サポーター養成講座を開催しておりま

す。また、昨年１１月には、誰もが集い情報交換をする場として認知症カフェが御坂地内に１カ

所オープンいたしました。 
 今後も地域で認知症を理解し、見守り、支え、発見する支援体制の構築を進めてまいります。 
 次に学校での心肺蘇生教育と危機管理体制についてですが、心肺蘇生法の学習につきまして

は、小学校においては保健の授業で、中学校では保健体育の授業等でそれぞれの学習を行って

おります。 
 また、各学校の実態に応じ、プールの開設前や強歩大会等の学校行事の前に教職員や保護者

を対象に救命救急法の講習会を開催しております。 
 今後は児童生徒の危機管理の面から、小学校の児童の学習機会を増やすなど学校安全の推進

を図ってまいります。 
 次にＡＥＤの設置状況等についてですが、本市においては平成１９年度より市内全小中学校

に設置しております。いずれも保健室や職員室の窓側など、外からでも分かりやすい場所に設

置しており、夜間や休日の社会体育等における緊急時に対応できるよう配慮しております。 
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 機器の使用方法の講習等につきましては、小学校では児童に対しては行わないものの、ＡＥ

Ｄの役割や校内の設置場所についての学習を行っております。また、教職員や中学校では心肺

蘇生法とセットで学習しております。 
 今後も児童生徒の安全確保のため、笛吹消防署と連携しながら継続して救命救急講習を実施

していく予定であります。 
 次に教員の働き方改革についてですが、国や県の補助事業として部活動顧問の任用事業が本

年度より始まりました。本年度は県下で５つの市町１２校で実施しておりますが、この１２校

中５校が本市の中学校であります。各校に１名ずつの指導員を配置し、休日の部活動の支援や

週末の大会引率等を行っております。 
 来年度以降につきましても、国や県の動向を見ながら継続して実施していきたいと考えてお

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 ありがとうございました。では、中小河川の治水対策について再質問でお聞きいたします。 
 ほとんど、いろいろ調べたと思うんですけれども、一般的に多かったのはたぶん河床の上昇

だったと思うんですよね。それによって越水などが起こることになっていると思いますけども、

あと河道の埋塞とか、そういった箇所はどのような状況だったのか。その点に対して、ちょっ

と詳しく教えていただきたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 
 河川の現状ですけど、現在、地域からの河川要望等、１級河川の浚渫等につきましては、５０件

余りの希望等を受けておるところです。流木、立木等ですとか、それから土砂の堆積等により

ましての被害が見られるではないかというようなことで、危険を感じて地域のほうから要望等

の改善を受けているところです。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 現状としまして、地域のほうの河川の流量を確保するための、その補修程度に留められてい

るので、自治体の予算を使ってやるということでもって、なかなか全国的にもこれは進んでい

ないと思いますけども、この補助の期間というか、それはおよそどのくらいまで、２０１８年

からどのくらいまで期間があるのか、教えてください。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
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〇建設部長（雨宮茂貴君） 
 再質問にお答えいたします。 
 先ほど、お話しをいたしました中小河川緊急治水対策プロジェクト、こちらのほうにつきま

しては、平成３２年までの間、こちらの事業について国のほうで行っていただけるというふう

なことになっておりますけども、やはり１級河川ですので、県の予算の中で、国の補助もあり

ますけども、県の予算の中で、これに関しては危険箇所について随時やっていただけるという

ふうに聞いております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 河川のいろんな掘削とかいろいろありますけども、これは今まで、本当に被害があった区域

のみを重点的に先に、たぶんやると思うんですね。それから、そのあとのほうになりますから、

今回の期間だけではとてもやりきれない部分もございます。公明党としましても、全国からそ

ういった意見をいただきまして、これからもそれが期間限定なく、これからもしっかりと国の

確保する、国が管理すべき河川も含め、そういったものにしっかりと対処するように訴えてい

く所存でございます。 
 また、地域からいろんな台風とかいろんな条件が起きて今までよかったけども、ここがこう

いうふうに悪くなったとか、そういう箇所があったら、どうかいち早くそういった情報を私た

ち議員にも寄せていただきたいと思います。県につなげるものは県に、国につなげるものは国

に、共に力を合わせて地域の本当に安全のために戦っていきたいと思いますので、その点よろ

しく情報提供をお願いできるでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 再質問のほうにお答えします。 
 大変、ありがたいお言葉をいただきました。地元地域からの要望、それから注視しておりま

す職員のほうから、危険箇所等がありましたら随時、所管している国、それから県のほうです

ね、管理者のほうに要望等をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 ありがとうございました。認知症対策について、お伺いいたします。 
 本人の立場に立った取り組みというか、認知症になってもやっぱり社会参加とか、そういう

ことができるようなそういった支援とか、そういったものがございましたら教えていただきた

いと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 
 お答えをいたします。 
 先ほど答弁の中でも、認知症カフェのご紹介をさせていただきました。昨年の１１月に御坂

地内に１カ所がオープンをしました。この活動状況につきましては、すでに５回ほど取り組み

というか、開設がされ、延べ８０人の方が参加をいただいているというふうな状況でございま

す。また、認知症サポーターの養成講座につきましては、認知症を支える皆さんの認識が広が

るという意味で取り組んでおりまして、すでに８１５名の方がサポーターとして養成がされて

いるということでございます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 認知症カフェですけども、各地域に１つぐらいあったらいいなと思いますけども、今後の計

画などはいかがなものでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 認知症カフェにつきましては、実施主体というふうなものを探りながら、今後もそういった

希望があるところには、一緒に相談に乗って支援をしていきたいというふうに考えております

が、具体的に今、計画されている実施主体等については把握をしておりませんので、今後、地

域の中、あるいは事業者等と協議をしていきたいというふうに考えております。 
〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 
〇１４番議員（渡辺清美君） 

 先日、テレビを見ていましたら本当に個人の食堂の方がそういったようなサポーターという

か、認知症カフェみたいな、認知症の方、いろんな方が集ってきて、そこで血圧を測ったり、

薬の飲み方を指導したり、保健婦さんなんかも時間を決めてきたりとか、そういったこともあ

りますから、一般の方々にも呼びかけながら、またこれは推進していただければありがたいと

思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 認知症カフェについては、さまざまな形というものがあるかと。こうでなければならないと

いうのではなくて、認知症というものの家族、あるいは当事者の方々がそこに来て、一緒に過

ごしながら周りの支援者の方々と認識を共有しながらいくというふうなものが各地域にできる

というのが理想だと思います。そういった点につきましては、今後も長寿介護課、あるいは事

業者連絡会、あるいは認知症家族の会等を通じて、そういったものを探っていきたいというふ

うに考えております。 
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 以上です。 
〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 
〇１４番議員（渡辺清美君） 

 認知症サポーターの、多くの人にやってもらうということでもって公共交通機関とか、また

は理容関係のところ、また配送業のところ、そういったところにもそういった指導というかサ

ポーターになっていただいているのか。いなければ、やっぱりそういった指導なんかも必要で

はないかと考えますが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 認知症サポーターの養成につきましては、認知症の方々と触れ合う機会の多い民生員さんで

あるとか、あるいは地域の方々等を対象にした養成講座を実施しておりますし、一般企業など

でも金融機関の職員の方を対象にしたサポーター養成講座というふうなものも実施しておりま

す。今、ご提案のありましたさまざまな事業体のほうにもまた呼びかける機会をつくっていき

たいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 ６５歳未満で発症する、本当に認知症ですけども、こういったものの早期発見とか早期治療、

こういったものにはどのように心がけていらっしゃるか、お伺いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 認知症につきましては、その発見の部分についてもなかなか地域の方々のご理解、家族のご

理解、また医療機関への結びつきというふうなところで、診断が難しい部分もございます。そ

ういう点では、すでに市内の医師会の先生方、病院の先生方等が連携してそういった診断に当

たっていただけるような体制が整っているというふうに思います。ただし、実際の支援に結び

つけるには、やはり家族の方の認識や理解というものが大切ですので、先ほどご質問、お話し

の中にもありました初期集中支援チームというふうな形を設置しておりますので、そういった

ものを通じて実際の取り組みや診断に結びつけるように取り組んでいるところでございます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 介護者なども本当に疲れきってしまったり、どこにも行かれないような状態の方もいらっしゃ

ると思いますけども、こういった方々の集まりというか、そんなようなことがもしありました

ら教えていただきたいと思います。 
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〇議長（海野利比古君） 
 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 
 現在、市内では家族の方々の家族会、あるいは家族介護教室というふうなものを通じて、そ

ういった悩みやそれぞれのご負担の部分を共有するような機会というふうなものをつくってお

ります。また、先ほどの認知症カフェ等が今後広がることで、そういった輪が広がるものと考

えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 ちょっと戻りまして、先ほど専門の先生たちに早期の認知症の方たちの診断等、いろいろ話

がありましたけども、そういった先生方の勉強会というか、先生方には大変申し訳ないんです

けども、そういったものは何か市で取り組んでいるとか、そういったことはあるんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 市が主催しての先生方、お医者さんを集めての研修会等は行っておりませんけれども、われ

われのほうでお伺いしているところでは、認知症の方々が非常にやっぱり多い、多くなってく

るというところを医療の現場でも十分認識をしていただいて、医師会、あるいは医療機関のと

ころで学習をしていただいているというふうに伺っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 やはり若年性の認知症になった方でも就労支援というか、働く意思とか、そういうことはす

ごくあると思うんですね。そういった支援については、今後どのように取り組んでいくのか、

考えがありましたら教えていただきたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 これから高齢者の方の人数といいますか、人数、割合が広がってくる中でわれわれの生活、

社会全体が高齢者の数が多くなってくる。当然、その中では認知症の方々も増えてくる。絶対

数が増えてくるという状況があります。このことを地域や社会の中で共有をするということは

非常に重要でございますので、われわれもそういった取り組みについては、日々勉強していき

たいというふうに考えております。 
 今、ご質問のありました就労の場面につきましても、先ほどのいろいろな事業者、会社、働

く場所での認識が共有できるように取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。 
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〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 ありがとうございました。それでは、学校での心肺蘇生のほうと危機管理体制について、お

伺いいたします。 
 学校の新学習指導要領の中に、こういった児童生徒の胸部の圧迫をしてＡＥＤを使用するや

り方とか止血法とか包帯法とか、いろんなものが組み込まれていると思いますけども、なかな

か全国的に見ても実施ができているところが数％というような状態ですけども、本市において

はどのような進み具合なのか、詳しく、もし分かりましたらお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 先ほども答弁いたしましたけども、小学校におきましては保健の授業、それから中学校にお

きましては保健体育の授業の中で心肺蘇生法、それからＡＥＤについての学習を行っておりま

す。さらには実践的、小学校では実際、ＡＥＤを使ってというふうな授業は行っておりません

が、中学校におきましては学校行事の強歩大会ですとか、プールの開設前に保護者、それから

中学生を含めてＡＥＤの使い方、心肺蘇生法についての学習を行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 学校での危機管理対策ということでもって、ケガなどに対する対策だと思いますけども、こ

れも今後、ちゃんと進めていかれることと思いますから、よろしくまたお願いいたします。 
 そして、また学校での危機体制ということで、学校は本当に災害があった場合、避難所とな

ります。こういったものに対しまして、早期にいろいろな施策が国のほうで流れてまいってお

ります。とても使い勝手のよいものでございますので、例えば笛吹市は洋式トイレにほとんど

しましたけども、それがなっていないところの洋式トイレとか、太陽光の発電機設置とか、ま

たスマートフォンが使えるような状態とか、あと寒いときなんかは本当にヒーターがほしい、

そういうときのヒーターの数を増やすとか、あらゆるものに使えるような予算がまいっており

ますので、どうか早期に着手していただいて、そういった現場の危機管理を調べながら、ここ

があればいいな、発電の関係もあればいいなとか、そういった国がものすごく今、受け入れ態

勢ですので、どうかそのへんもいろんな調査していただき、直ちに手を挙げていただき、笛吹

市にとっては、学校が本当に避難所としても危機管理体制万全としていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたしますが、防災危機管理の担当部局とよく協議しながら進めてまいりた

いと思います。 
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〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 今の段階でどのような情報がそちらのほうに入っているのか教えていただきたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 
 総務部長。 

〇総務部長（小澤紀元君） 
 お答えいたします。 
 避難所につきましては今、全部で３０あるわけですけども、この中で学校の中にいくつとい

うふうなものは現在データとして持っておりませんので、統計を見て、しっかり調べて確認を

しておくような、そんな体制を取っていきたいと思います。 
 答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 学校での非構造物についても、本当に使い勝手のいいものがいっぱいありますので、どうか

調べていただいて、しっかりと対策を練っていただきたいと思います。 
 そして、あと学校の教員の働き方改革ですけれども、部活動の関係ですけども、静岡県とか

東京とかいろんなところでもって、部活動に、これは笛吹市の中で聞いたことですけど、部活

動に入りたいんだけども、あそこの中学校に行くではあの部活動がないから考えたものだといっ

ているお子さんたちも多々おります。たぶん、現場の先生方はそういった情報を知っていると

思いますけども、やはり市として、１校の市として、その学校にないものは違うところとか、

また市独自でそういったものを立ち上げる体制も流れとしてできてきておりますけども、そう

いった悩みというか、そういった声はそちらのほうに届いておいででしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたしますけれども、部活動で希望するクラブがないというふうなお話とい

うのは実際伺っておりません。 
 ただ、非常に人数が少なくなってしまった部活については、他校と一緒に合同で練習、ある

いは試合に出るというふうな方法も取っておりますので、義務教育の中でできることを今後も

進めていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 現在、部活動の休養日とか時間の指定とか、そういったものはどのように現在はなっている

でしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
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〇教育部長（野田昭人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 現在、部活動におけます休養日、それから時間等を各校で決めて運用をしております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 休養日を２日とか、また２時間以内の練習時間とか、そういうこともだんだん決まってきて

おりますので、それに適しながらやっていきたいと思います。学校から帰って、子どもさんた

ちを見ると本当にもう、ぐだっとしていて、何もする気がないというふうな方たちが、ちょっ

と私なんかは見る子たちが多いので感じますので、そういった学校によって、その時間が違う

んではなくて、やっぱり笛吹市としては流れに沿った、そういった規則正しいような、上限を

もって進んでいっていただきたいと思います。 
 また、教員のほうですけども、こういった、今さっきタイムカードとか、そういったものが

設置なさっているとおっしゃいますけども、なかなかいろんな、学校が終わって、そしてまた

いろんな悩みがございます。そういったものも一手に受けなければならない。スクールカウン

セラーの設置とか、そのようなものはどのような今、状況になっているのか教えていただきた

いと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 スクールカウンセラーにつきましては、中学校に設置しておりまして、必要に応じて小学校

でも対応しているところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 全校にしっかりと配置していっていただきたいなと思いますけども、そういうことは予算的

に今後、可能でしょうか。また、検討中なのでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 スクールカウンセラーにつきましては県が設置しておるものでございますので、今後、県と

協議していくというふうなことだと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 あと学校の先生たちは、学校が終わってからの見回りとかそういったことも負担というか、
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そういう関係で時間外労働になっているんではないかと思いますけども、本市の場合はどのよ

うな、そういった学校が終わってからの見回りとか、どうなっているんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 学校施設管理につきましては、すべて警備会社に委託しておりますので、学校終了後は警備

会社の担当になります。むしろ放課後一番多いのは保護者への対応というふうなことで、これ

が教員多忙化の１つの要因になっているというふうなところもございます。 
 ただ、対応しなければいけないわけでございまして、今後の検討課題の１つではないかとい

うふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 あと１つ、給食費の徴収とか管理ですけども、市のほうでもっていろいろやっていると思う

んですけども、引き落としができなかったとか、そういった対応はまだ学校のほうで少しは担っ

ているんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたしますが、給食費の徴収につきましては、基本的には学校で対応してお

ります。ただ、滞納につきましては、学校教育課のほうで対応しておりまして、できるだけ事

務負担の軽減を図っているところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 教員の働き方改革にとっては、地域の人たちを巻き込みながら地域でもって子どもを育んで

いくという体制を市として取っていきながら、皆さんの理解の上をもって本当に学校の先生が

勉強に、ちゃんと指導に打ち込めるような体制を今後つくっていただきたいと思いますが、今

後ともよろしくお願いいたします。 
 以上で私の、公明党を代表しましての質問を終わらせていただきます。大変ありがとうござ

いました。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、公明党の代表質問を終了します。 
 次に笛政クラブ、大久保俊雄君の代表質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１５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。会派を代表して質問させていただきます。 
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 この冬は大変寒い日が続き、雨水を過ぎても梅のつぼみがなかなかほころびません。この厳

冬期になりますと、わがふるさとの偉大な俳人、飯田龍太先生の「ふるさとの山は愚かや粉雪

の中」の句がしみじみと思い出されます。 
 一方、私どもを取り巻く経済環境を見ますと上場企業の純利益が前年比３５％増加、５年連

続で過去最高を更新するかたわら地方経済、中小零細企業、個人経営を取り巻く環境はごく一

部を除き浮揚する状態にはなく、気候と同じく厳冬期のままであります。 
 さて、山下市長におかれましても就任されてから１年３カ月が経過し、豊富な経験と人脈に

基づいた企画力と実行力のもと、地域経済の振興や市民の暮らしにスタンスを置いた市政運営

を続けられておるものと認識評価しております。 
 また、その進め方も市民をはじめとする関係者、団体、組織との徹底したコミュニケーショ

ンを重視する対話型の市政を貫いてこられ、厳しい経済状況でありますが、山下市長が描いた

ビジョン、大きく収穫に結び付く確実な施策、事業の推進と実効性のある予算編成を求め、以

下いくつかお伺いします。 
 まず１点目ですが、市長の政治姿勢と当初予算への取り組みについて伺いますが、今後の市

政運営の指針として、ハートフルタウン笛吹の実現に向けて本市の最上位計画である第２次総

合計画を策定中でありますが、それに対する市長の思いと決意をお聞かせください。 
 本年諸事業の点検、検証、分析はどのように行ったか。 
 新年度重点施策・事業をどのように取り組まれるか、お聞かせください。 
 また行財政改革への取り組み、そして職員の意識改革への具体的取り組みについてもお聞か

せください。 
 そして今国会で可決されれば合併特例債の起債期限が５年延長され、必要な事業にはしっか

りと充当すべきと考えますが、市の方針はいかがでしょう。 
 続きまして、２点目でありますが産業振興についてであります。 
 中小企業は経営者の高齢化に伴う事業承継と人材不足が極めて深刻であり、例えばわが市を

取り巻く基幹産業、観光産業、そして宿泊・外食・運輸事業は労働集約型産業、いわゆる機械

に代わることが不可能な業態でありまして、つまるところ仕事はあるが人がいない、いわゆる

労務倒産の危機の懸念も発生しておる中で、農業、工業、商業、後継者対策および労働力確保

のための具体的取り組みは、どうお考えでしょう。 
 そして低迷した地域産業の浮揚には果樹・温泉・ワイン・花、大地の恵み日本一を生かした

誘客策、さらに通年型・体験型・着地型・広域連携、このキーワードが不可欠でありますが具

体的取り組みはいかがお考えでしょう。 
 また、訪日外国人も昨年の年間２，８５０万強から大幅増加が見込まれる中で、多くの自治

体も各自治体で策を練っておりますが、笛吹市独自の、オリジナリティーの強い集客増につな

がる具体策は、どのようにお考えでしょうか。 
 ３点目でございますが、平成３０年度の教育委員会関係の諸施策について伺います。 
 新年度、小中学校においては、学習指導要領の改訂に伴う移行期間を迎えることとなります。

小学校では中学年、３、４年生で外国語活動を、高学年では外国語科を導入することになりま

すが、本市ではどのように進めていくのか。また、準備は整われているのか。授業時間が増え

ることにより影響が考える点があるとすれば、具体的にどのようなことが考えられるでしょう。 
 そしてまた、骨子の中で主権者教育、消費者教育、防災教育ですとか、プログラミング教育



 ６４ 

などの充実の課題が重要な課題として挙げられておりますけれども、本市では具体的にどのよ

うな取り組みを行っていく予定でありましょうか。 
 さらにまた学校教育のあり方について、特に障がいを持つ児童の特別支援学級での指導にお

いては学級編成の基準が８人の児童に対して１人の教員となっており、このことに対する加配

等の対応が学校現場では強く求められております。 
 他方、小規模校の児童数を維持するために居住地で指定している学校を柔軟に捉え、就学に

かかるアンケート等も行う中で、送迎等が課題となっていると聞いております。限られた財政

の中で教職員の負担軽減を図る必要もあり、さまざまな家庭環境の多くの児童が通学する中大

規模校へのしっかりとした対応を求める声も非常に大きく、中学校の学習環境の向上にもつな

がると考えますが、市の見解はいかがでしょうか。 
 そしてまた社会教育施設、社会体育施設および学校施設の開放に関する使用料の見直しにつ

いて、これまでの検討の経過と平成３１年度の見直しに向けた検討と合意形成の方法をどのよ

うにお考えでしょうか、お聞かせください。 
 続きまして、笛吹市地域防災計画について伺います。 
 現在策定している本計画の進捗状況は、どのようなものでしょう。 
 また、熊本地震や利根川の氾濫など災害の教訓を生かしたものであるか。 
 また、温暖化の影響で時間降水量など想定外が通常となっている中で、それらはどのように

反映されておるでしょうか。 
 さらにまた市の総合防災訓練は、毎年形骸化しているとの市民からの声があります。実効性

のある訓練を行うべきだと思いますが、市の見解はいかがでしょう。 
 続いて５点目、ユニバーサルデザイン推進の具体的取り組みについて伺います。 
 市民および多くの交流人口が期待できる本市において、ユニバーサルデザイン、バリアフリー

の推進は不可欠であります。道路等ハード面における現状分析と課題は、いかがでしょうか。 
 また、心のバリアフリーに関するソフト施策も必要であると考えますが、具体的取り組みに

ついてお聞かせください。 
 さらにまた庁内各部署、民間団体、企業等との推進に向けた連携が重要と思われますが、市

の見解をお聞かせください。 
 以上、第１弾の質問とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 笛政クラブ、大久保俊雄議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに市長の政治姿勢と当初予算への取り組みについてのご質問についてのうち、第２次

総合計画に対する市長の思いと決意についてですが、第２次総合計画は、本市に住む誰もがこ

ころ豊かにやさしい気持ちで安心して暮らすことができるまち「ハートフルタウン笛吹～優し

さあふれるまち～」を将来像に掲げております。 
 笛吹市に関わりを持つすべての人・産業・基盤を磨き上げることが市の発展を牽引し、笛吹

市に住むことの幸せを実感していただくことができると信じ、その思いを施策や取り組みの方

向に反映させております。 
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 次に平成２９年度諸事業の点検、検証、分析はどのように行ったかについてですが、平成２９年

度は主要事業１７１事業を対象にＰＤＣＡの考え方により、必要性・有効性・妥当性等を検証

し、課題・問題点の抽出および事務事業の見直しや改善を図ることとしております。 
 評価の工程につきましては、３月中旬までに課長等による一次評価および部長等による二次

評価を行い、３月末には報告書を作成し、４月中旬には公表を予定しております。 
 次に新年度の重点施策・事業についてですが、第２次笛吹市総合計画に掲げた将来像「ハー

トフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」の実現のため、３つの基本目標を掲げ施策の展開

をしてまいります。 
 １つ目は、幸せ実感こころ豊かに暮らせるまちであります。 
 子育て支援、学び・育ち、福祉、暮らしなどについての施策を進め、重点事業として子育て

世代定住支援事業、学校給食センター建設事業など計８事業を行ってまいります。 
 ２つ目は、幸せ実感にぎわいあふれるまちについてであります。 
 本市の基幹産業であります農業や観光、商工業など産業を磨き上げる施策を展開し、重点事

業として新道峠展望台整備事業、農業塾運営事業、農村地域への産業の導入計画策定事業など

１１事業を進めてまいります。 
 ３つ目は、幸せ実感１００年続くまちについてであります。 
 土地利用、協働によるまちづくり、安全・安心、生活環境、行財政基盤の構築などの施策を

展開し、重点事業として都市計画マスタープラン見直し事業、ハザードマップ作成事業など８事

業を進めてまいります。 
 次に行財政改革への取り組みについてですが、行財政改革の取り組みとして、平成３０年度

から平成３３年度を計画期間とする第４次笛吹市行財政改革大綱の策定を進めております。 
 新たな行政ニーズに的確に応えるとともに、引き続き質の高い行政サービスを提供していく

ために、ゼロベースでの改革に取り組んでまいります。 
 次に職員の意識改革への具体的取り組みについてですが、年頭の訓示の際、２０１８年の行

動テーマ「今を変え 常識を変え 自らを変えていく」を全職員に示しました。これは、第４次

大綱のスローガンでもあります。その行動テーマを執務室に掲示することで、職員が共通認識

を持って職務を遂行できるよう意識改革に努めております。 
 合併特例債の発行期限が５年延長された場合の方針についてですが、新市建設計画に則り発

行期限を有効に活用し、発行限度額に達するまでは主要事業に充当していく方針であります。 
 次に産業振興の具体的取り組みについてのご質問のうち、後継者対策および労働力確保のた

めの具体的取り組みについてですが、まず農業面では、農業後継者の不足・担い手の確保は、

日本一の果樹王国である本市においても大きな課題となっております。 
 これらに対応する具体的な取り組みとして、市では平成２４年度から独自の新規就農農業後

継者支援制度を設け、また国県の制度として農業次世代人材投資事業（旧・青年就農給付金事

業）により、新たに農業を志す方々を支援しております。 
 併せて、来年度から関係機関との連携を深める中で、新たに通称、笛吹市農業塾を開設し、

定年退職者層にも担い手発掘の範囲を広げ、新規就農者の確保・育成から実践へと事業を展開

していく予定であります。 
 商工業事業者については、商工業面での経営の安定を図ることを目的に、小口資金融資制度

や中小企業者経営改善資金利子補給などの制度を設け、中小企業者への支援を行っております。
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さらに商工会と連携し、創業支援や経営事業計画書の策定サポートも実施しております。 
 また、やまなし産業支援機構の事業引き継ぎ支援センターなどを活用しながら後継者対策を

図っていきたいと考えております。 
 就職ガイダンスの実施については、平成３０年度から開催時期を１０月から６月に移行し、

より学生の就職活動に即したものとし、労働力確保を図ってまいります。 
 次に低迷した地域産業の浮揚についての具体的取り組みについてですが、ご指摘のとおり笛

吹市には日本一を誇る観光資源が数多くありますが、この資源を観光振興に結びつけるために、

さらに精査し磨き上げる必要があると感じております。 
 具体的な取り組みとしましては、年間をとおして試飲できる石和温泉駅案内所でのワインサー

バーやワインタクシーを活用したワイナリーへの周遊。体験型、着地型としては、全国で唯一

体験できる石和鵜飼、川中島合戦戦国絵巻、さらに日本一桃源郷ウォークの開催などにより、

多くの観光客の誘客につなげております。 
 今後の取り組みとしましては、各イベントに連携を持たせ、年間を通じて目的地となる観光

地域づくりを行い、地域産業の促進を図ってまいりたいと考えております。 
 次に訪日外国人の大幅増が見込まれる中、笛吹市独自の集客増につながる具体策についてで

すが、訪日外国人観光客の情報源は、スマートフォン等によるところが多いことから、笛吹市

では、英語・中国語・タイ語など海外対応のプロモーションビデオを作製し、ユーチューブや

市のホームページなどに掲載することで笛吹の観光資源をＰＲしているところであります。ま

た、首都圏等で行われているインバウンド商談会では、笛吹市のブースを設け、直接海外旅行

会社と交渉を行うことで誘客促進を図っているところであります。 
 さらに今年度設立した富士山フルーツ観光推進協議会において、富士山周辺および笛吹・山

梨・甲州、甲府地域のパンフレットを作成し、広域エリアでの集客に対応しております。また、

県内周遊ルートを巡る二次交通が不足していることから、富士山エリアと笛吹・甲府エリアの

観光地を結ぶ周遊バス路線の開通を要望し、訪日外国人観光客が周遊できる取り組みを行って

おります。 
 次に平成３０年度の教育施策についてのご質問のうち、はじめに外国語教育の進め方につい

てですが、学習指導要領の改訂により、平成３２年度より小学校の３・４年生で週１時間の外

国語活動が、また５・６年生では週２時間の外国語科の授業が始まります。 
 来年度からの２年間は新しい教育課程への移行期間となりますが、本市においては全小学校

において来年度より先行実施をする予定です。 
 本市においては、先行実施に対応するため、来年度より笛吹市外国語授業アシスタント事業

を開始し、小学校の英語の授業にボランティアを派遣することで、効果的な英語学習ができる

よう整備を進めております。 
 授業時間が増えることの影響ですが、まず教える側の教員の授業準備のための教材研究や各

種研修の時間等が増えることの負担が考えられます。また、授業時間は今までよりも３年生以

上で１時間ずつ増えることで、放課後の活動などへの影響も出てきます。 
 次に主権者教育・消費者教育・防災安全教育等の充実に関する取り組みについてですが、消

費者教育につきましては、本年度は御坂東小学校が金銭金融教育の県の指定を受け研究実践が

行われました。また、主権者教育・防災安全教育等につきましても、各校ごとの教科や特別活

動などの教育課程に位置付けて実践を行っております。 
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 次に学習環境の向上につながる取り組みについてですが、児童の学力向上を図るため、現在

各小学校に１名ずつの市担講師を配置し、きめ細かな学習指導に当たっております。これに加

えて中大規模校においては、各校の実態を考慮しながら特別支援学級に在籍する児童等への支

援として１５名の学校サポーターを配置し、個々に応じたきめ細かな支援に努めております。 
 また、さまざまな家庭環境の児童や保護者への対応として、各学校ではスクールソーシャル

ワーカーや児童相談所、笛吹警察署等の外部機関と連携を図っております。 
 次に社会教育施設等の使用料の見直しについてですが、条例改正後、１年を経過する中で利

用団体への聞き取りやアンケート調査を行い、この１月より大幅な見直しを行ったところであ

ります。また平成３１年度への改正に向け、教育委員会より笛吹市社会教育委員の会議および

スポーツ推進審議会に諮問を行ったところです。 
 今後は、２つの会議の中で利用者や市民の皆さまの声を聞きながら検討を進めていきたいと

考えております。 
 次に笛吹市地域防災計画についてのご質問のうち地域防災計画の進捗状況についてですが、

昨年６月計画変更に着手し、１月に素案が完成し、現在パブリックコメントを行っております。

３月下旬に防災会議に諮り、決定する予定です。 
 次に熊本地震や利根川氾濫などの教訓を生かしているかについてですが、まず熊本地震では、

避難所の運営マニュアルや運営訓練等がなされていなかったため、避難所運営が円滑に行えず、

避難者は苦しい避難生活を余儀なくされたとの教訓を受け、防災計画の見直しでは避難所の運

営について避難所運営委員会を設置し、避難者による自主運営についての項目を明記しました。 
 また、利根川氾濫では避難場所を市内に設置していたため、すべての避難所が災害地域とな

り、その機能を果たせなかったことを教訓に大規模な水害への対応として、避難所を市内だけ

ではなく、状況によっては市外の安全な場所へ避難する広域避難の考えを取り入れております。 
 次に温暖化による影響は、どのように反映されているのかについてですが、近年、短時間に

大雨を降らす線状降水帯などによる災害が増えております。地域防災計画の見直しの中で、市

の避難情報の発令については、気象庁が新たに示すこととした土地の形状などを考慮した表面

雨量指数と６時間後に警報の基準に達する恐れがある場合の情報に基づき、検討することとい

たしました。また気象情報の基準の変更を反映し、市の防災体制も新しい基準に対応したもの

に変更いたしました。 
 次に市の総合防災訓練は形骸化しているという声がある中、実効性のある訓練を行うべきに

ついてですが、防災訓練をより実効性のある訓練とすることが必要であります。このためには

まず、多くの市民が本気で訓練に取り組んでいただけるようにしなければなりません。来年度

の防災訓練につきましては、平成２９年度に避難所運営委員会が設立されましたので、地域主

導型防災訓練ができるよう、行政区でのご近所の安否確認から避難所設置・運営のシミュレー

ションを実施し、検証を行うことでさらに実効性のある総合防災訓練になるよう努めてまいり

ます。 
 次にユニバーサルデザイン推進の具体的取り組みについてのご質問のうち、ユニバーサルデ

ザイン推進と道路等ハード面における現状と課題についてですが、使いやすさを重視したユニ

バーサルデザインの道路は歩車道の幅が十分に確保され、安全で利用しやすい歩行者空間を備

えた道路と考えております。 
 市内の道路においては、歩道部分の切り下げ段差をなくすセミフラット形式での改良工事を
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行っております。 
 沿線の状況や道路幅確保などの課題もあり、進捗は速やかではありませんが、今後も利用者

に配慮した道路整備を行っていきたいと考えております。 
 次に心のバリアフリーに関するソフト施策も必要であるが具体的取り組みについてですが、

心のバリアフリーは、障がい者に対する偏見や固定観念など心の中に潜む目に見えない壁をな

くそうという考え方、取り組みであるものとして理解しております。 
 平成２８年４月に障がいを理由とした差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別

解消法が施行されました。本市においても障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要

領を定め、笛吹市窓口等での対応に配慮するとともに障がい特性や支援の必要性に応じた合理

的配慮が提供できるよう、職員への認識の共有、理解の徹底を図っております。 
 また、市民の皆さまにも障がい者等への理解を深めていただくために、笛吹市社会福祉協議

会に委託して啓発研修を開催したところであります。 
 最後に庁内各部署、民間団体、企業等との推進に向けた連携が重要と思われるが、市の見解

についてという質問でございます。 
 平成２９年３月に策定した笛吹市第３次障害者基本計画では、基本目標の１つに障がいを理

由とする差別の解消を掲げ、主な施策として差別解消に向けた地域・企業等への啓発に取り組

むこととしています。 
 行政だけでなく市民や民間企業の理解・協力が不可欠であることから、地域自立支援協議会

の活動を通じ、当事者、事業者、行政が連携しながら地域ぐるみで障がいを理由とする差別の

解消に向けた取り組みを推進してまいりたいと考えております。 
 以上で答弁を終わらせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 いろいろと質問に対しまして答弁をいただきました。まず１点目、市長の思いを職員の皆さ

んと情報を共有して進める、これがやはり新年度予算編成とか施策反映が大事なんですけども、

新しい試みで各部署ですか、市長の思いを額に「今を変え 常識を変え 自らを変えていく」

と掲示されておりまして、非常に目につきますし、ある部分、素晴らしい決意のスローガンで

あろうかと思うわけでありまして、私も会社に飾りたいところでもありまして、市長とすべて

の職員の共通の志、市民のために職務を遂行しないと、まさに看板倒れになるわけでありまし

て、職員の持っている能力を最大限発揮していただくこと、そしてまた現場の確認と職員の意

識の把握と、その業務の作業を鼓舞していくことが大事かと思います。そうでないとまた、時

には職員の皆さんは、法律ですとか条例に則ってお金の流れ、人の流れを精査しなければなら

ないんですが、緊張感を怠ることによって時々エラーが生じているわけでありまして、日ごろ

の職場のチェックの具体策と、そしてまた当然、業務内容の知識はスキルアップしなければな

らないほかに、市民とのコミュニケーション能力を図らなければならないということで、いろ

んな階層で職員研修が適宜、また随時なされていると思いますけども、そこらへんの具体的な

取り組み、研修がなされているかということと、またその研修を精査しないと、受けっぱなし

でそれが終わりということになってもいけませんし、組織論ですけども、やはり大勢の方がい
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れば市長の思い、またトップの思い、１人でも情報共有、また１つの志を欠く職員、またメン

バーがいることによって、また市民の目からも厳しい目が注がれるわけでありまして、その離

れていく、職員であり、ものを少しでも食い止めるのがやはりパワーアップといいましょうか、

組織の一番目指すところだと思うわけでありまして、そこの研修、またその研修の精査という

部分でお答えをいただきたいと思いますけども。 
〇議長（海野利比古君） 

 総務課長。 
〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 
 職員のいわゆる資質の向上についてでございます。 
 当然、行財政改革を進めていく中におきましては、職員一人ひとりのスキルアップ、いわゆ

る資質の向上というものは欠かせません。その中で、まずはそれぞれが担当する業務の事務の

遂行能力を高めていくために、それぞれの専門的な技能を高めていくというのがまず第一でご

ざいます。 
 それから各階層に応じた研修、これも随時行っているところでございます。それと合わせて

一人ひとりの職員が、例えば政策形成能力を高める研修でしたり、いわゆる公会計制度につい

て職員が学べる場面をつくったり、あるいは市民協働、多文化共生、男女共同参画といったよ

うな研修も独自に開催する中で、職員一人ひとりが広い視野で行政が遂行できるような研修に

努めているところでございます。 
 それからもう１つ、先ほど議員もおっしゃられましたけども、いわゆる市民ファースト、市

民の皆さまに親しまれて信頼される市役所づくり、これが必要でございますので、市民に対す

る接遇研修といったようなものを今、集中的に行っております。この研修を全職員が受講する

こと、あるいは実践に移すことで市民の皆さまから信頼される市役所になっていければという

思いで、こういった研修を積極的に行っているところでございます。 
 あと、研修の精査という部分でございますけども、当然、研修を行ったあと、これを実践に

移していかなければなりませんので、そういった実践面でこれが実行に移されているかどうか

というそういった精査の体制も今、つくっているところでございます。例えば接遇で申します

と、接遇向上委員会というような市役所内の組織をつくりまして、そういうところでチェック

ができるような体制も取っているところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 あと１点ですね、今の新年度予算編成でお答えがあったわけですけども、今の通常国会でも

さまざまな法律が出されておりまして、例えば先ほども申し上げましたように合併特例債が延

長になるですとか、また地方の経済を活性化するような諸施策ですとか高齢化、そしてまた福

祉で矢継ぎ早に議論されている中で、当然、そちらが決まれば国の交付金とか、そういった部

分も発生してくるわけで、今まで以上に想定されない、またわれわれをフォローアップしてい

ただける施策が出てくる中で、ぜひ当局としましても、われわれもしっかり動向を注視する中

で、市のほうでもやはりどういった国からの補助金が来るですとか、また総合的に、部局横断
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的に活用できるような方策も考える中で、そこらへんの情報収集と、まためくるめく変わる国

の政策に対する情報収集とその対応策、予算獲得に向けた部分はどうお考えでしょう。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 今、議員が申されましたように、国においてさまざまな制度改革等が議論されているところ

でございますが、関係部署には国の状況を注視する中で、それをもれなく取り込めるようにと

いうことで、情報収集には怠りなく努めているところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 あと産業振興についてでありますけれども、いろいろ先ほども人手不足ということで、まっ

たく、われわれから下の世代はですね、人がいない、資金がない、経営意欲もなくなった、負

のデフレスパイラルといいましょうか、心のデフレスパイラルが発生しておりまして、１０月

から６月と、この就職ガイダンスを実施するという話がありましたけども、たしかにまた、毎

年行っている企業数ですとかマッチング、就労に結び付いたケースがあんまり増えていないと

いうことで、今までどおりな就職ガイダンスですと、また本当に限られた人数でありますし、

今の就労形態もですね、例えば大学卒、いろいろな新卒等、中途採用、また高齢者のパートと

かハローワークとか県ですとか、連携を取る部分があるかと思うんですが、市独自でもされて

いますので、そこらへん企業との連携ですとかＰＲ、事前に、６月といえば３カ月ですので、

１つの企業の参加、また市民で働く、仕事を探している方もいらっしゃるので、そこらへんの

ＰＲ策と、労働内容もこれマッチングに結びつけて、どの部分まで細かく提示できるかが大事

だと思うんですが、そこらへんの展開を、取り組みをお伺いしたいんですけども。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長。 
〇市長（山下政樹君） 

 実は、この１０月から６月に変更というのは私の指示でございまして、去年１０月に初めて

市がやっている独自の就職ガイダンスに伺わせていただきました。笛吹市は大変、品のいいと

ころでございまして、全部が終わったあとのものに、まだあふれている方がいらっしゃるんで

はないかと、そういう方を拾ってあげなければかわいそうではないかということで、１０月を

設定して今までやっていたんだと、こういうことでございました。ただ残念ながら、議員おっ

しゃるとおり、もう大体１０月になりますとほとんど就職、なり手が決まっておりまして、要

するに本当に最後のひとしぼりみたいな格好になっていたものですから、非常にマッチング率

も高くありませんし、また、そこにお越しになっていただいている受験者も大変少ないという

ことでございます。企業さんは大変、逆に言えば６月に忙しいときではなくて、１０月の終わっ

たときですから、逆に言うと大変たくさん来ていただけるんです。だけど残念ながら学生さん

が少ないということなものですから、日時を１０月から６月に変えて、そしてわれわれもそう

いった形で通常の民間がやっていたり、またいろんな、山梨県がやっていたりするものと同じ、
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同格で一度やってみたらどうですかという話で、今回は１０月から６月に時期をずらさせてい

ただいたということでございます。またいろいろ試してみますので、またいろいろ議員も見て

いただきまして、ご意見をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 
〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 あと中小企業対策で、経営の安定ということで小口資金融資制度ですとか、中小企業経営改

善資金利子補給制度、こういったものもありますけども、こちらのほうも毎年の利用状況がか

なり低いと。低いということは使い勝手が悪いだとか、それ以外の制度を使っているというこ

とで、多少の使い勝手がよく、ハードルを下げる、制度改正も必要な中で、そこらへんの市の

中小企業、個人商店の救済策で具体的な、またそういった部分の向上に向けて考えはあるでしょ

うか。 
〇議長（海野利比古君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 たしかに議員のおっしゃるとおり市のやっている小口資金と、ほかの利子補給等の制度がご

ざいますが、やはりなかなか環境面が難しく受ける方が少ないというようなことも現実にござ

います。ただし、さっきの震災の関係の融資、これらのほうの貸し付けが緩いと言いますか、

借りやすいものがございますので、そちらが代わりに中小企業の皆さま、商工業の皆さまが貸

し付けが多くなってございます。こちらのほうでカバーしているというところでございますが、

今後も小口資金をより借りやすくするように、われわれも研究していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 それとまた観光施策で当然インバウンドと、２０２０年に向けていろんな自治体がＰＲして

おるわけですけども、今はゴールデンルート、一歩離れて、経験した人は次はどこを目指すか

といいますと、ディープジャパンと言いまして、静かな地方都市が旅のクライマックスという

ことがキーワードになっているようでありまして、自国ではあり得ない風景や体験が求められ、

日本で有名かどうかではなくて、自国とのギャップが大きいほど行きたいという傾向にあるそ

うであります。そしてまたインバウンドの、日本の観光地ここが残念の指摘で多いものはです

ね、言葉の問題、果物狩りやワイナリー巡り、神社・仏閣を体験したいけれども、外国語で受

け入れられるところがないということと無料のＷｉ－Ｆｉが使えるところがない。飲食店に外

国語メニューを増やしてほしい。そして３点目、洋式トイレをもっと増やしてくれと、この３点

がかなりの多い部分を占めている中で、すぐにでも取り入れられる、例えばハンディ外国語翻

訳機ですとかＳＩＭカード、そしてＷｉ－Ｆｉの整備ですとかトイレ改修、ここらへんできる

ところから、やはり２０２０に向けて手を付けて、誘客に直結していただきたいわけですけど

も、その具体策、いかがでしょうか。当局の考えですね。できることから手を付けてほしいと

いう中で、そういった要望をどのように。 
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〇議長（海野利比古君） 
 産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 
 お答えいたします。 
 議員のご指摘のとおりだとは思いますが、現状ではですね、笛吹市で外国語教育というとこ

ろでは、現状、宿泊施設等、直接、外国人の対応を求められる、この部分についてフロント従

業員を対象に外国語によるおもてなしセミナーを今年度、開催しているところでございます。

こちらについては１０月から５カ所、行っているところでございます。 
 それからＷｉ－Ｆｉ、それから洋式トイレ等につきましては、東京オリンピックの開催に合

わせて国等の補助金が出てきてございます。それらを注視しながら、使える補助金を市として

勉強しながら、これらの整備を進めていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 また、できることはすぐにでも取り組んでいただく、そしてまた笛吹市観光振興計画も５年

の計画のうち１年は現状ニーズの把握、またそれ以降、誘客を増やすということで、これから

はやはり地産地消という言葉のほかに、地域産業の活性化には地産外商と、外へ大きく商う、

こういった視点も大事かなと思う中で、外へのたゆまないＰＲですか、今、インスタ映えです

とかチラシ以外の媒体、ネット社会でのホームページですとか、いろんな媒体、即効性のある

ＰＲ、イベントなんかも早めに情報発信する中で、多くの誘客、宿泊客増加の農業施策のアッ

プにつなげるためのいろんな媒体によるＰＲ、こういったものをどうお考えでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 答弁の中にもありましたとおり、携帯電話等を使った情報発信、これが今、かなり主流になっ

ております。特に外国人にとっては。市としてもインスタ映えをするスポットを募集したり、

新たな資源の発掘等を笛吹物語の中で行っていきたいと思っております。 
 また、外への発信につきましては、今、特に山梨県のワイン等が世界で評価されてきており

ます。峡東ワインリゾート構想等の推進を図りながら、関係するホテルや農産物、二次交通と

合わせた取り組みを行って外国人、それから個人旅行等に対応した観光施策を推進していきた

いと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 それではですね、新学習指導要領ということで、今回の内容は国で決めることでありまして

言語能力の確立の育成、理数教育の充実、外国語教育の充実、そして現代的諸課題の対応とい

うことで、市内の公共施設の整備、租税の役割、社会保障や仕事と生活の調和のための労働立
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法とか、こういったものも大きな骨子でありまして、英語教育、これは非常に高い偏差値を取

るとかではなくてですね、これはやはり英語を喋れれば世界中行ってもどこでも大体通用する

ということで、ひいてはこの世界平和にもつながるのかということで、移行期間２年、２０年

度全面実施ということで、当然、今の学校の現場の先生たちも非常に部活から何から大変、負

担増と懸念されている中でありますけども、しっかりとですね、今できること、猶予期間であ

りますけども、例えば指導力強化、そしてまた管理職に対する意識付けを行うことですとか、

また機器ですか、各種機器の整備がなければ、なかなかスムーズにいかない中で、校内や教育

委員会に対する研修の充実はどのようになされているかということと、スムーズにいくための

設備を最低限留める必要も必要だとは思いますけれども、学習のためですね。そこらへんの見

解をお伺いしたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 まず研修の充実でございますけれども、英語教育につきましては、平成２７年度から春日居

小学校、春日居中学校、笛吹高校が連携する中で英語教育強化拠点事業というふうなことを実

施してまいりました。今年度が最終年度になります。これらの成果を来年度以降、研修という

ふうな形で市内全域に広げていきたいというふうに考えております。 
 それからプログラミング教育につきましては、当然、教員の中には不安もあるということで、

外部の講師等も検討する中で今後、研修を進めていきたいというふうに考えております。 
 それから設備の充実ということでございますけれども、プログラミング教育につきましては、

今、ＩＣＴ事業の中で小中学校のパソコンの入れ替えを行っております。その中でタブレット

端末も同時導入を行っておりまして、プログラミング教育に今後、活用していく予定でござい

ます。それから来年度、プログラミング教育のソフトを購入する予定でございます。 
 それから英語教育につきましては、各学校でプロジェクター等を整備しておりまして、今後、

英語教育に活用していく予定でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 それと現代的諸課題の対応ということで、例えば今でも法人会で租税教育、そしてまた薬物

乱用防止教育なんかもさまざまな団体、外部の力を借りて行っておるわけですけれども、今後

もいろんな角度で、部活にしてもそうですけども、必要な人的・物的な資源を地域の外部の資

源も含めて活用し、効果的な組み合わせによる事業も必要だと思いますけれども、そこらへん

の具体的な取り組みと、また点が線になるような、そこらへんの考えはいかがでございましょ

うか。 
〇議長（海野利比古君） 

 教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
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 今、議員がご指摘になりましたように、薬物乱用につきましてはライオンズクラブのご協力

をいただいたり、租税教育につきましては、税務署のほうでご協力をいただいたりしておりま

す。今後も外部の力を借りながら、そういった教育に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 ４点目の防災計画、こちらですけども、いろいろとまた避難所運営委員会を受けて、昨年度

ですか、行政区の力を借りる安否確認ですとか実践に基づいた施策ということ、今年度考えて

いる、行政区もですね、うちの区もそうですが極めて高齢化で、なかなか区の役員もなり手が

いない。ついては、やはり限界があるのかなと、市の施策で。また、そういった部分のフォロー

アップというのも場合によっては必要かなと思われるんですけれども、そこらへんはいかがで

しょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 防災につきましては、区の役員さんが行っているところ、またそれとは別に災害に対する役

員さんを別に置いていただいているところ等がございます。今後はやはり区長さん等だけでは

なくて、防災に長年、ある程度、長期間の間、携わっていくような役員の人、例えば消防の部

長さんが終わった方がそのまま残って防災リーダー的なものになっていただくですとか、そう

いうふうなことをして、地域ぐるみ、役員だけに頼らずできるような、そんな体制を取れるよ

うに、また地元と協議をしながら進めてまいりたいというふうに思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 それでは最後のですね、ユニバーサルデザイン、バリアフリー、こちらのほうですけれども、

当然、ハード整備、ソフト事業、２つあるわけでありまして、道路等、これは予算もかかるこ

とで順次改修にはなろうかと思いますけれども、先ほどのように例えばトイレの改修、改善で

すとか、このわが市のイメージアップと集客、そしてまた高齢者ですとか障がい者の観点から

も、誰もが清潔で安全・安心、快適に利用できるトイレ、これの必要があるわけで、先日、市

議会でも群馬ビジタートイレ認証制度と、これを研修してまいりまして、より高いレベルを維

持する仕組み、またトイレの数ですとか清潔感、こちらも直ちに取り組むべき要素も多いと思

いますけれども、そちらの市の考えはいかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 ご質問にお答えいたします。 
 市の窓口であります石和温泉駅等につきましては、建設の段階から利用される方等のご意見
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を頂戴しながら、ユニバーサルデザインに向けました多機能的なトイレ、それから分かりやす

い表示ですとか、歩行空間等の手すりの設置などを行ってきております。トイレなんかは、ご

存じのとおり庁舎を改修した時点でも、南館、それから市民窓口館、本館等につきましても多

機能トイレ等を設置しておきましたり、そういった面で新しく造っていくものについては、そ

ういった形で順次、新しく改装しております。 
 公園ですとか、その他の体育施設、文化施設等につきましても、随時改修をする段階でそう

いったことは取り入れながらというふうなことを考えておりますけれども、よろしくお願いい

たします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 ユニバーサルデザイン、バリアフリー、これは福祉観光、先ほども申しましたように高齢施

策ですとか、広い視点に立って部局横断的な施策展開が求める中でありまして、例えば甲府あ

たりだとユニバーサルデザインガイドラインを作成しているところもあるようですし、そういっ

た一歩踏み込んだ、また市の策定、そしてまた何よりも職員研修ですかね、いろんな部局にわ

たるハード面、ソフト面の充実ということで職員研修、啓発が必要だと思われますけれども、

そちらの見解はいかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 先ほど市長の答弁の中でも、職員に対する障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応

要領等を定め、その研修等を行っているという話をさせていただきました。今年度も人権の研

修ということで、特に障がいのことに限ってということではなかったわけですが、障害者差別

解消法を題材にしながら、人権問題について職員全体で研修を行うというふうなことを取り組

んでおります。 
 この心のバリアフリー化につきましては、職員の中でもそういった対応をしつつ市民の方々

のところでは、自立支援協議会、またその事務局を担当します基幹相談支援センターが広報の

ほうに基幹支援センターだよりを掲載しまして、自立支援協議会の中で話し合われている市民

の方々に障がいのありようといいますか、持っている、ある方の状況を分かっていただくため

にはどうしたらいいのかということを日々伝える工夫をしております。こういったところでは、

当事者の方々も一生懸命考えていただいていますので、さらに広げていきたいというふうに考

えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 
 以上で終わりますが、ハウスの桃も咲き始めましたし、いよいよにぎわいスタートでござい

ます。人もお金もぐるぐるまわる笛吹市、また市長のもとみんなで取り組む笛吹市の実現を求
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めまして、笛政クラブの代表質問とさせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、笛政クラブの代表質問を終了します。 
 続いて日本共産党、渡辺正秀君の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので、日本共産党を代表しまして代表質問を行います。渡辺正

秀でございます。 
 オリンピックたけなわといいますか、終盤に向かっておりますが４年に一度のスポーツの祭

典、素晴らしい競技、パフォーマンスに感動しているわけですが、同時に国境を越え、勝者も

敗者も互いにリスペクトする、この感動ドラマが繰り広げられております。まさに平和賛歌、

人間賛歌ではないかというふうに思っております。 
 質問に入ります。 
 第１の質問は、第２次笛吹市総合計画「基本構想（案）」についてであります。 
 第２次笛吹市総合計画は笛吹市の最上位計画であり、今年４月から２０２６年３月３１日ま

での８年間を対象期間とするものでありますが、そのうち基本構想は市と市民の現状と課題と

将来像を示し、課題の解決と将来像実現の方向性を示すものだと思います。 
 詳細は実施計画に譲ることになるでしょうが、基本構想において市と市民を巡る問題点・課

題、これを明確にし、その打開の方向性と決意を明らかに示すことが必要ではないでしょうか。

そこで質問いたします。 
 まず第１に周辺地域住民、特に障がい者や高齢者の医療や買い物など生活困難が現在でも進

んでおり、放置すればコミュニティの崩壊も心配されます。特に住民の暮らしを守るコミュニ

ティを守る上で必須条件の１つが住民の足の確保でございます。この課題についての考えと決

意をまず伺いたいと思います。 
 そして次に非正規労働の拡大、農家・地域事業者の収入減で格差と貧困化が進んでおります。

日本の相対的貧困率は１５．６％で、ＯＥＣＤ３５カ国中７番目に高いのでございます。日本

より高いのはイスラエル、トルコ、メキシコ、ラトビア、チリ、あまり聞き慣れない名前です。

そしてさらにそれにアメリカが入っております。北欧、西欧は一国も入っておりません。日本

の格差社会は、ここまで進んでいるのであります。 
 さて、この１５．６％の方々の等価可処分所得がこの１０年間で１５１万円以下から１３３万

円以下と１８万円も下がっております。夫婦と子ども２人の４人家族でいえば年収３００万円、

可処分所得２７０万円以下に相当します。この１５．６％に入る方はここにも、そして市の正

規職員にもいないと思いますが、こうした方々の暮らしと子どもの教育をどう支えていけるの

か、大変な問題だと思います。このことはまた、将来の無年金や低年金者を増加させます。市

民の暮らしを守る、並大抵なことではございません。これを守る考えと決意を伺いたいと思い

ます。 
 そして３つ目に、農業観光産業の後継者育成支援の考えと決意を伺います。 
 ２つ目の大きな質問でございます。第４次笛吹市行財政改革大綱（案）についてであります。 
 行財政改革で強調されるまでもなく、ＰＤＣＡ、やったらきちっと総括して次の方針を立て

ることは当たり前です。第４次笛吹市行財政改革大綱（案）策定に当たっては、ＰＤＣＡがしっ
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かりなされたのか、以下伺います。 
 「財政状況が厳しさを増す中」と枕詞のように繰り返されておりますが、今日も議員の質問、

また執行部の答弁にこの言葉が繰り返されましたが、残念ながら定性的な話でどれだけという

具体的な話というのはほとんど出ておりません。 
 そうした中で長期の財政計画というのは、推計というのは、数字をもってした非常に重要な

ものではないかと思うわけですが、この総括に当たって第３次行財政改革大綱では平成２８年

度には地方債が４６９億２，７００万円に増え、基金は１４１億９，３００万円まで減るとい

う見通しを示しておりましたが、２８年度決算では地方債残高は見込みより３０億１，２００万

円少ない４３９億１，５００万円に留まりました。基金は見込みよりも２４億３，８００万円

多い１６６億３，１００万円となっております。このことをどのように総括しているのか、ま

ず伺いたいと思います。 
 それからこの案の２ページの（２）で正規職員数の削減により人件費の縮減のほか、公共施

設への指定管理者制度の導入等により、累計で約１８億円以上の経費削減とあるが、これは以

前出された数字とちょっと違っているもので、この報告を訂正したのかということをちょっと

お聞きしておきたいと思います。 
 それから「民ができることは民へ」と指定管理者制度導入が進められました。その総括はど

うかということですが、まず財政効果について指定管理者制度を適用しても市の管理責任は免

れないということでございます。その人件費などの管理費用を含めた指定管理費用と、直営に

おいて、時代が進めば当然、合理的な管理も進むわけです。合理的管理を想定した場合のコス

ト比較をぜひ示していただきたい。そして、サービスは向上したという評判は多いのかどうな

のかと、伺いたいと思います。 
 次に私は市民による地方自治の中で、市と市職員は地方自治の専門集団であり、同時に専任

者集団だと理解しております。したがって計画策定のみならず、自治活動において専任集団と

して役割をしっかり発揮することが必要だと思います。 
 ところが行革方針のもと、極端に言えば「計画をつくるのは私たち、実行するのは市民や民

間業者の皆さん」という現象が広がっていると思います。現場を知らずに机上の空論で空回り

することが、私の感覚ではちょっと目立ちすぎると感じます。この点についての総括を伺いた

いと思います。 
 それから「上からの行革方針や誘導政策をこなすのが精一杯、翻弄されている」という声が

ございます。先ほども目くるめく制度改革という言葉がございました。やはりこういう実態に

ついては、感じておられるのかどうなのか伺いたいと思います。 
 教育分野でも「上からの教育改革に翻弄され、本来の教育活動に支障が出ている。また大変

な過重労働となっている」という声が大きくなっております。この点について教育委員会の認

識と対応を伺いたいと思います。 
 これらを含めてですね、今の私の感覚としては、行革方針も地方自治の本旨に立ち返って抜

本的に行革方針それ自体を見直すときを迎えていると思いますが、いかがでしょうか。 
 以上、伺います。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、山下政樹君。 
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〇市長（山下政樹君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えをいたします。 
 はじめに第２次笛吹市総合計画についてのご質問のうち住民の足の確保についてですが、高

齢者や障がい者の移動手段の確保は、地域で暮らし続けていただくために大変重要なことと考

えております。 
 福祉的な支援策、地域公共交通を組み合わせることにより、そのニーズに応えられるよう努

めてまいります。 
 次に所得格差による市民生活についてですが、総合計画策定のための市民アンケートによる

と雇用条件の改善・促進や地域資源を活用した新しい雇用の場の創造、新規産業・優良企業の

誘致・育成などの施策について、重視している市民の割合は高く、本市の大きな課題の１つと

して認識しております。 
 所得格差をなくし、すべての市民が豊かに暮らせる環境整備に向けて取り組んでまいります。 
 次に農業、観光産業の後継者育成支援の考え方と決意についてですが、日本一の果樹王国で

ある本市農業を堅持していくため、後継者の育成はもちろん、行政として現就農者・新規就農

者の方々を含めた全体としての支援・下支えを行っていくことが重要であると考えております。 
 関係機関との連携を深めつつ、市単独を含めた各種の現行施策・支援制度等の磨き上げに加

え、来年度からリニューアルいたします通称、笛吹市農業塾に代表される新たな取り組みの推

進など、引き続き就農者が増える育成施策や体制づくりを地域の皆さまと協働して進めてまい

ります。 
 また、笛吹市の第３次産業の要として栄えてきました石和・春日居温泉郷の観光産業を引き

続き継続するためには、後継者支援は非常に重要であると考えております。石和・春日居温泉

郷は温泉湧出から５７年が経過し、施設の老朽化に伴う改修や旅行形態の変化による経営方針

の見直しが迫られております。 
 このような状況から安定した経営を行うための後継者支援は、石和・春日居温泉郷をはじめ

とした観光産業の継続へつながるものと考えております。市としましては、経営基盤の強化や

総合的な経営支援の相談窓口である山梨県よろず支援拠点の活用を推進し、後継者育成につな

げてまいりたいと考えております。 
 次に第４次笛吹市行財政改革大綱（案）についてのご質問のうち、第３次行財政改革大綱に

かかる地方債残高・基金総額の見通しと実績についてですが、地方債残高は、国の交付金の配

分がなかった事業の先送りに伴い、補助裏財源である起債の発行も先送りし、普通建設事業を

見直したことにより見込みを下回っております。 
 また、基金総額は事務事業の経費節減により、次年度への決算剰余金が予想以上に大きかっ

たこと、また普通交付税の合併算定替えの影響が見込みより小さかったことにより、基金の大

幅な変動が回避できていると総括しております。 
 次に正規職員数の削減、公共施設への指定管理者制度の導入等、経費削減に対する報告の訂

正についてですが、集中改革プランによる財政効果は、第２次笛吹市行財政改革大綱において

定員適正化に伴う経費削減額１７．１億円および公共施設運営見直しに伴う経費削減額０．９億

円と報告したとおりであり、訂正してはおりません。 
 次に指定管理者制度導入によるコスト、サービスの向上についてですが、各施設への指定管

理者制度導入時においては、コストの削減とサービスの向上に主眼を置き、事業者の選定を行っ
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ておりますので、直営の場合に比べると一定のコスト削減につながっているものと考えます。 
 しかしながら、導入当時と現在では社会情勢等の変化やサービス内容の見直しなどもあるこ

とから、一概に費用面での比較は難しいものと考えております。 
 サービス面では、年２回実施するモニタリングからも多くの利用者から好評をいただいてい

ることが確認でき、制度導入の効果は確実に反映されているものと感じております。 
 次に自治活動における職員の役割についてですが、地方分権改革の進展とともに地方公共団

体は自らの判断と責任において、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求められてい

ます。 
 一方では、厳しい財政状況を背景に行財政改革に鋭意取り組んでいかなければならず、必然

的に行政の力だけでは、自治体運営や住民サービスの向上に対応できないという現実がありま

す。このような状況下においては、市民の皆さまや事業者など民間の力と行政とが協働するま

ちづくりが不可欠であると考えます。 
 こういった観点からも地方自治を担う職員が積極的に地域に関わり、市民の生の声を聞き、

市民との信頼関係を築くことが重要であると考えております。 
 次に上からの行革方針や誘導方針をこなすのが精一杯、翻弄されているという声の市の認識

についてですが、国の行革方針等に翻弄されているという認識はありません。 
 行財政改革は市民のためにあるものであり、市民のニーズに応え、質の高い行政サービスを

提供していくために必要なものと考え、自らの判断と責任において行っております。 
 次に教育改革に伴う支障や過重労働についての認識と対応についてですが、学習指導要領の

改訂により、平成３２年度より小学校に外国語活動が本格実施されることとなります。これに

伴い授業時数が増加することになることから、学校現場の多忙化はなかなか解消されない状況

が続くことが予想されます。 
 学校においては、各学校ごとに多忙化改善計画を作成し、会議の効率化や学校行事の負担軽

減、校内組織の見直し等の取り組みを行っておりますが、市としても今後継続して多忙化解消

に向け善処していきたいと考えております。 
 最後に、行革方針も地方自治の本旨に立ち返って抜本的に見直すときを迎えているについて

ですが、これまでに三次にわたり行財政改革を進めてきましたが今までの考え方を変えなけれ

ばさらなる改革を行うことはできないと考え、行財政について根本的な見直しを進めています。 
 市役所における現在の組織や職員の常識が行財政改革の壁になっていないか、笛吹市を

１００年続くまちとして創造していくためにどうあるべきか、そのような観点で今後、ゼロベー

スでの行財政改革を推進してまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 まず１問目に関しての再質問でございますが、住民の足の問題ですが、合併以来、公共交通

網充実のため試行錯誤が繰り返されてきたが、それでもカバーできる地域はわずかであり、ま

た路線まで５０メートルでも利用できないという高齢者や交通弱者が数多くいるということで

す。合併後、廃止された旧境川方式、すなわち市営バスのタクシー利用補助の併用方式を復活
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する考えはないかどうか伺いたいと思います。 
 そして１２月議会にぐるりバスの経費、タクシー利用補助の経費は当時、どのくらいかかっ

たのか調べていただきたいとお願いしたわけですが、これは調べてございますでしょうか、伺

います。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営企画課長。 
〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 
 議員がおっしゃるとおり、合併以来、公共交通の形態については定時と定時路線のバスの運

行から始まりまして、そのままその効率性、効果的な部分を検証しながら、現在デマンドタク

シーという形態になっているということでございます。 
 当然、公共交通でございますので、ある程度、自力での移動ができる方を対象にしていると

いうのが基本的な考え方だと思っておりますが、当然すべての市民の皆さん、その中には重い

障がいを持っている方とか高齢者でなかなか、足の弱い方もいるわけでございますけれども、

そういった部分についてはやはり福祉的な部分での移動視点という形を絡めながら、公共交通

として全体でカバーしていかなければならないというふうに考えているところでございます。 
 それからぐるりバスの状況については、もう一度、ちょっと今、調べてございませんので、

至急調べてご報告させていただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 再度、ぐるりバス、それからタクシー利用補助経費、どれだけかかったかと。どれだけ効果

的、効率的だったかということをぜひ検証して、そして境川方式の調査と、もう一度それを実

現することを求めて、次の質問に入ります。 
 そして介護保険料や上下水道料の値上げが行われる予定ですが、これは大変厳しいと。特に

低所得者にとって大変厳しいということです。上下水道料においても基本料金も一律に２４．

７％値上げということで、格差と貧困化が著しい今日、これは大変なことだろうと思いますの

で、このへんについての考え方、一律でよかったのかどうなのか伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 公営企業部長。 
〇公営企業部長（遠藤正文君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 今回の値上げにつきましては２４．７％、非常に市民の方への負担は大きいかと思いますが、

これまで赤字を毎年繰り返してきたわけでありまして、やむなく市民の皆さま方にお願いする

という手段を取らせていただきましたので、何とぞご理解をお願いしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 格差と貧困化という点については、なかなか取り返すのが難しい世代というのが今の３０代、

４０代いらっしゃるわけです。当然、年金にもかかってくるから将来も大変厳しいことは目に

見えるわけでございますけども、こうした中でこういう問題について市のやれることには、も

ちろん限りがあると。そして、そういう中で衣食住のうち住については、文化的で低廉な住居

を準備することは可能だと思います。特に公営住宅については再建の計画がずっと滞っていた

ということがございましたので、この点についての考えを伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 公営住宅につきましては、それぞれ低廉な家賃で入居していただくということが第一の目標

となって、低所得者の方に入っていただくということが第一の目標となっております。今回、

統合等をさせていただく中で、３団地を１つにまとめる中で、四日市場団地のほうを６月に完

成し、現在の入居者を基準に入居をしていただくと。それ以外にも空きの部分もありますので、

そちらについては再度、募集をかけていくというふうな形を取らせていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ住環境の問題でですね、計画的にこの充実を図っていただきたいと思います。 
 農業後継者への支援の問題ですが、この市の独自の施策であります農業後継者支援。これ２、

３年して見直すという話だったわけなんですが、制度ができたあとですね。ずっと、あまりに

もこのＩターンの人たち、県の事業なんかに比べてですね、支援が低すぎるというふうに思う

んですが、この点について改善の考えを伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 当然、補助金につきましては、３年から５年かけて見直すということになっております。議

員さんのおっしゃる、県に比べて低いというものについては、たぶん３０歳以下の農業後継者

の支援について月３万円というものだと思いますけれども、この制度はほかのどの自治体、ど

こにもない笛吹市独自のものでございます。独立自営につきましては、Ｉターン、Ｕターンに

ついては５０万円、１００万円という国の補助事業に漏れた方を独自に笛吹市で補助しており

ますので、この金額につきましては、いろんなものを勘案した上で再度見直しを図っていくと

ころでございますが、早急な制度改正はちょっと行えないということでございますので、しば

らくこの調査、検討した上で改正をしていきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 この制度の成果は大変上がっているという話を伺っております。ただ、残念なのは金額が低

い、それから年齢制限があまりにも低すぎる。このへんを早急に改善して、そして農業後継者、

しっかり育てていくという、育てることも含めて改善をお願いしたいと思います。 
 次に、ちょっと古い話になりますが、私は石和高校が笛吹高校になるときに国際交流学科の

廃止というのは非常に残念だったなと思うわけだったんですけども、高校生の地方留学や海外

留学支援を行って、斬新な知見と感性を持った後継者の育成、また市外で活躍する子どもの育

成が必要と思いますが、こういうことを含めた大胆な育成策というのを検討していただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 高等学校の話を、ここで答えられますか。 
 経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 
 お答えいたします。 
 高校生を対象にしたそういった国際交流というか、グローバルな感性を形成していくという

ふうなお話でございますけども、現在、笛吹高校と市のほうでは包括連携的な協議というか、

協定を結んでございます。高校側でですね、そういった計画等、また企画等をする中でまた市

と協議する中で、可能であればそういったものを進めることもできるではないかというふうに

思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 高校側のあれを待つのではなくてですね、ぜひ観光振興、後継者育成のためにですね、主体

的に働きかけていくことを期待したいと思います。 
 次に財政の問題なんですが、これは先ほどの説明以外に以前から言ってきたとおり財政試算

の方法それ自体がやっぱり、必ずずれてくるという仕組みを持っていたということでございま

す。そういう点では、行革の成果とは言えないわけでございます。そのへんもしっかりですね、

妥当な数字を、見通しを出していかないと、大変だとも大変でないとも言えないはずなんです

ね。ぜひ妥当な数字なもとに、これは削れる、これはそれでも充実しなければならない。こう

いう根拠になるようなものを、しっかりしたものをつくっていただきたいということをお願い

したいと思います。その考えを伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 
 市の財政見通しにつきましては、秋にですね、長期財政推計ということで出しております。

現時点では、それが一番妥当な数字だというふうに私どもは認識をしてつくっておるわけです

けれども、いろいろなまた考え方の違いでですね、こういった推計の仕方がいいのではないか

というものが出てくれば、またそれによるものもやぶさかではないと考えておりますが、現時
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点では今、出している推計が最善のものだというふうに考えております。 
 また、財政が苦しいということを枕詞のようにということもございましたけれども、地方交

付税一つとってもですね、合併算定替え一本算定になるという部分だけを見ても財政が以前よ

りも苦しい状況にあるということは言をまたないところでございますので、そういった表現も

決して過剰な、皆さんの不安をあおるようなものではないというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 そのことも含めて、ぜひ定性的な話だけではなくて、具体的な数字をしっかりしていただき

たいということを重ねてお願いしたいと思います。 
 それから働き方でございますけども、やはり専任集団として市民の中で役割を発揮していく

ということ、これが弱まった結果、１つは多機能アリーナの問題も戦国ミュージアムの問題で

も公共施設の利用料金の問題でも、大変な労力を逆にたくさんかけることになったと思うんで

すね。やっぱり市民に密着した、そして市民と共にある行政の実現を目指していただきたいと

いうことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、日本共産党の代表質問を終了します。 
 以上で本日の議事はすべて終了しました。 
 お諮りします。 
 週明けの２６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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、２６日は休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２月２７日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時３８分 
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再開  午前１０時００分

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

〇議長（海野利比古君）

おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。

傍聴人に申し上げます。

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

に願います。

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

 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法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。

本日、北嶋恒男君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。

なお、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。

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

〇議長（海野利比古君）

  それでは日程第１ 「一般質問」を行います。

今定例会は７名から１１問の通告がありました。

質問は通告順に行います。

質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。

なお、当局の答弁も簡明率直にされまして議事進行にご協力をお願いいたします。

質問時間については、１人１５分以内とします。

関連質問については、申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて

終了したのちとなりますので、ご了承を願います。

それでは通告に従い、神澤敏美君の質問を許可します。

 神澤敏美君。

〇５番議員（神澤敏美君）

笛新会の神澤でございます。

議長のお許しをいただきましたので、通告に従って一般質問をいたします。

当期、史上初の１５個のメダルを獲得し、平昌オリンピックが幕を閉じました。今回ほど感

動と、それから勇気をいただいたことは今までかつてありません。出場選手および役員の方た

ちに敬意を心から申し上げたいと思います。ご苦労さまでございました。

それでは、一般質問に入ります。

１番目の笛吹市消防団員サポート事業の進捗について、お伺いいたします。

笛吹市消防団員におかれましては、昼夜にわたり地域住民の生命と財産を守り、防火、防災、

水防に貢献しております。

 現在の少子高齢化時代の中、各自治体では消防団員の確保に苦慮しておりますが、笛吹市で

は２９年度から県のサポート事業と提携を図り、有効性のある笛吹市消防団員サポート事業に
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取り組み、各種団体に協力店として募集し積極的に推進してこられたことに大いに評価すると

ころでございます。 
 平成３０年１月からスタートしている消防団員サポート事業は、地域全体で消防団を応援す

る体制をつくり、地域の安心・安全は自分たちで守る、災害に強い地域を目指すための事業と

しています。また、消防団を地域で応援してもらうことで団員確保とサポート店のイメージアッ

プにもつながることが期待できます。そこで現在の進捗状態について、お伺いいたします。 
 １点目、消防団員証と家族ファミリーカードの申請手続きについて、その方法やＰＲの周知

は十分にできているのか、お伺いします。 
 ２点目といたしまして、消防団員証または家族ファミリーカードを紛失したときに対応をど

のように考えているのか、伺います。 
 ３点目、消防団サポート店として、ガソリンスタンド、ホテル、レストラン、自動車整備会

社など登録５０店舗を目指すとしているということですが、現在の登録状況はどのようになっ

ているのか、お伺いいたします。 
 ４点目、消防団員サポート事業および消防団サポート店について、市ホームページで公表す

るとしていますが、広報ふえふき等において広く周知することが必要ではないかと思います。

お伺いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 
 小澤総務部長。 

〇総務部長（小澤紀元君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに消防団員証と家族ファミリーカードの申請手続きと周知についてですが、団員証、

ファミリーカードとも消防団員サポート事業開始の本年１月、消防団員全員に各分団部隊長を

通じ交付を行っており、申請は不要であります。 
 今後は、毎年４月に新たな消防団員には同様の方法で交付するとともに、退団の消防団員か

らは返還いただくこととしております。 
 周知につきましては、各分団の部隊長で組織する役員会においてサポート事業制度や消防団

員サポート店の一覧、特典内容等を説明し、団員への周知、活用方法等について徹底しており

ます。 
 次に団員証、ファミリーカードを紛失したときの対応についてですが、団員証を紛失、また

は破損した場合は速やかに部隊長を通じ、消防団事務局に申し出ていただき、紛失の経過を聞

き取る中で、必要に応じ再発行をすることとしております。 
 団員証、ファミリーカードは本市の消防団員・家族である身分証であるため、取り扱いには

細心の注意を図るよう指導をしております。 
 次に消防団員サポート店の現在の登録状況についてですが、本年１月のスタート時には４８の

事業所がサポート店として、ご登録いただきました。さらに、現在３０程度の事業所からご登

録に関する照会をいただいておりますので、趣旨等を十分ご説明し、１件でも多くご登録がい

ただけるよう努めてまいります。 
 次にサポート事業およびサポート店を広報ふえふき等において、広く周知することが必要に

ついてですが、現在、事業の内容や登録していただいたサポート店については、市のホームペー
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ジにアップしております。今後、定期的なホームページの更新に加え、ご提案のとおり広報誌

等への掲載を行うなど、サポート事業を広く周知してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。再質問をいたします。 
 ３点目の消防団サポート加盟店舗をということでもって質問いたしました。加盟店の周知を、

この加盟店になったところを市民にも周知できるようになれば、そのサポート店をまた市民も

応援できるかと思いますけども、店の前にのぼりの旗とか、何か印になるものがあれば非常に

便利かと思いますけども、その点をお伺いしたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 消防団のサポート店につきましては、当然、ホームページですとか、今後、広報等で紹介す

るわけでございますけども、そのほかにも現在、このような形で消防団の協力の団体には店の

前に張るようなものを交付させていただいておりますので、それをもって消防団の協力のお店

であるというふうなことも周知できるというふうに思っております。 
 さらに今後、どういうふうにしていくか、今後もっとアピールするための方法についても、

内部でまた検討をしてまいりたいと、そのように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。ぜひ、そのようにしてですね、できるだけ一般の方たちが目につく

ような場所に置いていただくと、私たちも入りやすいですから。 
 ４点目の市のホームページと、開くとき、ホームページをなかなか開かない若者、若い人た

ちが多い。そういう場合、家族とかですね、あるいは友だち、そういう人が一番サポートする、

団員もお話しやすいということが、ほとんど団員が、今まで区長さんなんかを通じてできるよ

うになったんですけども、そういう消防団活動をしっかりとサポートしていただくようなシス

テムづくりというか、また知恵を絞って、うまいことがあったら、どしどしアピールしていた

だきたいと思いますが、その点をお伺いしておきます。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 やはりサポート店につきましても、またいろいろな方法で、さっき言った広報ですとかイン

ターネット以外でもできたり、また今、いろいろなＩＴの関係の消防団員も使えるようなもの

もございますので、そういうふうなものもフルに活用できるような時代に即したアピール方法
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を検討して有効的に活用していきたいと、そのように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。市民の生命と財産を守っていただく消防団員活動をしっかりして、

市民全体一丸となってサポートしていけるようなことをお願いいたします。 
 それでは、２点目の質問に入ります。 
 先人たちが地域に育んだ静の文化遺産、それから動のスポーツと芸能遺産、その時代時代を

映す鏡となっております。時には時代が変わっても、その歴史が必ず後世に残されてきます。

国もやっと重い腰をあげることに今、検討しております。地域振興の文化財活用について、お

伺いいたします。 
 国の文化審議会は、文化財保護法の改正に向け、文化財を地域振興に活用する仕組みを柱と

する中間まとめ案を示しました。市町村が地域で継承されている未指定も含めた文化財に民間

の収益事業なども組み合わせた計画を作成し、国が認定する制度の創設など、個別の文化財保

護から総合的な保存活用の支援へ転換することが提案されています。 
 中間まとめ案では、未指定文化財や周辺環境なども含め総合的に保存活用する基本計画を市

町村が作成できるとして、国が計画を認定したときには、補助や税制優遇措置などの支援を受

けられることを検討することとなっています。 
 民間による観光関連事業などを組み合わせた収益を保全に充てることで、地域の文化や伝統

の自立的な継承につながると言われており、例えば古民家を宿泊施設などに改修し、景観も含

め保存するといった手法も考えられます。 
 文化財保護法の改正のもと市町村や教育委員会、観光団体、文化財所有者などが協議会をつ

くり、地域の宝を積極的に掘り起こし、美術品、伝統行事、文化財指定になっていない建物な

どの活用を推奨・検討し、地域の判断でスピーディーに文化財活用事業が進められるようにな

れば、観光業者の参画が期待できます。 
 市内各地域には国の重要文化財をはじめ神社仏閣、史跡、古墳、伝統的芸能などが多く点在

し、文化の宝庫となっております。そこで次の点について、お伺いいたします。 
 １点目といたしまして、市内には現在、国、県、市の指定文化財はどのくらいあるのか。ま

た、その管理について市はどのように関わっているのか。 
 ２点目といたしまして、指定文化財以外で文化財指定の要望があるのか。また、要望がある

のであれば、何件ぐらいあるのかお伺いいたします。 
 ３点目といたしまして、今回の改正では、国の重要文化財や史跡などの現状変更を許可する

権限を文化庁長官から市町村に委譲することも検討されている。現在、市による文化財指定に

ついては、どのくらいの日数を要して指定になるのか。また、改正により市文化財審議委員会

の審議や指定作業に対し影響が出てくるのか、お伺いいたします。 
 ４点目、これは市長にできたらお答え願いたいんですけど、地域の文化は笛吹物語には欠か

せないものと考えます。この文化財保護法改正により、市長の権限で文化財活用事業の活用メ

ニューが広がり、観光関連事業との連携なども大いに期待できます。この国の動きについて、

市長はどのようにお考えをしているのか、お尋ねいたします。 
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〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに指定文化財の件数と、これらの管理に対する市の関わりについてですが現在、国、

県、市から指定を受けている市内の文化財は２０２件です。その内訳ですが国指定が１１件、

県指定が５６件、市指定が１３５件です。 
 これらの指定文化財の日常的な維持や管理は、所有者または管理者が行っています。しかし、

指定文化財の修理に要する費用や収蔵庫建設費用などにつきましては、その経費の一部を補助

しております。 
 また、これらの補助金とは別に、市単独事業として日常的な維持・管理に要する費用の一部

に充てるため、指定文化財１件につき年間３千円を所有者、または管理者にお支払いしており

ます。 
 次に文化財指定への要望の有無についてですが、現在、教育委員会に対して文化財指定の申

請はありません。しかし、新たに文化財指定となり得る可能性のある候補については、市の文

化財保護審議会委員を中心に常に調査を行っております。 
 次に文化財指定までに要する日数と、現状変更許可が権限委譲された場合の影響についてで

すが、市の文化財指定までに要する日数につきましては、指定申請を受理したあと、教育委員

会から市の文化財保護審議会に対し諮問を行います。文化財保護審議会では調査・審議し答申

します。その結果をもとに教育委員会で指定するか否かを決定します。最短でも２カ月程度を

要しますが、対象によっては調査等に時間がかかり、それ以上の日数を要することもあります。 
 また、国からの現状変更許可の権限委譲がされた場合の影響についてですが、基本的に影響

はないと考えられます。 
 次に、今回予定されている文化財保護法改正に対する市の考えについてですが、今回の文化

財保護法の改正については、今国会に提出される予定と聞いております。改正内容がまだ明ら

かでないため、改正後前向きに検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。笛吹市では、特に文化財というものに対して深い理解と地域の掘り

起こしをしていただいて、努力していただいていることは承知しております。 
 ２０１８年のですね、ダイドードリンコという、専門に毎年やっている、日本のお祭りがあ

るんですけども、日本のお祭り３５選に今回、山梨県の指定になっている無形文化財の山梨岡

神社の神楽が指定されて、今、収録に入っているんです。実は、平成２６年の大雪でもって文

化財には指定されていない神楽殿のほうが非常に大雪のために瓦が崩壊しました。非常に皆さ

んが、地域の氏子がですね、非常に負担をした例があります。文化財になっていたならば、私

は神楽とか、そういう文化というものは１つの、一対という考えなんですけども、なかなかそ
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の点が国、県とかそういうものですが、法律が邪魔してなかなか指定できないという場合があっ

たものですから、この機会を最大限にですね、改正になったら利用していただいて、各地域に

は結構、そういう見直さなくてはならない、指定して保存しなくてはならないものが数多く、

一宮にもあるし、八代にもあるし、限りなくあるかと思うんですけども、そういうものに対し

てですね、これからは市の、そういう、できるだけ市のほうが積極的に文化財の市議会にお諮

り願って、指定のほうへ入っていただくと、またこういう高齢化の中でもって保存していく人

たちが非常に助かるんではないかと思いますけども、その点をちょっとお聞きしておきたいと

思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 まだ改正内容がはっきりしておりませんので、改正案がはっきりした時点で未指定文化財も

含めた形で、文化財をいかに活用できるかというふうなことを検討してまいりたいと考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。ぜひ、改正になりましたら、いの一番に取り組んでいただきたいと

思います。非常に旅館組合もですね、文化という、武田を利用して、温泉街が２０将の宿なん

ていう企画もできておりますから、そういう文化関係が一対になって、１つの観光を再生して

いければ、非常に笛吹物語がまた一段と、ひとつ前に進むのではないかと思います。先人たち

も温泉という大切な文化をつくっていただきました。どうか温泉とか活力を持つもの、スポー

ツ、僕もスポーツも文化だと思います。そういうものを加味したものの中でもって、観光再生

に取り組んでいただきたいと思います。これはお願いですから、ひとつこれからのまた、私た

ちも提言していきたいと思いますので、よろしくお願いすることを申し上げまして一般質問を

終わります。ありがとうございます。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了します。 
 関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 次に、神宮司正人君の質問を許可します。 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ただいま、議長のご許可をいただきました。神澤議員に続きまして笛新会の神宮司正人です。 
 災害時のほか、ボランティア対応等についてお伺いをいたしますが、今、笛新会、風邪が非

常に流行っております。私ものどをちょっとやられていまして、皆さん、そうですか、声がお

聞きづらいかもしれませんが、ご容赦願います。 
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 まず、今年１月の地元新聞によりますと大規模災害時に県内外からの応援職員やボランティ

アなどの受入態勢を体系化した受援計画の策定について、県内の市町村ではまだどこも対応し

ていないということが新聞紙上、発表されました。これがそうなんですが、見えないかもしれ

ませんが、受援計画、ここに書いてありますが受援計画とは、大規模災害で被災した自治体が

外部から応援を受ける際に、支援機関やボランティアの受け入れ法、あるいは活動の拠点、内

容などを具体的に示した計画であり、阪神・淡路大震災以降、被災地の支援活動が定着し、熊

本地震で被災自治体の受入態勢が非常に混乱したということを受け、重要視されるようになり

ました。国は防災基本計画に基づき、昨年の３月にガイドラインを発表いたしました。国が全

国の自治体に早期策定を要請しているものであります。 
 本年１月１７日、これは発生から２３年目を迎えました阪神・淡路大震災が起こってしまっ

た日であります。その当時、被害額は約９兆円から１２兆円とも言われ、都市部を襲ったもの

では世界最大級の災害であり、６，４３０有余人の尊い犠牲者を出してしまいました。 
 この震災は被災地での支援活動が定着する機会となり、発生しました１９９５年、これはボ

ランティア元年と呼ばれまして、災害減災対策に取り組む識者は「受け入れ態勢の不備が支援

の格差を生む。危機感を持って対応する必要がある」と指摘されております。 
 そして阪神・淡路大震災を契機に被災地でのボランティア活動が広く定着し、７年前、３月

発生してしました東日本大震災では、全国からボランティアやたくさんの支援物資が集まりま

した。 
 しかし、２年前の２０１６年４月発生しました熊本地震、これは被災地の自治体に、先ほど

申しました受援計画がなく、多くの駆けつけてきたボランティア、あるいはマンパワー、ある

いは物資を有効に活用できなかったというふうな原因になったとされております。 
 私たちのこの山梨県には、大きな直下型地震発生の可能性が指摘されております糸魚川・静

岡構造線、俗にいうフォッサマグナですけども、これが南北に走っております。本市において

も曽根丘陵活断層帯も確認をされているというふうなことで、何本もの断層帯が走っていると

想定されております。 
 発生から２３年を経た阪神・淡路大震災の地でも大きく活断層帯が動いて、あのような痛ま

しい大災害となりました。 
 昨年の２月、私たち笛新会では会派研修で神戸市役所を訪問いたしました。震災後の２２年

を経ての復興の状況をお聞きするとともに震災後、建設されました人と防災未来センターの見

学・研修をしてまいりました。 
 神戸市では、５年前の２０１３年に受援計画をまとめ、被災した自治体としての経験や東日

本大震災の折に被災地に職員を派遣し、その職員らの意見も反映して、発災後、外部から今度、

支援に、応援に来た職員が担う業務や避難所の運営方法、あるいは罹災証明書の速やかな発行、

あるいは建築士らによる被災した建物の速やかな応急、危険度判定など多くの項目を策定して

おります。 
 先の国、県の指導を受け甲府市でも受援計画の策定に向けて検討委員会を立ち上げ、来年度

中には策定をするという方向で協議をしているそうです。 
 また過日、突然発生しました本白根山の噴火もあり、いつ起こるとも、あるいはどこで起こ

るとも分からない、富士山を掲げる富士河口湖町、これらで火山噴火を想定して受援計画の策

定を進めているとのことでございます。 
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 すべての安全は受援対策で決まると言われております。本市でも早急に災害発生の業務の検

討、宿泊施設など受け入れ先の確保、あるいは過去の災害を教訓にして、できるだけ速やかに

支援計画と表裏一体であります受援計画を策定するべきと考えますが、市のお考えをお伺いい

たします。 
 まず１点目として、早急に本市でも受援計画を策定する考えはありますでしょうか。あると

したなら、いつごろと考えているのか。 
 ２点目として、昨年の１１月、本市で行われた県の防災訓練の成果と今後の課題は何であっ

たのか、改めて伺います。 
 ３点目、東日本大震災の発生直後、本市では多くの被災者・避難者の受入態勢を取られたと

思うが、その内容はどうようなものであったのか、お伺いをいたします。 
 ４点目、本市のボランティア活動をされている団体等はどのくらいあり、災害時等で活動さ

れると思われる団体はどのくらいあるのか、お伺いをいたします。 
 最後に５点目、市はボランティアの方々とともに災害時のほか、市民活動を協働で行ってい

く考えはあるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 
 小澤総務部長。 

〇総務部長（小澤紀元君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに早急に受援計画を策定する考えはあるのか、またいつかについてですが、平成２９年

３月に県が受援計画に相当する応援受入計画を策定しました。 
 本市においては、山梨県応援受入計画、今年度末に決定となる笛吹市地域防災計画との整合

性を図りながら、笛吹市応援受入計画の策定に着手してまいりたいと考えております。 
 次に県の防災訓練の成果と今後の課題についてですが、今回の県の防災訓練には、幅広い市

民のご参加をいただき、避難所設置運営訓練などを実施いたしました。このことにより、訓練

参加者が自らの地域における避難所設置・運営の大切さ、その必要性を認識し、自分たちの地

域での早急な取り組み着手への動機付けにつながりました。 
 今後の課題は、訓練参加者に留まることなく、広く見学者への案内も発信することで、多く

の市民にも訓練を見学いただき、防災意識の高揚を図っていくことが大切であると考えており

ます。 
 次に東日本大震災の発生直後の被災者・避難者の受け入れ態勢についてですが、東日本大震

災直後に関係部局を集め、笛吹市災害支援対策本部を県内でもいち早く設置し、避難者受け入

れ、支援物資受付と輸送手配等、国・県と連絡調整を図り避難者支援に取り組み、市内には一

時４００名を超える方が避難しておりました。 
 また、ボランティア活動につきましては、社会福祉協議会・市内ボランティア団体と連携し、

救援物資支援センターを立ち上げるとともに、災害ボランティアの派遣も実施いたしました。 
 次にボランティア、災害時等で活動される団体についてですが、市内のボランティア団体数

は８１団体を把握しております。そのうち災害時等に活動することを主な目的としている団体

は６団体です。 
 次にボランティアの方々とともに災害時のほか市民活動を行っていく考えについてですが、
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市では、市民と行政との協働を進めるため市民協働庁内推進会議を設置し、協働の推進や職員

研修を行っております。 
 また、平成２８年１月に市民活動・ボランティアセンターを開設し、市民活動やボランティ

ア活動についての情報の共有や団体の活動内容を発信し活性化に努めております。 
 今後も市民活動団体やボランティア団体と職員が一体となり、市民活動の活性化に取り組ん

でまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ずいぶん前のこともあったりしましたんですけども、よく総務部長には真摯にお答えいただ

きまして、誠にありがとうございます。 
 まず１点目ですけども、本市においては山梨県応援受入計画として、今年度末決定となる笛

吹市の地域防災計画との整合性を図りながら、笛吹市の応援受入計画ですか、これを作成して

いきたいというふうなお答えだったと思いますが、これはいつごろまでに策定をされるお考え

でしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 今年度末に地域防災計画ができますので、そののち着手いたしますので、これは関係機関と

かいろいろなものと連絡調整もしなければなりませんので、今後スケジュールを具体的に詰め

るわけですけども、次年度になったら着手をいたしますけども、その後、やはり１年とか、若

干１年を過ぎるというふうなタイムスケジュールの中で、できるだけ早期につくり上げていき

たいなと、そのように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございます。甲府市で、先ほど僕もお話させてもらったんですが、つくり始めて、

これはつくり始めてというのは業務委託されています。だものですから、来年の年度末にそれ

があがってくるというふうな形だと思うんですけども、私たちの市においてはですね、こうい

うものを、例えば作成するのに業務委託を考えているんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 具体的に業務委託になるかどうかというのは、今後の検討の中に入ろうかと思いますけども、

専門的で、どうしても職員だけではできないものがあれば、その一部につきましては、行って

いかなければいけないとは考えておりますけども、ただ、一般的な形骸化するような計画になっ
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てしまいますと、やはり利用価値というふうなものが、市の中に即したものにならないという

ふうな観点からすると、やはり全体を委託契約というよりも職員がその中に多く関わったり、

市民の皆さんが関わったりしながら、協働でつくり上げていくというふうなことが望ましいと

思っておりますが、現在のところ、どういうふうなものを入れていくかということも含めて検

討しておりますので、はっきり委託になるのかどうかは、ちょっとお答えできない状態だと思

います。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 総務部長、本当に考え方が素晴らしいなと思っています。お手本みたいだから、今度、質問

が困ってしまうんですけども、そのとおりですね、部長が言われるように、やはり職員がです

ね、前も、公共施設白書のときにもお話をさせてもらったんですが、あそこは秦野市の公共施

設白書をつくられたのは、そのときのリーダーの方だったんですよね。そういう方が自分たち

でもって、自分の地域を知っているからつくっていく。そうすると、自分たちの地域に合った

いろんなものが出てくるというふうに考えています。日本中、どこにでも当てはまるようなマ

ニュアルをつくったんではいけないと思いますので、ぜひそういう感性で総務部長にお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。もう一度。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 ありがとうございます。そのように、神宮司議員のおっしゃっていただいたように、いい計

画ができますように、さらなる努力をさせていただきたいと思います。 
 答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ぜひお願いします。そしてですね、４年前、この地にも２月、大変な豪雪がありました。そ

のときに新潟市のほうからも、胎内市のほうですか、駆けつけていただいたんですが、その災

害時のときにですね、笛吹市では今現在、相互の支援協定等を結んでいる自治体ですとか、各

種団体、あるいは民間の方、それはどのくらい、今あるでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 笛吹市では、いくつかの団体、また市町村とも応援協定を結んでおります。全体では、およ

そ１６０ぐらいなんですけども、その内訳といたしますと、市町村関係で市外で１８、そして

市内に１３、そしてあと県や国、そして医師会、弁護士会とか行政書士会みたいな、そういう

ふうな専門的な方々。そしてそのほか一般の民間でご協力いただけるような団体が２２。また

介護として、介護施設として何かあったときに受け入れられるのが３９。そしてあと廃棄物の



 ９７ 

町村の中で行っています協定がございますけれども、その関係が６５というふうな内訳となっ

ております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 先日、甲府にちょっと問い合わせをさせていただいたら、甲府市では１５自治体、あるいは

民間は９０くらいだというふうなことで、笛吹市ってすごく多いなというふうに感じました。

ぜひ災害があったときにですね、先ほどのマニュアルと平行して、これらのいろんなところが

関わってもらえるようにぜひお願いしていっていただきたいというふうに思っています。 
 続きましてですね、２３日の代表質問のときでも、１１月に本市で行われました県の防災訓

練の成果、あるいは課題はなんであったかというふうなことでも、幾人か代表の方から質問さ

れておりましたが、たしかに私も参加させていただいて、地域の住民、区長さんをはじめいろ

んな団体が参加されております。あれだけの大がかりな防災訓練は、今までなかったなという

ふうに思っています。たしかに、意識は上がってきた。だけども、そのときの総務部長のお話

しの中で、少し一般の方の参加が少なかったというように思っています。これはＰＲのほうで、

もう少しなんとかすればよかったのかどうなのか、そのへんのお考えを聞かせてください。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 反省といたしましては、やはり私も参加させていただき、市民の皆さん、また県民の皆さん

の見学者のほうはやはり少なかったということでございます。あれだけ大掛かりな専門的な、

また山梨県内ではそう簡単に見られないような訓練であり、防災の意識の強化のためには、や

はり今、反省からするともう少し幅広く、いろいろなツールを使って、市民の皆さまにお知ら

せし、ご覧いただくような方法を行っていけばよかったなというふうなことは思っております

ので、今後このようなものがあったときには大いに反省をしまして、多くの皆さんに周知徹底

をさせていただきたいと、そのように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございます。あれだけの大がかりな防災訓練は、また本市にまわってくるのは、

当分、先のことだと思いますが、地域のそれぞれコミュニティでやられている防災訓練に生か

していってほしいなと思っています。 
 それで、昨年の１２月、私どもの委員会のほうで総務部長にこれ、お見せしたと思いますが、

記憶はございますか。これは、富士吉田市の大明見地区自治会の防災組織なんです。これは総

務部長が委員会の折に見ていただいたと思うんですが、これは非常によくできております。こ

の間の反省の中でも、なかなか行政区長さんたちの中での意識の高揚が難しいんだということ

で、たくさんある自治会のほうといいますか、そういうところでなかなか意識が盛り上がって
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こないと。近くにこういう、いろんな真剣に考えてもらっている、いい見本もありますので、

こういうものを参加して、どんどん指導をして、行政のほうでいいものはいい、そしてこちら

のところでも取り入れてほしいというふうなことで進めていってほしいんですが、いかがでしょ

うか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 災害のときには、やはり地区という最も最小な単位での活動というふうなものが、これが最

も基本となりますし、生命を最も守るためには、大切なものだというふうに考えております。 
 議員ご指摘いただいたとおり他にもよい事例がございますので、また特に区長さん等に、防

災の関係の役をしていますけども、それだけではなく防災リーダー的なもので、長い間、携わ

れるような専門の方を置いたり、中をしっかりグループ化して計画をするような、そんなこと

も他市の良い例をならいながら参考にし、構築してまいりたいと、このように考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ぜひ、お願いをいたします。 
 次にですね、７年前の東日本大震災のあと、春日居の支所の隣接建物にて物資の支援センター

を開設させていただきました。本市に避難してきました４００名を超える避難者がいたという

ことでございますが、発災が３月の１１日でした。物資支援センターの開設が４月６日で、た

しかあったと思います。そのときにですね、やはり２５、２６日、開設までにかかってしまっ

た。この２５、２６日は市としてはどんなふうに考えていますか。早くできたのか、遅かった

のか。 
〇議長（海野利比古君） 

 小澤総務部長。 
〇総務部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 
 発災後、先ほど答弁の中でも話させていただきましたとおり、やはり避難者の受け入れです

とか、まずそちらのほうに市のほうでは主力的に労力を注いでいたということでございますけ

ども、その間、市民の、本当にボランティアの皆さんのお声というものが高まりまして、そう

いうふうなものが設置できてきたというふうなことでございます。そう考えますと、やはりそ

ういうふうな皆さま方も、最初はどういうふうにしたらいいか分からないというところがあっ

たと思いますので、今、反省としますと、先ほど支援の関係の計画をつくっていくと、受援計

画をつくっていくというふうなことになれば、早めに動き出せると思いますので、若干、遅かっ

たと思いますけれども、今後はそれを教訓にしながら、そして計画の中にもすぐにできるよう

な、そんな体制も計画の中に謳いながら行っていくことが適切ではないかと、そのように考え

ております。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございます。本当にまた、総務部長、すごいですね。そのとおりだと思います。

あの当時、やはり大勢の方が一度に着の身着のままで来られた。この中の議員さんですけども、

当時、議員じゃなかったんですが、ボランティアでもって動きたい人たちがいっぱいいました。

市のほうだって当然、連絡が、いつやるんだと。ボランティアの方たちは、動きたくて動きた

くてしょうがない。支援をしたくてしょうがない。ところが市がですね、対策本部を立ち上げ

たり、支援センターを開設しない限りは、ボランティアの人たちは動かないんですよね。ぜひ

これ、速やかに立ち上げられるようなシステムを構築してほしいというふうに思っています。 
 次に市のボランティアの意識がすごく高度になってきて、大勢の方が意識を持ってくれます。

設置をいただきました下のボランティアセンター。こちらでもですね、３年前から御坂の農村

センター、次に春日居のあぐり、昨年は八代のところで、そして今年は３月になりますと一宮

で計画をしております。これに市のですね、市民活動支援課ですとか、その他の課も参加して

いただいておりましたが、ほかの職員さんが参加する予定はございますか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 ボランティアにつきましては、私たち職員も一市民ということもあります。市民協働という

ことも考えながら、市民と一緒に協働で携わっていきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 できるだけ市の幹部の方を含め、参加してほしいと思います。 
 最後にですね、市民共同庁内推進会議を設置し、推進や職員研修を行っていると回答をいた

だきましたが、つい先日、「磨こうプロジェクト」ということで渋川の清掃をされた。このこと

についてお伺いしますが、内容はどんなものであったか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 この「笛吹市を磨こうプロジェクト」という正式名になりますけれども、これはですね、市

制施行１０周年記念の一環といたしまして、市民の皆さまの主体で取り組む市民まつり、この

市民まつりを成功させましょうというところで、美しい環境と花いっぱいのまちづくりの実現

のために「笛吹市を磨こうプロジェクト」が提案され、現在も続いているところです。 
 これは実行委員の皆さまを中心に市民活動支援課もお手伝いをしながら、市の職員も参加を

して活動しております。またボランティア団体の皆さま、また地域の皆さま、おおぜいの方に

お声かけもさせていただいて、参加をしていただいているところです。 
 今年度は石和温泉駅周辺の清掃など、現在７回実施をしております。また、先日は渋川の清
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掃も行いまして、これは新聞にも掲載されておりますので、議員の皆さま方もご承知いただい

ているかと思います。 
 また、今年度最後になりますけれども、この３月１０日、土曜日に春の観光シーズンを前に

甲斐国分寺、また国分尼寺の清掃も計画しておりますので、多くの議員の皆さまにもご参加い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 
 市民環境部長、あれですね、まじめであれですから、市民環境部長もですね、保健福祉部長

もこのサークルには入っているんですよね。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 風間部長も私もですが、飯島所長も入っておりますし、多くの職員も入っておりますので、

ぜひボランティアについては市職員も一緒に、市民の皆さんと協働で取り組んでいきたいと思

います。ぜひ、ご協力よろしくお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 
〇７番議員（神宮司正人君） 

 市長、すごいです、市の幹部の皆さんが入ったりですね、そして一般の職員さんも巻き込ん

でですね、非常に自分たちも自らやっていくというふうなことですので、すごいなと思ってい

ます。 
 それで市長、芦川の新道峠、これを売り出していこうというふうなことで、今年整備計画を

上げましたが、こういうものもですね、市民と市職員の皆さんと一緒になってですね、行動す

るということは考えませんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 神宮司議員、その質問は今回の一般質問とちょっとかけ離れているような気がするので。 
〇７番議員（神宮司正人君） 

 市民と協働でボランティア活動をしながら、ハイキングコースとかですね、そういうものを

つくっていったらいかがかと、そういうことです。 
〇議長（海野利比古君） 

 よろしいですか。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 ありがとうございます。新道峠だけではなくてですね、できるだけすべての観光に携わるも

のだけでもなくて、いろんなものに対して市民の皆さまと一緒にですね、これから協働でつく

り上げていきたいなというふうに考えておりますので、またいろんな部分でご指導をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（海野利比古君）

以上で、神宮司正人君の一般質問を終了します。

関連質問はございますか。

（ な し ）

関連質問を終わります。

続いて、古屋始芳君の質問を許可します。

古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

誠和会の古屋始芳でございます。

ただいま、議長から発言を許されましたので、これから一般質問を行いたいと思います。

まず、水道事業の広域化（官民一体における広域管理）について、お尋ねいたします。

現在、水道事業の現状は、普及率がほぼ１００％に近い状態となっております。普及、建設

の時代から数十年が経過し、施設が老朽化している昨今、施設の保守、維持管理、更新を行わ

なければならない時代となっております。

 それらのことが財政面からも思うように進んでいない状況であると思われますが、市民に安

心して安全で良質な水を確保し、提供することは絶対に必要でございます。

 本市では合併後、上下水道事業の見直しの審議会を設置し、料金改定等の検討を行ってまい

りました。その答申が昨年、やっとお答えが出まして、去年の１２月の定例議会で水道事業給

水条例の一部改正、簡易水道等給水条例の一部改正、公共下水道使用料徴収条例の一部改正、

農業集落排水施設条例の一部改正がなされ、本年度からそれぞれの料金が値上げされることに

なりました。

 事業運営に大変苦慮している現状下であると思われますが、今、政府では水道事業効率化実

現のため、民間活力を大いに活用していこうとする方針（コンセッション方式、官民一体にお

ける広域管理）を打ち出しております。現在、さまざまな動きが見られますが、昨年２月に総

務省より、水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等について、推進を図るよう通知が出

されました。すでに本市では峡東３市、山梨市、甲州市とともに峡東地域広域水道事業団で琴

川ダム水を水道水として供給しております。このような背景の中、笛吹市の水道事業に対する

考えについて、お尋ねします。

 １番目、水道事業の現状をお尋ねします。先の市長の市政方針で、特別会計予算の中で農業

集落排水特別会計は５千万円、簡易水道特別会計は１，２００万円、また平成３０年度の企業

会計予算水道事業会計では、収益的収入および支出をそれぞれ１７億７千万円とし、資本的収

入を５億９千万円、同支出を１１億円とすると発表されました。そういう状況の中で、今の水

道事業の現況はどうでしょうか。

また２番目として、水道事業における民間活力の現状をお聞きいたします。

 現在、検針とか料金については委託をされておりますが、それ以外のことについて民間の力

を借りる用はないか、お聞きします。

３番目として、水道事業の広域連携の推進についてですが、現在、峡東地域の広域事業団で、

峡東３市で行っておりますが、それぞれの自治体も非常に水道事業については厳しい状況にあ

ると思います。そういう中で、広域連携の推進を今後どのように考えているか、お伺いします。

また４番目、安心で安全な水を安定的に供給するために今後の方針をお尋ねします。
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〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 遠藤公営企業部長。

〇公営企業部長（遠藤正文君）

古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに水道事業の現状についてでありますが、料金収入につきましては、平成２８年度決

算額は９億８，２００万円であります。また、平成２９年度より業務の一部を民間事業者へ委

託しており、職員数は４人減となり、現在１７人で対応しております。

 現状、給水原価１７０．５円に対し供給単価１２３．１円であり、毎年厳しい運営が続いて

おり、一般会計からの赤字補てんに頼らざるを得ない状況となっております。

 一方、水道施設の老朽化により漏水対策、水質安全対策、耐震化対策等の費用の増大が続い

ております。そのため、公営企業本来の受益者負担の趣旨に則り、本年４月より水道料金の改

定をさせていただくものであります。

 次に水道事業における民間活力の現状についてですが、平成２９年４月より水道事業全体の

うち受付窓口業務、メーターの検針、開閉栓業務、料金の賦課徴収、滞納整理等の業務課に関

わる事務的業務を民間事業者に委託しております。

 次に水道事業の広域連携の推進についてですが、広域連携につきましては、すでに峡東３市

で構成する琴川ダム水を利用した水道用水供給事業を行う峡東地域広域水道事業団において、

水道水供給について連携を行っております。

それ以外につきましては地理的な条件等もあり、事業統合的な連携は難しい面もございます

が、今後どのような連携ができるのか、県内市町村水道事業者で組織する広域連携等検討会議

の中で情報交換や議論を深め、笛吹市として連携可能な枠組みを検討していきたいと考えてお

ります。

 次に安全・安心な水を安定的に供給するための今後の方針についてでありますが、水道施設

の老朽化によるものと思われる漏水事故等が毎年多く発生し、維持管理費や施設更新費用が増

加傾向にございます。また、給水人口も減少期を迎えるなど厳しい状況のもと、経営基盤の強

化が最重要課題と考えております。

安全で安心な水を安定的に供給するため、中長期的な視野のもと施設が需要に対し過大にな

らないよう計画的で、より効果的な整備、更新を心がけるとともに官民一体における広域管理

であるコンセッション方式も検討する中、健全な経営が行えるよう取り組んでいきたいと考え

ております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問はありませんか。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ありがとうございました。昨年、水道の審議会からこのような答申がなされて、それを見ま

しても今、大きな赤字を抱えている水道事業のお金を一般会計のほうから補てんをしておりま

す。料金改定により、なるべく早くそれが解消できるよう願っているわけですが、先日ですか、

私もこの各家庭に配布された４月からの料金改定表を見させていただきましたが、一般の市民
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の方はなかなか水道事業の料金改定に理解をしてもらうのが非常に、私たちも説明する中で難

しい部分がございます。できるだけ、これからは民間の活力を活用した中で、市の財政のほう

へもそれができるんではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 公営企業部長。

〇公営企業部長（遠藤正文君）

古屋始芳議員の再質問にお答えいたします。

 今、議員さんがおっしゃったようにですね、民間活力を導入し、経費的に抑えていくという

ことは、行政を進めていく上で最も重要なことだと考えております。

今後ですね、現在、業務委託をしている以外にですね、委託できるところは検討していくと

いうことに、前向きに取り組んでいきたいというふうに考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

先ほども言いましたが、政府が打ち出した中で、通知を出した中で、市町村水道事業者で組

織する広域連携等検討会議が検討されているとお聞きしておりますが、その検討内容の進捗状

況について、ちょっとお伺いします。

〇議長（海野利比古君）

 公営企業部長。

〇公営企業部長（遠藤正文君）

再質問にお答えいたします。

ただいま、県総務部市町村課主催による山梨県市町村等水道事業の広域等に関する検討会議

が今年度、２回開催されました。県内２７市町村、そして３事業団が出席しまして、現状分析

や将来予測について協議されているところであります。

今後につきましては、分科会を設置いたしまして、想定される広域連携の枠組みや実現性等

について検討を深め、平成３１年度以降に、より具体的に検討を進めていく予定となっており

ます。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。

もう１点ですが、合併以前から旧市町村の中に水道施設が各地にいくつかあります。そうい

う施設の維持管理は、どうなっているでしょうか。また、今年の冬も凍結とか、いろいろな部

分で漏水とか、そういうことが騒がれておりましたけれども、漏水の量と漏水率というのをちょっ

とお伺いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

公営企業部長。
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〇公営企業部長（遠藤正文君）

 漏水率でありますが、有収率が平成２８年度で８０％でございました。単純計算をいたしま

して２０％が収入にならなかったということでありますが、市内にはですね、２１２カ所の地

域公民館および広場等がございます。また消防団詰所等、５５カ所ございます。こちらにつき

ましては、基本料の半額だけいただきまして、そのほかは免除となっております。この部分を

ですね、除きまして、あと消火栓で使用した分、これは収入にはつながりません。そう考えま

すと、それ以外は漏水ということになりますので、ほぼ２０％、漏水しているというふうに考

えられます。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

 公共施設で使用しているのは、今、部長が言われたとおりでありがたいわけですが、漏水の

部分で、個人の敷地内の責任というか、市側にあるのか、本人の家にあるのか。管が老朽化し

ているから、そういう部分もちょっと判断しにくい部分があると思うんですが、この前の検針

のときより極端に水道料が、メーターがなっているから検針員が漏水しているんではないです

かというようなことを検針のときに、ちゃんとメモをしておいてくれます。非常にありがたい

ことですが、そのへんについてちょっとお伺いしたいんですが。

〇議長（海野利比古君）

 公営企業部長。

〇公営企業部長（遠藤正文君）

古屋始芳議員の再質問にお答えいたします。

ただいま、議員のおっしゃるとおり検針時にですね、通常よりも多いときには、お知らせの

ほうを投函させていただいております。実際、メーターより屋敷内のほうにつきましては、個

人の責任で直していただいております。また、メーターより本管側につきましては、市のほう

で責任を持って工事をさせていただいているのが現状であります。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

 ありがとうございました。この水道については、非常にインフラの中で重要な部分でござい

ますので、ぜひ市民に安心して安全な水を供給できるように、これからも考えていただきたい

と思います。

それでは、２問目に移ります。甲斐国千年の都、笛吹市についてお尋ねします。

 ２３日の代表質問でも、わが会派の中村議員、また先ほど神澤議員も笛吹市内にある文化遺

跡、歴史等についての質問がございました。

笛吹市は甲斐国千年の都として合併以来、大きな看板を掲げて市内外に発信していることは

事実でございます。市内に数々の縄文・弥生遺跡や古墳、中世の城跡、神社仏閣が各地に点在

する自然豊かな土地で、甲斐の国の中心地を成す歴史と文化の中心地でありました。

古代寺院跡である春日居町の寺本廃寺跡、一宮町の国分寺跡、国分尼寺跡、石和町の八田家
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書院等、また中世では武田家ゆかりの地として、さまざまな史跡や貴重な史料・文化財が数多

く所在しております。それらの現状と今後どのような活用を考えておられるか、お伺いします。

１．市の歴史や市内に所在する史跡の紹介や、その発信方法についてお尋ねします。

２番目に、市民の郷土学習の場となっております春日居郷土館の充実についてお伺いします。

３番目に市の歴史や文化財を紹介し、説明する学芸員の設置やボランティアガイドの充実に

ついて、お伺いします。よろしくお願いします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに市の歴史や市内に所在する史跡の紹介とその発信方法についてですが、今年度事業

といたしまして、市内の文化財を紹介したガイドブックを作成したところであります。市内だ

けでなく、市外の観光案内所などにも置き、広く紹介してまいります。

 また、来年度からは市民や笛吹市を訪れた方が石和温泉駅や市役所、郷土館などの拠点施設

を基点として、史跡、文化財、名所などを巡りながら市内を散策できる、まち歩きマップを作

成していく計画です。さらに、ホームページ等を活用して積極的に情報発信していきます。

次に春日居郷土館の充実についてですが、春日居郷土館は、笛吹市の歴史や文化財に関する

展示や解説を行うなど、市内唯一の市民の郷土学習の場として、また観光面においてもなくて

はならない施設です。そのため来年度、企画展示に対応できるように照明設備の改修を計画し

ております。今後も有効活用できるよう計画的に整備していきたいと考えております。

 次に学芸員の設置やボランティアガイドの充実についてですが、現在、郷土館に学芸員は配

置されておりませんが、文化財課の職員のうち、学芸員の資格を有する者がその対応をしてお

ります。

また、ボランティアガイド笛吹は、スコレー大学の受講者が中心となり、平成１８年度に結

成されました。現在１７名の会員が活動しており、観光客へのガイドや文化財課主催の古道め

ぐり、芦川散策会などにご協力いただいております。さらに、石和温泉旅館協同組合や笛吹市

観光物産連盟などと協力し、観光客の要望に対し、文化財ガイドとして対応していただいてお

ります。今後もさらに活躍できるように協力連携してまいります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問はありませんか。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

答弁ありがとうございました。ただいまの答弁の中で、文化財を紹介する発信方法として、

まち歩きマップを作成するとのことですが、どのようなマップを作成するんでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

再質問にお答えいたします。



１０６ 

 まち歩きマップですけれども、地図に主要な施設、駅ですとか郷土館を起点にルートを示し

て、その間の見どころですとか文化財、名勝、旧跡等を紹介するというふうなものになろうか

と思います。ですから石和温泉駅、それから春日居郷土館とか、いくつかのものになろうかと

いうふうに思っております。来年度、具体的に計画していきたいというふうに考えております。

以上でございます。

 それから先ほど答弁の中で、ガイドブックにつきまして、このような形で今年度、作成いた

しました。のちほど、議員の皆さまにもお配りさせていただきたいと思います。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

今、部長がチラッと見せてくれた資料ですが、ぜひ笛吹市内の将来を担って立つ子どたちに

笛吹市の歴史とか文化を正確に覚えていただくためにぜひ、それをなんとか利用して子どもた

ちに理解を深めるようなことは考えていませんか。

〇議長（海野利比古君）

 野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

再質問にお答えいたします。

今回、１万部印刷いたしましたので、いろいろな場所に置きたいというふうに思っておりま

す。また学校教育の中でも、文化財課の職員がですね、このガイドマップを中心に教育課程の

中で活用していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。今、答弁の中で春日居郷土館の照明をなんとかす

るというような答弁がございました。春日居郷土館の中に入りますと、笛吹市内で埋蔵されて

いた遺跡とか土器とか、そういうものが展示してあるわけですが、展示されないものが事務所

の奥に、コンテナに入って山積みになっております。そういうものも、せっかく発掘をして出

したものですから、ぜひなんとかそれらを収納する場所とか、ちゃんと展示できるようなこと

は考えられないでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

再質問にお答えいたします。

 春日居郷土館につきましては、展示室が１つしかないということで、なかなか難しい面がご

ざいます。来年度照明を改修することによりまして、企画展が容易にできるような形をとって

いきたいと思います。来年度、３回から４回の企画展を開催すると。それから今、収蔵庫に眠っ

ているようなものも企画展の中で紹介するような形を取っていきたいと思います。

以上でございます。
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〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

 ぜひ、よろしく お願いしたいと思います。春日居郷土館も唯一の笛吹市内のそういうもの

を集める場所になっております。あそこ年間、いろいろな催し物やイベントを企画しておりま

すけれど、一番来館者が多いのは８月の終戦のときの、あの展示のときです。それ以外のとき

は時々訪れる、興味のある人が来る程度ですので、ぜひそのへんを考えていただいて、平均し

て多くの人に見てもらいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

付け加えますと車が停めるスペースがございませんので、ぜひそのへんのことも考えながら

よろしくお願いしたいと思います。その点は、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

再質問にお答えいたしますが、なかなか駐車場の問題は難しい問題がございますので、現在、

支所等で使っている駐車場等をうまく利用しながら、今後も活用していきたいというふうに考

えております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

駐車場でございますけども、たしかに郷土館だけに限らず春日居の支所のところ、いろいろ

なところがございますので、山ゆりもございますので、慢性的に駐車場が不足しております。

これに対しましては、やはり早急的な対応が必要というふうなことでございますので、３０年

度はまたこれからちょっと詳しいことを調査しなければならないんですけども、春日居の支所

とかそういうふうなもの、使っていない旧庁舎等を取り壊す等のことも含めて、前向きに検討

をしてまいりたいと、そのように考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ありがとうございます。ぜひ、率先して前向きにやっていただきたいと思います。

もう１つ、再質問でボランティアガイド、学芸員のことについてちょっとお尋ねいたします。

今、私たちよその県外とかいろいろなところを行って視察いたしますと、必ずその場所には

学芸員という名前の付いた方が丁寧に説明をして案内していただいております。ぜひ、笛吹市

でも学芸員という資格を持った方がおりましたら、そういう方が率先して訪れる方に案内をし

てもらいたいと思います。

 それから今後は、外国の方やそういう方も非常に多く来ると思いますので、そのへんの対応

もぜひ考えていただきたいと思います。どうでしょうか。
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〇議長（海野利比古君）

 野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

学芸員につきましては、なかなか郷土館に設置するというのは難しい面がございます。現在

も文化財課の職員が対応しておりますので、今後もそのような形で対応を進めていきたいと思

いますし、また郷土館の臨時職員が２名おりますので、その２名の職員に展示の開設ができる

ような研修等を進めていきたいと考えております。

 それから外国語対応につきましても同じように今後、検討してまいりたいというふうに考え

ております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ありがとうございました。ぜひ、これからの笛吹市の歴史を守るためにもよろしくお願いし

たいと思います。

 以上で私の質問を終わります。

〇議長（海野利比古君）

以上で、古屋始芳君の一般質問を終了します。

関連質問はありませんか。

（ な し ）

関連質問を終わります。

次に、河野智子君の質問を許可します。

３番、河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

日本共産党の河野智子です。

議長の許可をいただきましたので、通告に従い２問、質問いたします。

昨年の６月議会でも質問いたしましたが、４月より始まります国民健康保険税の広域化と生

活困窮者の医療について伺います。

 今年の４月より国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県となります。県からは各市町

村の納付金額が示されました。国民健康保険は社会保障でありながら、導入時に比べると加入

者は無職や非正規雇用の方が増えており、約８割となっています。国保加入者は収入が少ない

にもかかわらず、ほかの公的医療保険と比べても保険料負担が一番重くなっています。

 ２０１５年度の国民健康保険実態調査によると国保に加入している世帯の所得分布は、所得

なし世帯が２８．４％となっており、所得１００万円以下の世帯は５６．６％、２００万円以

下では７９．５％となっており、約８割の世帯が所得２００万円以下となっています。

 また、加入者１人当たりの年間平均所得は、市町村国保で８３万円、協会けんぽで１３７万

円、組合健保で２３０万円となっており、市町村国保加入者の所得が一番低く、保険料負担率

では市町村国保は９．９％、協会けんぽは７．６％、組合健保は５．３％と保険料負担が際立っ

て重くなっています。

収入が少ない中で、国保税を払うことが大変なわけですから、病気やケガをしても医療費を
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払うことはさらに難しいわけです。笛吹市には国民健康保険法第４４条１項の規定に基づき、

生活が著しく困窮した方に、病院の窓口での自己負担額を減額、免除、徴収猶予する制度があ

ります。 
 そのような制度とは別に、全国には無料低額診療事業を行って医療機関があります。無料低

額診療とは、生計困難者が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのな

いよう無料、または低額で診療を行う事業です。 
 厚労省の調査によると平成２７年度実績では６４７施設で、延べ７７７万人の患者数があり

ました。 
 そこで伺います。 
 １つ目として、笛吹市の国保加入者の職業構成はどうなっているでしょうか。 
 ２つ目として、笛吹市の国保加入者１人当たりの年間平均所得はいくらでしょうか。 
 ３つ目として、年間所得に占める国保税の負担率は何％でしょうか。 
 ４つ目として、県から示された納付金の金額はいくらだったでしょうか。 
 ５つ目として、来年度の国保税の金額はどうなるでしょうか。 
 ６つ目として、生活困窮等により国保税が払えず医療を受けられないという相談に対し、ど

ういう対応をしているでしょうか。 
 ７つ目として、国保税の軽減制度である法定減免を利用している加入者は、笛吹市の国保加

入世帯の何％か。また、申請減免制度の活用状況はどうなっているでしょうか。 
 ８つ目として、４４条に対する減免が昨年６月以降、利用されているでしょうか。また、４４条

が適用されていない中で無料・低額診療の受診者が多いことをどう考えますでしょうか。回答

をお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市民環境部長。 

〇市民環境部長（杉原清美君） 
 河野智子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに国保加入者の職業構成についてですが、国保加入者は自営業者および年金所得者、

パートやアルバイトで職場の保険に加入しない方ですので、主に農業・商業・給与所得者・年

金所得者等の構成となります。 
 次に国保加入者１人当たりの年間平均所得についてですが、平成２９年度国保税本算定時の

国保加入者は２万２９２人であり、課税対象総所得は１２７億９，１８６万円ですので、１人

当たり平均所得は６３万３８９円となります。 
 次に年間所得に占める国保税の負担率は何％かについてですが、平成２９年度国保税本算定

時の国保税調定額は２１億３，７２１万円、課税対象総所得は１２７億９，１８６万円ですの

で、国保税負担率につきましては１６．７％となります。 
 次に県から示された納付金の金額についてですが、県に納付する金額につきましては２４億

５，８８３万４，８７６円と示されました。県が県全体の医療費を見込み、これをもとに各市

町村の所得水準、被保険者数等に応じ納付金を算定し示されるものです。 
 次に来年度の国保税の金額についてですが、県より正式に納付金の額が示されましたので、

３月に開催します国保運営協議会に諮りまして、協議・検討してまいります。 
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 次に生活困窮等により国保税が払えず医療を受けられない相談の対応についてですが、滞納

世帯に対しましては、接触の機会を設けるために有効期限の短い被保険者証や被保険者資格証

明書の交付を行っております。また、有効期間の短い被保険者証につきましては、収税課と被

保険者との分納納税誓約に基づき被保険者証の更新を行っております。今後も相談内容等を把

握し対応をしてまいります。 
 次に国保税の軽減制度（法定減免）の状況についてですが、平成２９年度国保税本算定時の

国保世帯は１万１，８４２世帯、法定減免世帯は５，８５５世帯ですので国保加入世帯の４９．

４４％です。また、申請減免制度の状況は、平成３０年１月末現在２８件で内容を審査した結

果、すべての申請を減免いたしました。 
 次に国保法４４条に対する減免の昨年６月以降の利用状況等についてですが、国保法４４条

に規定される窓口一部負担金の減免・免除の利用状況は、以前ご質問された６月以降、相談・

申請件数ともございません。 
 今後も笛吹市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱に添って適切

な対応を行ってまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 ありがとうございました。笛吹市の国保加入者１人当たりの年間所得が約６３万円、負担率

は１６．７％ということですから、全国の平均と比べても負担が重いことが分かります。来年

度の税率については、３月に開催する国保運営協議会で検討するということですから、広域化

になっても税率は市町村が決めるということでよろしいでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 今までどおり市町村が税率を決めていくことになります。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 国保税の負担が重くなる要因としては、ほかの保険にあるような事業所負担がないことが１つ。

それと算出方法の応益割の中に均等割がありますが、これも要因だと考えます。均等割は加入

人数が増えれば金額が高くなるため、同じ収入でも家族の多い家庭では税金が高くなります。

笛吹市の場合、子どもが１人増えると国保税はいくら増えるでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
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 子どもさんがお一人増えると税金は３万３，５００円ほど増えることになります。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 子どもが増えることによって衣類や食費等の出費が増え、さらに国保税が増えるというのは

親にとって負担が大きいと思います。 
 埼玉県ふじみ野市では、均等割軽減のため１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯の第３子

以降の均等割を全額免除する減免制度を１２月議会で可決し、今年の４月から実施するそうで

す。１人当たりの減免額が３万６，１００円。対象人数は２０３人で、減免総額は７３３万円

ということです。近隣の富士見市でも同様の制度を１８年度から実施するということです。ま

た、北海道旭川市では当該年度、４月１日時点で１８歳未満の被保険者の均等割保険料を３割

減免するそうです。子育て支援にもなる、このような制度は全国にも広がっていくのではない

かと思います。笛吹市でも導入されてはと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 減免につきましては、やはり新たな財源を確保する必要がありますので、医療費の増加も考

えますと、市単独の事業としては現段階では難しいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 財政的に難しいというお返事でしたが、ぜひ検討いただきたいと思います。 
 この負担の大きい国保税ですが、韮崎市では基金で補てんし、税額を１人当たり約２万３千

円引き下げるそうです。そこで伺いますが、笛吹市の国保財政調整基金は今現在いくらあるの

か。また被保険者が何人で、この基金を使えば１人当たりいくらの引き下げが可能でしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 平成２８年度末になりますけれども、基金は１億８，９００万円ほどになっております。ま

た、２９年度の国保算定時の被保険者ですが２万２９２人です。 
 それから、その基金を使えば１人当たり、いくら下げられるかというご質問ですが、１人当

たり９，３００円ほどは下げられると思います。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 
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〇３番議員（河野智子君） 
 笛吹市でも、ぜひ税額を下げていただきたいと思います。 
 次に４４条に基づく減免ですが、平成２５年４月に要綱ができて以降、何件の相談があり、

申請件数、承認件数は何件でしたでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 平成２５年４月以降の相談件数１件、申請件数１５件、承認件数１４件です。そのうち東日

本大震災による減免については申請が１４件、承認が１４件ありました。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 ５年間で承認された数が１４件ということなんですけれども、件数的には少ないのではない

かと思いますが、どのような周知方法を取っているでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 現在、広報等で周知をしております。また、来年度から今後はホームページでも周知をしな

がら皆さんにお知らせするように心がけていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 広報に掲載とかホームページに載せるということも大切なんですけども、病院の相談窓口等

で説明していただくというようなことも必要だと考えます。 
 また、この制度の対象となるのが、収入が生活保護基準以下、預貯金が生活保護基準の３月

分以下、入院のみと限定されているため申請者が少ないのではないかと考えますが、この基準

を広げる考えはないでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 やはり基準を広げるということは、新たな財源を確保する必要がありますので、現段階では

難しいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 
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〇３番議員（河野智子君） 
 収入や預貯金の基準の引き上げ、外来も対象とするなど市民が活用できる制度となることを

求めます。 
 この減免の対象とならなかった方に対して、市ではどのような対応を取っているのか教えて

ください。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 笛吹市国民健康保険一部負担金の減免、それから免除及び徴収猶予に関する要綱に沿いまし

て、現在、適切な対応をしているところですけれども、相談内容、また相談状況によりまして

笛吹市生活困窮者自立支援調整会議に諮りまして、関係部署と連携を取りながら相談を行って

いるところです。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 民間の病院で無料低額診療を行っている病院がありますので、こういうところを活用するよ

うに周知することも必要だと思います。 
 笛吹市内で、この無料低額診療を行っている石和共立病院では１年間にこの制度を利用した

方が受診と入院を含め、延べ人数で６７２人になるそうです。お金がなくて、なかなか病院に

行けないため、受診するときは重症化していることが多く、治るまでに時間とお金がかかり、

最悪の場合、手遅れになっていることもあるということです。生活困窮者であっても、受診で

きる制度づくりと相手に寄り添った対応をお願いいたします。 
 ただ、問題なのはこの無料低額診療を行っている病院で、受診できる課が限られていること

と保健薬局については対象外であるということです。診療費の減免を受けても、薬代がかかる

と糖尿病や高血圧、肝臓病などの慢性疾患の治療を中断してしまい、病状を悪化させてしまう

方もいるそうです。高知市、青森市、苫小牧市などでは無料低額診療の薬代助成を行っていま

す。笛吹市でも同様の対策を要望しますが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 やはり薬代の助成につきましては、新たな財源を確保する必要がありますので、現段階では

難しいと考えております。 
 また、この無料低額診療事業ですけれども、これは社会福祉法人、また法人税法で定められ

た診療施設でありますので、利用されている方が国民健康保険以外の方もいらっしゃると思わ

れます。相談内容、また相談状況によりまして、笛吹市の生活困窮者自立支援調整会議におき

まして、各課とまた関連部署と連携を図りながら相談に、支援していきたいと思っております。 
 以上です。 
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〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 ぜひ、制度の導入を検討していただくことをお願いしまして、次の質問に移ります。 
 ２問目の、学校給食調理の業務委託について伺います。 
 昨年４月より市内２カ所の学校給食調理場が民間業務委託されました。おととし９月の議会

で日本共産党議員が学校給食調理の業務委託について質問いたしました。そのときの回答で、

食育の面では問題が生じていない。現状との比較であれば、コスト削減にはならない。任用中

の臨時職員については、優先的に採用されるよう業務委託仕様書に盛り込み、正規職員を希望

する場合は積極的に要請したいということでした。そこで伺います。 
 １つ目として、実際に業務委託して、コストは直営のときとどう変わったのでしょうか。 
 ２つ目として、職員は現在何人おり、そのうち正職員は何人いますでしょうか。また、正規

職員を希望した人は全員正職になれたのでしょうか。 
 ３つ目として、職員と子どもが交流する機会はあるでしょうか。 
 ４つ目として、学校給食は春・夏・冬休みの給食のない期間がありますけれども、そのとき

の保障はどうなっているでしょうか。 
 ５つ目として、今年の冬は葉物野菜が高騰しましたが、このような食費の高騰のときにどの

ような対処をしたのでしょうか。また、それは直営も民間委託も変わらないのかどうか。 
 以上、質問をいたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 
 河野智子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに実際に業務委託してコストはどう変わったかについてですが、コストは委託前と比

べて２カ所とも下がりました。 
 次に職員数と正規職員希望者の処遇についてですが、現在の御坂学校給食センターの職員は

１３人で、そのうち正規職員は９人です。また、春日居学校給食センターの職員は９人、その

うち正規職員は６人です。いずれの施設も正規職員を希望した者は、全員正規職員として採用

されています。 
 次に職員と子どもが交流する機会はあるかについてですが、春日居学校給食センターは春日

居小学校の敷地内にあり、校内の給食の運搬を調理員が行っておりますので交流する機会はあ

ります。しかし、御坂学校給食センターは、学校と別の場所にありますので委託前も委託後も

交流する機会はありません。 
 また、食育指導につきましては、引き続き栄養士が行っており、委託後も問題はないと認識

しております。 
 次に夏休みなどの給食のない期間の給与の保障についてですが、委託先の給与は月給制のた

め、給食調理のない長期休暇中であっても毎月同額の給与が支給されております。 
 次に今年の冬は葉物野菜が高騰したが、どのように対処したかについてですが、野菜などの

食材の選定は、栄養士が献立作成時に学校給食実施基準に定める平均栄養所要量を勘案しなが
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ら、給食費の中で賄えるように選定しております。 
 栄養士の業務については、民間委託の対象外ですので直営でも民間委託でも変わりません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 ありがとうございました。民間委託にしてコストが下がったということですけども、その要

因はどのようなことが挙げられますでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 主に入札によって予定価格より契約価格が下がったというふうなことが、コスト削減につな

がっているというのが大きな原因であります。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 正職員を希望した方は全員、正職員になれたということは本当によかったと思います。おと

としの質問で業務委託すると、子どものための学校給食がどのようによくなるのか示してくだ

さいとの質問に現状維持というご回答でしたけれども、実際には何かよかったことはあったの

でしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 
 委託前と委託後でございますけれども、児童生徒に提供する給食につきましては、同じよう

に安心・安全でおいしい給食が提供できた上でコストの削減、それから職員の適正な配置がで

きたというふうなことがよかった点だというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 委託先でのですね、食材の発注、仕入れ等はどのように行っているでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 
 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 
 お答えいたします。 
 食材につきましては、それぞれの調理場の栄養士が発注を行っておりますので、まったく問
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題はないというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 食材の安全性については、どのようにチェックをなされていますでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 
 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 
 お答えいたします。 
 食材の納品時に異物の混入や不良品があるかについて、栄養士、それから調理員が検収チェッ

クを行っております。また、県が定めた職員衛生検査を年１回、それから放射能汚染検査を月

１回実施しております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 御坂の共同調理場などは、職員と子どもの交流する機会はないというご回答でしたけれども、

一宮のセンターは２階から調理しているところを見ることができるようになっています。実際

に一宮のセンターを子どもたちが視察する機会は、どの程度あるんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 
 小学校の２年生の生活科、それから４年生の総合学習の中で授業時間を利用しまして給食調

理、あるいは食育等で視察が行われております。 
 回数等につきましては、それぞれ学校のカリキュラムによって異なりますので、回数につい

てはそれぞれまちまちでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 子どもたちが実際に調理するところを見たときの感想はどうだったのか、もし分かる範囲で

お答えできるようでしたら、お願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 実際、子どもたちから伺ったことはございませんので、具体的にどうだというふうなことは

なかなか難しいわけでございますけれども、一応、担当のほうからはそれぞれ子どもたちが自

分たちの給食がこのようにしてできているのかというふうな驚きの声ですとか、あるいは大切
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に食べなければいけないというふうな声を聞いているというふうなことを担当から報告がござ

いました。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 学校給食は子どもたちにとって、大切な栄養面であるとともに食育の場でもあります。民間

委託にして質が落ちるということがないよう、今後もチェックをしていただきたいと思います。 
 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、河野智子君の一般質問を終了します。 
 関連質問はありませんか。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 今、答弁を聞きまして、国保の関係で平均の１人当たり所得が６３万３８９円。大変低い、

全国に比べても低い。その中で国保税の負担率が１６．７％と大変な金額になっていると思い

ます。 
 そうした方がなかなか払いきれずに医療にかかれない、こういう実態が数多くあります。貧

富の差によって命の重みが差別されてはならないという考えのもとに、ある時期までは医療保

険制度や国、県の、あるいは市の負担の制度、そうしたものがある時期までは抽出してきます。

ところが、これがだんだん、ますます厳しい状況になってきているというのが実態ではないか

と思います。 
 そうした中で、１つは今のお答えで、例えば４４条の適用について、外来についても、それ

から３人目の子どもの減免についても、すべて財源が厳しい、財源がないから対応できない。

いろいろ工面して最優先でこの財源を確保するというのが今、必要になっているのではないで

しょうか。私の代表質問でも言いましたけども、格差が広がっていく、低所得者が広がってい

く、今、暮らしていけない、医療にかかれないという状況が広がっているということ。これを

なんとかしなければならないということと、またこれを放置していたら将来、無年金者、低年

金者でますます、この医療にまともに、平等にかかれないという状況が増えていると。そうし

た中で、まず、さまざま捻出して、最優先でこれを重点課題としていくべき、国保のすべての

人たちが医療を受けられるという状況をつくっていくこと、大事ではないかと思いますが、そ

の点についての当局の考えを伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 やはり市単独事業ということは、なかなか始めていくのは難しいです。先ほども答弁させて

いただいたように相談業務、一生懸命、担当のほうも行っております。またその内容によって

は、連携会議にも図りながら進めております。 
 お答えになるかどうか分かりませんが、新しい財源をもっていくためには今ちょっと難しい
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状態ですので、現状でありますので、前向きには考えていきたいと思いますが、相談支援など

で対応しながら市民の皆さまにご理解いただきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 難しいという判断の、ほかからお金を持ってくる、財源を確保するのは難しいというのはど

ういう根拠ですか。 
〇議長（海野利比古君） 

 山下市長。 
〇市長（山下政樹君） 

 貴重なご意見をいただいております。とにかく市政全体を預かる身としましてですね、とに

かく一つひとつ丁寧にやっていきたいという気持ちは十分持っています。しかし、国・県に対

してですね、もう少しこういった問題にもですね、市ですべて賄うんではなくてですね、国や

県がもう少しきちっとした形でですね、やっぱりサポートしてくれませんと、足りない部分は

なんでもかんでも市で、単独でやるんだというふうなことではですね、なかなか非常にわれわ

れ、正直言ってそれほど大きくない基礎自治体でございますから、財政的な部分というのは本

当に議員も十分お分かりの中でご質問をいただいているんではないかなというふうに思います

ので、できるだけですね、そういった部分を国・県にもお願いしながらですね、身の丈に合っ

たできるだけのことはですね、考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をい

ただければと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 市としても最重点の課題だろうと思って質問しましたが、その次に国や市の働きかけ、どの

ようにしていくかという質問をしようとしたところ、若干触れていただきましたが、もう一度

お願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 山下市長。 
〇市長（山下政樹君） 

 いろいろな機会があるかと思います。当然、私ども市でございますから、市長会もございま

すし、それとまた当然のごとく担当のそれぞれのですね、県がたぶん事務方をみんな呼んだり

して、そういった会議もございますので、そういういろんな機会にですね、こういったことを

ですね、ぜひとも考えていただきたいというご提言をさせていただこうというふうに思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ４４条をもし申請した場合にですね、具合が悪くなって入院しなければならない、申請しよ

うとした場合、これはどのくらいの期間で、先ほどいろんな検討会議にかけてというような話

なんですけども、どのような期間でそれが認められるんでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 
 市民環境部長。 

〇市民環境部長（杉原清美君） 
 お答えいたします。 
 その方の相談状況、内容によりまして早急に対応はしておりますので、今後も努めていきた

いと思っております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 この適用は、あまりなかったような、先ほどの答弁ですけども、申請はあったんですか。申

請があって、速やかにと言いましたけども。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 先ほども２５年４月以降、要綱ができた以降になりますけれども、相談件数１件になります。

それから申請件数１５件、承認件数１４件です。このうち、この中には東日本大震災によるも

のもあります。その震災によるものが申請１４件、承認が１４件あります。相談等は担当のほ

うで細かくお受けしながら、支援を行っているところです。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 石和の共立病院だけで延べ６７２人の無料低額診断の適用、そうした低所得のためにかかれ

ない方についての基本的な、まず第１の責任は市にあると思うんですけども、その点について

は、そういうのは全部、押し付ける考えなんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 市民環境部長。 
〇市民環境部長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 
 民間に押し付けるというものではないんですけども、この無料低額診療事業につきましては、

社会福祉法、また法人税法に認められた施設になります。私たちのほうも、担当等も相談内容

には十分、お受けしながら内容等を確認して支援をしているところです。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ４４条に関する広報なんですけれども、病院の窓口にそれを説明する資料を置くことを考え

たことはございませんでしょうか。置いてありますか。 
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〇議長（海野利比古君） 
 市民環境部長。 

〇市民環境部長（杉原清美君） 
 現在、医療機関等の窓口には置いてありませんので、今後、医療機関とも相談をさせていた

だきながら、前向きに考えていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 給食関係について、お伺いします。 
 民間委託してコストが下がったということですが、逆に言いまして市直営でやっていた場合

に、高かった理由というのは、部分というのはなんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 基本的には最初、コストは下がらないというふうに申し上げておったわけですけども、これ

は正規職員ですべてを賄った場合との比較でございまして、現在では正規職員と臨時職員とい

うような形で、実際、運営しておりますので、そのへんの違いが、コストが下がる、下がらな

いというふうな、特に人件費の問題での問題だと認識しております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 私の聞き間違いでなかったとしたならば、その民間委託する前の状態についての比較ではな

くて、正職員とした場合についてのコストと、それから現在の委託料の比較ということで、こ

れは対象の違うものを比較するって、国でも今、なんかありますけども、そんな比較ではない

かと思いますが、そんなことはございませんか。 
〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 
〇教育部長（野田昭人君） 

 以前、議会でお話したのは、そういうふうなことでございます。現に今回のコストというの

は実際かかった価格と、それから実際委託している金額との差というふうなことでございます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、暫時休憩といたします。 
 再開は午後１時３０分といたします。 
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休憩  午後１２時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（海野利比古君） 

 それでは、再開します。 
 報告事項を申し上げます。 
 先ほど教育委員長 早川公仁君より早退届が提出され、これを許可しましたので報告いたし

ます。 
 それでは引き続きまして、野澤今朝幸君の質問を許可します。 
 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 無会派で自称、市民派を名乗っている野澤今朝幸です。 
 ただいまより議長より一般質問の許可が出ましたので、これより質問をさせていただきます。 
 その前に一言、お礼を申し上げたいと思います。 
 過日の笛新会の岩沢正敏議員の代表質問に答えて、野田教育部長より芦川小学校の特認校の

指定の是非に関し、この３月に特認校検討委員会を設置するとの件に対してのお礼であります。 
 この件について提案させていただいたものとして、また芦川に住む１人の住民としても特認

校指定を望むものであります。特認校指定はもちろん何よりも小学校の生徒が極端に少ない芦

川村にとって望ましいことでありますが、また笛吹市の学校教育の多様性、あるいは懐の深さ

にもつながるものと思っております。 
 芦川町民は言うに及ばず、多くの市民が今度この件に注目していると思いますので、大所高

所からの検討をよろしくお願いします。 
 さて、それでは私の一般質問に入らせていただきます。 
 今年度の平成２９年度の予算が山下市長が就任早々の編成であったことを考えますと、今回、

議会で審議される来年度、平成３０年度の予算の編成が山下市長、山下市政にして初めての本

格的な予算編成と言っていいかと思います。 
 そこで今回の質問では、まず第１に市長は歳入予算、歳出予算をそれぞれどのような考え方

を基本として編成されたのか、この点についてお答えいただきたいと思います。 
 ２点目に市長は今後の市政を運営していく上で、何が市政の重要課題と考えているか、この

点について答えていただきたいと思います。 
 第３に、それを受ける形で市長はその市政の重要課題に対応するため、今年度どのような政

策的な予算を計上したのか、この点について具体的にまた答えていただきたいと思います。 
 ご答弁よろしくお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 深澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（深澤和仁君） 
 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに歳入歳出予算をどのような考え方を基本として編成したのかについてですが、厳し

い財政状況の中、「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」を実現するため、この３月
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に策定予定の第２次笛吹市総合計画を着実に推進することを基本方針としました。 
 予算編成に当たっては、一般財源総額のうち義務的経費および経常的経費にかかる分を差し

引いた額について、平成２８年度決算ベースで１０％減額し各部局に配分しました。 
 また、主要施策を具体化するため、学校給食センター建設事業など２５の主要事業に要する

経費は、基金を財源とする政策枠として確保いたしました。 
 次に今後市政を運営していく上で、何が市政の重要課題と考えているかについてですが、今

後の市政運営は、第２次笛吹市総合計画に基づき、各種施策を展開してまいります。 
 まず、本市においても少子高齢化の進行は重要課題の１つです。男女共同参画意識の高まり

や子育て環境の変化などにより、安心して子育てのできる環境を構築していく必要があります。 
 また、社会保障制度の維持や医療・介護をはじめとする安定的な行政サービスの提供には、

地域経済の活力の維持が必要になります。 
 そのためには、若い世代の経済的安定や子育て世代の経済的負担の軽減など生産年齢人口の

定着や、その流入に向けた取り組みが必要と考えております。 
 次に観光客の減少は、市内の宿泊業だけでなく小売店や飲食店における地域内消費額の減少

を招き雇用機会を減少させ、若年層をはじめとする生産年齢人口の流出につながります。 
 また、農業生産者の高齢化や担い手不足など課題を抱えております。本市の基幹産業であり

ます観光、農業の活性化や働く場の確保を図る必要があります。 
 最後に笛吹市の認知度のアップです。多様なメディアや人的ネットワークなども活用した戦

略的プロモーション活動を積極的に行い、選ばれる笛吹市となる必要があると考えております。 
 次に市政の重要課題に対応するための３０年度の政策的予算についてですが、まず子育て支

援策として、住宅の購入に補助する子育て世代定住支援事業を、看護師を配置する私立保育園

等に補助する特別保育推進補助事業を進めてまいります。 
 観光振興策として、新道峠を中心に展望施設の整備を行う新道峠展望台整備事業を、笛吹物

語“秋”の魅力向上を目指し、川中島合戦戦国絵巻を１０月に移し、１カ月間イベントを行う

戦国マンスリー事業を進めてまいります。 
 農業振興策として、定年退職者等を対象に援農・就農教育を行い、農業の担い手を確保する

笛吹市農業塾運営事業を進めてまいります。 
 雇用確保策として、農工団地のエリアを拡大し企業誘致を促進する農工団地見直し事業を、

助成金を交付することで優良企業を誘致し、雇用の促進を図る企業立地促進助成事業を、石橋

工業団地の立地向上にもつながる砂原橋および周辺道路整備事業を進めてまいります。 
 選ばれる笛吹市を目指すシティプロモーション施策として、戦略的な情報発信を行うため笛

吹市ホームページリニューアル事業を、それに合わせ情報発信力の強化に民間企業のノウハウ

を活用する地域おこし企業人事業を進めてまいります。 
 以上の事業を、平成３０年度においては政策的予算として計上しております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 まず１番目、予算概要をいただいているわけですけれど、市がはじまった最初のころですね、
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この予算概要の中に編成方針、そういうものをですね、われわれ議員にも示したことがあろう

かと思いますけれど、なかなか最初からこの数字が入っているということで、全体としてどう

いう考え、見地から予算を編成したかということが非常に分かりにくい。そういう意味で、今

後、この予算概要なり、こういう中に予算編成上の方針というものを示していただきたいと思

いますけれど、この点についてはどうでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 野澤今朝幸議員の再質問にお答えいたします。 
 ただいまご指摘いただきましたように、議員の皆さまのお手元に配布しております予算概要

につきましては、今、おっしゃられました予算編成の方針というか、基本的な考え方について

は現在、記載がございません。たしかにこの予算を皆さまにご審議していただくためには、ど

のような考え方に基づいて編成したかということをお示しすることも必要だと思いますので、

次年度以降ですね、掲載する方向で検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 どうもありがとうございます。まず、歳出の削減のほうで全体的に１０％ということで、こ

れは市長にちょっとお尋ねしたいんですけれど、昨年度ですね、人事院勧告ということで、給

与のアップの改正があったわけですね。賞与の。私は過ぎたことを蒸し返そうとは思いません。

今後ですね、やはり今回の水道料の値上げとか施設の利用料の値上げ、こういうことを考え合

わせると、あのとき反対討論でもしましたけれども、今後もですね、こういう人事院の勧告が

あったからといって、ほとんど職員の給与はそのまま上げる。今回は議員、あるいは特別職の

給与は上げなかったわけですけれど、今後についてですね、市長このへんの職員の給与という

ものが要は横並びに、簡単に私は上げているような気もします。そこが聖域になっているよう

な気もしますので、市長の考えがもし、そのへんでありましたらお願いしたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長、山下政樹君。 
〇市長（山下政樹君） 

 野澤議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 われわれ特別職の部分の予算、いわゆる給与の増額については、前のときにもお話したよう

に、私の市政ではもう上げるつもりはございませんので、この場をお借りしまして正式に、私

が市長をやっているうちはこの３人の給料は上げませんので、そのことをまず宣言させていた

だきます。 
 議員の方々のご給料というのは、これまた議員の先生方がよくお考えになって、ご判断いた

だければというふうに思います。 
 そしてまた、職員の給料のほうでございますけれど、必ずしも上げるというふうなつもりで

すべてやっているわけでございません。当然、そのときそのときにですね、社会情勢、またそ

ういったものをすべて見ましてですね、上げるのか下げるのか、据え置くのか、そういった形
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でですね、その時々にしっかり対応していきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 ありがとうございます。やはりそういう市長の考え方のもとでですね、前から言っているよ

うに身を切る改革というのはやっぱり職員にもそれはいくんだということを、やっぱり自覚す

る中で市民の協力も得られると思います。ましてや市長がスローガンとして「今を変え 常識

を変え 自分を変える」とこういうことですので、こういう厳しい時代ですので、毎年やって

いるからというようなことでなくて、聖域を持たずお願いしたいと思います。 
 次にですね、市政の重要課題についてですけれど、先ほど経営政策部長の答弁にもありまし

たけれど、やはり私がちょっと懸念するのは、子どもの子育ての補助、こういうものへの周知

は必要だと思います。ただ、私がかねがね言っているように一番、１つ大きな問題は、今まで

高齢者と言われている世代、私は高齢者という呼び方を、前からむしろ年配世代とかというふ

うにしたほうがいいんではないかというふうに考えていますけれど、とりわけ６５歳から８０歳

くらいのこの層をですね、この層を高齢者、あるいは介護予備軍みたいな考え方でなくて、もっ

とですね、積極的に今、国でも問題にしています。いい仕事をしてもらう、それなりの年配世

代にあった仕事をしてもらう。あるいは、スポーツ余暇、こういうものをどういうふうに、そ

の世代がライフスタイルの中へ入れていくか。さらに一番重要なのは、こういう世代が社会貢

献ですね。ボランティアをどういうふうに、まだまだ活力のある世代、こういう世代が給付さ

れる側でなくて給付する、力を貸す側に、そういう仕事、社会貢献、あるいはスポーツ余暇、

スポーツ、趣味、こういうものを総合的にですね、やっぱりしっかりそういう提言のできるよ

うな計画が今、必要ではないかと思うんです。これは遅くなればなるほど難しくて、どうして

も今の、６５歳以上は介護対象者みたいなことでですね、消極的な意味での計画しかないとい

うとちょっと語弊があるかもしれないですけれど、もっと積極的にこの人たちに活力を出して

もらう、いろんな分野で。そういう意味で、他の市町村に先駆けてですね、このへんの世代の

総合的なですね、いわゆる、これは今言ったようなことですので、福祉分野とかそういうひと

とこの分野でないので、横割りの、とりわけ経営政策部関係のですね、庁内を束ねるような形

での、そういう取り組みが必要かと思いますけれど、このような考え方について、考え方を答

弁していただきたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 深澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（深澤和仁君） 

 野澤今朝幸議員の再質問にお答えします。 
 今、６５歳以上と言われております高齢者のますますの活躍をということでございますけれ

ども、議員おっしゃるとおりですね、例えば定年退職したあとの人生というのはまだまだ２０年

３０年、健康で生きていられればさまざまな社会活動、また労働等ができるわけでございます。

そのような認識はですね、山下市長も持っておられまして、来年度スタートします農業塾とい

うものも定年退職をされる方をターゲットに農業、本格的に農業をしていただくのも結構です

し、お手伝い的にですね、農家のほうに、援農に入っていただくのも結構だということで、そ
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ういった仕組みをつくりました。まさしく市長も、そのへんの方々にもっと活躍してもらって

ということは考えておりますので、今、議員からご提案がありました、それをもっと広げて総

合的にやったらどうだということもですね、非常に参考になりましたので、今後のですね、私

どもの業務にですね、役立てていきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 ありがとうございます。ただいまの部長のほうから笛吹農業塾の開設、これは素晴らしい考

え方だと思います。特にその１つの目的がですね、市内の定年退職者を中心にした援農、ある

いは農業希望者に対する技術習得、こういうものを目的としているということですけれど、今、

部長も言った広げてという話ですけれど、私はこれをですね、市内の退職者でなくてですね、

とりわけ首都圏まで広げて、新宿から西のほうには非常に豊かで、そして人数の多い年配世代

がいるわけですので、そこまでですね、広げてこういう取り組み、移転、移住、そういうもの

を含めてですね、考えたらどうかと。 
 特にですね、国が進めている日本版のＣＣＲＣ、お役人さん、横文字が好きなので分かりに

くいんですが、要は定年退職したあと、地方に移住移転して、そこで最終的な介護の世話、医

療に世話になると思いますけれど、そういうところをみんなで幸せに生きられるような形で、

地方に移転後、移住しようと、そういうＣＣＲＣの、これ、地方創生の１つの考え方、言うま

でもなくですけどね、そういうところも含んで今言った笛吹農業塾、こういうものを考えたら

どうかと思うんですけれど、どうでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 議員おっしゃるとおりでございます。ただしですね、来年度から始まる新しい農業塾事業、

これにつきましては、まだ始まってはおりません。今から始めますので、とりあえずは笛吹市

内、それから笛吹市内の土地を利用する、そのような方向でいきますけれども、将来的にはおっ

しゃるとおりでございます。関東圏にも、日本にはたくさん定年退職者がおります。そのよう

な方たちを笛吹市に招くということも非常に大事だと思いますので、今後検討を十分させてい

ただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 希望の持てる、本当に、答弁ありがとうございました。 
 今の件に関して、もう１つ、私の持論ですけれど、前にも私、笛新会に入っていたときにで

すね、八王子市のほうを訪問してですね、いろんな形で協定、協力できないか、むしろ八王子

市の力をうまく利用できないかというような発想のもとで、笛新会でも八王子のほうの、ちょ

うど当時、副市長が山梨県出身ということもありまして、行った経緯がありますけれども、こ
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れからのですね、石和の観光を考える上でも、非常に先ほど言った都心よりも西の部分にどう

いうふうにアプローチしていくか、そこをターゲットとして考えるかって重要ですね。 
 ちなみに人口をちょっと調べてきましたけれども、八王子市が５５万人、日野市が、中央線

沿線です、日野市が１８万人。立川市が１８万人。国立市が８万。国分寺１２万。府中２６万。

小平１２万。武蔵野１４万。三鷹１９万。市だけで１８２万あります。さらに特別区の杉並が

５６万。そして中野が３３万。そして新宿まで入れると３４万で、３００万人からの人口があ

るわけです。そういう中で、２０２５年にはたしか３人に１人が６５歳以上といっていますの

で、このへんもそんなに違わないと思いますので、そういうことを考えるとですね、ここをター

ゲットにして笛吹市の観光を考えていくということは、すごく重要かと思います。 
 ＪＲがですね、温泉街にこれだけ入っているのは、たぶん熱海と石和だけだと思います。そ

ういう中でもっともっと場所とですね、ある程度、世代を絞り込んで観光の展開をする必要が

あろうかと思います。もちろんインバウンドも重要ですけれど、インバウンドは言うまでもな

く国際情勢、政治情勢、経済情勢で非常に左右されるので、手堅いところで基盤的に、そうい

うところの観光展開を持続的な観光ということを考えると今後、必要でなかろうかと思います

けれど、このへんについての答弁をよろしくお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 産業観光部長。 
〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 
 野澤議員のおっしゃるとおりでございます。以前に旅館組合、それから商工会からもやはり

中央線沿線の近郊の都市からの観光客、これをターゲットにするべきだというお言葉もいただ

いております。われわれはインバウンドだけで観光が成り立つとは思っておりません。当然、

日本国内も非常に大事でございますし、おっしゃるとおり３００万人からの方がいらっしゃい

ます。これに対応するために笛吹物語、目的地となる観光地づくりを行っていく所存でござい

ます。いろんな資源を磨き上げて、近場も遠くもいろんなお客さまに来ていただくことが今後

の目的となろうと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 市長に１つ、もし、来年のですね、予算は編成されていますけども、再来年、ＪＲのこの中

央線にですね、桃源郷行き列車とかそういうものを、たぶん今の時代ですから、まわりにラッ

ピングするとか非常に楽だと思います。東京駅、あるいは新宿駅からですね、桃源郷行きといっ

て、知らない人はどこへ行くのかなという興味も出てこようと思います。また、そういうこと

もですね、来年度のうちにですね、検討していただいて、やはり繰り返しますけれど、東京、

新宿より西、ここは非常にターゲットとして今後、可能性があって、豊かで時間のある世代は、

今言った６５から８０くらいで、なかなか若い世代はえらいと思いますので、そのへんの検討

をまた来年度の中で検討していただきたいと思います。もし市長、答弁をお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長、山下政樹君。 
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〇市長（山下政樹君） 
 まずターゲットの部分に関しての絞り込みというふうな話なんですけども、私は正直言って、

まだちょっとターゲットを絞ってですね、どこだとか、なかなかちょっと笛吹市の観光って、

残念ながら、ちょっとそこは言えない状態にあるんじゃないかなと。いわゆる簡単に言うと目

的になる場所が残念ながら、はっきり言ってないわけですよ。いや、たしかにあります。フルー

ツにしてもそうですし、桃源郷もそうです。でもやっぱり本当に全国にですね、こうだという

ふうな形で売り込めるような、受入態勢も正直言ってなかなかできていないんではないかなと

いうふうに思っております。 
 まず、先ほど部長が答弁させていただいたように、この２、３年徹底的にですね、目的地に

なる。もう全国からですね、あそこに行ってみたい、ここの果物を食べてみたいというふうに

言っていただけるような仕組みづくりとか、受入態勢というのをまずしっかり構築していきた

いなと。その上でですね、西、先ほど先生が言われている、いわゆる東京から西、いわゆる三

多摩地区、そのあたりのですね、方々に絞って宣伝をしていくとか、そういうふうなことをで

すね、この次に考えていくというふうな形かなというふうに思っておりますので、まず基盤固

めをこの２、３年、しっかりやっていきたいなというふうに思っております。 
 そしてまた、先ほどイベント列車のお話もございました。最近、すみません、なんの機会で、

３市でちょっとＪＲと協定を結んだか、ちょっと度忘れしてしまったんですけど、大変、今、

ＪＲ東日本さん、八王子支社さんと大変協力関係がございます。先日も３市で協定を結ばせて

いただいておりますので、そういったものを使いながらですね、桃源郷列車、おもしろいと思

います。ぜひとも提案しながらですね、そういったイベント列車を含めて、いろんな形で中央

線をうまく使ってみたいなというふうに考えております。よろしくご指導ください。 
〇議長（海野利比古君） 

 野澤今朝幸君。 
〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。いずれにしても高齢化になれば公共交通、電車というのは再度見

直されると思いますので、そういう視点からですね、本当に有利な状況にあると思います。 
 もう１つは、私、東京のこちらってやっぱり軽スポーツのメッカというのもひとつ、西東京

の人たちをお呼び、こちらに呼び掛けのひとつうまく、魅力になろうかと思いますので、また

ＮＴＴの土地を考える上でも、そういう軽スポーツのメッカとして、また笛吹市を売るのもい

いかと思います。よろしくお願いします。 
 以上で終わります。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 
 次に、武川則幸君の質問を許可します。 
 ２番、武川則幸君。 

〇２番議員（武川則幸君） 
 笛新会の武川です。 
 議長の許可をいただきましたので、空き家の現状と今後の対応について質問いたします。 
 まず、本日の山日新聞に笛吹市は、ふるさと納税の返礼品に市シルバー人材センターが市内

の墓石の清掃や空き家の見回りなどを代行するサービスを加えた。空き家の見回りは年に２回、
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１カ所を対象に担当者が窓ガラスが割れていないかや、庭の雑草が生い茂っていないかなどを

確認すると掲載されております。一石二鳥のうまい、新たな企画を行うことに敬意を表します

けども、ただすべき点もありますので質問をいたします。 
 日本の空き家数は８２０万戸あり１５年後の２０３３年には２千万戸超へと倍増すると言わ

れております。空き家増加の原因は人口の減少、また建物が建っていると土地の固定資産税が

６分の１であるという税金の仕組み、さらに解体費用が高額であるためなどと言われています。 
 山梨県の転入・転出の状況を見ますと、２０００年の転入超過２０４人のあと、翌年からは

転出超過が続き、２００８年が３，５１７人と近年では最も多く、昨年２０１７年は転出超過

が前年比３３％増の２，６８４人で再び拡大しました。人口減少に歯止めがきかない状況です。 
 先週の代表質問で笛新会の岩沢議員の少子高齢化、人口減少に対する施策についての答弁で、

市長も高齢化を懸念していると述べていますが、笛吹市においても同様に人口の減少は続き、

特に若者の人口流出については、将来が危ぶまれる状況です。 
 基幹産業である農業については、従事者の高齢化、それに伴う耕作放棄地の増加が問題です。

このような中で近年は空き家も増加する一方であり、行政としては一連の悪循環を断ち切るべ

く、対策を講じるべきと考え、次の３点について質問をいたします。 
 １つ目は、笛吹市における空き家の有効活用を通した笛吹市民と都市住民の交流拡大および

定住促進による地域の活性化を図るための笛吹市空き家情報登録制度、いわゆる空き家バンク

の運用状況を伺います。 
 ２つ目は、空き家等対策の推進に関する特別措置法が２０１５年５月に施行されましたが、

笛吹市の同法に基づく空き家等対策計画の策定予定を伺います。 
 ３つ目は、倒壊などの危険が切迫しており緊急度が高く解体などが必要な、国土交通省が定

めたガイドラインによる特定空き家等に該当すると思われる空き家が市内にどの程度あるのか。

また今後の対応について、どのような手順で対処するのかを伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 武川則幸議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに笛吹市空き家情報登録制度（空き家バンク）の運用状況についてですが、笛吹市空

き家バンクについては、平成２６年６月より運用が始まり、空き家所有者と利用希望者とのマッ

チングを行っております。運用につきましては、山梨県宅建協会と協定を結んでおり、売買や

賃貸の交渉時には所有者と利用者の仲介に入っていただいております。また専門的な立場から

の助言をいただいたり、定期的に意見交換会を開くなど協会と連携しながら進めております。 
 これまで登録があった２８件のうち成約に至ったものは売却が１件、賃貸が３件であります。

また、現在のところ１１件が登録されております。 
 次に空き家等対策計画の策定予定についてですが、空き家等の対策に関係する庁内検討委員

会で計画案の作成を行い、２月９日から３月８日の間、パブリックコメントで市民の皆さまの

意見を募集しております。そのあと最終修正を行い、今年度内の計画策定を予定しております。 
 次に特定空き家に該当する戸数と今後の解消についてですが、昨年度行った市内の個人住宅

の空き家等実態調査におきましては、倒壊等の危険が切迫しており緊急度が高い住宅が６戸見

られているとの調査結果があります。特定空き家に該当するかについては、詳細な現地調査や
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所有者等の事情把握と、今後設置を予定しております空き家等対策協議会における協議を経て

から判断することになります。 
 また、特定空き家は個人の財産のため、所有者の責務を果たしていただけるように対応策の

相談、除却修繕等の助言・指導を行います。改善されない場合には勧告・意見聴取・命令の措

置を行ってまいりますが、履行されない場合は代執行に至る場合もあると考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 武川則幸君。 

〇２番議員（武川則幸君） 
 ありがとうございました。設置要綱第４条による登録申込書および登録カードの提出者数に

ついては、２年を経過すると登録取り消しになり、今年１月１７日更新の市ホームページを見

ますと１０件でしたけれども、今、答弁で現在は１１件というようなことです。また、昨年１０月

５日更新の市ホームページを見ますと、成約物件一覧によりますと現在までに４件というふう

にありました。 
 伺います。先ほどの答弁の中で、平成２６年度からの登録件数は２８件あったとのことです

けども、この登録者数をさらに増やすためにどのような取り組みを行っているか伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営企画課長。 
〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 
 まず空き家の状態がですね、悪いままですと、これは成約のほうへ向かっていけないという

ことでございますので、平成２９年度、今年度ですね、空き家バンクの登録物件についての改

修等の補助金の制度を設けました。この制度につきましては、当然、内部の改修、また家財の

処理費等を事業費の２分の１で上限を２０万円までということでございますが、こういった制

度を使っていただきながらですね、より条件のいい物件としてですね、登録できるような形で

進めているところでございます。 
 また、もう１つ、空き家バンクの登録促進奨励金ということで、これも２９年度からでござ

いますけども、移住者と成約した場合は所有者のほうへですね、３万円の奨励金を出している

というような制度も新しくつくったところでございます。 
 ちなみに改修の補助金につきましては、２９年度３件ご利用いただいております。また、成

約時のですね、奨励金については１件ございました。そんなような状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 武川則幸君。 

〇２番議員（武川則幸君） 
 ありがとうございました。改修補助金や奨励金など、いろいろやっていただいておりますけ

ども、登録者数に対して成約物件数が少ないように見えますけども、まだまだ使える建物が所

有者の、先ほどの答弁にもありましたけども、やむを得ない都合で空き家となるのは残念であ

り、資源の有効活動を図るこの登録制度の趣旨からも引き続き空き家バンクへの登録者と成約
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数の増加を図るような取り組みを推進していただきたいと思います。 
 次に２つ目の空き家等対策計画についてでありますが、空き家等対策計画については、パブ

リックコメント、意見公募を実施し制定するとのことでした。そこで昨年６月２８日付け、山

日新聞に対策計画を策定済みの市町村は、昨年３月末時点で全体の２１％、都道府県別で策定

済みの割合が最も高いのは高知の７９％。山梨は２５．９％との記事がありました。国土交通

省担当者は、空き家増加への危機感が高い地域で取り組みが進んでいるとあります。 
 県内自治体での条例制定に関しては昨年７月１５日付け、山日新聞には県内の空き家は９万

２，９００戸あり、空き家率は２２％で全国平均１３．５％を上回って全国で最も高いと報じ

ています。私は他市町村に比べて、あまりにも遅いのではないかと言わざるを得ません。 
 私の住む地域では、昨年末に消防団と一緒に調査を行いましたが、約６４０世帯のうち２０棟

を超える空き家があり、その中には今にも倒壊しそうなものもあり、雑草や庭木などたびたび

問題になっている物件もあります。 
 笛吹市空き家等対策計画案の中で、本市においてはこれまでのところ空き家に関する問題が

顕在化してきてはいないものの、適切に管理されていない空き家が近隣に悪影響を及ぼすケー

スも少数ながら存在しており、今後さらに増加していくことも予想される状況になっていると

記してあります。 
 伺います。対策計画案にある適切に管理をされていない空き家が近隣に悪影響を及ぼしてい

るケースに対し、どのような対策を考えているのか、またスピード感を持って対応するのか伺

います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 再質問にお答えいたします。 
 現地の状況確認等を行いですね、まず所有者に対応していただくことが基本であります。所

有者等の特定をしまして、連絡を取り、近隣への迷惑をかけている等の内容をですね、現状を

説明し、早急な改善を求めることから始めてまいりたいと思います。そののちですけど、段階

的な措置をそれぞれ先ほど説明したとおり取っていく所存であります。 
〇議長（海野利比古君） 

 武川則幸君。 
〇２番議員（武川則幸君） 

 ありがとうございました。特定空き家等とは特別措置法第２条で、そのまま放置すれば倒壊

などの著しく保安上、危険となる恐れのある状態、または著しく衛生上有害となる恐れのある

状態。３つ目に適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。４つ

目にその他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認

められる空き家などをいうとあります。また空き家等対策計画では、特定空き家等への該当の

判断は庁内検討委員会により行い、対策協議会に諮り、市長が判断することになっています。 
 なお、特別措置法第１４条に助言、または指導、次に勧告する。勧告にかかる措置を取るこ

とを命ずること。自己に有利な証拠を提出する機会を与える。公開による意見の聴取。公告。

最後に行政代執行法に定める行為を行うとあります。 
 伺います。特定空き家等を行政代執行により撤去する場合、助言、または指導するからおお
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むねどの程度の日数を要するか、伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 お答えいたします。 
 国土交通省の公共団体、空き家対策の取り組み事例によりますと、状況にも違いがあります

けれど、所有者との折衝、また建物等の除却の予算措置なども必要となりまして、おおむね１年

前後の日数を要すると聞いております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 武川則幸君。 

〇２番議員（武川則幸君） 
 ありがとうございます。個人の資産を処分するわけですから、慎重な上にも慎重を期す必要

があると思いますけども、事故があって建物が倒れて大けがをするような子どもがいては困る

ということも配慮すべきだと思います。 
 伺います。改めて市当局の倒壊などの危険が切迫しており、緊急度が高く解体等が必要な国

土交通省が定めたガイドラインによる特定空き家等に該当すると思われる建築物に対する対応

について、改めて決意のほどを伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 お答えいたします。 
 特定空き家等につきましては倒壊の恐れがあり、保安上、危険で衛生上有害でもあり、また

景観を損なうなど周辺住民の方の生活環境を守るためにも放置しておくわけにはまいりません。 
 空き家等対策計画を定めまして、来年度、空き家等対策協議会等を立ち上げ意見を伺い、必

要な措置を講じてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 武川則幸君。 
〇２番議員（武川則幸君） 

 ありがとうございました。空き家を放置すると不法侵入者が無断で侵入する可能性がありま

す。ガラスを割れば簡単に侵入でき、ひどい場合には放火されたりすることもあります。雑草

が生え、水たまりなどがありますとボウフラも発生し、犬猫の糞尿など公衆衛生が悪化します。

また外壁落下や建物倒壊などの危険性が増します。さらに垣根や庭木が成長し、周辺に対する

住環境が悪化し、景観悪化による地域のイメージが悪くなり、町の魅力が下がります。 
 最後にこのように、特定空き家等を撤去するというハード的なことも市長の進めるハートフ

ルタウン笛吹の推進に寄与するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 建設部長。 
〇建設部長（雨宮茂貴君） 

 お答えいたします。 
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 先ほどの答弁でもお話したとおり、住環境等が悪化することとなります。特定空き家を指定

し、また解体等をしていただくためにはいろいろなハードルが多くあると思いますが、議員おっ

しゃられるように、これからの市政の運営のためには必要な部分と考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 武川則幸君。 

〇２番議員（武川則幸君） 
 ありがとうございました。笛吹市空き家等対策計画の施行後は、地域住民の安全・安心を確

保するため、早期に対応することが必要であると申し上げて、以上で私の質問を終わります。

ありがとうございました。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、武川則幸君の一般質問を終了します。 
 関連質問はありませんか。 
 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 
 笛新会の荻野でございます。 
 ただいま、武川議員が空き家対策ということで質問いたしましたけども、空き家対策移住定

住問題にも関わってくると思いますが、以前に芦川町に職員住宅をお試し住宅ということで改

装リフォームした経緯があります。その中でそれ以後、どのような経過になっているか、ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 経営企画課長。 
〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 
 議員おっしゃるようにですね、今まで教員住宅としてありました住宅をですね、１棟という

かですね、移住のお試し住宅という形で、新井原のところを利用させていただいております。

今、すでに４軒、５軒の利用者がございまして、今もちょっと予約が入っているような状況で

ございます。ただそれが実際にですね、定住につながったかといいますと、まだそのへんの効

果が出ていないわけでございますが、都内のセミナー等に行ってもですね、そのへんについて

はＰＲをさせていただいて、そしてお試し住宅で来ていただいているような状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 
 あと１点、お伺いいたしますけど、まだ笛吹市には民間の空き家が３００軒以上ということ

でございます。そういった中で、アパートを含めると２千軒以上の空き家があると、今、存在

しております。そういう中で空き家対策、移住定住という問題にもなると思いますが、笛吹市

でもふるさと回帰支援センターの取り組みをやったと思いますが、そのへんのふるさと回帰支

援センターの今までの流れはどのようになっているでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 
 経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 
 お答えいたします。 
 先ほどもですね、東京都内でのセミナーとかですね、そういったＰＲする場所、これは回帰

センターを中心にですね、そういったスペース、また機会をつくらせていただいているわけで

ございます。そういった中で、当然、先ほど答弁させていただきました空き家バンクのですね、

状況ですとか、また先ほどの芦川のお試し住宅ですとか、そういった部分をＰＲさせていただ

いております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 
 山梨県は住みたい県１位でございます。そういった中で、ぜひそういった空き家を利用する

に、そういった東京都内、そういった回帰センターを利用していただいて、今後とも１軒でも

笛吹市に定住できるような、空き家をまた減らすような対策をぜひよろしくお願いしたいと思

います。 
 以上で終わります。 

〇議長（海野利比古君） 
 関連質問を終わります。 
 続いて、志村直毅君の質問を許可します。 
 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問を行います。 
 はじめに、消防体制の強化について質問いたします。 
 本市消防本部においては、市民の生命、身体および財産を守るため、火災予防、救急救助、

災害対応力の強化など、近年の消防行政を取り巻く環境の変化に対応するべく、警察、消防団、

医療機関等の関係団体と連携しながら、鋭意取り組まれております。 
 しかし近年の火災、救急、救助等の出動件数は増加傾向にあり、特に救急件数は昨年３，

７３６件となりました。救急要請割合では、県内トップである本市消防本部の体制強化に向け

て現状と課題、改善の方策についてお伺いします。 
 まず、消防本部の職員数は条例上９０名となっていますが、現在の実員と消防本部の勤務体

制はどのようになっているのか伺います。 
 次に火災が発生した際、本署から水槽車、ポンプ車が出動した場合に本署の体制はどのよう

になるのでしょうか。また火災出動後に救急出場要請があり救急隊が出動した場合、本署なら

びに出張所の体制はどのようになるのでしょうか、お尋ねします。 
 次に新年度から出張所が３所から２所となりますが、本署の体制にどのような変化があるの

か伺います。 
 次に市内の防火対象物件、防火査察や検査等のために訪問調査などを行う件数および頻度は
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どれくらいか、お聞かせください。 
 次に３６５日２４時間、一刻も途切れることなく業務を行うために、本部指令課、消防署は

３交代制で勤務し、消火、救急、救助等に従事され、そのほかにも予防業務、調査や事務処理、

研修、訓練指導などが行われています。本市消防本部は、管轄人口を職員数で割ると職員１人

当たり約７９０名で東山梨消防本部の５９５人、富士五湖消防本部の６３１人などと比較して

みると、その割合は非常に大きいものとなっています。隊編成に不足が生じた場合などの職員

の負担も大きいと考えられますが、消防本部の見解を伺います。 
 最後に、市では出場隊の編成を万全にするために必要と考えられる職員数をどれくらいだと

考えているのか。常備消防体制は、市民生活に安心と安全のために公助として充実を図らなけ

ればならない分野であり、行財政改革を進める中でも選択と集中を図っていき、少なくとも

１１０名程度の消防職員の確保が必要ではないかと考えますが、市の見解をお聞かせください。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 消防長。 

〇消防長（植村英明君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 現在、条例定数９０名に対し実員は８８名ですが、来年度新採用により定数を充足する見込

みです。 
 消防本部では、消防長を含む２０名の職員が予防業務、救急事務、消防協会、協力会事務局、

総務事務等を行っております。消防署では署長を含む６８名で勤務しており、火災、救急、救

助業務等に当たっております。 
 現在３班が交替で勤務しており、各班は２１から２２名の職員で編成され、その内訳は本署

に１２から１３名、３出張所には９名となっております。 
 次に火災時、救急出動時の本署ならびに出張所の体制についてですが、火災時には本署に勤

務する職員については、全員が現場に出動しますが、出張所は現場に近い出張所が出動し、他

の２出張所は本署に出向してきます。出動中に他の救急要請があった場合、本署に出向してき

た出張所の職員が対応することとなっておりますが、その後、非番者を招集し待機させ、全隊

出場した場合、近隣の消防本部への応援要請を行っております。 
 次に出張所が３所から２所となるが本署の体制はについてですが、春日居出張所に勤務する

職員はすべて本署に異動することとし、本署の体制は救急隊を現行の１隊から２隊とします。 
 次に市内の防火対象物件数、防火査察や検査等のために訪問調査等を行う件数および頻度に

ついてですが、市内の防火対象物件数につきましては全体で１，８２３件あり、これらに対す

る今年度の防火査察件数は、１月末日現在で４７０件となっております。 
 その頻度につきましては、物品販売店、旅館、ホテル、飲食店等、不特定多数のものが利用

する防火対象物は毎年、工場・事業所等、主に従業員等が利用する防火対象物は２年から３年

に一度実施しております。ほかに消防用設備等の設置検査が２７５件、自営消防訓練指導に３５件、

また条例に基づく検査が年間１５５件、それぞれ随時現地に赴いて行っております。 
 次に隊編成に不足が生じた場合などの職員の負担も大きいと考えるが、消防本部の見解につ

いてですが、職員１人当たりの人口は、県内１０消防本部と比較すると３番目に多くなってお
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ります。また、総務省が示す消防力の整備指針による職員数の充足率は、５３％という状況に

ありますが、必要に応じ非番召集を行い消防隊を編成し対応しております。 
 今後とも、地域住民を守るという責務を的確に果たしていくための体制整備に努めてまいり

ます。 
 次に出場隊の編成を万全にするために必要と考えられる職員数についてですが、消防が防火

防災および救急、救助業務を行うために必要な設備人員の基準は国の消防力の整備指針により

定められております。 
 消防本部の車両につきましては、救急車５台、消防車両１８台、充足率１００％です。一方

これを運用する人員は８８名で充足率は５３％であり、県下の１０消防本部平均を下回ってお

ります。現状では、その人員を効率的に運用しながら災害対応、防火対象物査察等を行ってお

ります。 
 条例定数につきましては、現行体制を検証しながら検討してまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問を行います。 
 出張所が３所から２所になるということでありますけれども、その分は本所に来て編成に加

わるということで、職員の数自体は変わらないということでありますので、特にそういった意

味ではいる場所が変わるだけで変化がないということでありますけれども、実際に現在、各班

の編成で出動中に他の救急要請があれば、出張所から出向してきた職員の方々が対応して、さ

らにそれでまた要請があったりということになると、非番者を待機させるということになると

いうことですが、この場合の非番者というのは、自宅待機というふうな状態になるということ

でよろしいんでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 植村消防長。 
〇消防長（植村英明君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 非番者の待機は、本所に出向いてもらいまして、本所のほうで待機という体制を取っており

ます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 そうしますと、非番とは言えども勤務しているというふうなことになるということで、これ

は拘束されている時間が、そのまま労働時間にならないというふうなところは消防職員の全国

的な中でも課題というふうなことでいわれております。これを解消するには、もちろん金銭的

な部分での対応ということも必要なんでしょうけれども、もう１つのほうとしてはやはり職員

数を増やしていくと、このへんが必要なのかなというふうに思っております。 
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 それから防火対象物の対象件数１，８２３件ということで、１月現在で４７０件ということ

ですから、これは平均的に毎年５００件ぐらいは、毎年のものを行っているというふうな理解

でよろしいでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 植村消防長。 
〇消防長（植村英明君） 

 お答えいたします。 
 先ほども述べましたが、昨年は年間で４７０件です。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 いずれにしてもこの件数、それから２年から３年に１回のものも含めて、たくさんの対象件

数があるという中で、予防業務というのが非常に全国的な平均からみても、３０年前から対象

物件が約１．４倍、増加という中で、査察の人員は８割に減少と。そして査察の実施率という

のも半減してきているというふうに言われています。観光客も利用する飲食店舗や宿泊施設も

多い本市においても、この予防業務の重要性というのは論を待たないというふうに思うわけで

すけれども、十分な査察体制が確保できると考えておられるのか、見解を伺います。 
〇議長（海野利比古君） 

 植村消防長。 
〇消防長（植村英明君） 

 再質問にお答えいたします。 
 査察体制の確保についてですが、本市においては観光客が利用する飲食店、ホテル、旅館等

の施設も多いわけですが、本市消防本部では３部体制の勤務を実施しておりますので、これら

の施設につきましては、日勤、職員等により防火査察は１００％の実施率となっております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 大変に限られた人員の中で頑張っていただいているというふうなご答弁、ご苦労に本当に頭

が下がる思いであります。そういう中でも富士五湖消防本部においては、近年、大幅に職員を

増員したというふうに聞いております。観光客が多く訪れるということに対応するものである

とのことですけども、本市の救急件数のこの多さからいっても、搬送される方々の中には観光

客とか、また市外、あるいは県外の方、宿泊者も含めていらっしゃると思います。この点につ

いて、どのような状況になっているか、分かりましたらお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 植村消防長。 
〇消防長（植村英明君） 

 お答えいたします。 
 ホテルや旅館、温泉施設、観光施設等の搬送から算出しますと昨年５１９人、約５００人の
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観光客の方が搬送という数字が出ております。全体で１５％の方が観光客の方という数字が出

ております。また県内外の搬送につきましては、全体の搬送の中で市外の方の搬送が４３７人、

県外の方が２６８人となっております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 観光地でもあり、また人口減少局面に入っていくわけでありますけれども、これから救急件

数の増加傾向が続くと、高齢化率もまだ上昇を続けていくと。これから１０年２０年のスパン

で考えても救急要請件数が減るという見込みは、なかなか立ちにくいと。こういう中で、どの

ような対応を考えていくのか、消防本部の見解を求めます。 
〇議長（海野利比古君） 

 植村消防長。 
〇消防長（植村英明君） 

 救助件数に対する今後の対応は、総務省の推計によりますと今後は高齢化が上昇し、２０３０年

までは増加するといわれております。今後の救急要請のさらなる需要増を念頭に、救急隊の増

隊や職員の適正配分を行う体制づくりが必要であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 平成元年に比べると全国の消防職員の方が平成２５年の数字ですけれども、消防職員の総出

動人員というのがですね、２５年間で１．８倍に増加していると。特に救急は２．３倍、それ

から救助が２．８倍ということで、本当にそういう意味では消防、救急のニーズというのは今

後も、現在よりも増えていくだろうと。そして消防力の整備指針でも、県平均で５５％のとこ

ろを笛吹市は５３％であるということで、最初の答弁では末尾に検証しながら検討していくと

いうふうなご答弁がありました。職員の増員を計画的に進めていくというのは、例えば今般、

支所機能も見直すわけですけれども、いろいろな形で市民の皆さんにご理解をいただく中で、

やはり住民が、市民ができるところは担い合って、そして行政がやらなければならないという

ところには、しっかりと手当していくということが、これを確実に取り組んでいくということ

が必要だというふうに考えるわけですけれども、最後にここの部分の市長の見解をいただけれ

ばと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長。 
〇市長（山下政樹君） 

 志村議員の質問にお答えいたします。 
 大変、総合的に消防行政の問題点について、ご指摘いただきました。本当にありがとうござ

います。 
 また、消防長についてもですね、なかなか現場と、そしてわれわれが考えている全体的な部

分でですね、正直やっぱり当然のごとく現場は本当に忙しいです。われわれが思っている以上
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に厳しい人数の中でですね、一生懸命取り組んでいただいています。本当に会社の言葉以外ご

ざいません。あと当然のごとく定員適正化計画を含めまして、市全体の中のですね、定員とい

うのものをこれから来年以降、つくっていくわけでございます。そういった中を十分考慮しな

がらですね、いわゆる９０人の定数をですね、どういうふうに見直していくかということを検

討していきたいというふうに考えておりますので、またひとつご指導・ご鞭撻をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 志村直毅君。 
〇１３番議員（志村直毅君） 

 よろしくお願いいたします。 
 それでは続いて、第２次総合計画に基づく財政運営について質問をいたします。 
 第２次総合計画（案）によれば、本市の財政は約６５％が地方交付税などの依存財源、市税

などの自主財源は約３５％となっております。普通交付税は、一本算定に向けてすでに段階的

に縮減されており、市税収入等についても人口減少に伴う住民税などの減少など、大幅な増加

は見込めないとしています。 
 また歳出面においては、社会保障に関わる扶助費の増加、公債費の増加、公共施設の老朽化

による維持管理経費の増加等が見込まれ、経常経費の大幅な削減は見込めない状況であり、行

政評価を踏まえた事業見直しに取り組む必要があると述べております。 
 市の行財政基盤の弾力性が失われつつある中、市民ニーズに応えながらも健全で身の丈に合っ

た行財政改革と市民との協働による行政運営、選択と集中による効率的で効果的な財政運営が

求められるとする第２次総合計画に基づく財政運営について、以下、質問いたします。 
 まず担税力のある市民や市税収入が減少していく中でも、必要な社会保障経費は確保し、や

り繰りしていかなければなりません。合併特例債の起債期限の再延長については、今国会で議

員立法により５年延長となる見込みであります。第２次総合計画および第４次行財政改革大綱

を踏まえ、歳入および歳出の改善を図るための方策について伺います。 
 次に特別会計の経営状況や収支の改善、これも重要な課題であります。上下水道料金の改定

のほか、市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の改訂に伴って介護保険料も増額との予

定です。介護保険制度は、法定負担割合を超えて一般会計から介護保険特別会計への繰り入れ

を想定していないため、介護保険料の改定によって財政運営が行われることが適切であると認

識しておりますが、市民への丁寧な説明により理解を得ることが重要だと考えます。介護保険

料改定に際して、市の説明を求めます。 
 次に介護保険特別会計の財政運営において、保険料上昇を抑制していくために必要な取り組

みとして、健康づくりと介護保険給付における評価が重要ですが、どのような具体策を考えて

いるのか伺います。 
 次に公共施設の老朽化に伴う経費の増加が見込まれる中、長寿命化、統廃合、複合化等の方

策が考えられますが、公共施設等適正管理推進事業債を活用して集約化・複合化等の事業を行

う予定があるか、お尋ねします。 
 最後に厳しい財政運営に迫られる中でもハートフルタウン笛吹の実現に向け、子育て支援、

教育環境の充実、防災、観光・農業等の産業振興、公共施設マネジメントなど重要な施策に選

択と集中で予算を充てていかなければならないものと考えます。合併特例債の起債期間の再延



 １３９ 

長等も視野に学童施設の利用者増への対応、これは消防署春日居出張所の跡地を利用して、手

狭になっている隣接の児童センター、学童保育環境の改善を図るもの、またスコレーセンター

の増床・改修等の市民ニーズ、これは合併以来、利用者や文化協会の方々からも要望の強い中

庭部分の増床対応など、こうした点もしっかりと財政措置を講じていく必要があると考えます

が、市の見解を伺います。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 当局の答弁を求めます。 
 深澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（深澤和仁君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに歳入および歳出の改善を図るための方策についてですが、歳入面では、徴収体制の

強化による徹底した自主財源の確保、国県補助金の適正な確保、各種料金の適正化。歳出面で

は、ゼロベースでの行財政改革の取り組みによる組織や事務事業の見直し、業務の効率化。こ

れらの取り組みを市役所の常識にとらわれず進めてまいります。 
 次に介護保険料改定に関する市民への説明についてですが、介護保険料は介護保険事業計画

に基づいて算出しています。第７期計画では、高齢化による自然増加分に加え、消費税引き上

げ、介護職員処遇改善加算および保険料率引き上げといった国の制度改正に伴う要因、ならび

に第６期の借入金の償還が重なり、保険料の引き上げ幅が大きくなっています。 
 介護保険料の改定については４月以降に広報、ホームページ、パンフレット、保険料通知等

により市民に周知し、理解を求めていきたいと考えています。 
 次に介護保険料抑制のための健康づくりと介護保険給付の評価についてですが、健康づくり

の取り組みとしては、地区で取り組むいきいき百歳体操と栄養・運動・社会参加の３要素の状

態をチェックして、本人に適した予防に結びつけるフレイル予防を平成３０年度に導入します。 
 介護保険給付の適正化に向けては、要介護認定の適正化、ケアプランの点検、医療情報との

突合点検および介護事業者の実地指導などに取り組んでまいります。 
 次に公共施設等適正管理推進事業債を活用し、集約化・複合化等の事業を行う予定について

ですが、現在、個別の公共施設ごとの管理の方針と工程を示す個別施設計画を策定しておりま

すが、必要に応じて公共施設等適正管理推進事業債の活用も検討してまいります。 
 次に市民ニーズに対し、しっかりと財政措置を講じていく必要についてですが、組織や事務

事業の見直し、経費の節減や業務の効率化等、一層の行財政改革に取り組み、少子高齢化や公

共施設の老朽化等に伴い増加が見込まれる行政ニーズに的確に応えるとともに、引き続き質の

高い行政サービスを提供してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問はありませんか。 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 介護保険料の改定ですけども、介護支援を必要とする高齢者および要支援・要介護状態にな

る可能性の高い高齢者に対する施策を計画に基づいて進めるために、自治体の実情に応じて保
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険料も異なっているというふうに理解しております。人口規模が類似している自治体であって

も、例えば財政上のいわゆる類似団体であってもですね、その自治体の住民や年代、事業所、

サービス内容、いろいろな条件、また実際に介護サービスを受けたいという方の介護度や、そ

れに対するサービス料なども含めて、どこどこの市がこうだから笛吹市も同じようにできない

かというふうなわけにも、残念ながらいかないということもあるかと思います。この点につい

てですね、本市の介護保険を取り巻く現状をもう少し説明をしていただきたいと思いますけど

も、保健福祉部長、お願いできますか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 すでに、志村議員のご質問の中にも十分なご理解をいただいているというふうに思うわけで

すが、本市の介護保険を取り巻く現状ということで少しお答えをさせていただきます。 
 まず１つは、サービス対象者が増加をしているという現状でございます。これは保険料を納

付する６５歳以上の１号被保険者の方が２０２５年に向かって増えてはいるんですが、その中

でも特に７５歳以上の後期高齢者の方の増加割合が大きいということがございます。そうした

中で要支援・要介護の認定者の方も増加することが見込まれているという現状がございます。

また、一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加というのも、これも笛吹市に限りませんが大き

い課題であると思います。 
 笛吹市においても、２０２５年に向かって１６％くらい一人暮らしが増加をするのではない

か、また認知症高齢者については、全国の増加率で見ますと２０２５年には最大で３千人くら

い増えてくるのではないかというふうな見込みがございます。さらに、笛吹市だけではこれも

ございませんけども、笛吹市の場合、在宅医療の受け皿としての介護費用が増加をしてくるの

ではないかということも予測をしております。 
 笛吹市の年間死亡者数というふうなものも、現状から２０２５年には１００名弱ほど増加し

てくる。また、その受け皿として県の地域医療構想で示されています峡東地域の慢性期の病床

数が減らされるというふうな状況もございますので、これを医療のところから介護のほうで受

け皿にならざるを得ないという状況がございます。こういった状況等を踏まえて、今回、いく

つかの点で、介護保険の保険料のほうが引き上げられてくるというふうな結論に結びついてく

るという状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 あと保険料を抑制するために導入予定のフレイル予防ですね、加齢による虚弱、フレイルを

予防するという取り組みで、近年、注目されているわけですけども、やってみるじゃんなんか

もこれまでもやってきていますけども、口腔ケアの推進とか百歳体操、先ほどありました。こ

れは具体的にはどんなふうに展開していくというふうに考えればよろしいでしょうか。 
〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 
 お答えをいたします。 
 フレイル予防、百歳体操の展開等についてですが、何よりも介護保険財政が今後ふくらんで

くる。それを根本的に解決というわけにはいきませんが、健全化させるというのはもちろんサー

ビスの利用が単純に低くなればいいということではなくて、先ほど議員のほうからもありまし

たが、健康づくり、一人ひとりの６５歳、もっと若いうちから健康づくりに取り組むというこ

とが重要でございます。フレイル予防というのは加齢に伴って、さまざまな機能が低下をして

くる。それで虚弱化して、介護状態に結びついていってしまうということをどうやって予防す

るのかということで、しっかり噛んでしっかり食べるということ、それから運動をすること、

また社会参加をするという、その３つの要素をバランスよく実践することで、介護予防の一歩

手前の状態を維持して、健康長寿というものを目指していくということでございます。 
 当面、３０年度からの展開といたしましては、まずこのフレイル予防の中身についての講演

会等を実施しまして、事業に協力いただけるフレイルサポーターという方々を養成してまいり

ます。その後に高齢者や現役世代を引退する年齢層を対象にしたフレイルサポーターの協力に

よりまして、フレイルチェックという診断行為を行って、一人ひとりに不足をしている要素に

気づいてもらった上で、それに適した介護予防に取り組んでもらうというものでございます。 
 いきいき百歳体操につきましては、これもフォーラムを開催して週１回以上の自主的な介護

予防に取り組む５名以上の地域や団体に対して、市が説明会や体力測定を実施していこうとい

うことで、この中で公民館等でＤＶＤを見ながら体操に取り組んでいただいたり、その後の６カ

月程度ののちに市が再度、体力測定等を実施して評価をしていくというふうな取り組みを行っ

ていこうという展開でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 いろいろな場づくり、そしてまたそういった人材を育成して、本当に健康づくりに取り組む

ことで、財政運営にも良い効果が発揮できることを願っております。 
 それから給付適正化の取り組みとして、例えばケアプランの点検、事業者の実地指導という

ふうにありましたけども、これは誰がどのように行うのか。またその評価というのはどのよう

に明らかにしていくのか、お願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 
 給付適正化としましては、先ほど答弁の中にありましたけれども、認定調査の状況のチェッ

ク、それからケアプランの点検や医療情報との突合、介護給付の通知や介護事業者への実地指

導というふうなものが考えられておりますが、認定調査のチェックにつきましては、市の給付

適正化の指導員を置きまして認定調査の結果を点検するという作業を行うようにしております。 
 それからケアプランの点検については、ケアマネージャーの作成したプランの点検を、プラ

ン上の点検を行っていくというもので、現在も取り組んでおります。 



 １４２ 

 それから医療情報等の突合につきましては、国保連合会が作成した医療保険の入院情報と介

護給付の情報を突合いたしまして、サービスの整合性のチェックを行っていくと。必要に応じ

て、事業者のほうに指導をするというような中身でございます。 
 介護給付通知につきましては、サービス利用者に介護事業者から請求があったサービス内容

を通知して確認をしていただくという内容でございます。 
 それから介護事業者の実地指導につきましては、市の担当指導員のほうが介護サービス事業

者のほうを訪問いたしまして、その設備や運営、人員等について基準に照らして調査を行い、

不適切な請求であるとか、あるいは過不足しているサービスについてご指導させていただくと

いう内容でございます。 
 評価につきましては、毎年、点検件数等についてホームページで公表していくというふうな

計画となっております。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 
 公営企業部長、総合計画の中に３つの磨き上げ、人・産業・基盤とあって市民生活に身近な

道路や上下水道といった社会基盤の機能、維持、整備、質を高めて安全・安心を実感できるま

ちを目指すというのがあるんです。富士見地区、私の住んでいるほう、特に石和の南部、まだ

まだ下水道の整備ができていなくて、ただ事業費も予算案を見ると、少しまた絞られていると。

ただ、人口流失対策としても下水道の住宅集積地への整備というのは、本当に重要だと思いま

す。このへん、磨き上げ、ブラッシュアップ、ぜひ事業もスピードアップして、ブラッシュアッ

プしていただきたいというふうに思うんですけども、財政的にも厳しい中、お考えを伺いたい

と思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 公営企業部長。 
〇公営企業部長（遠藤正文君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 以前にもですね、お答えさせていただいたことがあろうかと思いますけども、人口が増えて

いるところは積極的に工事のほうを進めまして、またそのほかのところは見直しもさせていた

だくというようなことで、効率よい工事の推進を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 志村直毅君。 
〇１３番議員（志村直毅君） 

 この春、退職をされる植村消防長、風間部長、遠藤公営企業部長、ご丁寧な答弁ありがとう

ございました。感謝を申し上げながら、一般質問を終了させていただきます。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
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 関連質問を終わります。 
 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 
 お諮りします。 
 明日２月２８日から３月１１日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 
 これご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日２月２８日から３月１１日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は３月１２日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時０８分 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 

 ただいまの出席議員は２１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。 
 報告を申し上げます。 
 本日、代表監査委員 横山祥子君および農業委員会会長 赤岡勝君より欠席届が提出され、

これを受理しましたので報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第１ 議案第１号から日程第２５ 議案第４５号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の２月２２日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあり

ますので、それぞれの常任委員長からの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に付託しております案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。 
 総務常任委員会委員長、古屋始芳君。 

〇総務常任委員長（古屋始芳君） 
 ただいま、議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので、報告

をいたします。 
 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について、３月５日、

６日の２日間の日程により委員会を開催し、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、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 
 議案第３号 「笛吹市行政組織条例の一部改正について」 
 総務部総務課の審査において、この条例の一部改正により、経営企画課が総合政策部内の政

策課と企画課に分かれるが、リニア関連の業務とふるさと納税の業務はどこが担当するのかと

の質問に対し、リニア関連業務は、企画課企画調整担当。ふるさと納税業務は、企画課移住定

住担当の業務となるとの説明がありました。 
 議案第５号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」 
 総務部総務課の審査では、この条例の一部改正により、次長、次長級が廃止されるが、給料

表の全面的な改定はあるのかとの質問に対し、この改正に伴う給料表の改定はない、規則にお

いて、次長級にかかる管理職手当について改正を行うこととなるとの説明がありました。 
 議案第１１号 「笛吹市消防手数料条例の一部改正について」 
 消防本部の審査では、この条例の一部改正の部分について、手数料の金額が高いが市内で適

用される対象者は、どのようなものがあるかとの質問に対し、改正にかかる部分については、

大規模の危険物施設の設置許可申請にかかる手数料であり、市内において今まで適用された案

件はない。今後、同規模の申請があった場合、この規定を適用するため、今回、改正をお願い

するものであるとの説明がありました。 
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 議案第１２号 「笛吹市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例の

廃止について」 
 総務部税務課の審査では、農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴い、本条例が廃止され

ることにより、企業立地促進に影響がないとはいえないと思うがどうかとの質問に対し、この

条例に基づく減免対象は、平成２４年度まではあったが、その後の適用はない。現在、企業立

地に対する減免の代替的な規定として、地方税法の中に中小企業を対象とした償却資産の課税

特例があり、対象資産の課税標準額を最初の３年間、２分の１にするという規定により、対象

企業については減免軽減しているとの説明がありました。 
 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」 
 総務部総務課および支所の審査では、芦川支所における芦川ブランド化推進事業の芦川地区

農林業振興特別対策補助金の減額について、ほうれん草以外にもブランド化推進事業の対象に

なる品目はあるのか、また生産量は減っているのかとの質問に対し、主としてほうれん草であ

るが、他にもこの補助金ではシイタケや山菜などが対象となる。生産量は最盛期の１０分の１く

らいである。芦川町の人口は今年２月末現在で３５８人、２人に１人が７０歳以上という状況

の中で、農業をする人が減っているのが生産量減の大きな要因であるとの説明がありました。 
 総務部管財課の審査では、総務費雑入の増額における物品売払収入について、売払方法はど

のような形になるのかとの質問に対し、基本的には公売であり、広く公募し周知して希望者に

入札していただく流れになる。車両については、インターネットオークションを活用している

との説明がありました。 
 経営政策部財政課の審査では、財務管理事務における伝票データ移行負担金の減額の内容は

との質問に対し、本市の財務会計システムは、市町村総合事務組合が中心となり、県内の市町

村が共同で使用するシステムとなっている。 
 過去５年間のデータを新しい財務会計システムの中に取り込む予定であったが、構成市町村

による協議の結果、エクセルやＣＳＶなどの簡易版で作成することになり、当初の予定よりも

安価で提供されたことによる減額であるとの説明がありました。 
 経営政策部経営企画課の審査では、ふるさと納税寄附金の増額補正について、ふるさと納税

寄附金が前年度比１．６倍に伸びた主な理由はとの質問に対し、幅広く寄附金に応じた返礼品

を設定したことにより、１人当たりの寄附金の単価が増えたこと、またインターネットサイト

で返礼品が上位にランキングされたことが主な理由であるとの説明がありました。 
 市民環境部市民活動支援課の審査では、補助金が減額補正される運転免許証自主返納事業に

ついて、事業開始からこれまでに何人の運転免許証の自主返納があったかとの質問に対し、平

成２８年度から事業を実施しており、平成２８年度で１５４名、平成２９年度では２月末現在、

１０５名の方が自主返納を行っているとの説明がありました。 
 議案第４３号 「動産の取得について（石和学校給食センター厨房備品購入）」について 
 総務部管財課の審査では、この契約について、随意契約とした考え方はとの質問に対し、事

業を担当する学校教育課から、それぞれの業者がいろいろな機械を持っている中で、給食１，

６００食を作る場合、メーカーによってそのやり方についてそれぞれ特色がある。それを市で

お伺いしたいため、プロポーザルによる随意契約としたとの説明がありました。 
 議案第４４号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署東部出張所建設工事）」および議案

第４５号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署西部出張所建設工事）」について 
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 総務部管財課の審査では、軽量シャッターと重量電動シャッターの差額は、また重量電動シャッ

ターに変更しなければならなかったいきさつはとの質問に対し、事業を担当する消防本部から

の説明では、当初は軽量の防火タイプで型式番号が入っているものを建築確認申請に出したが、

シャッターメーカーから指定した型式製品は、現在製造していないとの連絡があった。 
 その後、代替製品について検討の折、建築確認を行う建設技術センターの指摘もあり、防煙

対策も行なわなければならないことが判明した。火と煙の対策について検討すると同時にシャッ

ターをつけないで区画を一体化したらどうかという建設技術センターからの提案もあったが、

倉庫に備品を置く関係でシャッターは必要であり、軽量シャッターでは防火、防煙に対応でき

ないため、重量電動シャッターに変更することになった。 
 また、東部出張所では、軽量シャッターから重量電動シャッターに変更した差額が経費込み

で約１６０万円であるとの説明がありました。 
 そして、市の規定、国土交通省の指針の取り扱い、設計監理の問題等に対処していきたいと

の説明がありました。 
 執行側に対し、この件に関しては、担当職員の責任問題にとどまらず、建設工事の契約事務

や監理監督業務のあり方についても問題を投げかけているので、今後も建設、土木工事、その

他、各種契約事案がある中で、速やかに事実関係を明らかにし、再発防止に向けて契約に関わ

る業務の見直しを行うこと。 
 また、消防署の東部、西部出張所が新年度から共用開始できるように、速やかに対応するよ

うにと各委員から意見がありました。 
 以上、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。 
 なお、平成２９年請願第３号 「治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）の制定を求める意見

書の提出を求める請願」については、継続審査となりました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第３号 「笛吹市行政組織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。 
 議案第４号 「笛吹市職員の育児休業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。 
 議案第５号 「笛吹市職員給与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。 
 議案第１１号 「笛吹市消防手数料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。 
 議案第１２号 「笛吹市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例の

廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてのうち総務部お

よび支所所管項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 経営政策部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 消防本部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議会事務局所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４２号 「契約の締結について（市道１－７号線（彩甲斐跨線橋)耐震・補修工事（債
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務））、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４３号 「動産の取得について（石和学校給食センター厨房備品購入）」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４４号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署東部出張所建設工事）」および議案

第４５号 「変更契約の締結について（笛吹市消防署西部出張所建設工事）」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、総務常任委員会委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 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。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑ございますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 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。 

 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」につきまして

は各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を

行います。 
 議案第３号から議案第５号まで、ならびに議案第１１号および議案第１２号を一括議題とい

たします。 
 お諮りします。 
 本５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） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案についての委員長報告は可決です。 
 本５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） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第３号から議案第５号まで、ならびに議案第１１号および議案第１２号は原案の

とおり可決されました。 
 続いて、議案第４２号から議案第４５号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４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） 
 異議なしと認めます。 
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 お諮りします。 
 本４案についての委員長報告は可決です。 
 本４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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４２号から議案第４５号までは原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、荻野謙一君。 

〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君） 
 議長より、教育厚生常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報告をいた

します。 

 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について３月５日、

６日の２日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いた

しました。 

 審査にあたり、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 議案第１号 「笛吹市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の制定につい

て」では、保健福祉部の長寿介護課の審査では、条例中、記録の保存期間を５年にした理由は

との問いに対し全国的な流れ、また県から権限委譲されるにあたり事務の必要性を考え５年と

したとの回答がありました。 

 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」では、保健福

祉部の子育て支援課の審査では、放課後児童健全育成事業の賃金について、短期雇用学童保育

支援員の短期の期間はどのくらいかとの問いに対し、臨時に適宜必要に応じてその都度お願い

している事業なので期間の定めは設けていないとの回答がありました。 

 教育委員会の生涯学習課の審査では、一宮・八代・春日居地区スポーツ振興事業において行

事の中止の理由は何かとの問いに対し、外で行う事業については雨天によるものもある、その

ほかとしては募集人数が集まらなかったなどの理由であるとの回答がありました。 

 議案第１７号 「平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

 市民環境部の環境推進課の審査において、歳入の地域振興施設使用料について、現在の利用

状況は当初と比べてどのような状況かとの問いに対し、利用者数は当初年間３万人を見込んで

いたが２月末現在で５万６，５９１人、来月４月には６万人を超える見込みであるとの回答が

ありました。 

 以上で、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第１号 「笛吹市指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例の制定につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６号 「笛吹市国民健康保険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。 

 議案第７号 「笛吹市福祉センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可
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決すべきものと決定。 

 議案第８号 「笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

め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。 

 議案第９号 「笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関す

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。 

 議案第１０号 「笛吹市介護保険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。 

 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について保健福祉部所管

項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 教育委員会所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４号 「平成２９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１５号 「平成２９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

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１６号 「平成２９年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（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。 

 議案第１７号 「平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予算（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。 

 議案第４１号 「財産（建物）の無償譲渡について（春日居しずめふれあいの家）」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上、教育厚生常任委員会委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で教育厚生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。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑ありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３号につきましては先ほど申し上げました

とおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 
 議案第１号および議案第６号から議案第９号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本５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） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
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 本５案についての委員長報告は可決です。 
 本５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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号および議案第６号から議案第９号までは原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１０号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに、渡辺正秀君の反対討論を許します。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので議案第１０号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、

反対討論を行います。 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。 
 本条例改正案は介護保険料を１１．７％、第５段階標準額で１万１，３８０円、引き上げる

ものでございます。格差と貧困が極端に進んでおります。過日の代表質問でも取り上げたとお

り、日本の相対的貧困率は１５．６％と増え、そしてＯＥＣＤ３５カ国中７番目に高くなりま

した。この１５．６％の方々の等価可処分所得が、この１０年間で１５１万円以下から１３３万

円以下と１８万円も下がっておるのでございます。夫婦と子ども２人の４人家族でいえば年収

３００万円、可処分所得２７０万円以下に相当します。 
 このように、低所得者の所得が著しく下がっている中での介護保険料の一律１１．７％とい

う大幅な引き上げは、到底認めることができません。この大元は介護保険料制度そのものにあ

ります。問題の多い国民健康保険税でも低所得者の保険税は平均の約１０％。ところが介護保

険料は第１段階でも平均保険料の４５％であり、大変重い。また負担比率は保険料５０％、国

２５％となっており、保険料の比率が非常に高いということでございます。また国は制度上、

一般会計からの投入は謹んでいただきたいと答弁しておりますが、一般会計から繰り入れるこ

とを禁じる法令上の規定はない。制裁は予定していないとも答弁しております。保険料負担は、

低所得者の生活の限界を超えております。まず国に対して国庫負担率の引き上げ、２つ目に低

所得者負担割合の軽減の拡大、３つ目に一般会計からの繰入不適切という指導の廃止を一層強

く求めるべきであると思います。 
 市としても、低所得者負担割合の軽減および一般会計からの繰り入れを実施すべきだと思い

ます。また災害や生活維持者の失業、事業の休廃止などによる保険料の減免がゼロ、納付困難

者に対する減免がわずか１０名ということも実態にありません。周知徹底、制度を紹介し利用

の推進が必要であります。大変な生活苦の中で、これ以上の負担はとても耐えられません。私

が申し上げましたような、この対応が取られていない。そして１１．７％の値上げになるとい

うことに関して、反対討論といたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 
 討論はございますか。 
 （ な し ） 
 以上で、討論を終結します。 
 これより議案第１０号の採決を行います。 
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 本案に対する委員長報告は可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、そのままお待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
 議案第１４号から議案第１７号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４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。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案についての委員長報告は可決です。 
 本４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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４号から議案第１７号までは原案のとおり可決されました。 
 議案第４１号を議題といたします。 
 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） 
 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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、委員長から審査結果の報告を

求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

 議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告をいたし

ます。 
 去る２月２２日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について３月５日お

よび６日の２日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査

いたしました。 
 審査にあたり、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 
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 議案第２号 「笛吹市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の制定につ

いて」 
 産業観光部観光商工課の審査では、提案理由で「国の準則に代えて適用すべき準則を定める

必要がある。」とあるが義務的に定めるのか、それとも市の裁量で定めるのかとの質問に対し、

国からは、市町村において定める条例については緑地面積は１から３０％、環境施設の面積は

緑地面積を含め１から２５％の範囲で定めることになっており、市において任意で定めること

ができる。なお、今回の設定は近隣市の状況、開発指導要綱などとの整合性を勘案する中で設

定した。 
 また委員から、この条例制定に伴い工場誘致が進む可能性について尋ねられたところ、この

条例制定に伴い、優遇措置について今後ＰＲしていく。なお、現在、石橋工業団地など、市内

における工業団地には数社からの問い合わせを受けている。来年度以降に農工団地の見直しを

予定しているので、農工団地エリアの拡大を含め考えていきたいとの回答がありました。 
 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」 
 建設部管理総務課の審査では、市営住宅維持管理費の住宅修繕料４００万円の減額理由につ

いて尋ねたところ、修繕料については入退居に関わるものが大きな割合を占めており、１回の

入退居に１００万円程度かかる。今年度については入退居が少なかったため、今回の減額となっ

た。 
 また、春日居熊野堂団地外壁改修工事の差金５９０万円の詳しい内容について説明を求めた

ところ、設計の段階で工事内容の精査を行ったことと、契約による差金が生じたためとの説明

がありました。 
 まちづくり整備課の審査では、都市計画基礎調査費に伴い、調査の進捗とその取り扱いにつ

いて説明を求めたところ、この調査は、県が全市町村に対し依頼したもので、市は委託を受け

て実施し、２月に完成したので県に報告した。この調査の公表は、県が取りまとめたものを公

表する予定である。市としては、来年度から行う都市計画マスタープランの見直しに反映する

ことを考えているとの説明がありました。 
 議案第１８号 「平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」 
 公営企業部の審査では、笛吹川沿岸土地改良区管理費の負担金の積算根拠について説明を求

めたところ、土地改良区の構成市町村において、広瀬ダムから使用する水量の割合によるもの

で協定で決まっており、笛吹市は５０．６％となっているとの説明がありました。 
 議案第２０号 「平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第４号）について」 
 公営企業部の審査では、峡東流域下水道維持管理負担金の減額５，６００万円について、説

明を求めたところ、この負担金は、それぞれの家庭からの汚水と施設の修繕料等であり、下水

道への接続家庭は毎年増加するため、負担額も右肩上がりを想定しており、前年度実績をオー

バーする額を予算計上している。年度が進んでいかないと最終的な額が予測できないことなど

から、今回の減額となったとの説明がありました。 
 以上、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第２号 「笛吹市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の制定につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について産業観光部およ
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び農業委員会所管項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 建設部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 公営企業部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１８号 「平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（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。 
 議案第１９号 「平成２９年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（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。 
 議案第２０号 「平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（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。 
 以上、建設経済常任委員会委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 なお、委員長はその場でお待ちください。 
 質疑はございますか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 委員長は席にお戻りください。 
 これより討論および採決を行いますが、議案第１３号につきましては、先ほど申し上げたと

おりです。 
 議案第２号を議題といたします。 
 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） 
 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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 
 議案第１８号から議案第２０号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３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） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案についての委員長報告は可決です。 



 １５９ 

 本３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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１８号から議案第２０号までは原案のとおり可決されました。 
 以上で、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。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１３号 「平成２９年度笛吹市一般

会計補正予算（第５号）について」を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 はじめに、反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 以上で、討論を終結します。 
 これより、議案第１３号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員会の委員長報告は、すべて可決です。 
 原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、そのままお待ちください。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を午後３時３５分といたします。 

休憩  午後 ３時１７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
〇議長（海野利比古君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より追加議案８案が提出されました。 
 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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   これより日程第２６ 議案第４６号および日程第３３ 議案第５３号を一括議題とし、提出議案

に対する要旨説明を求めます。 
 市長、山下政樹君。 
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〇市長（山下政樹君） 
 本日、追加提案させていただきます案件につきまして概略をご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案２件、平成２９年度補正予算案１件、その他５件、合わ

せて８案件であります。 
 まず、条例案につきましてご説明申し上げます。 
 議案第４６号 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」でありますが、地方税法

等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 
 議案第４７号 「笛吹市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について」でありますが、

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、高齢者の医療の確保に関する法律の規定が新設されたため、条例の一部を改正するもので

あります。 
 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 議案第４８号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」でありますが、既定の

予算額に歳入歳出それぞれ１２億８，２００万円を追加し、総額を３２９億５，２００万円と

するとともに繰越明許費および地方債について、所要の補正を行うものであります。 
 今回の補正は国の補正に伴い、小学校施設計画的改修事業に１，７００万円、学校給食セン

ター建設事業に１２億６，５００万円を追加するものであります。 
 これを伴います歳入につきましては、国庫補助金で１億３，９００万円、合併特例債が１０億

８，６００万円、基金繰入金が５，７００万円を予定しております。 
 続きまして、その他の案件につきましてご説明を申し上げます。 
 議案第４９号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事の建築）、議案

第５０号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事の電気設備）、議案第

５１号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事の機械設備）であります

が、それぞれ笛吹市石和学校給食センター建設工事の契約締結にあたり笛吹市議会の議決に付

すべく契約及び財産の取得、又は処分の範囲内を定める条例の規定により議会の議決をお願い

するものであります。 
 議案第５２号 「東山梨環境衛生組合の解散について」、議案第５３号 「東山梨環境衛生

組合の解散に伴う財産処分について」でありますが、ごみ処理の広域化、甲府峡東クリーンセ

ンターの稼働に伴い、平成３０年３月３１日をもって東山梨環境衛生組合を解散すること、ま

た解散に伴う財産処分にかかわる協議について、地方自治法第２９０条の規定により関係地方

公共団体の議会の議決が必要となりますので、本案を提出するものであります。 
 以上、追加提案いたしました議案につきまして、ご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 
〇議長（海野利比古君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより議案第４６号から議案第５３号までを一括議題とし、質疑を行います。 
 本８案については、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、大綱的な質疑

に留めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑ありませんか。 
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 （ な し ） 
 以上で、質疑を終結します。 
 ただいま議題になっております議案第４６号から議案第５３号までについては、お手元に配

布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 
 以上で本日の議事はすべて終了しました。 
 お諮りします。 
 明日３月１３日から３月２２日までは議案調査のため、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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日３月１３日から３月２２日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は３月２３日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日はこれにて散会いたします。 
 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時４２分 
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平成３０年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成３０年３月２３日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第２１号 平成３０年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第２２号 平成３０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第 ３ 議案第２３号 平成３０年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第 ４ 議案第２４号 平成３０年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第 ５ 議案第２５号 平成３０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第 ６ 議案第２６号 平成３０年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第２７号 平成３０年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第 ８ 議案第２８号 平成３０年度笛吹市境川観光交流センター特別会計予算につ

いて 

日程第 ９ 議案第２９号 平成３０年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１０ 議案第３０号 平成３０年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 

日程第１１ 議案第３１号 平成３０年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１２ 議案第３２号 平成３０年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１３ 議案第３３号 平成３０年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１４ 議案第３４号 平成３０年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１５ 議案第３５号 平成３０年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１６ 議案第３６号 平成３０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１７ 議案第３７号 平成３０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 

日程第１８ 議案第３８号 平成３０年度笛吹市水道事業会計予算について 

日程第１９ 議案第３９号 平成３０年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 

日程第２０ 議案第４０号 平成３０年度笛吹市公共下水道事業会計予算について 
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日程第２１ 議案第４６号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第２２ 議案第４７号 笛吹市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

日程第２３ 議案第４８号 平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について 

日程第２４ 議案第４９号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事

の建築） 

日程第２５ 議案第５０号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事

の電気設備） 

日程第２６ 議案第５１号 契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事

の機械設備） 

日程第２７ 議案第５２号 東山梨環境衛生組合の解散について 

日程第２８ 議案第５３号 東山梨環境衛生組合の解散に伴う財産処分について 

日程第２９ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 

日程第３０ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 

日程第３１ 同意第１号 教育委員会教育長の任命について 

日程第３２ 発議第１号 適応指導教室のあり方に対する意見書の提出について 
日程第３３ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 
 １番 河 阪 昌 則 ２番 武 川 則 幸 
 ３番 河 野 智 子 ４番 保 坂 利 定 
 ５番 神 澤 敏 美 ６番 古 屋 始 芳 
 ７番 神 宮 司 正 人 ８番 岩 沢 正 敏 
 ９番 荻 野 謙 一 １０番 北 嶋 恒 男 
 １１番 野 澤 今 朝 幸 １２番 中 村 正 彦 
 １３番 志 村 直 毅 １４番 渡 辺 清 美 
 １５番 大 久 保 俊 雄 １６番 小 林  始 
 １７番 前 島 敏 彦 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 川 村 惠 子 ２０番 中 川 秀 哉 
 ２１番 海 野 利 比 古 
 
 

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（２０名） 
 
 市 長 山 下 政 樹 副 市 長 雨 宮 寿 男 
 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 小 澤 紀 元 
 経営政策部長 深 澤 和 仁 会 計 管 理 者 須 田 富 士 男 
 市民環境部長 杉 原 清 美 保健福祉部長 風 間  斉 
 福祉事務所長 飯 島 尚 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋 
 建 設 部 長 雨 宮 茂 貴 公営企業部長 遠 藤 正 文 
 教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹 
 経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫 
 消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 相 川 幸 夫 
 代表監査委員 横 山 祥 子 農業委員会会長 赤 岡 勝  
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 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   菱 山  一 
 議 会 書 記   小 林  匡 
 議 会 書 記   横 山  慶 
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再開  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 

 ただいまの出席議員は２１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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第１ 議案第２１号から日程第２８ 議案第５３号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日２月２２日および中日３月１２日に上程され、各常任委員会に

審査を付託してありますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託してあります案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。 
 総務常任委員長、古屋始芳君。 

〇総務常任委員長（古屋始芳君） 
 それでは、議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので、報告

をいたします。 
 去る２月２２日および３月１２日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査に

ついて、３月１４日、１５日、１６日の３日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のも

と関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 
 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について」 
 総務部税務課ならびに収税課の審査では、固定資産税およびたばこ税の歳入予算が前年度比

で減となっているが、どのような見込みなのかとの質問に対し、固定資産税は、平成３０年度

が３年に一度の評価替えによる賦課となり、地価の下落傾向が続く中、調定額の減が見込まれ

るため減額となる。 
 たばこ税については、紙巻たばこより税率の低い過熱式たばこが急激に普及していることに

よる税収減に伴う減額である。 
 なお、たばこ税の税制改正については、現在国会で審議中であるとの説明がありました。 
 総務部総務課の審査では、支所業務の見直しにおいて、再任用職員が地域サポート職員とし

て支所に配置されるのかとの質問に対し、芦川支所を除く各支所に再任用職員の中から地域サ

ポート職員を配置する。なお、芦川支所については、支所長を中心にサポート機能を担ってい

ただくとの説明がありました。 
 また一般管理人件費において、支所の職員が減となるが、その内訳はとの質問に対し、芦川

を除く御坂、一宮、八代、境川、春日居の各支所で正職員が１名ずつ、計５名の減となるとの

説明がありました。 
 総務部防災危機管理課の審査では、防災体制整備事業の水害ハザードマップ作成委託につい

て、どのようなものをつくるのかとの質問に対し、昨年公表された国土交通省と県の浸水想定

地域をもとに、浸水想定と土砂災害の危険地域を地図に落とす中で、災害時に使用できない避
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難所や避難経路を表示する。表示方法は、プロポーザル方式により業者からいろいろなアイデ

アをいただく中で決めていきたいとの説明がありました。 
 総務部管財課の審査では、庁舎等施設整備事業における本館駐車場の整備について、工事の

開始と終了の時期についての予定はとの質問に対し、本館前のイベントの時期を考慮して、秋

に開催される川中島合戦の終了後から工事開始を予定しており、翌年度の鵜飼開きの前には終

了したいと考えているとの説明がありました。 
 経営政策部財政課の審査では、行政改革推進事業について、行政改革推進委員会のメンバー

は何人かとの質問に対し、行政改革推進委員の定員は２０名であり、学識経験者が４名、関係

機関の代表が８名、一般公募が８名という枠となっている。２９年度は１８名の委員で運営を

していたが３０年度、２０名の定員が確保できるよう予算計上しているとの説明がありました。 
 また、行政改革の見直しの方針はとの質問に対し、これまで三次に渡り行財政改革大綱を策

定し、実施計画の評価、検証を進めてきた。第４次行財政改革大綱においては、実施計画は作

成せず、個別の事務事業ごとに具体的なテーマを決めて評価を行い、事業の見直しにつながる

ように、各事業課に対して改善の提案をしていきたいとの説明がありました。 
 経営政策部経営企画課の審査では、移住定住促進事業における新築、中古物件取得補助金に

ついての内容はとの質問に対し、中学生以下の子ども、もしくは出産を予定されている世帯、

１０年以上住むことや１千万円以上の借入金があることなど、その他いくつかの条件に該当す

る方に新築の場合、３０万円、中古物件の場合、２５万円を補助するものである。 
 現在、笛吹市に住んでいる子育て世代の方が、これからも市内に定住できるように支援して

いくものであるとの説明がありました。 
 討論について報告します。 
 経営政策部の審査で、議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について」におい

て、反対討論として、議員より予算全般に関して、料金の値上げ等のために一般会計からの繰

入金を減らしたということだが、低所得者をはじめ、負担を多く増やして、生活をますます苦

しくする点、これを避けるための配慮が足りない施策や予算であるので反対するとの発言があ

りました。 
 消防本部の審査では、火災予防啓発事務に係る住宅用火災警報器の笛吹市の設置率はとの質

問に対し、２９年度の４月以降、９０７世帯にアンケート調査を実施し、設置率は７３．９％

であった。６月時点の全国平均は８１．７％、山梨県の平均は７４．５％であり、県レベルま

で設置率は上昇してきている。 
 市内では先日、火災警報器が発報したことにより、初期消火を行い、ぼや程度で済んだとい

う事例があった。 
 このような具体的な事例を皆さんに示しながら、正しい位置への住宅用火災警報器の設置お

よび日常点検等の維持管理について、今後も啓発していきたいとの説明がありました。 
 市民環境部市民活動支援課の審査では、交通指導員設置事業の交通指導員の仕事の内容はと

の質問に対し、年間計画を立てる中で、午前中は学校、保育所、午後は老人クラブや高齢者を

中心に、年間延べ５００回ほどの交通教室に取り組んでいる。また、下校時の街頭指導や広報

車による交通安全の啓発などが主な内容であるとの説明がありました。 
 以上、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
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 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算についてのうち総務部所管項目について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 各支所所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 経営政策部所管項目について、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 消防本部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議会事務局所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４９号 「契約の締結について（笛吹市石和学校教育センター建設工事（建築）（債

務））」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５０号 「契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事（電気設備）

（債務））、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５１号 「契約の締結について（笛吹市石和学校給食センター建設工事（機械設備）

（債務））」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５２号 「東山梨環境衛生組合の解散について」および議案第５３号 「東山梨環境

衛生組合の解散に伴う財産処分について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、総務常任委員会委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 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。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 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。 

 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について」につきましては、各常任委員

会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 議案第４９号から議案第５３号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本５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。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案についての委員長報告は、可決です。 
 本５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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４９号から議案第５３号までは原案のとおり可決されました。 
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 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、荻野謙一君。 

〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君） 
 それでは、議長より教育厚生常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報

告いたします。 

 今定例会において、本委員会に付託されました議案のうち、平成３０年度一般会計当初予算

案、ならびに特別会計予算案および３月１２日定例会において本委員会に付託された議案につ

いて、３月１４日、１５日、１６日の３日間の日程で委員会を開会し、全委員出席のもと、関

係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 

 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について」では、保健福祉部の子育て支

援課の審査において、放課後児童健全育成事業で御坂学童保育室の拡大に伴う御坂西小学校の

改修は、何階をどのように改修するのかとの問いに対し、１階の以前支援学級として使用して

いた教室で拡大人数は３５名を予定しており、現在、仕切りがあるが、仕切りの撤去および床

にマット、必要備品を設置するとの回答がありました。 

 保健福祉部の生活援護課の審査において、生活保護においてケースワーカーが抱えている１人

当たりの件数はとの問いに対し、１人のケースワーカー当たり約８０件を受け持っているとの

回答があり、またその訪問などについての頻度については、５段階に設定しており、毎月から

６カ月の間でケースごとに対応しているとの回答がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において、ごみ減量化推進事業の有料指定ごみ袋作成業務

委託について、ごみ袋について仕様の変更と値段についての変更はとの問いに対し、すでに平

成２９年度に追加で作成した分では、当初のごみ袋より色を半透明に近い色とし、厚みについ

ても検討した。平成３０年度予算で作成する分については、変更後のごみ袋が出回ったあと、

意見を聞きながら作成していきたい。また値段については、笛吹市は他市と違い粗大ごみ等で

は料金を取っていない。また近隣他市においても、有料化および料金の見直し傾向があるため

値段の見直しは考えていないとの回答がありました。 

 教育委員会所管において、学校教育課では、中学校費県補助金について、部活動指導員配置

促進事業補助金について、新年度の配置について予定はあるのかとの問いに対し、各中学校５校

に１名ずつ配置するつもりであり、新年度の教職員の人事異動後、各学校で決定したいとの回

答がありました。 

 生涯学習課の審査では、成人式会場設営委託料について、委託先は。また増額の理由はとの

問いに対し、委託先については、市内業者から見積り等を取り寄せ決定したい。また、増額に

ついては、寒さ対策のためのヒーターのリース、ステージについても現在より広くし、ステー

ジ用スッポトライトをリースするなど、改善を図るためとの説明がありました。 

 議案第２２号 「平成３０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」では、国民健康

保険課において、保健衛生普及事業費で芦川診療所のパソコンおよびソフトウェアライセンス

使用料について指定管理の契約に含まれないのかとの問いに対し、パソコンおよびソフトウェ

アライセンスについては、市の備品になりますので、それぞれ使用料及び賃借料、備品購入費、

として計上しているとの回答がありました。 
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 それでは、審査結果については、次のとおりであります。 

 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について保健福祉部所管項目について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 教育委員会所管項目について、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２２号 「平成３０年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２３号 「平成３０年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２４号 「平成３０年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２５号 「平成３０年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２８号 「平成３０年度笛吹市境川観光交流センター特別会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４６号 「笛吹市国民健康保険税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。 

 議案第４７号 「笛吹市後期高齢者医療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。 

 議案第４８号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第６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。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はございますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長はどうぞ席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２１号につきましては、先ほど申し上げたと

おり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決

を行います。 
 議案第２２号、議案第２４号、議案第２５号および議案第２８号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４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。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
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 本４案についての委員長報告は、可決です。 
 本４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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２２号、議案第２４号、議案第２５号および議案第２８号は原案のとおり可

決されました。 
 議案第２３号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに、河野智子君の反対討論を許します。 
 ３番、河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第２３号 「平成３０年度笛吹市介護保険特別会計

予算について」、反対討論を行います。 
 今年度は３年に一度の介護保険事業計画を策定する年で、第７期の保険料基準額は年額７万

８，８００円と第６期に比べ１万１，３８０円と１６．８％の値上げとなります。２０００年

に介護保険が導入されて以来、介護保険料が見直しのたびに引き上げられてきました。 
 今後も高齢化が進み、要介護者、介護サービス費の増加が見込まれます。導入時は利用料が

１割負担のみでしたが、２０１５年８月からは一定の所得がある方は２割負担となり、今年８月

からは３割負担の方も出てきます。保険給付費が増えれば保険料が上がるという制度そのもの

の仕組みに問題があり、介護保険制度のあり方が問われているのではないでしょうか。 
 年金や給与などの収入は増えず、社会保障費や税金ばかりが増え、４月からは生活に欠かせ

ない上下水道料の値上げも決まっています。これ以上の保険料負担は市民の暮らしを圧迫する

ことは明らかです。高齢者からは年金が減らされ、次々と値上げでは生活できないという声も

聞かれています。高齢者が安心して老後を送ることができるようにするためにも、国に対して

国庫負担率の引き上げを求めること、低所得負担割合の軽減拡大、一般会計からの繰り入れを

行うことを求め、反対討論といたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより議案第２３号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、そのままお立ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
 議案第４６号および議案第４７号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案についての委員長報告は、可決です。 
 本２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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４６号および議案第４７号は原案のとおり可決されました。 
 議案第４８号を議題といたします。 
 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） 
 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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、委員長から審査結果の報告を

求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

 議長より、建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告をいた

します。 

 今定例会において、本委員会に付託されました議案のうち、平成３０年度一般会計当初予算

案、ならびに特別会計予算案、企業会計予算案について、３月１４日、１５日および１６日の

３日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査いたしま

した。 

 審査にあたり、質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 

 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について」 

 農業委員会の審査では、農地中間管理機構支援事業の状況について説明を求めたところ、

２９年度中途の実績は、一般的な利用集積計画は約１５０件あり、中間管理機構を使っての農

地の貸し借りは８０件ほどが成立している。国からの指針もあり、今後は利用権設定の更新時

には、中間管理機構を使うよう指導していくとの説明がありました。 

 また、農業委員会を通さない貸し借りについて把握しているのかとの問いに対し、昔からの

貸し借りがあることは把握している。今後、トラブルが起こらないとも限らないので、農業委

員および推進委員が把握して適正な手続きにより農地利用、管理が行えるよう進めていきたい

との回答がありました。 
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 さらに歳入の農地利用最適化交付金については成果、実績に伴い交付されるとの説明があっ

たが、本市が抱える課題等を含め、今後の指針についてどう考えているのかとの問いに対し、

指針においては、遊休農地の対策と利用集積が大きな課題として捉えており、経営体の育成や

新規参入などについても取り組みが必要と考えている。具体的には３０年３月から３６年３月

までの目標を掲げており、現行２１１ヘクタールある遊休農地面積を、３６年３月にはこれを

１００ヘクタール減らし、遊休農地の割合を現在の６％から２．９％に減らすことを目指して

いるとの回答がありました。 

 建設部管理総務課の審査では、市営住宅維持管理費の利便性係数検討委員報酬に伴い、その

詳しい内容について、説明を求めたところ、公営住宅における利便性係数については、定めら

れた家賃に対し上限で１．２まで掛けることができることとなっている。現在、市においては

１．０の掛け率を超えるところはなく、今後の検討においても、１．０を超える掛け率は考え

ていない。道路網の整備や住宅における利便性の変化など、今後は全体的のバランスを見る中

で、利便性係数の見直しについて取り組んでいきたいとの説明がありました。 

 また、検討委員の構成について尋ねたところ、現在検討中であるが、不動産鑑定士や県職員

など、外部の方に入ってもらうことを考えているとの回答がありました。 

 公営企業部の審査では、今回の料金改定に伴い一般会計からの上下水道事業会計、簡易水道

特別会計への繰り出しが少なくなるとの説明があったが、その総額はいくらかと尋ねたところ、

前年度との当初予算比較だと水道事業が約８千万円、下水道事業が１億５，１００万円、簡易

水道事業が２００万円、総額で２億３，３００万円の赤字補填が減額となったとの説明があり

ました。 

 議案第３８号 「平成３０年度笛吹市水道事業会計予算について」 

 公営企業部の審査では、水道事業の舗装復旧工事において、工事面積が同じであるのに、金

額が大幅に違うのはなぜかとの質問に対して、場所が一方は市道で、もう一方が県道であり、

舗装構成の基準が違うため、工事請負費も違ってくるとの回答がありました。 

 また、料金徴収業務委託の新年度予算の積算に当たって、２９年度から民間委託となり、そ

の徴収率の成果について尋ねたところ、現時点の集計では、現年度分が９５．１％、過年度分

が３５％、合計で８８．８％、前年度と比較すると過年度分が４％程度上がっており、微増で

はあるが成果も出ているとの回答がありました。 

 委員からは、料金の改定に伴い、徴収率も上がるようにしっかりとした対応を行い、また徴

収率の成果等のバックデータを整理し、市民へ公表していけるよう取り組んでもらいたいとの

意見がありました。 

 以上、主な説明および質疑・意見等について報告をいたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会計予算について産業観光部および農業委員会所

管項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 建設部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 公営企業部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２６号 「平成３０年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成３０年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の
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とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２９号 「平成３０年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３０号 「平成３０年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３１号 「平成３０年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３２号 「平成３０年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３３号 「平成３０年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３４号 「平成３０年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３５号 「平成３０年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３６号 「平成３０年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３７号 「平成３０年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３８号 「平成３０年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第３９号 「平成３０年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４０号 「平成３０年度笛吹市公共下水道事業会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 

 以上、建設経済常任委員会委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑ございますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２１号につきましては、先ほど申し上げたと

おりです。 
 議案第２６号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に賛成討論を許します。 
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 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２６号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認します。そのままお待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 
 議案第２７号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２７号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、お待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 
 議案第２９号から議案第３７号までおよび議案第３９号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本１０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。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本１０案についての委員長報告は、可決です。 
 本１０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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２９号から議案第３７号までおよび議案第３９号は原案のとおり可決されま

した。 
 議案第３８号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに、渡辺正秀君の反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので、議案第３８号 「平成３０年度笛吹市水道事業会計予算
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について」、反対討論を行います。 
 本予算は２４．７％という水道料大幅引き上げに基づく予算でございます。格差と貧困の拡

大、市民の所得が増えない中で下水道水道料、介護保険料など値上げに次ぐ値上げ、これでは

たまったものではありません。 
 以下、反対理由を述べます。 
 まず、水道事業会計は独立採算が当然という考えについてです。 
 税金は市民福祉の向上、公共性の高い事業の推進のためにあります。安全でおいしい水の供

給は第一級の公共事業です。ですから地方公営企業法でさえも能率的な経営を行って、なお、

その経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費は、他の

会計で負担できるとしているのであります。 
 私、３０年度と３２年度の２回に分けて４４．７％という水道料大幅引き上げをしなければ

ならないと聞いて、大変驚きました。そして２８年度決算で供給単価が１２３．１円、給水原

価は１７０．５円ですので、赤字額が５０．６円です。したがって、供給単価に対する赤字率

は３８．５％。ところが今回の値上げ計画の計算では、赤字率改定率を７１．８％としており

ます。赤字率３８．５％と７１．８％の違い、それは水道事業民営化を進める国の考えをその

まま受け入れ、総括原価方式によって費用をやたらと増やした、膨らました結果でございます。 
 給水原価方式では、過去の国庫補助金分の減価償却費を外しておりますが、総括原価方式で

は国庫補助金分を外さず、経費を約２．１億円膨らませ料金に上乗せしようというものです。

総括原価方式では、将来の投資のための資産維持費を設定しております。これが減価償却費の

二重計上ともいえるものでございます。その額は６，６００万円でございます。合わせて２．

７億円もの経費を膨らませています。 
 そのために４４．７％の値上げが必要とされており、今回２４．７％の第１回目の値上げが

行われたわけでございます。この２４．７％の料金引き上げで予算はどうなったでしょうか。

一般会計の補助金は１億９，５００万円と、引き上げ時の資料に示された基準内繰入額２億５千

万円を繰り入れが下回ることになりました。それ以外にも消費税が対前年度予算比プラス２，

２００万円など、経費を大きく膨らませているところであります。水道料４４．７％引き上げ

どころか、今回の２４．７％引き上げ自体がすでに課題だと指摘したいと思います。水道事業

は極めて公共性の高い事業であり、ここで儲けようという予算は間違っていると思います。 
 最後に市民の暮らしと値上げについてです。前にも申し上げましたとおり、日本の格差と貧

困が極端に進んでおります。日本の相対的貧困率は１５．６％で、ＯＥＣＤ３５カ国中７番目

に高くなりました。この１５．６％の方々の等価可処分所得がこの１０年間で１５１万円以下

から１３３万円以下と１８万円も下がっているのでございます。 
 このような状況のもと、過酷なこの予算について反対討論といたしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 
 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第３８号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



 １７８ 

 数を確認しますので、お待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 
 議案第４０号を議題とし、討論を行います。 
 はじめに反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第４０号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了しました。 
 これより各常任委員会に分割付託いたしました議案第２１号 「平成３０年度笛吹市一般会

計予算について」を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 はじめに反対討論を許します。 
 （ な し ） 
 次に賛成討論はございますか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより議案第２１号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員会の委員長報告は、すべて可決です。 
 原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 そのままお待ちください。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第２９ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を議題とします。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 



 １７９ 

 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定しました。 
 ただいまから指名します。 
 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に向山貴知君、佐藤輝久君、近藤柴郎君、田中始君。 
 以上のとおり指名します。 
 お諮りします。 
 ただいま議長が指名しました方をそれぞれの当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名しました方が笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第３０ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を議題とします。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思

います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 
 お諮りします。 
 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定しました。 
 ただいまから指名します。 
 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に吉原和洋君、佐藤輝久君、近藤柴郎君、田中始君。 
 以上のとおり指名します。 
 お諮りします。 
 ただいま議長が指名しました方をそれぞれの当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名しました方が大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 
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 ここで暫時休憩いたします。 
 再開を午後３時３５分といたします。 

休憩  午後 ３時２６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３５分 
〇議長（海野利比古君） 

 再開いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま市長より同意案件１件の追加が、また会議規則第１３条第１項の規定に基づき議員

より発議１件が提出されました。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   これより日程第３１ 同意第１号 教育委員会教育長の任命についてを議題とします。 

 ここで先例により教育長 坂本誠二郎君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 同意第１号について、要旨説明を求めます。 
 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 本日、追加提案させていただきます同意案件につきまして概略をご説明申し上げます。 
 同意第１号 「教育委員会教育長の任命について」であります。 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、同法第４条第１項の規定によ

り石和町在住の坂本誠二郎氏の任命につきまして、議会の同意を求めるものであります。 
 任期は平成３０年４月１日から３年間であります。 
 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（海野利比古君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、同意第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 ただいま議題となっております同意第１号については、会議規則第３６条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 同意第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより同意第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 数を確認しますので、お待ちください。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、原案のとおり同意することに決しました。 
 ここで教育長 坂本誠二郎君の入場を求めます。 
 （ 入 場 ） 
 坂本誠二郎君に申し上げます。 
 ただいま議題となりました教育委員会教育長の任命については、賛成全員により同意された

ことをご報告いたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   続いて日程第３２ 発議第１号を議題とします。 

 提出者 荻野謙一君より提案理由の説明を求めます。 
 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 
 発議第１号 
 平成３０年３月２３日 提出 
 笛吹市議会議長 海野利比古殿 

提出者 
笛吹市議会議員 荻野謙一 

賛成者 
笛吹市議会議員 古屋始芳 
   〃    保坂利定 

 適応指導教室のあり方についての意見書の提出について 
 議案を別紙のとおり地方自治法第９９条および笛吹市議会議員規則第１３条第１項の規定に

より提出する。 
 提案理由 
 不登校の状況にある児童生徒の学習支援等のため、山梨県が設置している適応指導教室こす

もす教室について、県は平成２６年度に韮崎市、都留市、笛吹市内にある教室を順次廃止して

いく方針を公表しており、今度は市町村による教育支援センター等において同様の活動を行え

るよう整備が求められる。 
 一方、財政や人材確保、運営等における課題は多く、県内市町村や学校現場等からの要望を
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受け、廃止方針の再検討が求められている。 
 今後の適応指導教室のあり方について、県と市町村が連携し、不登校等の児童生徒に対する

教育支援活動が展開されることを求め、本意見を提出するものである。 
 意見書（案）につきましては、お手元の議案書のとおりであります。 
 以上であります。 

〇議長（海野利比古君） 
 お諮りします。 
 本件については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第１号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第１号の採決を行います。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 そのまま、お待ちください。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（海野利比古君） 
   日程第３３ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 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） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で本定例会に付議された案件は、すべて終了いたしました。 
 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、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 
 平成３０年第１回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 今議会は２月２２日から本日まで３０日間の日程で開催されましたが、議員各位におかれま

しては、上程いたしました提案案件につきまして、慎重なご審議に努めていただき厚く御礼を

申し上げます。 
 本会議ならびに各委員会において、いただきましたさまざまなご意見、ご提案につきまして

は十分に検討し、今後市政運営に生かしてまいる所存であります。 



 １８３ 

 また本日、追加提案いたしました案件につきまして、すべてご承認いただき感謝を申し上げ

ます。 
 さて、日ごとに春の訪れを感じるようになり、まもなく桃源郷とはこの地のことかと思わせ

る見事な景観に、笛吹市で暮らすことの喜びを新たにすることと思います。 
 今年も桃源郷春まつりとして、３月２５日の境川ミズバショウまつりを皮切りに石和温泉花

みこし、桃源郷春日居まつりや八代、御坂を会場とした笛吹市桃源郷まつりなど、４月２２日

までの間、市内各地で多彩なイベントを開催いたします。特に４月８日の一宮桃の里マラソン

と日本一桃源郷ウォークでは、桃の花が咲き誇る笛吹市において思う存分、春を満喫していた

だけるものと思います。また５月１９日、２０日には芦川町において、すずらんの里まつりを

開催いたします。 
 議員の皆さまにおかれましては、公私ともに何かとお忙しい時期かと思いますが、これらの

イベントに積極的にご参加いただければ幸いであります。 
 終わりに、新たに策定しました第２次総合計画に掲げました市の将来像「ハートフルタウン

笛吹～優しさあふれるまち～」の実現に向けて、全力で取り組んでまいりますので議員各位の

さらなるご協力をお願い申し上げ、閉会にあたりまして、あいさつといたします。 
〇議長（海野利比古君） 

 以上をもちまして、平成３０年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ３時４９分 
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