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平成２９年２月２２日  開会

平成２９年３月１７日  閉会
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笛吹市告示第７号

平成２９年笛吹市議会第１回定例会を次のとおり招集する。

   平成２９年２月１５日 

  笛吹市長  山 下 政 樹

１． 期  日    平成２９年２月２２日  午後 １時３０分

２． 場  所    笛 吹 市 役 所 議 場
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○ 応招・不応招議員

応招議員（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

不応招議員（ な し ）
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平 成 ２ ９ 年

笛 吹 市 議 会 第 １ 回 定 例 会

２ 月 ２ ２ 日
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平成２９年笛吹市議会第１回定例会

１．議 事 日 程（第１号）

平成２９年２月２２日

午後 １時３０分開議

於 議 場

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 議会関係諸般の報告

日程第 ４ 市長施政方針並びに提出議案要旨説明

日程第 ５ 議案第１号 笛吹市消費生活センター条例の制定について

日程第 ６ 議案第２号 笛吹市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数

に関する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第３号 笛吹市個人情報保護条例等の一部改正について 

日程第 ８ 議案第４号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例及び笛吹市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５号 笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第６号 笛吹市税条例等の一部改正について 

日程第１１ 議案第７号 笛吹市都市計画税条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第８号 笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

の一部改正について 

日程第１３ 議案第９号 笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１０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 

日程第１５ 議案第１１号 笛吹市介護保険条例の一部改正について 

日程第１６ 議案第１２号 笛吹市商工振興災害対策資金貸付条例の一部改正について 

日程第１７ 議案第１３号 笛吹市都市公園条例の一部改正について 

日程第１８ 議案第１４号 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１９ 議案第１５号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第２０ 議案第１６号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第２１ 議案第１７号 平成２８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 

日程第２２ 議案第１８号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２３ 議案第１９号 平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
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日程第２４ 議案第２０号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第３号）について 

日程第２５ 議案第２１号 平成２８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 

日程第２６ 議案第２２号 平成２９年度笛吹市一般会計予算について 

日程第２７ 議案第２３号 平成２９年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 

日程第２８ 議案第２４号 平成２９年度笛吹市介護保険特別会計予算について 

日程第２９ 議案第２５号 平成２９年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２６号 平成２９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３１ 議案第２７号 平成２９年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第３２ 議案第２８号 平成２９年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第３３ 議案第２９号 平成２９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３４ 議案第３０号 平成２９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３５ 議案第３１号 平成２９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３６ 議案第３２号 平成２９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３７ 議案第３３号 平成２９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３８ 議案第３４号 平成２９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３９ 議案第３５号 平成２９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４０ 議案第３６号 平成２９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４１ 議案第３７号 平成２９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４２ 議案第３８号 平成２９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４３ 議案第３９号 平成２９年度笛吹市水道事業会計予算について

日程第４４ 議案第４０号 平成２９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４５ 議案第４１号 平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計予算について 

日程第４６ 議案第４２号 東山梨行政事務組合規約の変更について 

日程第４７ 議案第４３号 甲府市、山梨市及び甲州市に公の施設を使用させることに関

する協議について

日程第４８ 議案第４４号 甲府市の公の施設の使用に関する協議について 

日程第４９ 議案第４５号 市道認定について
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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．会議録署名議員

５番 神 澤 敏 美 ６番 古 屋 始 芳

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２０名）

市 長 山 下 政 樹 副 市 長 小 林  明

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 雨 宮 寿 男

経営政策部長 小 澤 紀 元 会 計 管 理 者 成 島 敦 志

市民環境部長 鶴 田 一 二 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 杉 原 清 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 河 野 正 美 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 廣
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６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名）

議会事務局長   古 屋 健

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   橘 田 裕 哉
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開会  午後 １時３２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２９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。

平成２９年第１回定例議会の開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。

議員各位には、日ごろより市政の運営にご理解とご協力をいただいておりますことをまずもっ

てお礼申し上げます。

立春を過ぎ少しずつ春の訪れを感じる季節になってまいりました。先週は桃のハウス農園が

オープンいたしました。この日本一早い農園のイベントを皮切りに春まつり、夏まつりなどさ

まざまな催しものが予定されております。さらには桃・ブドウ狩り等で今年も大勢の観光客が

本市を訪れ、活気にあふれた一年となりますことを切望するものであります。

 さて今議会には市長より平成２８年度補正予算、条例の制定や改正などの各種案件および平

成２９年度の当初予算などが提案されます。

 会期中、格別のご精励を賜り慎重にご審議をいただけますようお願いを申し上げまして開会

に当たりましてのごあいさつといたします。

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申し上げます。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

申し添えます。

本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

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

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５番 神澤敏美君および

議席番号第６番 古屋始芳君

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１７日までの２４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１７日までの２４日間と決定しました。

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

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お手元にお配りした請願文書表のとおりですので、教育厚生

常任委員会に付託いたします。

続いて監査委員から平成２８年１１月分から平成２９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等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４９ 議案第４５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）

はじめにご報告がございます。

オリンピック・パラリンピック事前合宿等誘致に関しまして、昨年１１月にタイウエイトリ

フティング協会が本市を視察に訪れ、市でも１月に山梨県ウエイトリフティング協会員を含む

３名での現地視察を行いました。

 ２月には小林副市長を含む４名でタイ王国を訪問し、２月７日にタイウエイトリフティング

協会のブッサバー会長と基本協定の締結を行いました。

 今後はさらに細かい部分での協議と交渉を進め、来年３月までに実施協定を締結する予定で

す。

 それでは平成２９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。

はじめに、平成２９年度予算編成についてでございます。

 地方交付税の縮減の中、自主財源の確保に努めると同時に限られた予算において創意工夫を

重ね、効率的な予算配分を行ったところであります。

平成２９年度は、私が提唱しております「ハートフルタウン・笛吹」の実現に向け、具体的

アクションを起こすスタートの年であります。

 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２７年度決算をも

とに２．３％のシーリングを経て配分を行いました。自ら事務事業を見直し、選択と集中を基

本に置いたことによって、昨年度の当初予算より精度の高い予算編成となりました。その結果、

一般会計予算においては、前年度から２１億１千万円ほど少ない総額３１１億１千万円の当初

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ところです。し
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かし、これはあくまでも新たな行財政改革のスタートラインです。これから中長期的視点に立

ち、さらに徹底した行財政改革を進めるため全力で取り組んでまいります。

続きまして、行政課題についてご説明いたします。

はじめに、都市計画税についてであります。

これまで議会を通じ市民の皆さまにご説明申し上げてきておりましたが、１２月以降、各行

政区長会および各町の地域審議会へ出席させていただき、直接ご説明申し上げる機会をいただ

きました。

 平成２９年度は徹底した行政改革を進めるためのスタートの年であるため、課税をさらに１年

間猶予することとし、この間に歳出の削減や事務事業の見直しなど、必要性について十分検討

し決定していきたいと考えております。

 次に支所の問題につきましては、平成２９年度は現在の体制を維持することとし、地域の皆

さまが支所に求めていることや支所で行うべき必要な業務をいま一度確認し、業務量に見合っ

た人員配置を行うなど、平成３０年度の地域包括支援センターの設置と併せて検討してまいり

たいと考えております。

 次にＮＴＴ用地についてですが、平成２６年度より笛吹市ミズベリング構想の中で活用策を

検討してきましたが、ご承知のとおり市民の皆さまの同意をいただくことはできませんでした。

 ＮＴＴ用地は石和温泉駅と温泉街をつなぐ要衝の地にあり、道路交通網の整備、経済の活性

化対策や市民の有効的活用等、総合的なまちづくりの観点から必要であるとの判断のもと、今

定例会において、購入のための手続き案件を提出させていただきたいと考えております。

 活用方法につきましては、原点に立ち返り笛吹市ミズベリング構想からは切り離して、市民

の皆さまと１～２年しっかり時間をかけ、合意いただき決定していこうと考えております。

次に、歳入の基幹となる市税等の収納対策についてです。

 合併以来、滞納整理の推進により滞納額は着実に減少し、収納率についても年々向上してお

りますが、依然として県下でも低い水準にあります。

地方交付税の算定において市税の収納率が交付税の配分に影響してくるため、以前にも増し

て収納率向上対策の強化が必要であると考えております。

 平成２９年度はその対策の一環として、県税事務所への市職員派遣、ならびに管理職職員に

よる臨戸訪問等の検討も進めているところであり、一層の収納率の向上に努めてまいります。

続きまして、市政推進のための３つのまちづくりの方向についてご説明いたします。

１つ目は「幸せ実感 心豊かに暮らせるまち」であります。

近年、これまでの防災計画の想定を超えるような地震や大雨、土砂災害など大きな災害が全

国各地で頻発しております。本市でも巨大地震、風水害、富士山噴火などの自然災害が懸念さ

れていることから、今まで以上に日ごろの備えの必要性を認識し防災・減災対策に取り組んで

まいります。特に自主防災組織の充実強化、指定避難所ごとの避難所運営委員会の設立が重要

と考えております。防災訓練や行政区の会議等を通じて、避難所運営委員会の必要性と運営マ

ニュアルの説明を行い、設立を推進してまいります。

次に出張所庁舎整備事業についてであります。

 消防署出張所の老朽化に伴い、平成２７年度に行った消防出張所適性配置調査の結果に基づ

き、今年度、市内の東部と西部の２カ所に用地を取得しました。平成２９年度には出張所を建

設します。
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 本年度、各行政区で積極的に取り組んでいただいている防犯灯設置維持管理事業については

蛍光灯型防犯灯をＬＥＤ化したことで、照明器具の長寿命化や電気代の負担軽減が図られ環境

にやさしいまちづくりを推進することができました。

 平成２９年度においては多くの防犯灯を管理している行政区への割り当てを増やし、補助事

業期間の短縮を図るため、事業規模を拡充して補助金を交付してまいります。

次に市営住宅石和四日市場団地建て替え事業についてであります。

 市営住宅の建て替えについては、老朽化した住宅の居住環境の向上、地域環境の改善および

防災性を高めるため四日市場、広瀬、長塚の３団地を四日市場団地に集約します。

平成２９年度の早い時期に本体工事を、冬には外構工事を発注し、約１年をかけて完成を目

指しており、平成３０年夏に運用を開始する予定です。

生ごみの減量を推進する支援策についてであります。

 ごみ袋の有料化については、ごみの減量を図る施策として実施するものでありますが、乳幼

児や要介護者の方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の

が現状であります。このような世帯の負担を軽減する支援として、有料指定ごみ袋の無料配布

を検討しております。

有料指定ごみ袋については４月から完全実施に向け市内の量販店や小売店において、ごみ袋

の販売が順次行われているところであります。

次に子育て支援策についてであります。

 はじめに、家庭児童相談室については利用者支援事業として子育て支援課内に設置している

家庭児童相談室に社会福祉士等、専門相談員を配置し市民が利用しやすい子育て支援窓口とし

て充実を図るほか、学童保育については夏休み期間中の利用開始時間を現行の午前８時から午

前７時３０分に拡大し、子育て家庭の就労支援に努めてまいります。

病児・病後児保育事業の拡大についてでは、昨年９月から利用対象児童を小学６年生まで拡

大し事業の充実を図ったところですが、来年度からの県内自治体間での広域利用について検討

しており、さらなる子育て家庭の就労支援に努めていきたいと思います。

 公立保育所の充実についてですが、保育所の入所については未満児の入所希望者が年々増加

している現状であります。この保護者ニーズに対し、公立直営保育所の保育室を増設し未満児

の受け入れ拡大を行うなど、保護者の皆さまが安心して子育てができる環境の充実に努めてま

いります。

 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いる子育て情報クラウド化推進

事業ですが、昨年１０月から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試行運用を開始し、子どもの成長記録や乳幼児

健診、予防接種などの管理を行う育児ノートの利用ができるようになりました。

 ４月からの本格運用開始に向けて準備を進めているところであり、今後もＩＴ技術を活用し

ながら保護者の皆さまに情報提供することで、子育て家庭のニーズに対応してまいりたいと考

えております。

 石和地区の小学校５校を対象とする学校給食センターの建設事業についてでありますが、平

成３１年度の稼動開始に向け、石和町砂原地内の市多目的広場に建設を計画しております。平

成２９年度は全体設計を行う予定であります。

次に俳句の里づくり推進事業についてであります。
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 山廬俳諧堂復元事業については３月中旬に完成予定であり、２５日に竣工式を行う予定となっ

ており、平成２９年度は飯田蛇笏・龍太が作句の場とした後山遊歩道の整備事業を支援します。

また小中学生俳句会や俳句イベントなども開催します。

境川観光交流センター運営事業についてであります。

 境川観光交流センターは、地域間の交流を目的に温泉施設を併設した施設として建設が進め

られており、２月下旬には完成する予定であります。基本協定に基づき財源負担は構成４市か

ら充当され、管理運営については笛吹市が行います。

この施設は甲府・峡東クリーンセンターの熱源等の特性を生かした施設であることから、安

定した運営ができるよう同施設と併せた委託を考えており、多くの市民の皆さまの交流の場と

して活用されるよう努めてまいります。

 次に移住定住促進事業として、新たにサテライトオフィス等促進補助金制度をつくっていき

ます。

 市内に事業所を有していない事業者が、本社と同等の業務ができる事業所を開設するに当た

り、建物の改修や賃料等の補助を行い、雇用の場の確保や移住促進による地域活性化につなげ

てまいります。

 また地域包括ケアシステムの構築につきましても、昨年１２月に在宅医療・介護連携推進協

議会を設置し、医療・介護の多職種による顔の見える関係を築いたところであります。

 今後は医療介護情報連携クラウドを用い在宅医療に関する情報を共有し、在宅での生活支援

を進めてまいります。

２つ目は「新たな農業、実り豊かなブランド農業」であります。

 世界農業遺産への認定申請につきましては全国から１５県・１９地域の申請があり、峡東３市

を含めた１０地域が第１次審査を通過しております。

この１０地域に対して国の専門家会議委員による現地調査が実施され、本地域へは去る１月

２５日に調査官と農水省の担当官、計５名が訪れ、歴史・景観・農法・生活・文化など多方面

にわたり調査、意見交換が行われたところであります。

 近々、農水省において最終プレゼンテーションが行われます。多くの先人の努力と英知によ

りつくられた本地域の美しい農村風景、農業文化を熱くＰＲする予定となっております。

 結果につきましては、早ければ年度内に発表されるとのことでありますので、良い報告がで

きれば幸いです。

３つ目は「観光再生 また訪れたくなるまち」であります。

 日本政府観光局の発表によると一昨年の訪日外国人数は前年度より２１．８％増の２，４０３万

９千人と最多となりました。本市においても平成２８年の外国人観光客の宿泊者数は１６万９千

人となりました。

旅行形態も添乗員が同行している団体旅行から個人へと変化が見られていることから、より

細かなおもてなしが求められています。そこで市内観光団体や交通団体など観光に従事するス

タッフを対象に接遇や言語対応など、おもてなし講習を開催し、地域全体で受け入れ態勢の強

化を図ってまいります。

 外国人旅行者は身近な情報を重視し旅先を決める傾向が強いため、市内および周辺に在住す

る外国人の協力を得て、旬の情報や個人の感想といった生の声をブログやＳＮＳなどを通して

外国へ発信していただき、外国人旅行者の取り込みに努めます。
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 また、平成２９年度も引き続きトップセールスや商談会など、直接現地に出向くことで本市

を強く印象付け誘致促進につなげてまいります。

 また石和温泉街周辺の活性化についてでありますが、近津川沿いの桜並木は春は桜の名所と

して人気が高く、ウッドデッキにも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。桜の寿命は６０年とされ、まもなく植え替えの時期を迎えます。桜の名所としての景観を

維持しつつ温泉街を安全に周遊していただくため計画的に植え替えを行います。

 また、さくら温泉街通りを通る近津用水と石和温泉駅から駅前通りの２つのエリアにおいて

イルミネーションを点灯するなど、温泉街全体の賑わいの創出を図ります。

次に笛吹物語についてです。

 今ある地域資源をさまざまな視点から磨き上げ、四季を通して旅の目的地となる観光地を目

指す笛吹物語の実現に向け、市民参加のプロジェクトチームを新年度に立ち上げ協議してまい

ります。

また笛吹物語のもととなる笛吹市観光振興計画について現在、パブリックコメントを実施し

ているところであります。

 その他の重点的に取り組む事業についてでありますが、はじめに企業立地の推進については

市民の就労場所の確保、日中の交流人口の増加、固定資産税の確保等の観点から積極的に企業

立地を推進してまいります。また、県と連携した企業立地促進事業助成金制度や市独自の企業

立地奨励金交付制度等を活用し、農工団地への新規進出や事業拡大を支援するなど経済波及効

果の促進を図ります。

次に包括的連携推進事業についてです。

 現在、豊かで活力ある地域社会の形成と地域振興を図るため、笛吹高校と包括的連携協定の

締結に向けて準備しているところであります。笛吹高校は果樹園芸、食品化学といった特色あ

る学科を有し、総合学科においても観光や福祉コースの学習が行われています。本市唯一の高

校である笛吹高校と連携し、未来を担う人材育成への取り組みを進めてまいります。

消費生活センター設置事業についてでありますが、消費者がどこに住んでいても質の良い相

談・救済を受けられる、安全・安心が確保される地域体制を整備することを目的に市民活動支

援課内に消費生活センターを設置します。

 センターには消費生活相談員を配置し、市民からの消費生活に関する相談、消費者教育、情

報提供などに取り組んでまいります。

 次に労報橋および周辺道路整備事業についてでありますが、市道１－８号線については石和

温泉郷と石和温泉駅、国道１４０号線雁坂みちを結ぶ路線でありますが、第二平等川に架かる

労報橋は幅員も狭く観光バスなどの通行ができないため、幹線道路の機能が果たせておりませ

ん。そのため平成２８年度から橋の架け替え工事に着手しており、今年の秋に完成する予定で

あります。また、ＮＴＴ用地の購入に伴い労報橋周辺道路の整備も進めてまいります。

 富士見地区道路冠水対策事業については、道路の冠水が頻繁に発生する石和町富士見地区の

道路の安全性を確保するため、平成２６年度から道路・水路の整備を行ってきました。

 また、５０年以上経過した渋川排水機場のポンプ２基の更新工事を平成２８年度から行って

おり、平成３０年春に完成する予定であります。

 平成２９年度は、平成２０年４月から１０年間を計画期間とした第１次笛吹市総合計画の目

標年度となっております。
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 合併時の新市建設計画をベースに「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハー

モニー」を基本構想に掲げ、計画に基づき、これまで展開されてきたさまざまな施策について

十分な検証・評価を行い、現状と課題を的確に把握しなければなりません。同時に来年度は第

２次笛吹市総合計画を策定することとなっており、時代の流れをしっかりつかんだ計画策定を

進めてまいります。

 具体的な策定内容等につきましては、市民の皆さまの声をいただきながら検討していきたい

と考えております。

続きまして本日、提出させていただきました案件につきましてご説明を申し上げます。

 提出案件は条例案１３件、平成２８年度補正予算案８件、平成２９年度当初予算案２０件、

その他４件、合わせて４５案件であります。その主なものについて概略をご説明申し上げます。

まず、条例案についてです。

笛吹市消費生活センター条例の制定については、消費生活センターを設置することにより消

費生活センターの組織および運営について定めるものです。

 笛吹市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定については、

農業委員会等に関する法律第８条第２項および第１８条第２項の規定に基づき、笛吹市農業委

員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数について定めるものです。

 笛吹市個人情報保護条例等の一部改正については、行政手続きにおける特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日が決定されたことにより、一部改正を行

う必要が生じたものです。

 笛吹市職員の育児休業等に関する条例及び笛吹市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により職員の休暇等に関

する取得方法や条件が変更されたため、一部改正を行う必要が生じたものです。

 笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正については人事院規則、職員の配偶者

同行休業の一部改正により休業に関する延長条件が変更されたため、一部改正を行う必要が生

じたものです。

 笛吹市税条例等の一部改正については、社会保障の安定財源の確保等を図る抜本的な改革を

行うための地方税法及び地方交付税の一部を改正する法律等の一部改正に伴い、一部改正を行

う必要が生じたものです。

 笛吹市都市計画税条例の一部改正については、都市計画税の課税の特例を延長することに伴

い一部改正を行う必要が生じたものです。

 笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正については、甲府・

峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の施行に伴い、一部改正を

行う必要が生じたものです。

 笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正については、長寿敬老事業の見直しにより敬老祝金の支

給要件について一部改正を行う必要が生じたものです。

 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

正については子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、多子世帯および要保護世帯等に

係る特例措置の拡充による利用者負担額の軽減等について、一部改正を行う必要が生じたもの

です。

笛吹市介護保険条例の一部改正については消費税の引き上げ時期の延長に伴い、介護保険の
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１号保険料の低所得者軽減強化の実施を平成２９年度まで延長することにより、一部改正を行

う必要が生じたものです。 
 笛吹市商工振興災害対策資金貸付条例の一部改正については、資金の貸付期間の変更により

一部改正を行う必要が生じたものです。 
 笛吹市都市公園条例の一部改正については適正な都市公園の設置および管理のため、利用条

件等を現状に即した内容とすることにより一部改正を行う必要が生じたものです。 
 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２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）でありますが、既定の予算額から歳入

歳出それぞれ１０億２００万円を減額し、総額を３３１億４，７００万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５億１，２００万円を減額するもので

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６，３００万円を減額し、総額

６７億５，３００万円とするものであります。 
 続きまして、平成２９年度当初予算案につきまして概略をご説明いたします。 
 はじめに平成２９年度一般会計予算案についてであります。 
 歳入では市税、前年度比０．３％増の８２億４千万円、地方交付税は３．２％減の８７億７千

万円、国・県支出金は８．１％減の５６億９千万円、地方債は１４．８％減の３７億４千万円

などを見込む中で減債基金、公共施設整備等基金などから繰入金を１８億円としております。

また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１４９億８千万円、投資的経費は４２億

２千万円となっております。 
 そのほか学校給食センター建設事業など５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３７億４千万円に定めるものであります。 
 次に平成２９年度の特別会計予算であります。 
 国民健康保険特別会計は総額を１０４億７千万円、介護保険特別会計は総額を６３億３千万

円、介護サービス特別会計は総額を１，８００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１４億

１千万円、農業集落排水特別会計は総額を４，３００万円、簡易水道特別会計は総額を１，

４００万円、境川観光交流センター特別会計は総額を４，６００万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４，５００万円とするものであります。 
 次に平成２９年度の企業会計予算であります。 
 水道事業会計は収益的収入及び支出をそれぞれ１６億４千万円、資本的収入を５億８千万円、

同支出を１１億７千万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６千万円に、資本的支出を２，

５００万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１９億９千万円に、資本的収入を１０億

４千万円、同支出を１８億円とするものであります。 
 その他の案件でありますが、まず東山梨行政事務組合の規約の変更についてです。 
 緊急通報システムに関する事務について、山梨市および甲州市と共同で処理を行っていまし
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たが、平成２９年９月１日から単独処理に変更することにより地方自治法第２９０条の規定に

より議会の議決をお願いするものであります。

次に甲府市、山梨市および甲州市に公の施設を使用させることに関する協議についてです。

 笛吹市境川観光交流センターを甲府市、山梨市および甲州市に使用させることに伴い、地方

自治法第２４４条の３第３項の規定により議会の議決をお願いするものです。

次に甲府市の公の施設の使用に関する協議についてです。

甲府市リサイクルプラザを笛吹市で使用することに伴い、地方自治法第２４４条の３第３項

の規定により議会の議決をお願いするものです。

その他の案件につきましてはその末尾に提案理由を付記しておりますので、ご参照ください。

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。

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

〇議長（海野利比古君） 

  これより日程第５ 議案第１号から日程第４９ 議案第４５号の質疑を行います。 

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すべて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、また質疑は１人２回まで、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大綱質疑の発言を許します。 

ございますか。 

（ な し ） 

それでは質疑を終結します。 

ただいま議題になっております議案第１号から議案第４５号の４５案件については、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

お諮りします。 

明日２３日は、議案調査のため休会としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なし。の声） 

異議なしと認めます。 

よって、明日２３日は休会とすることに決定しました。 

次の本会議は２月２４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 ２時１６分 
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平成２９年笛吹市議会第１回定例会

１．議 事 日 程（第２号）

平成２９年２月２４日

午前１０時００分開議

於 議 場

日程第１ 代 表 質 問

２．出席議員は次のとおりである。（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 ）
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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 小 林  明

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 雨 宮 寿 男

経営政策部長 小 澤 紀 元 会 計 管 理 者 成 島 敦 志

市民環境部長 鶴 田 一 二 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 杉 原 清 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 河 野 正 美 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

農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 横 山 祥 子

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   古 屋 健

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   橘 田 裕 哉
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再開  午前１０時０３分

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

〇議長（海野利比古君）

改めまして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。

なお本日、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厳粛

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。

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。

なお当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行にご協力を

お願いいたします。

まずはじめに、笛新会の代表質問を行います。

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

おはようございます。笛新会の保坂であります。

議長の許可をいただきましたので笛新会９名を代表して質問を行います。

だいぶ緊張していますけれども、しっかり質問したいと思いますのでよろしくお願いをした

いと思います。

 山下市長におかれましては就任３カ月が過ぎ県下一若く政治経験も豊富であり、今後４年間

また長期政権も視野に入れ若さとスピード感、チャレンジ精神を持ち厳しい経済環境のもと全

国的な課題である人口減少に対応し、市民生活を守り活力ある市政運営を展開していくことに

市民また一議員として期待を込めて質問をいたします。

まず、市政運営の基本理念と平成２９年度の市政運営の基本方針について伺います。

 合併して１２年が経過し１３年目に入り、引き続きすべての市民が豊かですこやかで生き生

きと生活できる笛吹市の建設を目指し、本市の一体性の確立を図るとともに１０年後２０年後

の発展を見据えた施策を展開していかなければなりません。そのためにも第１次総合計画に則

り施策を着実かつ確実に実行し、将来像実現に向けてまい進していかなければなりません。

厳しい経済環境のもと本市の方向性をどう定め多様化、複雑化する行政課題に対応していく

のか、市長の明確なビジョンを伺います。

また市長が就任時に示された最重要施策とした３本柱、１．幸せ実感 心豊かに暮らせるま
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ち、２．新たな農業、実り豊かなブランド農業、３．観光再生 また訪れたくなるまちにおけ

る具体的な重点事業はどのようなものであるか。また、その事業は新年度予算にどのように反

映されているか伺います。

次に新年度（平成２９年度）予算編成について伺います。

 平成２９年度予算は平成２７年度決算をベースに各部局配分方式と認識していますが、平成

２７年度一般会計決算は単年度収支が３年ぶりに赤字となったものの実質単年度収支は黒字を

計上し、財政調整基金および特定目的基金へ１１億２，５００万円の積み立てを行い一般会計

にかかる基金総額は１６３億円となり基金保有額を増加させましたが、歳入の骨幹である市税

においては平成２６年度と比較すると１億１千万円の減少となり、収納率自体は０．４ポイン

ト上昇し８６．５％となりましたが、歳出面では合併特例債を活用した基盤整備事業はピーク

を超え少子高齢化の進展に伴う社会保障費に関わる経費の増加が今後も見込まれることや合併

特例債の借入額の増加による公債費の増加、さらに老朽化が進む各種公共施設の改修・修繕な

ど取り組む行政課題は山積みしています。また以前から周知のとおり平成２７年度から普通交

付税の段階的縮減が始まっており、本市の財政運営はさらに厳しいものになると予測しますが

そこで新年度（平成２９年度）予算編成について伺います。

まず予算編成における基本方針をお聞かせください。

歳入において市税、地方交付税、繰入金、地方債等の中長期財政計画を見つめた計上の考え

方。

歳出において、人件費における職員適正化計画の計上内容。

少子高齢化等による社会保障の影響による扶助費の計上内容。

地方債計画による地方債の借り入れと公債費の計上内容。特に公債費における合併特例債の

活用状況と今後の活用計画の内容。

 各特別会計事業、企業会計における繰出金の増加した会計の要因。中長期財政計画における

推移、見込みをどう考えているか。また基幹財源といえる料金（税）等の改定についての将来、

今後の見通しをお聞かせください。

次に行財政改革の課題と進捗状況について伺います。

 第３次行財政改革大綱（平成２６年から２９年度）のもと行政の組織、事務の減量、効率化

を推進し、市民ニーズに対応しながら健全で安定した財政基盤の構築を目指して市民と行政の

共同によるまちづくりが必要であります。自主財源の確保および公平性、信頼性の確保の観点

から収納対策の強化が求められている中で伺います。

市税の収納率向上対策の現状と課題、また行政評価制度の効果と運用状況について伺います。

行政評価システムと政策評価を併せて予算編成や定員管理、人事管理等にどう活用している

のかお聞かせください。

 次に総合計画において定めた諸事業の実施と市民サービスの水準を確保しながら健全で安定

した財政基盤の構築を目指すための中長期財政計画（平成２５年から２９年度）の中での実質

公債費比率、経常収支比率、将来負担比率の分析と考え方についてお聞かせください。

 また県内の人口同規模市、甲斐市、南アルプス市と財政規模を比較すると本市の財政規模は

大きいものがあります。今後限られた財源の効率的かつ有効活用に向け事業の整理や市民ニー

ズに即した新事業の導入が必要と考えますが、市民に分かりやすい事務事業の評価と事業仕分

けを今後どのように進めていくのかお聞かせください。
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次にまち・ひと・しごと創生総合戦略について伺います。

本市総合戦略は平成２７年１０月に策定され、まち・ひと・しごと創生の実現に向けた今後

５年間の目標や取り組みの基本的方向、具体的な取り組みを体系的に示し中長期的な視点に立っ

て取り組む必要があります。人口ビジョンにより人口減少対策の方向性から４つの基本目標、

１．結婚、妊娠、出産、子育てまで継続的なサポートをする。２．地域資源を活用し地域産業

を育み新たな産業を創出し雇用を創出する。３．誰もが暮らしやすいまちをつくる。４．笛吹

市を知り訪れ住んでみたくなる流れをつくるが設定されましたが、平成２８年１２月１２日に

閣議決定された平成２９年度政府予算において地方創生推進交付金１千億円が計上されました

が本市の財政状況を踏まえる中で各省庁における補助金交付金の有効活用、事業推進のための

財源確保は大変重要と考えますが、取り組んでいる重要施策と予算計上（財源確保）の内容、

また総合戦略における重要業績評価指標にかかる取り組み、評価状況についてお聞かせくださ

い。

次に都市計画税について伺います。

都市計画税は地方税法により都市計画区域内の土地、家屋に条例で課すことができる税金で

あり、都市計画事業を行う市町村においてその事業に要する費用に充てるために目的税として

課税されるものと認識しておりますが、さまざまな意見、議論がある中で昨年１２月議会にお

いてこれまで検討されてきた内容に基づき、課税に向けての方向性が示されたと理解していま

すが、同時に賦課に向けての課題もいくつか提示されていますが改めて基本的な考え方と今後

の検討内容、また課題を含めた市民への説明、市民合意を得るための取り組みについてお聞か

せください。

次にＮＴＴ用地について伺います。

 ＮＴＴ用地購入については年度内の購入を目指していくとのことでありますが、埋設物等の

対処など購入に向けた課題等がいくつか指摘されていますが、ＮＴＴとの交渉における課題と

対処の現状、土地開発基金を活用しての購入計画であるが土地開発基金の特定目的の事業と土

地開発基金の保有状況、また活用策については１年から２年くらいかけて市民からの意見を聞

きながら進めていくとしているが、どのような方法で市民合意を得ようとしているのか伺いま

す。関連してミズベリング構想における平成２９年度の国営事業および市の事業の具体的な事

業計画をお聞かせください。

次に第１次総合計画の施策の中から主なものについて質問をいたします。

第１次総合計画は平成２０年度から平成２９年度における１０年計画であり、平成２９年度

は目標年度となっております。しっかりした評価が必要と考えますが、後期基本計画および個

別計画に掲げた主な施策のこれまでの成果、進捗状況と市長が掲げた最重要施策を推進する上

での具体的な取り組みについて伺います。

 まず第１節．実り多い産業と人々の集うまちづくりについての人々の交流を盛んにする仕組

みづくりの方針について伺います。

 行きたい住みたいまちづくりの推進として新たな交流機会の創出施策、移住定住、都市農村

交流事業の取り組み状況は。

地域振興ツアー支援事業、要するにクールジャパンの取り組み状況。

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを捉えての国際交流指針による国際交流、

国内交流の地域間交流の推進と推進組織を含めた取り組み状況と課題について、お聞かせくだ
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さい。

次にもてなしの心があふれる観光地づくりの具体策について伺います。

 市長の最重要施策の１つとして観光再生、また訪れたくなる笛吹市が掲げられておりますが

田舎リゾート構想を目指す上で通年型観光地への転換の取り組み状況。市内各地の魅力と資源

を生かした笛吹物語の創設。温泉郷再生プランの策定についての観光振興計画、アクションプ

ランとの兼ね合いを含めた具体策についてお聞かせください。

次に桃・ブドウ日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりの具体策ですが、市長の最重

要施策の１つ、新たな農業、実り豊かな笛吹市としての販売力の向上、生産力の確保対策の具

体的な内容。また農業基盤整備事業の現状と今後の取り組み状況。近年鳥獣害等による農作物

の被害は毎年増加しております。近年は居住地にも頻繁に出現しており鳥獣害対策実施隊の設

置、猟友会活動の支援等捕獲体制の強化を図っておりますが、鳥獣害対策の現状と課題につい

てお聞かせください。

次に第２節．環境にやさしく安心してすこやかに暮らせるまちづくりについて伺います。

 災害に強い安全な備えづくりについてですが、防災計画における自主防災力の強化策として

の自主防災組織、防災備品の整備、自主防災リーダーの育成、避難所運営訓練状況、受援計画

の作成等の取り組み状況と課題についてお聞かせください。

次に人が行き交う道・交通ネットワークづくりについて伺います。

道路、農道、水路維持管理事業で各区からの要望と実施状況。

道路、橋梁等のインフラ対策、老朽化対策、また交通バリアフリーの取り組みと進捗状況に

ついてお聞かせください。

次に安心して生み育てられる環境づくりについて伺います。

 市長の最重要施策である幸せ実感、心豊かに暮らせるまちづくりとして子ども・子育て支援

事業計画の基本方針、１．子ども一人ひとりが心豊かに育つ支援の充実。２．安心して子育て

できる支援の充実。３．地域ぐるみの子育て支援の充実の取り組み内容。また平成２４年施行

の子ども貧困対策推進法は国と地方自治体が子どもの貧困に関して調査・研究し、必要な施策

を講じることを規定し、調査の４分の３を補助する制度を創設し実態把握の取り組みを促して

おります。

子どもの貧困率の実態把握と取り組み状況、また就学援助金の入学前支給の平成２９年度実

施予定状況は。また昨年１２月議会で笛新会の荻野議員が質問した寡婦控除のみなし適用の平

成２９年度実施予定状況は。

次に待機児童対策と子育てと仕事の両立をサポートする支援策をお聞かせください。

次に高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりについて伺います。

笛吹いきいきプラン高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画における地域包括ケアシステ

ムの構築の現状と課題。

 高齢者福祉サービス（デイサービス事業）、介護予防、介護サービスの介護保険法改正に伴

う取り組み状況と費用負担に関する影響と対策についてお聞かせください。

次に第３節．個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりについて伺います。

 子どもたちの個性を尊重する学校づくりについては、教育は人づくりであり人づくりはまち

づくりでもあります。市の将来を担う子どもたちは市の宝であり財産でもあります。子どもた

ち一人ひとりの個性が輝き、笛吹市に生まれ育ってよかったと思えるような市の教育を築き上
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げていくのが教育ビジョンであると認識していますが、学校が子どもたちにとっては学びたい

学校、保護者にとっては学ばせたい学校、教職員にとっては働き甲斐のある学校、さらに地域

にとってはなくてはならない学校であるために、学校教育ビジョン具現化のための具体的な取

り組み内容についてお聞かせください。

次にいつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりについて伺います。

 公民館管理事業として生涯学習、防災の拠点でもあり地域コミュニティの場である地域公民

館の軽微な改修、補修等の補助制度の考え方をお聞かせください。

次に身近にスポーツを楽しめる環境づくりの状況と今後の計画について伺います。特にこの

スポーツツーリズムは私ども力を入れているところでありますけれども、スポーツツーリズム

として温泉郷と連携したスポーツ環境の確立、スポーツでまちを元気にする取り組みとして、

するスポーツのための環境整備。観るスポーツのため全国レベルの競技会を観戦できる、この

機会の創出の具体策をお示しください。

次に地域の文化を育み伝える環境づくりについて伺います。特に私の地元の事業であり、３年

間事業停止、２７年度から事業再開した史跡甲斐国分寺跡保存整備事業の経過と今後の計画内

容。また本市の文化活動の中心であり、俳句の里として全国的なアピールをしていく俳句の里

づくりの今年度の事業内容についてお聞かせください。

次に第４節．将来像実現に向けた取り組みについて伺います。

親しみやすく機能的な市役所づくりの取り組みについて伺います。

多様化する市民ニーズを的確に捉えた行政サービスの提供を図るための取り組みと合併以来、

本庁への一元化が進んでおりますが地域づくり、地域福祉、防災等の行政課題の中での支所機

能の充実に向けた取り組みについての考え方を伺います。

 以上、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。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

笛新会、保坂利定議員の代表質問にお答えします。

はじめに市政運営の基本理念と平成２９年度の市政運営の基本方針についてですが、昨年

１１月の市長就任以来、早や３カ月が過ぎ日々市民の幸せのために何ができるかを考えながら

一歩一歩前進しているところであります。

 平成２９年度は、私が提唱しております「ハートフルタウン笛吹」の実現に向け具体的なア

クションを起こすスタートの年であり、新しいまちづくりを力強く進めるにあたり市民の皆さ

まの声をしっかり聞くことが重要であると考えております。

 市民の皆さまが心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各種団体の方々などからご意見をお伺い

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いく必要があります。

 私は市民ファーストを基本理念として掲げ、行政が市民の皆さまに一方的に何かをするといっ

た一方通行の関係ではなく、市民の皆さまと行政が知恵と力を出し合う双方向的な協働の市政

運営を目指しております。
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 そして複雑化、多様化、深刻化する行政課題の解決に向け表面化した現象に場当たり的に反

応するのではなく、市民目線でその背景や原因を明らかにし積極果敢にスピード感とチャレン

ジ精神をもって市政を展開していきたいと考えております。

 人口や税収の増加が困難な時代であるからこそ、市民ニーズにきめ細やかに対応し市民ファー

ストの市政運営を築き上げ、多くの皆さまの声を大切に受け止めてまいりたいと考えておりま

す。

 そのため、目指すべき「ハートフルタウン笛吹」を実現すべく３つのまちづくりの方向を掲

げさせていただきました。

 １つ目は幸せ実感 心豊かに暮らせるまちであります。子育て支援、地域づくり、学び・育

ち、安全・安心についての施策を進め子どもから高齢者まで心穏やかに暮らせるまちを目指し

ます。

 ２９年度においては子育て支援策として多世代包括ケア情報クラウド化推進事業、地域づく

り促進策としてサテライトオフィス促進奨励事業、地域包括支援センター運営事業。また学び

の環境充実策として学校給食センター建設、俳句の里づくり推進事業を、さらに安全・安心確

保のために市営住宅四日市場団地建て替え事業などを進めてまいります。

２つ目は新たな農業、実り豊かなブランド農業についてであります。

 桃・ブドウ日本一の郷を支えてきた農家とともに新たに参入している農業の担い手がそれぞ

れの長所を生かし、ブランド化された農作物の生産・販売を拡大しながら美しい農村景観を保

たれた実り豊かなまちを目指します。

平成２９年度においては販売力向上策として世界農業遺産登録事業、農作物等消費拡大宣伝

事業を、生産力の確保策として農業用機械補助事業、新規就農者支援事業などに力を入れて進

めてまいります。

３つ目は観光再生 また訪れたくなるまちであります。

 地域資源を磨き上げ観光地としての価値を高めながら人とのつながり・交流を大切にした、

ゆったり感や居心地の良さを感じてもらえる田舎リゾート、気軽に繰り返し訪れたくなるまち

を目指します。

平成２９年度においては温泉郷活性化策として石和温泉街周辺活性化事業、海外誘客促進イ

ンバウンド推進事業を進めてまいります。

 次に新年度予算編成についてのご質問のうち基本方針についてですが、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２７年度決算をもとに行い、行財政改革のスター

トの年と位置付け、選択と集中を基本においた予算編成を行いました。その結果、一般会計予

算においては前年度から２１億１千万円ほど少ない総額３１１億１千万円、２８年度決算見込

み額３４０億円と比較すると約２９億円減額の当初予算を組むこととなり、過去５年間と比較

しても最もスリムな予算編成となったところです。

 次に歳入における中長期財政計画を見つめた計上の考え方についてですが今後、中長期的に

自主財源の確保が難しいことを念頭に置きつつ、都市計画税の課税猶予や普通交付税の段階的

縮減を考慮しながらの予算計上となりました。また中長期的財政運営を見据え基金繰入金、地

方債は押さえ込んだ予算計上となりました。

 次に人件費における職員適正化計画の状況についてですが、平成２５年３月に定めた第３次

笛吹市定員適正化計画では、２５年度において６２８人であった正規職員を３０年度には
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５９８人とすることを目標として、年次計画に基づいた削減を進めているところであります。

 これまでの状況につきましてはほぼ計画どおりの削減が進み２９年４月１日においては６０１人

で計上しております。当面は３０年度の目標達成に向けた取り組みを進めてまいります。

 次に少子高齢化等社会保障の影響による扶助費の内容についてですが、社会保障の中には子

育て支援に係る扶助費をはじめ医療・介護・生活保護・扶助費全般が含まれ、特に少子高齢化

に係る経費については保育単価の上昇により増加傾向にあり、高齢者に係る部分については地

域密着型サービス事業の充実や医療費の増加等で、しばらく増加傾向であると見込まれます。

 次に地方債における地方債計画の内容については、平成２９年度の地方債借入状況ですが市

債は総額で３７億５千万円、臨時財政対策債１１億円、合併特例債２３億２千万円等を予定し

ております。今後は、普通建設事業の縮小により発行数は減少を見込んでおります。

 次に合併特例債の活用状況と今後の活用計画についてですが、合併特例債の活用状況につい

ては市の基盤整備に伴う事業において借入を行っておりますが、平成２９年度の主たる事業と

して消防出張所庁舎建設事業や学校給食センター建設事業に充当を予定しております。

 また合併特例債の活用計画は、借入限度額が３８７億円で３１年度までが借入可能期間であ

り、２８年度末までの借入予定は３０５億円となり残額は８２億円となります。３０年度以降、

学校給食センター建設事業をはじめ新市の基盤整備に有効活用したいと考えております。

 次に特別会計事業における繰出金の増加の要因と中長期財政計画における推移についてです

が全国的に少子高齢化の影響を受け、社会保障関連の繰出金は４千万円増の２６億６千万円と

なりました。制度改正や給付費の伸び悩みで繰出金の増加は避けられない状況にあります。

 特別会計等の自主財源である料金・税等の改定により一般会計からの繰り出しは削減されま

すので、料金等の改定は喫緊の課題であります。

続きまして、行財政改革の課題と進捗状況についてお答えします。

 まず市税の収納率向上の現状と課題についてですが、本市の市税等の収納率は合併以来、滞

納整理の推進により年々向上しており、滞納額も着実に減少しているところでありますが、収

納率は依然として県下でも低い水準にあります。

また本年度より地方交付税の算定において、市税の収納率が交付税の配分に影響することか

ら、さらなる収納率向上対策の強化が必要であると考えております。

 今後は県滞納整理推進機構との連携を深めるとともに、職員の徴収技術の向上を図ってまい

ります。

 また２９年度からは管理職職員による未納世帯への訪問指導の実施を予定しており、引き続

き全庁体制による徴収体制の強化を図り、一層の収納率の向上に努めてまいります。

 次に行政評価制度の効果と運用状況についてですが、行政評価制度は市が実施する施策、事

務事業に投入した予算や人員に対し市民サービスへの効果、設定した目標の達成度を数値等の

客観的視点を利用し評価・検証を行い課題や問題点を抽出し、さらに効果的・効率的な方法・

手段へと改善していく手法およびその仕組みであります。

 本市では施策の評価とさらに施策を構成している事務事業の評価を行い、次年度の予算編成

および人員配置などの基礎資料として活用するとともに、市民の皆さまへの説明責任のため情

報を公開しております。

 次に実質公債比率、経常収支比率、将来負担比率の分析と考え方についてですが、実質公債

比率については２７年度は１３．４％であり、合併特例債発行可能期間まではほぼ横ばい傾向
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であるもののそれ以降、若干の低下を見込んでおります。経常収支比率については、臨時的経

費の減少により上昇すると見込まれます。将来負担比率については平成２９年度以降３年間、

合併特例債を原資として積み立てた地域振興基金が充当可能財源になることや特別会計を含め

た起債残高の減少で３２年度までは低下傾向と見込まれますが、それ以降、基金の取り崩しや

基準財政需要額に含まれる公債費算入額の減少で上昇傾向と見込まれます。

 次に市民に分かりやすい事務事業の評価と事業仕分けについてですが、事務事業評価につい

ては施策目標達成への貢献度や事務事業自体の成果指標をしっかり評価し、かつ事業ごとＰＤ

ＣＡサイクルに当てはめ、毎年度見直しを行い改善を図っております。

 今後はさらなる事業の効率化や必要性を見極め、統合・廃止を念頭に置き事務事業の見直し

を加速的に推進し、その進捗等についても透明性が保たれるよう市民の皆さまに分かりやすく

情報を公開するなど、行政改革の推進に努めてまいります。

続きまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお答えいたします。

 はじめに取り組んでいる重要施策と予算計上の内容についてですが、平成２９年度において

は、地方創生推進交付金やその他省庁の交付金や補助金の活用、企業版ふるさと納税を活用す

る中、子育て分野ではＩＣＴを活用した多世代包括ケア情報クラウドシステムのさらなる利用

促進、産業分野では認定農業者、新規就農者への農業機械購入やリースへの補助、温泉街周辺

の活性化や再生への取り組みを進めます。また備蓄資材の確保、防犯灯のＬＥＤ化、サテライ

トオフィス推進や企業立地推進の取り組みなど暮らしやすい、住みたいまちづくり事業を推進

してまいります。

次に重要業績評価指標にかかる取り組みおよび評価状況についてですが、２７年度における

事業について、昨年の７月、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議において外部有識者

による評価をいただき、ホームページにて市民の皆さまに報告させていただいたところであり

ます。

 ２７年度の事業効果については今後、取り組みを推進するにあたり、さらなる創意工夫を含

めた検討を求められた事業もありましたが、おおむね地方創生に効果があったとの評価をいた

だいております。

続きまして、都市計画税についてお答えします。

 はじめに基本的な考え方と今後の検討内容についてですが、健康で文化的な都市生活および

機能的な都市活動を確保し、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るため都市計画の推

進は必要であり、都市計画税は貴重な財源であると考えております。また、今後地方交付税の

段階的削減がはじまり、財政状況が一層厳しくなることから財源確保は重要な課題であり、都

市計画税の課税は必要と考えております。しかしながら、都市計画税の課税は１年間猶予する

ことしとし、１年かけて市民の皆さまの理解を深めてまいりたいと考えております。

次に課題を含めた市民への説明、市民合意を得るための取り組みについてでありますが、都

市計画税の課税を１年間猶予する中で、市民の皆さまへの説明機会を増やしていくとともに事

務事業の見直し、歳出の削減など行政自らが身を切る改革を徹底し、結果として市民の皆さま

にお示しながら市民の皆さまのご理解を深めてまいりたいと考えております。

続きまして、ＮＴＴ用地についてお答えします。

 はじめに交渉における課題への対処の現状についてですが、交渉における課題は土地の環境

状況の確認、埋蔵物の対処、瑕疵期間、購入金額等があげられます。現在、今議会において契
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約案件が提出できるよう課題解決に鋭意努めております。

 次に土地開発基金の特定目的の事業についてですが、ＮＴＴ用地は笛吹市のまちづくりにとっ

て必要な用地と考えており、特定目的につきましては１年から２年かけまして市民の皆さまと

協議を重ね具体的な用地利活用目的を決めてまいりたいと考えております。

 次に活用策に対する市民合意についてですが、労報橋を含む周辺交通網の整備等につきまし

ては早々に進めてまいりたいと考えておりますが、その他の用地の活用につきましては、購入

後に実際に市民の皆さまに用地をいろいろな場面において試験的に活用していただき幅広くご

意見を伺いながらよりよい利活用策を決定していきたいと考えております。

 次にミズベリング構想における平成２９年度の具体的な事業計画についてですが、笛吹川右

岸鵜飼橋上流に計画しております国直轄による親水護岸整備事業につきましては、今後３年を

かけて整備を行う予定となっております。市の事業といたしましては、昨年好評をいただいて

おります子どもの水辺安全教室の開催、さくら温泉通りのイルミネーション、ミズベカフェ事

業の実施を計画しており、その他の計画としまして、今後関係機関と協議を行いながら水辺や

まちの賑わいを創出する取り組みを進めてまいります。

次に第１次総合計画の施策についてお答えします。

 はじめに実り多い産業と人々の集うまちづくりのうち、人々の交流を盛んにする仕組みづく

りの方針についてですが、まず移住定住・都市農村交流事業の取り組みについては、平成２３年

から芦川町の運動会に都会の若者に参加してもらう交流事業や農業を通しての体験ツアーを実

施しております。

また、本年度は有楽町にあるふるさと回帰支援センターで山梨市・甲州市と合同で果樹農業

体験やお試し住宅を紹介するセミナーを開催し、都市部の方々に笛吹市の体験事業を紹介して

いるところです。

 今後、芦川町まちづくり実行委員会やＮＰＯなど民間のお力をいただく中、全市的な交流事

業につなげてまいりたいと考えております。

 次にクールジャパンの取り組みについてですが、国は観光立国の実現に向け日本固有の魅力

であるアニメや食、伝統文化を海外に情報発信し展開することにより、外国人観光客の来訪と

国内での消費活動を推進し日本の経済成長につながるクールジャパン戦略を推進しております。

 本市においては石和・春日居温泉郷の旅館やホテルの和室や和食、そして温泉入浴文化はま

さしくクールジャパンであり、外国人観光客にとりましては日本文化に接し親しむ良い機会で

あると考えております。

 現在、国の交付金を活用しながら観光防災アプリの構築、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備等を実施し

インバウンドの受け入れ態勢を確立するとともに外国人の視点を取り入れ、留学生によるＳＮ

Ｓを利用した海外への情報発信を始めたところです。

 また国のビザ要件の緩和や市のインバウンド事業の成果もあり、海外からの観光客が増加し

ていることから体験型観光や錦鯉、芸妓文化に触れる機会を用意し、市独自のクールを探りつ

つ新たな誘客と地域振興につなげてまいります。

 次に国際交流、地域間交流の推進および推進組織の育成状況についてですが、国際交流に関

しましては、ドイツ・バートメルゲントハイム市など、これまでの友好都市との交流に加えて

２０２０年の東京オリンピック、ウエイトリフティング競技の事前合宿地として決定されたタ

イ王国との交流、中国天津市との教育交流が図られています。
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 国際化のニーズは、インバウンドや在住外国人への対応など多岐に渡ります。現在、市の国

際化推進指針に基づき、国際交流などに携わる団体や個人を横断的につなぐ組織の確立を目指

して、新たな国際化推進体制のあり方について検討を進めているところであります。

 また、地域間交流につきましては産業や教育分野での交流、災害時の協力等、従来からの地

域間交流を引き続き進めるとともに、産業交流やスポーツ交流などをとおして民間レベルでの

交流に取り組もうとする市民の皆さまの橋渡しができるよう努めてまいります。

 次にもてなしの心あふれる観光地づくりの具体策についてですが、まず通年型観光地への転

換の取り組み状況、笛吹物語の創設についてです。

 本市は多くの地域資源が存在しています。自然景観、温泉、食、文化などさまざまな視点か

ら磨き上げ、観光地としての価値を高めながら人とのつながりや交流を大切に四季をとおして

何度でも訪れていただける目的地となる観光地を目指すものであります。

 本年４月より笛吹物語プロジェクトチームを立ち上げ、市民の皆さまとともに計画を策定し

進めていこうとするものです。

 次に温泉郷再生プランの具体的施策ですが、石和・春日居温泉郷は本市観光の重要拠点であ

ります。現在策定をしております観光振興計画においても観光客が温泉街で過ごす滞在時間が

短いという点、また観光客のニーズの多様化に対応できる受け入れ態勢の整備も課題となって

います。このことから温泉郷をまち歩きするための仕組みづくりを行うため、桜温泉通りのソ

メイヨシノの計画的な改植や近津川、駅前イルミネーションの充実を図ってまいります。

 次に桃・ブドウ日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりの具体策についてですが、ま

ず実り豊かなブランド農業として販売力の向上、生産力の確保対策の現状については、市では

平成１６年の合併以来、地元ＪＡと連携し、東京や大阪・中京など大消費地の仲卸業者をはじ

め市場関係者や消費者に対し、市長トップセールスを中心に本市農作物の消費拡大宣伝事業を

展開し、ブランド力の向上を図ってまいりました。

 地道な活動によりまして、本年度の実績については県内の平均販売単価を比較した場合、桃

で４％以上、ブドウでは１３．５％、単価は大きく上回っており高い評価を得ているところで

あります。

 生産力の確保、品質の向上対策につきましても共選所の統合建設を支援し透過式光センサー

を導入するなど最新鋭の共選施設の整備を行い、より高品質な青果物を出荷し価格の向上を図

ることで、本市農業者の所得向上につながるものと考えております。

 また、ブランド化を進めることによって、新規就農をはじめとする担い手の就農意欲を喚起

し、生産力の向上を図っていきたいと考えております。

 次に農業基盤整備事業の現状と今後の計画については、現在および今後も継続される事業は

一宮南部地区等４カ所での県営畑地帯総合整備事業や御坂黒駒東地区の県営中山間地域総合整

備事業、御坂八代ざかいの東八中央東を含む２カ所の県営基幹農道整備事業があります。さら

に市が行う農業施設整備事業の主要なものとして石和の油川川改修や御坂の成田堰改修など地

区要望の中で測量・設計を伴う大掛かりな重要性のあるものを１１カ所計画しています。また

地区要望の中で小規模なものについては、資源保全事業の中で農道や用水路等のメンテナンス

工事として順次行っていく予定でいます。

 次に鳥獣害対策についてですが、本市の有害鳥獣による農業被害状況は直近の資料として平

成２７年度の被害面積が２４ヘクタール、被害で２，５６０万円となっており、前年度比とし
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て面積で約２０％、被害額で６％増加しております。捕獲数に関しては本年は特にシカの固体

数が大きく増えており、前年度比で２倍以上の増加となっております。

 対策として今年度から鳥獣被害対策実施隊を設置することにより、近年増加する民家付近や

道路に出没する有害鳥獣に対し、より迅速な対応が可能となりました。また猟友会員から選出

された隊員により追い払い・捕獲をお願いしております。

 このほか農地を有害鳥獣被害から守る対策として、個人・集団で電気柵を設置した場合にそ

の設置経費に対して補助金を交付し、また鳥獣害被害防止柵を設置しようとする地区からの要

望に対して原材料費を支給しています。課題としましては現在、市内に約１３５名の猟友会加

入者がおりますが、その会員数は年々減少傾向である上、６０歳以上の方が７割以上を占めて

いるという現状があります。

 次に環境にやさしく安心して穏やかに暮らせるまちづくりのうち、被害に強い安全な備えづ

くりについてですが、まず防災計画における自主防災力の強化策についてお答えいたします。

 自主防災組織については、災害発生時に的確な判断が取れるよう総合防災訓練時に行政区・

学校を中心に防災知識の普及に努めており、行政区などへの出前講座も随時開催しております。

また土砂災害防災訓練を実施し、災害時に適切な避難行動と正確な情報の確認・伝達の訓練を

実施しております。

 防災備蓄の整備については現在アルファ米約６万食を備蓄しており、今後は各避難所へ分散

備蓄や乳幼児や高齢者に対した品目の整備・検討を行っていきます。

 自主防災リーダーの育成についてですが、市内自主防災組織を対象に防災リーダー養成講座

を開催し、今年度１６４名の参加をいただいております。今後、行政区に防災リーダー設置と

育成のサポートを行い、災害時において被災地の状況を適切に把握した避難誘導や避難所運営

支援などを行える自主防災組織の育成強化を図ってまいります。

 避難所運営訓練の状況についてですが指定避難所の運営は行政区、施設管理者、市、避難者

相互に協力して開設・運営を行います。市では防災訓練等に指定避難所開設訓練を実施してお

り、今後は避難所ごとに避難所運営委員会を発足し、各避難所に即した運営マニュアルを作成

し避難時における避難所運営訓練等を実施してまいります。

 受援計画の作成につきましては、避難時に支援に訪れるチームや支援団体を適切にコントロー

ルする必要があることから、今後は県受援計画の策定に併せて本市においても計画を策定し災

害対応の体制を整えたいと考えております。

次に人が行き交う道・交通ネットワークづくりについてであります。

 まず道路、農道、水路維持管理事業で各地からの要望と実施状況についてですが、平成２８年

度の地区からの要望につきましてはさまざまな要望がありますが、道路、農道、水路のそれぞ

れ維持管理の要望では要望件数４９８件に対して、年度途中でありますが、これまでに実施し

た件数は１９４件で実施率３８．９％であります。実施した事業費は５億２，６２０万円となっ

ております。

次にインフラの老朽化対策および交通バリアフリーの推進状況についてですが、インフラの

老朽化対策は喫緊かつ重要な課題と捉えております。これまで道路ストックの総点検を行い、

橋梁についても橋梁長寿命化修繕計画を策定し、舗装や橋梁の架け替えなどの整備を進めてま

いりました。今後もこれらの計画に沿って対策を講じていきたいと考えております。

続きまして交通バリアフリーについてですが、交通バリアフリー法に基づく整備区域におけ
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る進捗状況につきましては石和温泉駅舎整備はすでに完了し周辺道路の国道１４０号、４１１号

も整備済みとなっています。県道につきましては駅前線が完成となっているなど、対象路線の

７割程度、事業が完了しています。

 なお、市道につきましては駅周辺のいくつかの路線で事業に着手しておりますが、対象とな

る市道全体では４割程度の進捗状況となっています。

 次に安心して生み育てられる環境づくりについて、まず子ども・子育て支援事業計画の取り

組み内容については、計画に掲げる重点事業につきましては笛吹市子ども・子育て会議に進捗

状況・課題などを報告し一定の評価を受けておりますが、子どもの数が減少傾向にある一方で

市民の皆さまの生活形態は多種・多様化が進み、それに伴い子育てに関する相談も増加かつ複

雑化しております。

 その対策として、平成２９年度は子育てに関するさまざまな相談や児童を取り巻く問題によ

り迅速で適切な対応を行えるように、子育て支援課内に設置してある家庭児童相談室に社会福

祉士などの専門資格を持った支援専門員を加配し子育て相談窓口を強化してまいります。

 また、子育てに必要な情報をスマートフォンやタブレットで受け取ることができるふえふき

子育て広場の本格運用を開始し、情報配信と合わせて電子母子手帳などの機能強化を図ります。

 次に子どもの貧困率実態把握についてですが、子どもの貧困率についてはいまだ統一された

指標がありません。山梨県においてもやまなし子ども貧困対策推進計画の中で要保護および準

要保護児童生徒の就学援助率を指標としておりますので、本市においてもこの率を１つの指標

と捉えております。

 次に就学支援金の入学前支援については、３０年度の入学者からの実施に向けて準備を進め

ております。対象者は小学生１１０名程度を見込んでおり、２９年度末に支給する予定です。

 次に寡婦控除のみなし適用の実施予定については婚姻歴の有無に限らず、ひとり親家庭の生

活の安定を図ることや子育て支援の不公平感を解消するとともに、子どもの貧困対策への取り

組みの一環として、本年４月より保育料および学童保育料を対象に寡婦控除のみなし適用を実

施いたします。

 次に待機児童対策についてですが、まず現在、保育所において待機児童は発生しておりませ

んが、保護者が希望する特定の保育施設に空きがないため入所を見送るケースは発生しており

ます。

 特に保育需要が増加している未満児への対応として、公立保育所の保育室を増設し必要な保

育士を確保しながら未満児の受け入れ拡大を図ってまいります。また、学童保育においても現

時点では待機児童はおりません。

 なお、子育てと仕事の両立をサポートする新たな支援策として、病児・病後児保育事業にお

ける県内自治体間での広域利用や学童保育室の夏休み期間中の開所時間の拡大に向けて検討を

進めているところであります。

 次に高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりについてですが、まず第６期介護保険事

業計画における地域包括ケアシステム構築の現状と課題については、本市では地域包括ケアシ

ステム構築に向けて第６期介護保険事業計画に基づき、地域ケア会議の開催、認知症初期集中

支援チームの開催、在宅医療介護連携推進協議会の設置等に取り組んできました。また平成３０年

度には高齢者地域包括支援センターを３カ所に拡充し、地域の医療・介護・福祉等の事業者や

団体と連携して必要な支援につなげていく体制を整えてまいります。
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 次に介護保険法改正に伴う取り組み状況と費用負担に対する影響については、介護保険法改

正に伴い、全国一律の予防給付として実施してきた訪問介護と通所介護が市町村が実施する新

しい介護予防・日常生活支援総合計画となり、サービスの内容等を見直すこととなりました。

 本市においては、３月にサービス内容を工夫し利用者負担を抑えて実施する介護者Ａ、通所

型Ａの事業をスタートします。また、短期間に集中して運動機能改善を目指す通所型Ｃの事業

についても準備を進めているところであります。

 新しい総合事業の費用については、現行のサービス以外に緩和した基準で実施するサービス、

地域やボランティアの協力により実施するサービスなど、多様なメニューを用意することで負

担を押さえていきたいと考えています。

 次に個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりのうち子どもたちの個性を尊重する学校づく

りについてですが、学校教育ビジョン具現化のための具体的な取り組み内容についてはあいさ

つ・聞き方・言葉づかいがきちんとできるようにするための啓発活動やふえふき相談室による

家庭や関係機関と連携した諸問題への対応、就学支援を実施しております。また、指導主事に

よる児童生徒への学力向上や教員の指導力向上を目指した学校への積極的な支援や指導、市費

負担講師および学校サポーターを配置して児童生徒へのきめ細かな指導や支援を行っておりま

す。さらに、子どものよりよい成長のために保育園・幼稚園、小学校、中学校および高等学校

の相互の理解と連携を図るために保幼小中高連携会議の開催などを行っております。

 次にいつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくりについてですが公民館の軽微な改修、

補修等の補助制度については、各行政区の公民館施設は地域の公民館事業など各種団体、区民

に利用され、誰でも学べる環境づくりに寄与していると考えております。

 現在、行政区が所有する公民館などの施設に対しては施設の新設または大規模改修、また水

質浄化のため下水道への接続工事に要する経費について補助制度を設けております。

 今後についてですが、市の財政面を考えますと軽微な改修、補修等につきましては引き続き

行政区にご負担をお願いしたいと考えております。

 次に身近にスポーツを楽しめる環境づくりの状況と今後の計画についてですが、まず、する

スポーツのための環境整備については現在、市民の誰もが身近にスポーツを楽しむことができ

る環境づくりを進めるため、スポーツ推進委員を中心に体育協会やスポーツ少年団と連携を図

りながらスポーツ教室やスポーツ大会を開催し、子どもから高齢者まで気軽に参加できるスポー

ツの普及に努めてまいります。

 施設におきましても現状のスポーツ施設を有効活用し、少しでも長く、また多くの市民の方

に利用していただけるよう維持管理しております。

 次に観るスポーツのための機会創出については、現在、笛吹市内で全国レベルの大会を行っ

ているスポーツ施設は自転車トラック競技での境川自転車競技場、ソフトボールでの市内各グ

ラウンド、またテニス競技での石和中央テニス場等があります。

 これからもできるだけ多くの大会が市内で行われ、市民の皆さまが楽しむことができ、より

スポーツを身近に感じていただけるよう誘致を進めてまいります。

 次に地域の文化を育み伝える環境づくりについてですが、まず史跡甲斐国分寺跡保存整備事

業については、平成２７年度に策定した整備基本計画において、国の補助事業としての本格整

備着手までの間、公有地の維持管理と早期公開の必要性から本格整備の前提となる暫定的な整

備を実施することが示されております。それを踏まえ２８年度は本格整備への第一歩として暫



３４ 

定整備計画を策定し、２９年度から整備に着手してまいります。今後、文化庁との協議を進め

ながら本格整備につなげていきたいと考えております。

次に俳句の里づくりについては、俳句の里づくり事業として全国の小学生・中学生を対象に

第２０回となる笛吹市小学生・中学生俳句会や夏井いつき先生をお招きしての俳句ライブ、市

内の小中学校を対象に行う俳句出前授業等を実施しました。また、飯田蛇笏・龍太の両氏が生

涯活動の場とした山廬俳諧堂復元事業を支援いたしました。

 次に将来像実現に向けた取り組みのうち親しみやすく、機能的な市役所づくりの取り組みに

ついてですが、市民ニーズを的確に捉えた行政サービスの提供については、これまで窓口業務

の集約などによる窓口機能の充実や取り扱い業務の見直しなどを進めながら、市民の皆さまが

利用しやすく機能的で効率的な市役所づくりに努めております。

また情報化社会に対応した電子自治体の実現を目指し、住基カードに引き続き個人番号カー

ドの普及促進や行政サービスの効率化のためのシステム導入などに取り組むとともに、市政情

報を積極的に公開・発信するため、広報やホームページのほか多様化する情報通信手段を有効

に活用しながら情報の受発信に努めてきたところであります。

 今後につきましても、業務の効率性を高めながら行政サービスの向上に努めてまいりたいと

考えております。

 次に支所機能の充実に向けた取り組みについては合併以来、行財政改革の一環として市役所

組織のスリム化や職員の削減を進めてまいりました。その中で支所業務は合併によるスケール

メリットを最大限生かし、業務の効率性を高めるために可能なものから順次本庁へ集約化を進

め、平成２９年についても一部業務の本庁移管が計画されておりました。しかしながら、さま

ざまな意見をいただく中で、特に地域づくりや地域福祉といった面において課題も見えてまい

りましたので、２９年度につきましては現状を維持しながら支所機能についてさらに検討して

まいりたいと考えております。

 以上で答弁を終わります。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

質問が広いもので大変な答弁ありがとうございました。

まず市政運営の基本理念と平成２９年度の市政運営の基本方針について再質問を行います。 
まず市長のおっしゃる「子どもたちに目を 若者に希望を 女性に輝きを 高齢者にやすら

ぎを」、大変これ、私も大変良い言葉だなと思って使わせていただいているんですけれども、

市民ファーストと市民サービスを兼ね合わせた市民の捉え方をちょっとお聞きしたいんですけ

れども、市長のおっしゃる市民ファーストは今、答弁の中で市民の皆さまと行政が知恵と力を

出し合い双方的な協働の市政運営を目指し、市民ニーズに細やかに対応し多くの皆さまの声を

大切に受け止めて今年度は「ハートフルタウン笛吹」を実現する３つのまちづくりの方向を掲

げ、平成２９年度は具体的なアクションを起こすとしてある。これは十分できます。市民の方々

が本庁へ行った場合ですね、今、窓口業務が１人いらっしゃるんですね。女性の方。対応する

場合、１人対応とするともう次の方がですね、対応できない。支所へ行ったときに、今までは

支所じゃ分かりませんから本庁へ行ってくださいとか、本庁へ行ってもどこへ行っていいか分
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からない。逆の発想で支所へ行って、困りごとに行ったときに、じゃあ本庁からですよ、本庁

から職員を呼びますか。これが市民ファースト。本庁の方々も忙しい、たしかに。いろんな書

類に追われて忙しい。ただ、その支所の職員の対応が、じゃあ本庁から職員を呼びますからと

言われたときに、これは山下市長、これが市民ファーストじゃないかと。これが窓口業務、支

所機能の充実だと私は考えますけれども、一市民の方が市民ファーストとは何かということを

考えた場合、市民サービスと窓口業務がセットしなきゃならない。そのへんの職員の皆さま方

の市長の考え方と職員の方々の浸透がまだまだ進んでいない。さすが山下市長、代わられて職

員も変わったなと。これが市民ファーストだ、市民サービスだ、こう私は考えますけど市長。 
〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

保坂議員の再質問にお答えをいたします。

 たしかに職員の市民に対する対応についてご指摘を受ける場面もこれまで何回もございます。

その都度、いわゆる窓口の職員の市民に対する対応について私たちのほうも、総務のほうでそ

れを集約的に対応しているわけですので、指導しながらできるだけ市民の皆さまのサービス向

上に努めてきたところであります。

たしかに保坂議員の言われるように、新たにまた市長が市民ファーストといったことを唱え

る中でどれだけ変わっていくのかといったことを今後しっかりと検討していかなければならな

いと思っています。来年度１年間、支所業務も含めてそういった地域の人たちのサービス、こ

れを低下させないようにどういうふうに進めていくかといったことを検討する中で、先ほど保

坂議員のほうで本庁から職員を送る、そういった提言もございました。できるだけ支所におい

て本庁のサービス、これが受けられるような形、こういったことをしっかりと工夫をしてどう

やったらできるのかといったことを検討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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 はっきり申し上げて市長就任３カ月が過ぎた中で、今、総務部長の市民ファースト、市民サー

ビスの考え方は遅いような気がします。これ部局長会議、経営会議、支所長会議をしているん

だからなぜこの話題が出ないのか。市民ファーストという言葉、市民の方が一番良い言葉だな

と。県下一若い市長なんですから、そのへんのところをしっかり今後期待をするところであり

ます。

それでは新年度の予算編成について伺います。

山下市政初の予算編成で一般会計で３１１億１，３４３万円。前年度と比べ２１億１千万円

減だと。２８年度決算見込み額３４０億円と比較すると約２０億円減の予算で過去５年と比べ

て最もスリムな予算編成となると。これは２７年度決算をもとに行財政改革のスタートの年と

位置付け選択と集中を基本に置いた予算編成であると。これは事務事業の見直し等を行って、

徹底的な見直しを行ったということ。行政改革に視点を置き選択と集中を基本に置いた予算編

成である。これはお聞きしますけれど、行政評価、施策評価、施策が２５、事務事業が６００い

くつありますけれども、事務事業評価の中でシートを、評価シートをしっかりした中での事務



３６ 

事業の見直しをしたのか。今年度は時間がなかったからですけれども、単なる査定で事務事業

の見直し、予算編成を行ったか、そのへんのところを少し具体的にお聞きしたい。

〇議長（海野利比古君）

 小澤経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

 お答えいたします。

 まず事務事業の関係でございますけれども、これにつきましては２５の施策がございまして、

その中に７１４というふうな事務事業がついております。当然これは予算編成にかかわらず一

つひとつの事務事業につきましてはしっかりと評価をし、また公開しているものにつきまして

はその中の一部、１５０の事業を公開をしながら事務事業の評価対象としては行っているとい

うふうなものでございます。当然この事業につきまして、すべて予算編成のときには評価の対

象として反省をもって予算を組むというふうなことになっております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 ありがとうございました。しっかりした施策評価、事務事業評価をお願いして行政改革に重

点な視点を置いてほしいと思います。

 それでは歳入の主なものについてお聞きしますけれども市税については８２億５千万、前年

度予算と比較して３千万円の増だと。２７年度決算では市民税、固定資産税含めて収入済み額

が８４億１，５００万と。答弁の中で市長は２８年決算見込みが３４０億とおっしゃった。こ

れ市税の、２８年度決算見込み額、これに伴う収納率の向上、経過と向上対策はどのようにとっ

ているか。特に収納率については交付税算定でトップランナー方式が採用されると。答弁の中

で年々向上しているけれども、県内では依然低い水準にあるという答弁ですので、２８年度市

税６品目の決算見込み、その収納率と向上対策をもう少し具体的にお願いしたい。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

再質問にお答えをいたします。

 ２８年度の決算見込みということでございますけども、個別にはちょっと今、データがござ

いませんが、２８年１月現在ですね、市税の今、決算が、実績が７３億１，８００万円でござ

います。それから２７年の同時期と比較しますと２７年の同時期１月が７２億６千万円という

ことで約１月の時点で６千万円ほど上回っていると。こういったような状況から平成２８年度

の決算の見込みとして８３億円を上回るのではないかといったように見込んでおるところでご

ざいます。

それから収納率についてですが、たしかにいまだに低い状況にございます。滞納繰越額、こ

れの改善がなかなかできないという部分でございますが、収納率、今後どのように図っていく

かということですが、まず職員のスキル向上という部分で研修会、勉強会への参加、また県税

事務所への派遣によりスキルアップを目指していくということを考えております。それから県

の滞納整理推進機構との連携強化により指導を受け、また協力要請をしていくといったところ
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です。それから滞納整理を徹底的に推進をしていくということで納付をさせる、また差し押さ

え等を行う、それから財産調査の結果、財産のないものについては執行停止をかけていくと、

こういったもので検討していくということでございます。基本的には現年納付を優先をしてい

くということで滞納繰越を減らしていくということが基本的な考え方でございます。

また先ほど答弁でもありましたが、２９年度は管理職による臨戸訪問等を計画しておるとこ

ろでございます。そういった地道な努力により少しずつ改善を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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 基本的に教科書どおりの答弁と解釈しますけど、職員の徴収技術の向上、県の滞納整理推進

機構との連携を深め管理職の方々にもご努力を願っている、引き続き努力をしてほしいという

ことをお願いしたいと。これが精一杯でしょうかね、質問は。県下でも低い水準でありますの

で、ぜひこのへんは、特に固定資産税、力を入れて滞納整理、徴収率の向上に努めてほしいと

思います。

基金状況について伺います。

 財政調整基金をはじめとする各種基金は、財政健全化を維持するためで有効的な活用ですけ

れども、当然予算編成で財源不足が生じる場合は歳入歳出の均衡を図るために基金の繰り入れ

をしなければならない。平成２９年度基金繰入金が１８億１千万円。平成２９年度末残高が

１４８億２，６００万ほどで、この中で地域おこし振興基金が一番残高が多い４８億８，７３８万

円。この原資は合併特例債。ここでお聞きしますけれども、まちづくり基金がある。これは平

成２８年度末で２億４千万円の見込みで２９年度が取り崩して１億２００万取り崩して積み立

てが８，５００万円。２９年度末で２億２千万円ほど残ると。この原資はふるさと納税とまち

づくり寄附金と解釈しますが、これでよろしいでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 財政課長。

〇財政課長（雨宮昭夫君）

 間違いございません。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 ふるさと納税の状況をお聞きしますけれども、今、非常にふるさと納税、話題になっている

んですね。返礼品が豪華とか、あるいは市民税の控除があるので実質的には赤字になるという

ような、非常にふるさと納税が議論されていますけれども、今までの笛吹市に対するふるさと

納税の、特に２８年度で結構です。２８年度の件数、金額、返礼品の状況と、それから住民税

控除から市の寄附金を差し引いた場合の赤字なのか、黒字なのか、数字は結構ですけれどもこ

のへんの感覚をお聞きしたい。

〇議長（海野利比古君）

経営企画課長。
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〇経営企画課長（小宮山和人君）

お答えいたします。

 まず２８年度、２月現在までの状況でございますが、ふるさと納税８，３５８件、金額にし

まして１億１千万余りでございます。前年、２７年度が１年間で７，１９０件、１億円ちょっ

とということでございますので前年を上回る状況でございます。

また返礼品につきましては、現在１１６品目をカタログというか紹介をさせていただいてお

ります。人気の高いものにつきましては露地桃、シャインマスカット、ワイン、枯露柿等でご

ざいます。

それからもう１つ、控除されている市民税等の関係でございますが、これは２７年度中の状

況を紹介させていただきますが、笛吹市民がですね、寄附をした件数が金額としまして１，６３０万

円ほどでございます。そのうち控除された市民税額が７６０万円程度となっております。２７年

度中にはですね、９，６００万円ほどの納税がございましたので、それから返礼品等に関わる

手数料、その部分を引いてもですね、約２，８００万円ほどの黒字といったような状況でござ

います。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

横へ座りませんけれど、時間の経過、よろしくお願いしたいと思います。

 状況はよく分かりました。総務省等もですね、東京町田市は非常に赤字になるとかいろんな

話題があります。総務省のほうも改善策を検討している。しかし地方創生を応援するという制

度の十分この趣旨に沿った返礼品等をお願いしたいと思います。

次に地方債について伺います。

地方債については３７億５千万。合併特例債が６億４千万減の２３億２千万、予算計上。臨

財債が１１億。合併特例債の許可限度額が３８７億で３１年まで借入可能。２８年度末の借入

予定額は３０５億、残額が８２億。あと。２９年度に２３億２千万ですから３０、３１年度で

５８億８千万ほど借り入れできる。平成３０年度以降、学校給食センター建設と基盤整備事業

に有効活用に使いたい。これは合併特例債、非常に有利ですからこのへんは、私がよろしいと

いうことはないんですけども、使い切る認識は理解しています。

問題は一般会計、地方債残額、平成２９年度末４４３億５，７８６万円。市民１人当たり６２万

９千円。市民１人当たりの借金が新聞紙上で出ていましたけど６２万９千円。これは類似団体

と比較して高いのか、安いのか。近隣市町村と比べて高いのか、安いのか、非常に関心がある。

できればこれを減らす方策、これは難しいんですけれども、そのへんのところを財政課長。

〇議長（海野利比古君）

 財政課長。

〇財政課長（雨宮昭夫君）

 とりあえずのご質問で近隣の市との比較ですが、甲州、山梨市と比べて笛吹市は１人当たり

の残高は低い状況でありますけども、同水準の南アルプス、甲斐市と比べますと１人当たりの

残高は大きくなってございます。この要因ですけども、南アルプスは造りたい施設が造れない

状況ですから起債が発行できない状況と。甲斐市につきましては、合併団体が３つということ
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でそもそも発行可能額が小っちゃいということで合併特例債の起債自体が発行できない。それ

と、そもそも今ある施設が十分利用可能な施設でございますので、大きく借金をしなくてもい

いというふうな状況だと思います。

 今後、減らす要素ですけども、当然、普通建設事業に起債を充当していくわけですから基盤

整備が十分進みますと、この起債発行額は減ってくると考えられます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

それぞれの市の状況があろうかと思いますけれども、基本的には財政の健全化、これが基本

でありますけれども、この中で実質公債費比率、あるいは将来負担比率と起債制限比率、実質

公債費比率は３年度平均で２７年度１３．横ばいだと。将来負担比率についても先ほどの地域

振興基金が充当可能な年になると一時下がるけど、なおかつそのあとは基準財政額、公債費の

算入額の減少等でだんだん上がっていくんだと。問題は経常収支比率、これ２７年度決算で８９％。

これからも上昇すると見込まれるという。非常に弾力性のない数字が年々上昇する。基本的な

考え方は長期的な自主財源の確保、これが基本だと思いますけれども、特に２７年度監査報告、

監査委員さんの意見の中でですね、開源節流という言葉を使っていらっしゃった。大変良い言

葉でおっしゃるとおりだと。これ大変、自主財源の確保を含めて財政の健全化って難しい問題

がありますけれど、このへんに関する市長、ひとつ考え方を。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 今の議論の中、もうごもっともなお話ばかりでございますので、就任当時からもお話させて

いただいているように経常収支比率８９％ですから、事実上もうガチガチの状態だということ

はほぼ言えるんじゃないかと思いますので、やはりまずこれを弾力的を持たせるということ。

そのためには何をするのか。稼ぐ力も必要ですし、また削減する。このへんの両方をですね、

同時進行で進めていく。なかなか非常に大変なことだと思いますけど、もうこれはもうやって

いくしかありませんので、大いにまた議会の皆さんにもいろいろご指導・ご協力をいただきな

がら進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 ありがとうございました。それでは人件費、職員適正化計画、今日は２月の偶数月の最終の

金曜日、今、議論されておりますプレミアムフライデー、そこで国会等で議論されていますけ

れど労働基準法による働き方改革ということで、時間外、月４５時間とか年間３６時間とか国

会でも議論されていますけれども、これに対する職員の長時間労働、要するに残業の考え方と

プレミアムフライデーの取り入れ、庁舎ですからね、全員が休むとはいかないけど、ローテン

ションなり振り替えなり、いろんな法則がありますけれども、これに対する考え方を。

〇議長（海野利比古君）

総務課長。
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〇総務課長（須田徹君）

お答えいたします。

 議員がおっしゃるとおりですね、今、国のほうでも働き方改革ということでさまざまな取り

組みが進められているところでございます。おっしゃるとおり、今日が初めての初日のプレミ

アムフライデーの日になります。おっしゃるとおりですね、われわれ地方の自治体の職員が金

曜日だからといって早帰りというのはなかなか、住民サービスをするのが仕事でございますの

で実施がなかなか難しい部分もありますけども、そうは言いましてもそういう労働環境の改善

といった意味でですね、そういった国の施策をですね、注視しながら自治体として何ができる

か、労働環境改善、そのへんを検討しながらなんらかの形でですね、進めてまいりたいという

ふうに思います。

 それから市役所につきましても時間外労働というのがですね、あります。当然、職員が削減

が進んでおりますということ、それともう１つは地方分権でいろんな業務がですね、自治体に

下りてきているという中で職員の労働時間というのもなかなか時間内で収めるというのが難し

い状況にあります。そうは言いましても、先ほど申し上げた労働環境を改善していかなきゃな

りませんので、木曜日の一斉退庁日を設けたりですね、月当たりの時間外を３０時間以内に抑

えるようにということでですね、徹底をするように今、努めているという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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 ありがとうございました。それでは繰出金についてお聞かせ願いたいと思いますけど２６億

６千万円。特に企業会計、水道会計、これ審議会を開いて２８年の３月に審議会の中で答申、

３年以内に見直すと。今、給水単価１７３．６円、供給単価が１２３円と大まかな数字ですけ

れども、このへんのアンバランスが生じている。そして基準内繰入、基準外繰入、この非常に

バランスを考慮してですね、公営企業部長としての料金改定の将来見通しを少しお聞かせくだ

さい。

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。

 たしかに保坂議員がおっしゃったように給水原価と供給原価の差が赤字となりまして一般会

計からの補てんで賄っているというのが実情であります。おっしゃるとおり３年以内に審議会

のほうから料金の改定をするように求めるということで答申をいただいております。この答申

を受けまして今後、審議会においてより具体化したですね、審議をしていただき適切な時期に

料金体系等について検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

これは都市計画税と含めてですね、水道料金改定、大変重要な問題ですので、今後ですね、
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十分議論をしていろんな検討をお願いしてもらいたいと思います。

次に国保会計を少しお聞きしますけれども、平成３０年度から保険者が県に移行すると。こ

れで今、国保会計はたくさんの繰出金、これは基準内だと思いますけれども、保険税軽減とか

保険者支援とか出産育児、財政化安定支援等々の繰り出しをしてますけれども、３０年から保

険者が県に移行するということで特に保険料の算定等々、今は４方式という、均等割、平等割、

資産割、所得割という４方式、これは県を移行した場合にはこの標準保険料の算出方法が変わ

るのか、あるいは運営方法が変わるのかということを具体的な若干、見通しをお願いしたい。 
〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

保坂議員の再質問にお答えいたします。

 おっしゃるとおり３０年から変わります国民健康保険制度の関係で財政の部分、財政運営が

県と共有ということに、共同運営ということになります。その関係で３０年以降は県が納付金

という形で各市町村に金額を提示してきて、それを市町村が納めるというような形になってま

いります。この制度を取り入れというのは、そもそも県が県の広域化ということを求めており

ますので、納付金の算定方法と一致、統一化されると考えております。

 今、はっきりは出ておりませんが、おそらく県とすれば３方式を使うのではないかなと思わ

れております。今、笛吹は４方式を使っておりますが、３方式で示された納付金に対しまして

市町村は本来それに従わなくてもいい、４方式、それぞれの市町村の考え方でいいんですけど

も、笛吹市としては県自体が広域化を進めるという目的でこの制度に変えたということを考え

ますと県と同じ方式を取っていきたいと考えております。

 それで運営がどのように変わるかということですけども、当然３方式になりますと今、現金

収入のある方、所得税のほうが増えるようになると思いますので、その方の税金についてはお

そらく上がるのではないかなと思いますけども、それと反面、資産割が減ることによりまして

税金も減る方もいるということで、一概に全体が上がるとか下がるとかということはちょっと

今は言えないというような状況になっております。

今後、国保の運営がどのように変化していくかということですけども、今、最初言いました

ように財政の面については県と共有になりますが、それ以外の直接、市民の皆さまの関わる資

格管理、給付等についてはそのまま市町村がやりますので市民の皆さまには大きな変化等はご

ざいません。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 運営方法については変化はないけども、標準保険料の算定については所得基準が上がるから

これは負担が増だと。基本的には健康づくりで医療費の抑制をするということですので、健康

予防等、十分介護も含めてですね、予防に努めてほしいと思います。

 あと財政的にはもう１点ですけれども、私、今回の質問で中長期財政計画という、この言葉

を使っていたんですよね。平成２５年から２９年。この間いただいたものには笛吹市長期財政

計画といわれてます。基本的には質問は全部中期財政計画という言葉を言っているんですけど
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も、この笛吹市行財政改革大綱、２６年から２９年度、これ３４ページにしっかり書いてある。

持続可能な財政運営を実現するため、中長期財政計画を策定し健全な財政の維持に努める。い

つの間にか中期財政推計、推計から計画をつくるという解釈だと理解していますけれども、特

に２９年度見直しのときなのでこれは答弁いりませんけれど、財政課長、このへんのところを、

財政計画についてなのか、財政健全化のために努めてほしいと思います。

それでは、まち・ひと・しごと創生総合戦略に伺います。

 今日の山日の新聞紙上、人口移動が出ていましたけれども笛吹市は２０１５年１０月の国勢

調査の中で転入が５，８３３、転出が６，３０３、マイナス４７０、率で０．７ということが

あります。若干、平成２９年１月末で７万４２０人という数字を使っていると思いますけれど

も、簡単にですね、平成２８年１月から１２月までの自然減、社会減の状況等々をお願いした

い。

〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

戸籍住民課が担当しております住民基本台帳の人口の推移という形で把握しております２８年

度中の自然増減、また社会的増減ということで自然増減の中で出生は５４５名、死亡が７５８名、

差し引きで２１３名の減になっています。それから社会的増減の部分では転入が２，１２７名、

転出が２，２４５名、こちらのほうもマイナス１１８名となっております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 マイナスですね、だいぶ。答弁の中で重要業績評価指標の中で外部有識者評価でさらなる創

意工夫を含めた検討を求められた事業とおおむね地方創生に効果があったとの評価をいただい

たということで、これは答弁を求めませんけど、大変重要なのでぜひ暮らしやすい、住みたい

まちづくりの推進ですね、いろんな答弁の中でありましたので、ぜひこれからもまだまだ評価

は今からだと思いますので、ぜひしっかり努めてほしいと思います。

都市計画税について。

 １年かけて市民の理解を深めて行政自らが身を切る改革を徹底する。どうしても不公平感が

ある。都市計画区域があって下水道計画区域があって下水道許可区域があると、私は３段階、

これははっきり言って、その都市計画、下水道がいつくるか分からない。イノシシ、シカが飛

び歩いているところまで都市計画税を取るか。この範囲の中で減免なりですよ、猶予を置くこ

とができないか。大きな計画じゃなくて小さく、取ってもいい、条例があるから。この間の猶

予なり減免なりそういう検討はなされましたか。あくまでも区域区域と言っていますけども、

このへんが一番不公平感だと思う。このへんの認識を。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

再質問にお答えいたします。
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これまでの検討の中でいわゆるそういった都市計画区域の中の下水道区域とか認可区域、こ

の中でのその猶予とか減免、そういったものについての検討自体はしてございません。これか

ら１年間、いわゆるしっかりと検討する中で行政改革をとりあえず徹底的に行ってまいります。

そういった中で今後の方針についてもまとめていきたいというふうに考えています。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 はっきり申し上げて検討、前も一般質問をなさっていますけども、皆さんがね。これが一番。

不公平感をいかに解消していくか。これ１年かけてもなかなか不公平感、事務方の検討がです

よ、区域ばっかり。猶予、減免いいんですよ、考えても。そのへんのところをしっかり検討し

てほしいと思います。

次にＮＴＴ用地のことについてお聞きしますけども、ミズベリングとは切り離すと。土地開

発基金で買いたいと。都市開発基金条例第１条、公用もしくは公共用に供する土地また公共の

利益のため取得する必要がある土地、経済の活性化対策、市民の有効的活用等、総合的なまち

づくりの観点から必要であると私たちも認識を持ちます。今後、ＮＴＴと今、交渉しているん

ですね。この協議の中で変更点があったらお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 基本的に購入に対する方法は基金でお願いをするということでございますけども、今までの

ＮＴＴ側の交渉の過程でいくつかはっきりとさせなければいけないところがたくさんございま

した。そういうふうなことから、まず１つは売買の金額でございますけれども、これにつきま

しても当然、あそこの中に光ケーブルですか、そういうふうなものがあってそれも少しは減額

の対象にならないかというふうな交渉をさらに進めているところでございます。

もう１点は土壌の関係の汚染の関係がどうかということでございますけど、東京でもあのよ

うに今、問題になっているわけでございますけども、これにつきましても契約の前にはしっか

り今、ＮＴＴのほうに当然、私どもが支出するものではありませんで、ＮＴＴのほうのご負担

の中でしっかり環境土壌調査というふうなものについてお願いをしているということでござい

ます。

 また瑕疵担保でございますけども、通常、土地の売買における瑕疵担保につきましては２年

というふうなことになっておりますけども、これにつきましても最大で７年というふうに、市

長も１、２年ゆっくり聞くという話でございますので、当然そのあとの工事でございますから

そのくらいのものがないと不安であるということで明確とさせていただきました。

 あと当然、ＮＴＴの庁舎の前にある程度光ケーブルが入っているということも分かりました。

これにつきましても、私どももあそこについては歩道を造るというふうなことになっておりま

すけども、そういうふうなもので、その下に入ることによりまして誰もが簡単に掘れるもので

はなくなります。そういうふうなことをして歩道を整備するわけですけど、それに対する費用

も当然、ＮＴＴに負担してもらうことが適切だろうというふうなことで、これにつきましては

交渉の中で半分半分でやるというふうなことですとか、また横断の新設道路も計画するわけで
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すけど、その下のケーブルの下げることについても通常ですと行政が行う公共事業の場合は移

動はすべて行政側が負担するものですけど、これにつきましてもＮＴＴ側にご理解をいただく

というふうな大きないろんな場面において購入してからこんなはずじゃなかった、これが協議

がしていなかったということがないように、しっかりしたところまで協議をして土地を購入を

するようにというふうな市長の強い思いもございましたので、はっきりしてからの購入という

ふうなことで現在、協議を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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

よく分かりました。しっかり協議をお願いしたいと思います。時間の関係がありますので次

に移りたいと思います。

総合計画の中での観光再生、また訪れたくなるまちの海外誘客促進、インバウンド事業、実

は去年、私どもトップセールスで香港へお邪魔して、香港のＥＧＬの袁社長さん、２２日に県

庁で山梨大使がいらっしゃるということで、今年度のトップセールスの状況、日程等は。簡単

にお願いします。

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）

お答えいたします。

 今年度のトップセールスにつきましては昨年と同様、東京、中京、それから関西、こちらの

ほうへＪＡ笛吹と共同でトップセールスを、桃の時期ですね、６月の末から７月にかけて、８月

にかけても行いたいと思います。

それからですね、海外につきましては本年度も引き続き香港を考えております。香港市場に

つきましては、香港から中国本土へ非常に多くの果物が流れていっております。それから検閲

がございません。ということで、台湾を２年やったあと香港につきましても２年間、継続して

行っ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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 非常に海外誘客、あるいは農産物、輸出等を含めてトップセールスは重要と考えております

ので、海外、国内問わず市長、精力的にトップセールスをお願いしたいと思います。

 この中でオリンピック等々を含めまして国際化推進指針がある。前に一般質問をしたときに

この国際化推進指針の中で多文化共生、あるいは外国に対する生活全般にわたる支援策の相談

窓口の設置、通訳者の登録制度、大規模災害発生時における外国人の支援策、市民と外国人住

民とのコミュニケーション機会の創設ということで、国際化推進協会の設立等を強くこの前、

前回の一般質問で求めた経緯がありますけれども、このへんの検討内容、状況、進み方を説明

をお願いしたい。
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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。

 議員がおっしゃっています国際化推進指針というのが平成２９年度までの計画期間があるわ

けでございますけども、現在、民間レベルでいろいろな国際交流を実践しているところがござ

います。例えばＮＰＯ化しまして国際交流の会を設けているところ、またこれはドイツ、バー

ドメルゲントハイム、行政が中心になってやっているわけでございますけども、そこに民間レ

ベルとして訪問されている方が集まった、その友好交流都市との交流を実践している団体。ま

た多文化交流事業をですね、来日の外国人を対象にしている団体等、また農業技術の交流団体。

あるいは２８年度から始まりました訪日教育旅行としまして天津市との教育交流等も行われて

おります。さまざまな形で国際交流が進んでいるということでございまして、今後ですね、こ

ういったところの組織化をですね、図っていきたいというふうに考えております。２９年度事

業としてですね、動き出し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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 特にオリンピックを控えて海外誘客、大変地元受け入れ、おもてなしの心が大切であります

ので、ぜひこの推進協会ですね、受け入れ態勢、おもてなしの心を強く持って協会設立に努め

てほしいと思います。

 時間の関係もありますので私の委員会のところは再質問は省かせてもらいますけれども、災

害についてお聞きしたいと思います。

われわれ笛新会ではですね、会派の研修で神戸市に研修に行ってきました。地震発生が５時

４６分。７時に災害対策本部を設置した。３日間は生命・身体を守るために努めた。６カ月に

復旧・復興計画を立てた。本市の初動体制として確認しますけれども、災害対策本部は本庁舎

でいいということですね。本庁舎耐震、消防署は免震になっています。これは基本的に災害対

策本部は本庁へ置くのかという考え方と職員の初動体制、まず。これはどのくらいの想定をし

ているか、大変難しい問題ですけれど、このへんの考え方。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

再質問にお答えをいたします。

 災害対策本部の設置については、基本的には本館の３階に設置をするということになってご

ざいます。ただ災害の程度によりまして本館が使えないという場合も想定をされます。そういっ

た場合には、使える場合には消防本部のほうへ設置をするということも考えられます。

それから初動体制でございますけども参集の基準がですね、震度６弱の地震、また特別警報

が発生された場合、それから噴火レベル４などの警報が出た場合でございますけども、基本的

に本庁舎まで３０分以内くらいで来られる職員を一応初動体制班として任命をしております。

そういった職員が来て、とりあえず情報収集等、できることから始めるという体制になってお
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ります。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 特に防災訓練は年１回でいいのか。指定避難所が３８ある。開設訓練はしたか。運営委員会

はなぜ設立しないんだ。この運営委員会をですね、できるだけ早く立ち上げて、ぜひもう役割

分担をそれぞれですね、決めて訓練をしないと、いざというときにはぜひ間に合わないという

ことです。ぜひ避難所の運営委員会設立の訓練をお願いしたいということと事前計画ですね、

いろんな方々がお手伝いに来ていただいて、ボランティアも来るし、いろんなよその市町村も

いらっしゃる。このへんの行動体制受援計画、あるいは救援物資、どういうふうに運んでいく

か。県がどうのこうのというのではなくて、できるだけ早く受援計画の作成をお願いしたい。 
もう１つは昨日、テレビでやっていましたけれど、ドローンの配備というか、これは災害を、

震災を含めて山火事、土砂災害と、私も非常にドローンが有効だと思うんですけれども、これ

は今日、聞いたら免許がいるとか許可がいるとか、ドローンの配備についてはどうでしょうか

ね。非常に有効だと私は思っていますけれど。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

再質問にお答えをいたします。

 まず避難所運営委員会の件についてでございますけども、設置については積極的に進めてい

こうという考えでおります。ただ、なかなか設立がされないというところが現状でございまし

て、大きな課題と捉えてできるだけ地域に出向いて避難所運営委員会の役割の重要性、そういっ

たものをお示ししながら、少しでも早く設置をしてまいりたいというふうに考えています。今

のところ一宮町で１地区、そういったものの設置の動きがあるという状況でございます。

 それから受援計画についてでございますけども、各地域からボランティア、それから職員等

が来た場合の、そういったいわゆる割り振りとかそういったものをスムーズに行うために必要

ということでございますので、今、県で２９年度くらいから策定を進めるという予定になって

おりますので、連携しながら市でも速やかに進めていきたいというふうに考えております。当

然、支援物資の受け入れ態勢等も含めた中での計画になろうかというふうに思っております。 
 あとドローンのことについてでございますが、非常に有効な手段だと思いますのでそちらも

しっかりと研究してまいりたいというふうに思います。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

１２時を過ぎて申し訳ありませんけども、もう少しお付き合いを願いたいと思います。

老朽化対策をお聞きします。

公共施設総合管理計画で橋梁の安全対策、市道で７２４橋、農道で１２２橋、林道で１３橋、

合計で。６１年経過したのが６橋、３１年経過したのが１６６橋ある。これは平成２６年度に
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策定の橋梁長寿化修繕基本計画に則るということですけれども、ぜひこのへんのことをしっか

り対応を、点検を含めてお願いしたい。

問題はいつも私どもが地域に行くと言われる河川内に繁茂した雑木と雑草の撤去。景観は悪

いし不安は本当にある。これ１級河川は別として準用河川がたしか１５ぐらい笛吹市にはある。

これもう国、県へお願いしても駄目な状況があります。市のほうである程度予算を出してこの

撤去ができないかどうか。どこへいってもみんな心配、無尽へ行ってもどこへ行っても「おい、

あそこなんとかならないか、危ないじゃないかな、景観は悪いし」とこういう声を絶えず聞く。

これに関して前から、神澤議員が質問したときにも出ましたけど、市のほうである程度予算投

入して年次計画を立てる計画があるか、市長どうでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

建設部長からお答えします。

 建設部長、河野君。

〇建設部長（河野正美君）

お答えいたします。

先ほど言われましたように笛吹川とか１級河川についてはそれぞれ国、県でもって皆さま方

の要望があれば順次要求していきたいと考えておりますが、今話の中では１５の準用河川、準

用河川につきましては市でもって管理をしているわけでございますけども、河川によっては本

当に狭い川、小さい川等が結構あります。準用河川となっておりますけど、そういった狭小部

分の流れについては地域の皆さま方のご協力などをいただくことで、泥上げとかですね、今後

ともお願いしていきたいなと考えておりますし、同じ準用河川でも掘りの深い、幅の広い部分

もありますので、そういうところについては順次、皆さま方地域のほうから要望で言っていた

だければ、またその現場を見ながら検討してやっていきたいと考えております。これは当然、

考え方としましてはその１５の準用河川もそうですし、またもっと小さな小河川、それについ

ても同じような考え方でいきたいなと思っております。特に本当に小河川につきまして、小さ

な河川については、これまでと同様に地域の皆さま方のボランティアをぜひまたよろしくお願

いしたいと思っております。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 これもしっかりですね、市民の不安を払拭するためにぜひ計画と周知をお願いしたいと思い

ます。

それでは子ども・子育て支援についてお聞きしたい。

 笛吹市子ども・子育て会議の評価で子育て支援体制が整えられているということで、大変子

育て対策は私も充実をしていると認識をしていますけれども、保育所運営、保育所の保育指針

もありますけれども、第２子の保育料無償化の所得制限、撤廃は、まわりくどいことは言いま

せんけれども、ぜひ第２子以降の保育料無料化等々とありますけれども、子育て家庭にとって

は大変ありがたいということでありますけれども、このへんで市単独で所得制限をなくす考え

はあるかどうかお聞きしたい。
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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）

お答えをいたします。

 国の制度改正等もございまして軽減措置が進められている状況でございます。その中で市の

単独の所得制限の撤廃というふうなご質問かと思います。

本市では現在の保険料については、国の基準に比べますと２割から７割ほどのすでに軽減措

置をしており、これは市の負担で行っております。また国の基準保育料をもとにその国、県の

負担金のほうも算定されますから、そこに差額が生じてまいります。その部分についてもすべ

て市が負担をしているというふうな状況がございます。この４月から国での制度改正により、

さらなる保育料の軽減措置が実施をされるということでございますので、こういった状況の中

で市が単独でさらに上乗せをしてというのは、現状の状況からすると難しいなというふうに、

財源的には難しいなというふうに考えておりますが、国の状況等をまた見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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

財政状況、厳しい厳しいと言いながらあれもやれこれもやれ、大変な状況でありますけれど

もですね、ぜひこのへんのところは子育て支援対策として取り組んでほしいと思います。

最後、子育て、もう１点。

公立保育所が１４施設中５施設が今、指定管理になって、今後指定管理を拡大する考えはあ

るかということと最近、県内でも公立保育所の民営化への取り組みがみられるんですけれども、

本市の考え方として指定管理の拡大はいくのか。あるいは完全民営化という考え方を持つのか。

このへんの認識をお願いします。

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）

お答えをいたします。

 今後の指定管理の拡大、また完全民営化の考え方についてですが、ご案内のように指定管理

の事業所が５カ所ございます。これは石和、一宮、御坂、八代、春日居という形で、一応それ

ぞれの地域で１カ所の指定管理を行っているような状況でございますけれども、いずれもその

事業者の特色というものを生かしながら、利用者には非常に好評であるというふうに評価もい

ただいているところでございます。

 現在この指定管理の状況、こういった状況にございます、現段階では指定管理をこのあと拡

大をしていくという計画は持ってはおりません。また公立保育所におきまして施設の建て替え

の問題が非常に課題になっております。施設の建て替え、または大規模改修におきましては国、

県の補助金が公立の場合は受けられないという状況がございます。私立保育所が行う改修、ま

たは建て替えについては国、県の補助事業がございますのでそういう意味では現在公立保育所、

指定管理も含めまして非常に施設が老朽化している中で、利用者の、保護者の皆さんのアンケー
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トを見ますと保育内容には満足していて、非常に高評価だけれども施設が、例えばトイレが非

常に古いとかですね、あるいは施設そのものの段差の部分が非常に危険だとかですね、さまざ

まなご意見があって建屋、施設のほうをなんとかしてほしいという声もたくさん不満としてご

ざいます。

そういう点で、保護者の保育に対する満足度を保ちながら施設の老朽化に対する不満を解決

する有効な手段の１つとしては、指定管理保育所を完全民営化という方法を考えるのも選択肢

の１つというふうに捉えている現状でございます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 そうですね、おっしゃるとおり完全民営化も選択肢の１つ、基本的には今、待機児童を数字

ばっか世間では騒がれていますけれども、基本的には保育内容、特色のある保育園をつくらな

ければならないということです。そのへんの保育士さんの資質の向上を含めてですね、特色あ

る保育園の運営を努めてほしいと思います。

あとは寡婦控除のみなし適用ですね、それから就学援助金の入学前支給、前向きに２９年度

予算計上、大変ありがとうございました。それから学童保育はうちの武川議員が質問しますか

ら省略しますけれども、学童保育の支援学校に通う子どもたちの入所可能、大変前向きに捉え

ていただいてありがとうございます。それでは子どもたちの個性を尊重する学校づくりについ

てお聞きしますけど、最後に。

 まず知育・徳育・体育のバランスの取れた子どもの育成とそれを支える教育環境づくりの３つ

の視点から笛吹市の教育方針がある。目指す子ども像はきらめき響きあう笛吹の子であると認

識をしていますが、学習面、行動面で最近は失礼ですけれども特別な支援を必要とする子ども

が増えている。このへんの市単講師、学校サポーター、指導主事の配置状況を含めて、いじめ、

不登校の状況をお願いをしたい。

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）

申し訳ありません。先ほどの答弁の中で指定管理、一宮と私、申し上げましたが一宮はすべ

て民間でございますので、ございませんので訂正させていただきます。

〇議長（海野利比古君）

発言の訂正でしたので。

 野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

市単講師等の配置状況ということでございますが、市単講師につきましてはすべての小中学

校、１９名配置しております。それから学校サポーターにつきましては、学校との状況等を勘

案しまして配置校を決めまして全体で１５名、配置をしているところでございます。それから

指導主事につきましては、学校教育課のほうに２名を配置しております。

それからいじめ、不登校の状況ということでございますけれども、２月末までのいじめの認
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知件数、本人がいじめと感じた件数でございますけども小学校で２９４件、中学校で３５件で

ございます。いずれも一定の解消が図られているという報告を受けております。それから不登

校の状況についてですけれども、今年の１月末現在で小学校で１４件、それから中学校で６６件

というふうになっております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

そうですか。いじめ、不登校ですね。基本的にはここで笛吹教育相談室のですね、果たす役

割が大変大きいと思うんですけれども、大変ご苦労なさっている。ここにスクールカウンセラー、

あるいはソーシャルワーカーを増員する計画はあるでしょうか。

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。

 現在、教育相談室、所長以下５名の職員によって運営しているところでございます。保坂議

員ご指摘のように非常に特別支援の子どもさんですとか非常に多くなっておりまして、非常に

大変なことだと思っておりますけれども、相談員が２名、それから自立支援が１名、それから

今年度から保健師を１名配置しておりまして、こういった方々を中心にですね、その他の子育

て支援課の家庭相談員などと連携しながら業務に当たっているところでございます。

 スクールカウンセラーにつきましては中学校、それから一部の小学校に配置されております

し、ソーシャルワーカーにつきましては教育事務所に２名配置されているところでございます。

そういった方々と連携を取りながらいろいろな相談業務に対応しているところでございまして、

今後もいろいろな横の部局と関連しながら、連携し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。なかなかカウンセラー、ソーシャルワーカーを増員するというのは非常に難

しいと思いますが県の状況、あるいは他市町村等の状況を見ながら検討し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）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

じゃあ教員の多忙化解消ということで、文部科学省が法令で位置付けて補助金制度を考えて

いるということで、運動部の活動の外部人材、雇用の任用ができるということで、学習指導要

領による英語教育に伴う市の方向性の考え方をお聞きしたい。

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）

 運動部の外部講師につきましては今年の４月、法令の改正がございまして民間の外部講師を

置くことができるようになります。国、県でも補助事業等を今、検討中でございますのでその

へんを踏まえて対応していきたいというふうに考えております。
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それから英語教育につきましては現在、春日居小中学校、笛吹高校で強化地域ということで

いろいろなモデル事業のことを行っております。それをさらに市内全域に広げていくというふ

うな取り組みも行っておりますので、そうしたことを今後も続けていきたい。さらには外部の

人材等も検討しながら今後対応していきたいというふうに考えています。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 保坂利定君。

〇４番議員（保坂利定君）

 ありがとうございました。大変、昼時間を過ぎましてこれで質問は終わりますけれども、ぜ

ひ職員が一丸となって知恵を絞り、その能力を最大限に発揮していただきたいと思います。

 質問を終わります。

〇議長（海野利比古君）

以上で笛新会の代表質問を終了いたします。

暫時休憩といたします。

再開は午後２時といたします。

ちょうど１時間半、休憩を取りますので。

休憩  午後１２時２１分

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

再開  午後 ２時００分

〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

次に誠和会の代表質問を行います。

小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

誠和会の小林始です。

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いたします。

昨年１０月に山下市長とともに私ども市議会議員は市民のご支援をいただき、当選の栄を賜

り笛吹市の発展と住みよいまちづくりを負託されました。市民はわれわれに大きな期待をして

いるとともに市の方向性や施策、また議員としての行動に厳しい目で注視しているものと考え

ております。

 議員として改めて襟をただし厳しい社会情勢の中、笛吹市の発展と市民の幸せのためのまち

づくりに全身全霊を傾注することを誓うものであります。

 われわれの会派 誠和会も山下市長の若さとスピーディの決断と行動を応援すべく会派内の

議論や研修を積極的に積み重ねていきたいと考えております。

 それでは通告に従いまして４つの質問に入ります。山下市長就任後の初めての予算編成であ

り公約に基づき施策や事業が盛り込まれたことと思います。その公約が盛り込まれた施策方針、

ならびに当初予算編成の市の懸案事項などについてお聞きいたします。

 方針、予算ということで先に先般質問した笛新会と重複する質問がありますが、お許しいた

だきたいと思います。

はじめに平成２９年度の予算編成に当たり市長の施策方針、ならびに当初予算案についての
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質問であります。

 笛吹市も合併してから１２年を経過し、第１次笛吹市総合計画に掲げた将来像「みんなで奏

でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニー」の実現のために多くの施策事業に取り

組んできました。新たに山下市長が就任し公約としている市民ファーストを基本理念とし、す

べての市民の皆さまが幸せを実感できるまち「ハートフルタウン笛吹」の実現に向けた初めて

の施策、当初予算案の編成について以下の点について伺います。

 まず１点目は市長の公約は「ハートフルタウン笛吹」の実現であります。第１は幸せ実感 心

豊かに暮らせるまち、第２に新たな農業、実り豊かなブランド農業、第３は観光再生 また訪

れたくなるまちの３本柱を掲げております。その実現のために２９年度の施策に盛り込んだ新

たな事業は何かお聞きいたします。

 ２点目は平成２９年度予算編成方針によりますと年々歳入が減少する中、経費全体の徹底し

た見直しをするとしていますが、見直した事業も含め重点配分を行った事業はどのような事業

なのかお聞きいたします。

 ３点目ですが、１２月定例議会で誠和会の古屋始芳議員の一般質問で市長が就任して最初に

取り組むことは何かとの質問に対して、市長の答弁ではまず最初に取り組むことは身を切る改

革ということとしております。今までのすべての事業を見直したことと思いますが、その結果、

縮小、削減、廃止した事業とはどのような事業かお聞きいたします。

 ４点目、第３次行財政改革の検証では着実な実施が行われているとしている職員数の削減で

すが、平成２８年４月１日現在では職員数が６０９名で前年比１３名が減少したと公表してい

ます。しかし以前、誠和会で代表質問をしましたが市役所全体の職員と臨時職員、再任用職員

の総数を比較すると、平成１８年の芦川村と合併時の臨時職員を含めた総職員数は９７９名に

対し１０年後の平成２７年４月１日には９９７名と逆に１８名増加していると答弁をいただい

ております。その間には指定管理の導入によって臨時職員を含め１２２名の職員数の削減効果

があったとされています。しかしながら実態は臨時職員等を含めると１００数十名の職員数の

増加となっております。以前の代表質問では、今後の臨時職員等の方針として臨時職員や再任

用職員もできる限り削減に努めると答弁しております。そのような状況の中、市長がいち早く

取り組むと言っているのは身を切る改革としています。４月１日現在の職員、臨時職員を含め

た平成２７年度と２９年度の予算編成時との増減を職員等の総人数、ならびに人件費と臨時職

員の給与を含む総額の比較はどうなっているのかお聞きいたします。

 ５点目、合併後１０年を経過し地方交付税も一本算定ということで順次減少してきました。

それに加え、さらに自主財源である税収も年々減少している中、歳入減少となる今後の財政運

営の基本をどのように考えておられるのかお聞きいたします。

 ６点目は予算編成方針で部局別一般財源枠配分の原案決定段階から歳入では一般財源見込み

額が臨時財政対策債、市の借金ですけども１３億２千万円を含んだ総額１９９億円であり、歳

出は一般財源枠配分額２０１億円と原案段階から実質１５億円もの歳出超過の配分ということ

は借金に加えて基金からも約２億円もの繰入金を行わなければ編成が困難な状況であるが、今

後の予算編成でもこのような状況が続くのか、今後の方針をどのようにお考えなのかお聞きい

たします。

 ７点目は、懸案事項の問題ですが砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業については当初計

画段階では平成２６年度末に完成予定でありましたが、前市長の大型整備計画凍結を受け遅延
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し砂原橋本体は平成２７年度に完成をいたしましたが、橋への接続する道路が両側とも接続を

していません。前市長は平成３１年度末の完成予定としていましたが、多くの市民が早急な全

線開通を期待しております。山下市長となり事業計画をどのように進めていくのか伺います。

 ８点目として、やはり懸案事項の八千蔵・高家地区の問題ですが、平成１８年１２月に本市

と甲府市により関係する山梨市と甲州市にも負担を求める内容として締結した基本協定では行

政責任として八千蔵・高家地区の用地を取得するとしていましたが、前市長は４年間の間には

関係する４市で構成する八千蔵地域等対策協議会が一度も開かれませんでした。数回の幹事会

の開催だけで具体的な利用方策も示されないまま、万策尽きた状況との発言でした。山下市長

になりこの問題の行政責任と今後の方針をお聞きいたします。

次に２問目の質問ですがＮＴＴ用地取得であります。

 この問題はＮＴＴが用地の活用策として太陽光発電施設の計画が持ち上がり、温泉街に好ま

しい施設ではないとのことに端を発した問題であり、市では前市長のときにミズベリング構想

に基づいた集客施設 戦国ミュージアムを計画、議会に提案されたが否決。次に土地開発基金

での先行取得の案件として再度議会に上程されたが、議会では否決となりました。このたび三

度の案件として、今議会に用地取得としての案件が提出されることから以下の点について伺い

ます。

１点目、ＮＴＴ用地２．５ヘクタールの取得目的は何か。どんな利用を想定しているのかお

聞きいたします。

 ２点目、前市長が提案した土地開発基金による土地売買契約の締結案件と今回提案される案

件では契約内容など、どのような部分が修正された内容になっているのかお聞きいたします。

 ３点目、財源としている土地開発基金は現在９億４千万円ほどあり、現金保有額は５億７千

万円ほどで土地保有が４万２千平方メートル、うち未利用地が３万５千平方メートルで価格と

しては３億６千万ほどとなっております。以前の誠和会の質問に対して、市が保有している未

利用地は平成２９年度から公売を実施すると答弁をしてきましたが、その公売の具体的予定は

どのようになっているのかお聞きいたします。新たな用地取得をする前に現在すでに利用して

いる土地７千平方メートルの処分が先だとも考えますが、その処分計画はどのようになってい

るのか伺います。保有地の処分をせずに購入を優先する理由とは何かお聞きいたします。

 ４点目、基金で購入後、事業確定が１・２年先と言われていますが、事業実施段階での買い

戻し時期と財源はどんな財源を想定しているのか伺います。

 ５点目、ＮＴＴ購入予定地に対する固定資産などの税収入が減少すると思いますが、購入す

ることによって市の歳入減額はいくらになるのか。また取得した場合の維持管理費は年間いく

ら予定しているのか。それに土地開発基金で取得した場合の金利は年間いくらになるのか。そ

れらを含めて年間の市の損出額、それに関わる経費の合計額はいくらになるのかお聞きをいた

します。

 ６点目、市民の間にも用地取得の賛否がある中、市民ファーストを掲げた市長は市民合意を

どのように考えているのか伺います。

 ７点目、新たな公有地の取得は八千蔵・高家地区や計画中止となったアリーナ用地も関係す

る地権者に市が計画する事業では優先的に利用することが約束してあると思いますが、それら

との公有地取得の関係はどのように考えているのかお聞きいたします。

次に３問目ですが、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略について。
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 少子高齢化と人口減少に対応するため、まち・ひと・しごとの創生に向け人々が安心して生

活を営み子どもを産み育てられる社会環境をつくり出すことによって、活力にあふれた地方の

創生を目指し計画された笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略も平成２７年度に策定され５年

計画で着実に実行されてきました。そこで以下、その取り組みについてお聞きをいたします。

 １点目、平成２７年１０月策定の笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略で計画した事業の

うち２８年度末までに実施した事業と事業費をお聞きいたします。

 ２点目、平成２９年度予算での取り組み事業と２８年度補正予算に計上され、繰り越しとなっ

ている新年度実施を見込むものを含んだ事業、事業費をお聞きいたします。

 ３点目、地方創生に関係する事業は平成２７年度より実施しており、総合戦略における理念

の実現のためには実施した施策、事業の効果を検証し改善を図るためＰＤＣＡサイクルで検証

することになっていますが、今までに実施した事業の評価結果はどのようであるのかお聞きを

いたします。

 ４点目、地方創生先行型交付金で実施した多世代包括ケア情報クラウド事業、ならびに地方

創生加速化交付金で実施した子育て情報クラウド化事業の目的と事業費、ならびに事業計画の

登録者の目標値、実績、今後の課題についてお聞きをいたします。

次に４問目の質問ですが、公営企業部で行っている事業全般についてであります。

 平成２８年度から下水道事業も公営企業法の適用となり、市では水道事業、公共下水道事業

と春日居地区温泉給湯事業の３事業となりました。そのほか公営企業法適用の芦川町で実施し

ている簡易水道事業と農業集落排水事業があります。これら公営企業部に関係する事業につい

てお伺いをいたします。

１点目、水道事業の事業内容としては峡東水道企業団から琴川ダムの水の給水と笛吹畑灌の

余剰水を使用する境川浄水場、御坂浄水場が完成し、従来の地下水を中心とした水道事業から

市民に対して安全で安定した水の供給体制が完備してきたところです。

 そうした中、平成２１年４月に合併後、統一料金として水道料金の改定を行いました。しか

しながら水道事業の運営に関し、従来から監査委員からも指摘しております市民が水１立方メー

トル使用すれば５０円の不足金が生じます。いわゆる赤字となる経営です。有収率も７９．８％、

いわゆる漏水と思われる水が２０％もあったため、これも経営に影響しているものと思われま

す。健全な経営のため早急に取り組まなければならない問題点と改善策、今後の取り組み状況

を伺います。

 ２点目、平成２２年７月から使用料の統一を実現しましたが、下水道事業の起債償還が大き

な負担となっております。事業が進捗しないのが現状であります。運営についても峡東流域下

水道の維持管理負担金、浄化センターと工事費等をプラスすれば支払う料金の半額しか下水使

用者からは使用料を徴収していないため、維持管理の大きな赤字と起債償還金で厳しい経営で

あります。下水道事業が企業会計となり、やはり急速な取り組み課題と問題点、対応策はどの

ように考えるのか伺います。

 ３点目、春日居地区温泉給湯事業については、唯一の黒字経営となっております。維持管理

中心の運営でありますが、今後の課題と計画を伺います。

 ４点目、特別会計で芦川地内での経営となっております簡易水道事業、ならびに農業集落排

水事業でありますが、水道事業ならびに公共下水道事業でのほかの町との使用料の格差が非常

に大きいと思われますが使用料の差額の考え方、ならびに事業の問題点と今後の対応をお伺い
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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）

誠和会、小林始議員の代表質問にお答えいたします。

はじめに平成２９年度予算編成方針ならびに当初予算案についてのご質問のうち「ハートフ

ルタウン笛吹」実現のため平成２９年度の施策に盛り込んだ新たな事業についてですが、目指

すべき「ハートフルタウン笛吹」の実現のための３つのまちづくりの方向を掲げさせていただ

きました。

 １つ目は幸せ実感 心豊かに暮らせるまちであります。子育て支援、地域づくり、学び・育

ち、安全・安心についての施策を進め、子どもから高齢者まで穏やかに暮らせるまちを目指し

ます。

 ２９年度においては、子育て支援策として多世代包括ケア情報クラウド化推進事業を、地域

づくり促進策としてサテライトオフィス促進奨励事業、地域包括支援センター運営事業。また

学びの環境充実策として学校給食センター建設事業、俳句の里づくり推進事業を、さらに安全・

安心確保のために市営住宅四日市場団地建て替え事業などを進めてまいります。

２つ目は新たな農業、実り豊かなブランド農業についてであります。

 桃・ブドウ日本一の郷を支えてきた農家の皆さまとともに、新たに参入している農業の担い

手がそれぞれの長所を生かし、ブランド化された農作物の生産・販売を拡大しながら美しい農

村景観が保たれた実り豊かなまちを目指します。

２９年度においては販売力向上策として世界農業遺産登録事業、農作物等消費拡大宣伝事業

を生産力の確保策として農業用機械補助事業、新規就農者支援事業などに力を入れて進めてま

いります。

３つ目は観光再生 また訪れたくなるまちであります。

 地域資源を磨き上げ、観光地としての価値を高めながら人とのつながり・交流を大切にした

ゆったり感や居心地の良さを感じてもらえる田舎リゾート、気軽に繰り返し訪れたくなるまち

を目指します。

２９年度においては温泉郷活性化策として石和温泉街周辺活性化事業、海外誘客促進インバ

ウンド推進事業を進めてまいります。

次に重点配分を行った事業についてであります。

 消防出張所庁舎整備事業、防犯灯設置維持管理事業、市営住宅四日市場団地建て替え事業、

学校給食センター建設事業、地域包括支援センター運営事業、企業立地推進事業に重点配分を

行ったところであります。今後、笛吹物語をつくりながら種を蒔き、新事業の展開に結び付け

ていきたいと考えております。

次に縮小、削減、廃止した事業についてでありますが、まず縮小についてはあらゆる事業に

おいて見直しを行い、事業費を縮小いたしました。また共同調理場の業務委託や学童保育事業

の指定管理への委託で臨時職員の賃金を２，９００万円削減、市が管理する高圧電力の契約を

一本化することで、一般会計４４施設で平成２８年度当初予算と比較し約３，１００万円の経

費を削減いたしました。加えて健康診査事業およびがん検診事業においては、受診対象年齢の
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見直し等で１，２００万円の経費を削減しております。

なお、国が定めた給付金支給事業などについては単年で廃止しております。

 次に職員および臨時職員等の人数および増減、ならびに人件費総額についてですがまず正規

職員数につきましては平成２７年４月１日現在で特別職を除き６２２名、２９年度は６０１名

を見込んでおりますので、この２年間を比較しますと２１名の職員削減となります。

また、再任用職員および常態的に勤務している臨時・嘱託職員につきましては２７年度は

３６５名、２９年度は３５８名を見込んでおり７名の減となります。このことから正規職員、

臨時職員等を含めた総数は２７年度は９８７名、２９年度は９５９名となり、２８名の減とな

ります。

 次に人件費についてですが、正規職員の人件費と再任用職員および臨時・嘱託職員の賃金・

社会保険料を合わせますと２７年度決算では約５５億５千万円、２９年度当初予算では約５３億

７，２００万円を計上しておりますので、約１億７，８００万円の削減となります。

 次に今後の財政運営の基本についてでありますが、普通交付税は段階的削減が始まり３年目

を迎え、今年度も地方交付税全体で約３億円の減額を見込んでおります。今後も普通交付税の

削減は続き、市税も増加の兆しは見えない状況であります。これに対応するために一般会計で

は事業の見直しを進め特別会計、企業会計においては料金の見直しを進める中で市全体の財源

確保を基本に考えていきます。

 次に部局別一般財源枠配分の原案決定段階から歳出超過の配分だが今後の予算編成でもこの

状態が続くのか、また今後の方針はとのご質問ですが、ご指摘の１５億円の歳出超過のうち１３億

円の臨時財政対策債でありますが、起債とはいえ制度上、普通交付税の身代わりであり、通常

の一般財源と考えております。残りの２億円でありますが、当初枠配分を行う段階で予想でき

ない制度改正等に伴う増額分につきましては、とりあえず基金からの財源を充て予算編成を行っ

ております。今後、制度改正等を十分に見極めながら先を見通し、極力ずれのない枠配分に努

めてまいりたいと考えております。

 次に砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業の今後の事業計画についてですが、まず地権者

への交渉では市長就任直後から、これまで最終的に同意をいただけない地権者の方に交渉を進

めており、順調に交渉が進んでいると認識しているところであります。

 今後のスケジュールとしましては、これからも誠意を持って交渉を続け、来年度の早い時期

にすべての用地交渉を完了したいと考えております。

 石和町砂原地内の県道への接続工事につきましては、新山梨環状道路の進捗状況により一部

完成が遅延する可能性もありますが、用地交渉を完了したのち、残る全体工事については国の

交付金などの財源を確保する中で来年度、着手し平成３０年度末の完成を目指してまいります。

 次に八千蔵・高家地域についてでありますが、これまで公共用地として取得し、関係４市に

よる施設を建設する協議を進めてきたところでありますが、地権者、地域の皆さまにご納得い

ただける土地の利用策が提示できないことから、前市長が４市の市長で構成する協議会の会長

として約束した土地利用は断念せざるを得ない旨の説明をし、地権者、地域の皆さまにお詫び

した経過となっております。

 しかしながら、この地域に対する４市の責任は残るものであり、土地の取得は断念いたしま

したが、行政の責任を果たすため昨年１０月、地権者、地域の皆さまから要望書の提出があり

ました。農業基盤の整備など対象地域における農業振興策を実施していくことに転換すること
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が４市の協議会において確認されたところであります。

 地権者、地域の皆さまには長年ご心配をお掛けしたこと、またこのたびの方針転換にご理解

をいただいていることに心を配りながら、今後４市により、この要望についての協議を早急に

進め、４市の責任として具体的な対応を図ってまいります。

続きまして、ＮＴＴ用地取得についてお答えします。

 はじめに取得目的についてでありますが、ＮＴＴ用地につきましては、経済の活性化や交通

の利便性など市民の皆さまが有効利用できる笛吹市のまちづくりにとって必要な用地と考えて

おります。活用策においては、労報橋を含む周辺道路網の整備につきましては早々に進めてま

いりたいと考えております。そのほかの用地の活用につきましては、購入後、実際に用地をい

ろいろな場面において、多くの市民の皆さまに試験的に活用していただき、よい利活用を検討

してまいりたいと考えます。

次に前回の契約との相違点についてですが、売買金額・瑕疵担保期間の変更、埋設物等の取

り扱いと歩道整備工事における負担割合、環境問題における土壌調査のＮＴＴでの実施につい

て再度協議を行い、３月初旬の仮契約締結に向け鋭意手続きを進めております。

 次に未利用地の処分計画およびＮＴＴ用地取得を優先する理由とのご質問ですが、土地開発

基金充当により購入している源泉足湯ひろば・八田御朱印公園隣接用地につきましては、ＮＴ

Ｔ用地を含む相乗効果が図られる利用を検討しており、現段階では売却予定はありません。

 なお、ＮＴＴ用地につきましては、本市の意向に沿って協力の姿勢を示しているＮＴＴ側の

状況やすでに着手している交通網の整備のため、当該用地の一部がすでに必要となっているこ

と等を勘案し、全体を土地開発基金にて先行して購入したいと考えております。

 次に事業実施段階での買い戻し時期と財源の想定についてですが、１・２年の協議で具体的

利活用が決まりましたら、補助金・交付金・合併特例債・社会資本整備交付金等を活用し基金

財産から買い戻しをさせていただきたいと考えております。

 次にＮＴＴ用地購入に伴う歳入減についてですが、固定資産税の減収が考えられますが、税

額につきましては年間３００数十万円。その他、年間の経費として想定される雑草等の駆除作

業を含む用地管理費が考えられます。

 収入としては、ＮＴＴドコモが所有しております鉄塔・県温泉組合所有の分湯施設・電柱、

光ケーブルの占用料等が考えられ、年間１５０万円程度の収入が見込まれます。

 なお、土地開発基金の金利につきましては、おおむね年間５万円程度となりますが、今後の

土地利用の効果等を考えると損失額の算定はできません。

 次に市民合意をどのように考えるかについてですが、用地の必要性につきましては区長会・

地域審議会・市民の皆さまとの座談会を通じ、おおむね賛成をいただいているものと考えてお

ります。

 次に新たな公有地取得についてですが、ＮＴＴ用地につきましては、経済の活性化や交通の

利便性、市民の有効利用できる笛吹市の新たなまちづくりの原動力として必要な用地であり、

同時にＪＲ石和温泉駅に近い土地として、ほかにはない重要な土地と考えております。

続きまして、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてであります。

 はじめに平成２８年度末までに実施した事業と事業費についてですが、国の地方創生に伴う

交付金を活用した事業としては平成２７年度に海外誘客促進事業、観光・防災情報アプリ作成

事業、海外観光プロモーションなど観光関連事業と多世代包括ケア情報クラウド事業など８事
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業を実施し事業費は１億１，８００万円であります。

 また２８年度には多世代包括ケア情報クラウド事業の加速化事業、笛吹川エクスペリエンス・

オブ・ジャパン推進事業などを実施しており、事業途中であり金額は確定しておりませんが８千

万円の事業費を見込んでおります。

なお、国の交付金は総額１億９，１００万円となっています。

 次に繰り越しと新年度実施を見込む事業と事業費についてですが、新年度実施を見込む重点

事業としては多世代包括ケア情報クラウド化推進事業１５０万円、農業用機械補助事業１，

２４０万円、新規就農者支援事業８４０万円、海外誘客促進インバウンド推進事業４５０万円、

水辺カフェ、イルミネーション事業など石和温泉街周辺活性化事業として１，８００万円、企

業立地推進事業等６，２００万円などであります。

なお、繰り越しとなる事業はありません。

次に事業の評価結果についてですが、２７年度における事業について昨年の７月、笛吹市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略会議において外部有識者による評価をいただき、ホームページ

にて市民の皆さまに報告させていただいたところであります。

 ２７年度の事業効果につきましては今後、取り組みを推進するにあたり、さらなる創意工夫

を含めた検討を求めた事業もありましたが、おおむね地方創生に効果があったとの評価をいた

だいております。

 次に多世代包括情報クラウド事業、ならびに子育て情報クラウド化事業の現状についてです

が多世代包括ケア情報クラウド化推進事業のうち医療・介護連携情報クラウド化事業につきま

しては現在クラウドシステムに医師、看護師、介護支援専門員、訪問介護員、医療ソーシャル

ワーカー、臨床検査技師および作業療法士などの医療・介護関係者３９名がアカウント登録さ

れており、これまでに患者５名の在宅療養の支援など多職種間の情報連携に利用されています。

 次に子育て情報クラウド化推進事業の取り組みとして、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試行運用を行っ

ております。

 このふえふき子育て広場の情報配信機能では行政や子育て支援センターの情報、乳幼児健診、

予防接種時期等の情報発信を行っております。

 また育児ノート機能では保護者自身が子どもの成長記録や乳幼児健診、予防接種などの管理

ができるものとなっております。

 現在、約１５０名のユーザ登録をいただいており、本年４月の本格運用開始に向けてシステ

ムの最終調整などを行っているところであります。

続きまして、公営企業部の事業全般についてお答えいたします。

 はじめに上水道事業における問題点と改善策、今後の計画についてですが公営企業は事業運

営に必要な経費は経営に伴う収入、すなわち料金収入をもって充てるという独立採算制を基本

としています。しかしながら、一般会計による赤字補填に頼らざるを得ない現状となっており

ます。今後も有収率向上のため給水管の布設替えや漏水の調査、修繕は増加し多額の費用を要

する一方、人口減少に伴う給水収益の伸び悩みが予想され、非常に厳しい見通しとなっており

ます。

主たる要因としましては、給水単価に比べて供給単価の低さが考えられ、今後どのように必

要な財源を確保し、赤字を解消していくのかが大きな課題となっております。
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 昨年度いただいた上下水道事業審議会の答申に基づきまして３年以内の改定を目途に今後よ

り具体化した審議をしていただき、適切な時期と料金体系について検討してまいりたいと考え

ております。

次に下水道事業が企業会計となり早急な取り組み課題と問題点、対応策はどのように考える

かについてでありますが、下水道事業におきましても平成２８年度から企業会計となり、自立

した運営が求められていますが、上水道事業と同様に使用料単価が汚水処理原価を下回ってお

り、一般会計からの赤字補填に頼らざるを得ない状況となっております。

 今後は市の負担軽減を図りつつ事業内容を精査し、財政状況に合った無理のない計画策定と

事業推進が必要と考えます。

 経営健全化を図るため長期財政計画を作成し、起債残高を縮小させるとともに接続率の向上

により使用料収入の確保に努めてまいりますが、さらなる経営基盤の強化のためには上水道事

業と同様に使用料の改定を検討する必要があると考えております。

次に春日居地区温泉給湯事業の今後の課題、計画についてであります。

 温泉の源泉湧出量はおおむね変わっておりませんが、泉温については低下傾向にあります。

泉温低下につきましては冬季ボイラーでの加温により対応を行っておりますが、配湯管につき

まして前回布設替えから約２２年が経過しており、保温の劣化に伴う放熱が考えられるため施

設の総合的な調査を検討していきたいと考えております。

次に簡易水道事業および農業集落排水事業と水道事業および公共下水道事業との使用料の差

額の考え方、事業の問題点と今後の対応についてですが芦川地区を対象とする簡易水道事業、

農業集落排水事業につきましても供給単価、汚水処理原価を大きく下回った使用料設定となっ

ており、また施設の老朽化に伴う維持管理費も増加しております。

 このような状況下、使用料収入だけでの経営は困難であり、特別会計として一般会計からの

繰入金がないと成り立たない状況にあります。

 また水道事業、公共下水道事業と使用料格差も大きいことから今後、上下水道事業審議会の

意見をお聞きしながら格差是正に向けた見直しを図っていくことが必要であると考えます。

 以上で答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

小林始議員、ちょっと。発言をちょっと。

どうぞ、市長。

〇市長（山下政樹君）

大変申し訳ございません。

答弁が少し違っていたようでございまして大変申し訳ございません。職員および臨時職員等

の人数および減額ならびに人件費の総額のところで、私、２７年度決算額では５０５億５千万、

桁をひとつ間違えて説明しましたが、実際は約５５億５千万円ということでございますので、

失礼いたしました。訂正をお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

そういうことで発言の訂正でございますので、よろしくお願いいたします。

では小林議員。
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〇１６番議員（小林始君）

それでは再質問をさせていただきます。

 農業用の機械の補助事業でございますけども、これは昨年と２８年度、本年度２９年度も同

額の予算計上ということで、たしか昨年は秋ごろすでに当初予算が底をついたというような状

況でもありますけども、今年もおそらく同額ということは、その可能性は十分あるわけなんで

すけども、途中でその予算が底をついた場合にどのような対応ができるのか。これは笛吹市の

基幹産業である農業の、農業者にとっては本当に生産意欲の向上につながる、私かつてない、

近年には稀な良い事業だと思っています。この途中で予算が切れた場合、何か対応策はござい

ませんか。

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）

お答えします。

 この機械購入補助事業につきましては、笛吹市だけの、よその市にない補助事業で大変農家

の皆さまから活用されていただいております。そのことにつきまして、大変人気はございます

が、今年度からですね、運用につきまして過去２年間に使用した方につきましては、ちょっと

間を空けていただいて３年に一度ずつぐらいで利用していただくというようなこと、そういう

運用をさせていただくことによって多くの皆さまに使っていただけると思っております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

 時間があと４分しかないので先にいきますけども、砂原橋の周辺道路整備事業についてお聞

きいたします。

 市長就任以来ですね、就任直後、地域の地権者、地域に対してスピーディな対応ということ

で、これは私、高く評価をしております。当初、２６年が完成がですね、３１年となり、それ

から先ほどの答弁の中では３０年と、１年前倒しになるわけですけども、これね、一日も早い

完成を、先ほども申しましたけども、これ市民全員がおそらく望んでいると思います。そうい

うわけで就任直後の市長の対応ということで、これはもう一度、しつこいようですけども市長

のこの砂原橋の一日も早い開通に向けての決意のほどをお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 先ほど答弁の中でもお話させていただきましたように、就任直後にですね、なかなか同意い

ただけなかった２名の地権者のところにお伺いさせていただきまして、いろんなお話をさせて

いただきました。

 最終的に非常にご理解いただけた中でテーブルのほうについていただきまして、現在、事務

方のほうで鋭意進めさせていただいておるかというふうに思います。

 小林議員からお話がありましたように大変長年の事業、また地域の方々の大変な要望がある

事業というふうにも伺っておりますので、一生懸命、一日も早く開通、また皆さん方に使って
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いただけるようなものをつくり上げていきたいというふうに考えておりますので、またご指導

をよろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

八千蔵・高家の件でございますけども、昨年１０月に先ほどの答弁の中で地権者、地域から

の要望の提出を受けて農業振興策に転換するということが４市の協議会で確認されたというこ

とを初めて聞いたわけなんですけども、この経過について伺います。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 八千蔵・高家につきましては、先ほど市長の答弁のとおり用地買収して、そして公的な施設

を造るというところから事業を展開いたしまして、そして４市の市長さんの協議会を開かせて

いただいた中で農業施設で、農業の振興策を行うというふうなことにつきましては、昨年のう

ちにすでに確認ができております。その後、具体的な八千蔵・高家地区のほうから要望書が出

ておりまして、その中には当然、農業関係の求めるものと、そしてまたそのほかにも地域振興

策としてその他いくつかの要望策も盛り込まれた形の中で、要望として４市の協議会のほうに

いただいているというふうなものでございます。そのため、直ちにこれにつきましては昨年の

１２月末でございますけども、その下にあります幹事会で協議をいたしまして、そののち今年

に入ってもまた協議を２月に行いました。そして実際に地元の人たちの立場に立って振興して

いくというふうなことが確認できておりますけども、そこの具体的な、どこをどういうふうに

やっていくかというふうなこと、そして地元にどういうふうにご回答を出すかというふうなこ

とについては現在協議中でございます。またこれにつきましては、できれば市長さん方非常に

お忙しいお立場でございまして、３月には厳しい状態ではございますけれども、今後協議会で

やはり決めないと前には進めませんので、地域の皆さま方、八千蔵地区の皆さん方は３月、４月

の寺尾のごみ処理場のオープンというふうなところも一定の期限ということも考えまして、で

きるだけ早急な中ではっきりした形で地域の人たちに、市長さん方のご意向を決め４市の協議

会としての答えをお出しして、このあとのステップにつなげていくと、そういうふうな経過で

進めてまいりたいと思っております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

 地元ですね、農業振興策に転換ということで要望書も提出されて、また協議会でも、要する

に市長会ですね、でもおおむね確認されたということで、これはこの事業、もう始まって２０年、

この地域の場所が２０年経つんですよ。これ地域の悲願ということで、私もこの今日の答弁を

聞いて方向性が見えたのかなと。地元の要望が受け入れられれば悲願が叶うのかなというよう

な気もしておりますけども、ぜひとも地域の地元の要望ができるだけ叶うようにぜひとも対応

をよろしくお願いしたいわけなんですけども、また失礼ですけども市長、本当に期間が２０年
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かかっていますからね、合併してからもう１２年経過している。市長の決意のほどをよろしく

お願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 答弁をさせていただきまして、また経営企画部長からもお話がありました。そしてまた小林

議員から今までの経過を含めましてお話をいただきました。本当に地域の皆さまにですね、大

変なご迷惑を掛け、また本当に地域の皆さま、そして地権者の皆さまには大変ご迷惑をお掛け

したということは本当に先ほどの答弁のとおりでございます。なんとかですね、４市、なかな

か市長さんたちお忙しいようでございますけど、協議会をですね、できるだけ早急に開きなが

ら地域の皆さんの要望をですね、一日でも早く、きちっとした形で叶えられるよう努力してま

いることをお誓い申し上げますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

ありがとうございます。

次にＮＴＴの問題ですけども、先ほど瑕疵担保の期間の変更というような答弁もありました

けども、これは想定できる瑕疵とはどのようなものがこの場合はあるんですか、お聞きいたし

ます。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

 当然、瑕疵ということでございますので、契約の購入型、また売却型、両方ともが知り得る

ことのできなかった、予想をしないものというふうなものにつきましては瑕疵というふうな考

え方を持っております。しかしながら当然、中に埋設物が埋まっているというふうなことで、

そこのどこにあるかというふうな、設計図とかそういうふうないただいている部分につきまし

ては、これは契約の時点でお金に転換して契約をしていくということでございますので、現在、

本当に図示ですとかそういうことが分かっていない、ＮＴＴも何もないだろうと言っておりま

すけども、そういうふうな中で何か出たものを瑕疵というふうに扱うというふうな認識でござ

います。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

環境問題における土壌調査をＮＴＴで実施というような話がありますけども、どのような調

査をするのか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

お答えいたします。
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 ＮＴＴ側が発注をさせていただいてＮＴＴ側が行うわけでございますけども、場所につきま

しては、やはりＮＴＴ側の独自の場所の選択というのはこれはやはり若干、疑問を持つところ

がございますので、そういうふうなころからもって、特にあそこは旧学校だったところでござ

いまして、学校以外の広い部分についてが非常に不鮮明なところがございますので、そこにつ

いては人の意思が入らないように３０メートルのメッシュで切って、その中で地上部、また地

下の３０センチから５０センチのそういうふうなところの地質調査を環境基準にあったものと

して調査を行うということでございます。

 もう１点、学校があるところについては当時、石油等を貯蔵したところが確認できておりま

すので、そういうふうなところはやはり奥深くまで入る予定でございますので、そういう２カ

所につきましては地下３．５メートルまで掘って、その油の有無というふうなものについて確

認するようなものを契約前にある程度、お示しして確認をするというふうな方向で調整を現在

させていただい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）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

足湯ひろばとそれから八田御朱印公園、ＮＴＴを含む相乗効果が図れるような利用というふ

うな話がありましたけども、どのような活用方法があるのか、分かる範囲の中でお聞きしたい

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（小澤紀元君）

 まず八田書院でございますけども、なかなか市のほうでもあらゆる機会を講じまして多くの

皆さまにあの素晴らしいところを見ていただくようにしておりますけども、なかなかそうは言

いましても若干利用者が少ないという状況でございます。そういうふうなことも含めましてＮ

ＴＴでまだ何がということは決まってございませんけども、そういうふうなところから歩道を

まわりに造ったりとかというふうなことをして、ある程度、動線を、あそこだけではなくてＮ

ＴＴ、そして今の足湯ひろばでも十分足湯を楽しんだりということもできますので、そういう

ふうな中で両方をしっかり動線を結ぶことによりまして、人の流れをつくってお互いが相乗効

果ができるような、そんな取り組みを行うわけでございますけども、まだ今、ＮＴＴのことに

ついては今後１、２年かけて決めるわけですので、そうは言いましても人がたくさん集まると

いうことはこれは間違いありませんので、そういう皆さま多くに足湯ひろばも八田書院も活用

してもらうような、そんな方向性で考えていき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）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

 ＮＴＴ用地を購入したときの話なんですけども、この３点をね、われわれ会派でも一度研修

で歩いたんですよ、一昨年ですけども。大体５分ちょっとくらいでこの３点が全部歩けます。

そういう部分で、どうせならこの３点を利用した利活が有効かなというように考えていますの
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でよろしくお願いしたいと思います。

それから次にいきます。情報クラウド化事業についてですけども、先の先行型交付金として

ですね、約４，６００万円の多額の交付を受けた事業でございますけども、交付金に対する費

用対効果はどうなんでしょうかね。

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）

 ご案内のように国の先行型交付金ということで２６年度の国の予算、補正予算を２７年度に

繰り越されて２７年度末に申請をして採択をされ受けた事業でございます。約４，６００万円

ということで、この多世代包括のクラウド化事業につきましては、市といたしましては地域包

括ケアという、平成３０年度に全国の市町村が取り組まなければならない課題に対しまして地

域の医療と介護の連携、顔の見える環境をしっかりつくっていくということが大きな課題でご

ざいました。

 また一方で子育て支援をしていくために笛吹市が持っているさまざまな子育ての支援策につ

いて、どういうふうに融合していくかという問題と笛吹市が非常に強みを持っております出産

前から、子どもさんが生まれてそれから保育園、学校へとつながっていく支援者、保健師であ

るとか保育士であるとか学校の先生であるとかというところの支援のネットワークというもの

が非常に強みでございましたので、これをしっかり強化をしていこうということで、２つの取

り組みをこのクラウド化のツール、これをツール、手段として道具として使えることができる

のではないかということで申請をさせていただいたものでございます。金額的には４，６００万

円ほどでございましたけども、これが包括ケアシステム、ならびに子育て支援のためのプラッ

トフォームの構築ということで取り組ませていただきました。

 ２７年度中はプラットの構築でございましたので、成果としては導入の部分だけでございま

したから子育てのほうではモニタリングで５名ほどの方に使っていただいて、その使い勝手等

をご意見をいただいたりしたところでございます。その後の取り組みについては先ほど市長の

ほうで答弁をした内容でございますので、費用対効果と言われますと今後長く、この笛吹市の

在宅介護、在宅ケアのプラットフォーム、あるいは子育て支援のシステムとして使っていくと

いうところでございますので、この単年度だけで図れる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）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

 現在執行、運用中ですが、これ利用者、登録数の数は分かるでしょうか。

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）

 子育てにつきましては現時点では１６１人でございます。介護の包括ケアのほうは１３事業

所で３１人の方の今、登録を行っており、実事例といたしましては５事例について連携が取ら

れておるという状況でございます。
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 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 小林始君。

〇１６番議員（小林始君）

先ほどですね、上水道の改定の話がありましたけども、下水についてもちょっとお聞きした

いんですけども、下水もあれですね、審議会の資料を見ますと２５年に３年後には改定、見直

しを目途というような話がありますけども、下水の改定についての方向性は、スケジュールは

どうなっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。

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）

再質問にお答えいたします。

 ただいま小林議員がおっしゃったように２５年の３月に上下水道事業審議会からですね、３年

間見送るという答申をいただいたところです。今年度がその３年目に当たるわけですが、先ほ

ど市長の答弁にもありましたように上水道とですね、足並みをそろえて審議会のほうで審議を

していただくというような方向で考えております。上下水道併せて足並みをそろえた形でです

ね、見直し検討を図っていきたいというふうに思っております。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇１６番議員（小林始君）

 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。

続いて、公明党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。

公明党を代表して３点質問させていただきます。

１点目としまして、地方版総合戦略の推進についてお伺いいたします。

地方創生の一層の深化が図られる中、本市の地方版総合戦略に基づく雇用創出、観光振興、

移住促進など先駆的な取り組みが重要となります。

そこでお伺いいたします。

本市の総合戦略の今後の取り組みはどのようにしていくのか。

また地方創生を進めるには、その取り組みを下支えする若い世代が集まる流れをつくってい

くことが重要であります。各地域に移住促進につながることが期待される空き家の有効活用策

として全国の空き家バンクの情報を一元化して閲覧できるサイトが立ち上げられますが、本市

の空き家バンクの状況についてお伺いいたします。

 さらに空き家を高齢者や、また低所得者向けの賃貸住宅に改修するときの費用を国が補助す

る一方、入居世帯にも家賃を補助する新たな制度が秋ごろに実施される中、すでに保証制度や

また見守り実施を進めている自治体もありますが、本市の対応はどのようになっているのか。

２点目としまして、介護予防と日常生活支援総合事業についてお伺いいたします。
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 要支援の人向けの訪問介護や通所介護サービスについて、従来の全国一律の基準による運営

から自治体の裁量が認められた介護予防・日常生活支援総合事業に移行する作業が大詰めを迎

えております。

 総合事業は、住民の皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムの一

角を担うもので円滑な移行が欠かせません。

先行実施する自治体では訪問介護の基準を緩和して、専門の介護資格がない人にも担い手と

なる取り組みや、また既存の介護事業所以外のＮＰＯ法人や住民ボランティア、企業などが事

業の担い手となって通所サービスや移動支援、また見守り支援などを行うケースもあり、従来

の制度ではできなかったきめ細やかな多様なサービスが行う利点は大きいものがあります。住

民にとって質、量ともに納得できるサービスの提供を望むものでございますが本市の取り組み

をお伺いいたします。

 ３点目としまして、水道施設の水質安全対策および耐震化対策についてお伺いいたします。

 国では、回復の兆しを見せ始めた経済成長の恩恵を地方や中小企業に着実に広げていくとし

て成長と分配の好循環の実現に向けた生活密着型インフラ整備を推進しております。平成２９年

度水道施設の整備の予算案では、全国の自治体が老朽化している水路の更新についての問題が

ありますけども、それについて水質の安全対策および耐震化対策として３５５億円が計上され

ました。これは前年に比べ２０億円の増額であり、従前より増して水道管の修繕、改修を担う

地域の中小・小規模事業所に経済波及効果が及ぶことが期待されております。

 そこで平成２９年度の本市の予算案に基づく水道事業の現状と将来の見通しを４点について

お伺いいたします。

 １として、水道施設の適切な資産管理を推進する上で欠くことのできない水道台帳の整備状

況はどのようになっているのか。

 ２として、日本の水インフラは高度経済成長期の１９７０年代に急速な整備が進んだため、

今後一気に老朽化の波が押し寄せてきます。しかし全国の管路更新率は０．７６％であり、こ

のままのペースでは、すべての更新を終えるまでに１３０年かかる見通しとなっております。

そこでお聞きいたします。

本市の管路更新率は何％なのか。また水質の安全確保の上で早急に更新を必要とする鉛管や

アスベスト管の交換状況はどのようになっているのか。さらに昨年の熊本地震では耐震化の必

要性が表面化しましたが、本市の耐震化率および今後の耐震化計画はどのようになっているの

かお伺いいたします。

３としまして、水道事業の中長期的な交換需要と財政収支の見通しを把握するにはアセット

マネジメントが必要です。水道事業の健全な経営と安定的な水の供給確保に向けたアセットマ

ネジメントを速やかに実施すべきではないかと考えますが、ご所見をお伺いいたします。

４として人口減少に伴う水道事業の悪化と技術者の確保が難しくなる現状に対し、住民生活

に直結した水の安定供給のためには広域連携が果たす役割は大でございます。この点について

のご所見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。
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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。

はじめに地方版総合戦略の推進についてお答えいたします。

まず総合戦略への今後の取り組みについてですが、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に向けた取り組みは、国の交付金を活用しながら働く女性を支援すべく多世代包括ケアに向け

たシステム構築の当市の基幹産業の一端を担う観光産業とインバウンド対応など雇用の安定、

収入の安定、向上に向けた取り組みを行っております。また、総合戦略に掲げた重要業績指標

を達成すべく事業を展開しております。

 次に空き家バンクの状況についてですが、空き家バンクとは市が空き家の所有者と利用希望

者とのマッチングをする仕組みです。平成２６年５月に設置し、これまで１５件が登録され３件

が成約、８件が登録取り消し、現在４件が登録中となっております。

 空き家バンクへの登録は空き家の所有者頼みになりがちな側面を持っており、空き家の利用

を考えていない所有者も相当数あり、空き家の活用にご承諾をいただける物件が少ないのが実

情であります。

 次に空き家の活用についてご質問ですが、国は公営住宅の整備と併せ空き家を高齢者や子育

て世帯向け賃貸住宅として登録する制度創設と、これらの住宅改修や家賃に対する支援を盛り

込んだ住宅セーフティネット法の改正案を閣議決定されました。

 この法案は空き家の有効活用の新たな手法でありますので、市においても横断的な取り組み

が必要になることから今後、示された制度の内容をしっかりと確認し、多面的な視点から検討

を進めていきたいと考えております。

続きまして、介護予防・日常生活支援総合事業についてお答えをいたします。

 介護保険法改正に伴い、これまで介護予防給付で実施してきた要支援１・２の高齢者を対象

とした訪問介護と通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業に位置付けられ、市町村の地域

支援事業として実施していくこととなりました。

本市においては、現行の訪問介護員による訪問型サービスやデイサービスセンター等による

通所型サービスに加えて、３月からサービス提供者の基準を緩和することで利用者負担を抑え

て実施する訪問型サービスＡや通所型サービスＡがスタートします。また、４月からは専門職

の指導のもとで短期集中して介護予防に取り組む通所型サービスＣがスタートします。

 将来的には、住民ボランティアが高齢者の安否確認やごみ出しなどの軽度な支援を行う訪問

型サービスＢや地域住民が空き施設を利用して、高齢者の交流サロンを運営する通所型サービ

スＢなど、従来の制度ではできなかったきめ細かなサービスの実現が期待されるところであり

ます。

続きまして、水道施設の水質安全対策・耐久化対策についてお答えいたします。

 はじめに水道台帳の整備状況についてですが、現在、水道台帳としては整備されておりませ

ん。代わるものとして資産台帳があります。また、より詳細な管理を行うため水道施設設備台

帳として水道管路台帳等の整備を進めているところであります。

次に管路更新率については、管路の総延長約６５万４千メートルに対して、来年度の管路更

新延長は約３，５００メートルですので管路更新率は０．５４％となっております。

 次に早急な更新が必要な鉛管とアスベスト管の交換状況についてですが、配水管においては

鉛管はありません。石綿管につきましては２，５９２メートル残っております。平成２９年度
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の更新・廃止予定延長は２８５メートルとなっております。

次に本市の耐久化率および今後の耐久化計画についてですが、本市の基幹管路における耐震

化率は平成２７年度末において９．５％となっております。現在、布設・布設替えを行ってお

ります送・配水管におきまして、すべて耐震管を使用しており今後も管路の耐震化を進めてま

いります。

 次に水道事業におけるアセットマネジメントの実施についてですが、中長期的な視点を持ち、

更新需要や財政収支の見通しを立てることにより水道施設の健全性や更新事業の必要性・重要

性の説明責任を果たすことができるアセットマネジメントは必要と考えております。将来にわ

たり持続可能で信頼性の高い水道事業運営が実現できるよう調査、検討してまいります。

次に安定供給のための広域連携についてですが、広域連携につきましては峡東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企業団において、水道水供

給について連携を行っております。それ以外におきましては、地理的な条件等もあり事業統合

的な広域連携は難しいと考えております。

 以上で答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 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１問目のほうの地方版総合戦略のほうでもって女性の活躍と

いうような言葉、先ほど答弁の中でも出てきましたけども、初めて今回は使い勝手のいい交付

金が出ていまして、国のほうから。初の女性の活躍のためにということで交付金が出ておりま

すが、本市ではどのような、これに対してお考えを持っておられるのかお聞きいたします。

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。

国の２８年度の補正予算、地域女性活躍推進交付金という交付金が出てきたわけでございま

す。２９年度、国の新年度予算のほうにも計上されているというような状況でございますが、

目的としましては女性のライフステージに応じた相談の窓口の開設ですとか、また女性の登用

についてのサポートとかそういった部分でこの交付金が使えるということでございます。

現在、県内の状況を見ますと今、国のほうで募集しているわけでございますけども、県レベ

ルではいろんな企業へですね、働きかけを行っているというような状況で、この交付金を活用

しているようでございます。

市町村レベルではまだ県内ではないわけでございますが、今後ですね、男女共同参画の支援

事業等を行っている部署とですね、この活用についてですね、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）

渡辺清美君。
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〇１４番議員（渡辺清美君）

 ありがとうございます。いち早く交付金をしっかりいただけるように検討していただきたい

と思います。

 あと空き家の件なんですけども、空き家というか空き部屋でもなっていると思います、該当

していると思いますけど、低所得者といえば月収１５万８千円以下かな、そのくらいの人たち

が対象となっていて、バリアフリー化とか、また耐震化をするのに１戸当たり２００万円、最

大ね、補助されるということですけれども、私もだいぶ前にその方、亡くなったんですけど、

高齢化の方が一人、おじいさんが大きな家に住んでいまして税金を払うのに腰を曲げて畑仕事

をしていまして、一言漏らしたことは税金を払うのが大変なんだって。こんな年だけど働けれ

ばならないって。死んじまえっていうのかとかといって一生懸命働いていましたけど、あの広

い家があって、もしあのときこういう整備がされていたら部屋を貸したりしながら、その収益

によっていろんなことができたんではないかなと思いますけども、この点に対して、もうかな

り不動産関係のほうの機関も動いていると思うんですけども、ＮＰＯ法人を立ち上げて動きも

あるかもしれません。この笛吹市においてそういった空き家の関係のつなぎ役というか、何か

そういった企業というか何か動きがあるのか、ちょっとそのへんを教えてください。

〇議長（海野利比古君）

 河野建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

お答えいたします。

 うちの建設部のほうですけども、市のほうでは現在、空き家の調査といいますか、実態調査

をしておりまして、今年度ですね、ここで最終的に空き家と思われるような住宅に対して、約

７００戸に対しましてですね、最終的なアンケートを取ってきております。実際にこの実態調

査と言いまして、中身的には利用形態、利用頻度、建築時期とかですね、維持管理状況などは

どうなっていますか、その所有者の方々の意向に対して最終的な、調べておりますのでそういっ

たものが出てきて次第、今度はそのランク的にですね、外観から見ましてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、４ラ

ンクに分かれるわけですけども、そのうちのＡとＢが活用できるというような状況をつかんだ

のちにですね、今度はそれらについて移住定住もありますし、あるいは公営事業、低所得者の

方々に対してですね、そういったものに登録制度というものがございますので、そういったも

のをこの民間の方々と協力していきながらやっていく、そんな制度がこれから出てきますので、

そういった情報をしっかりとつかまえて、先ほど市長が言われましたようにその情報を参考に

ですね、しっかりと検討してまいりたいと思っております。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 ありがとうございます。高齢者の一人暮らしとか障がい者の方とかそういう方など、貸す側

の方たちも心配だということで、大体７０％の家主さんが敬遠してしまって野宿生活をしなけ

ればならないというような、そういうところまできている方も、この中じゃありませんけども、

いらっしゃるとのことで、先ほどもちょっと言いましたけど、貸し家じゃなくて貸し部屋でも

別に、中に住んでいてもぜひ家を使ってくれとか、そういったようなことも幅広く受け入れと
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か、そういうことはどうでしょうかね。

〇議長（海野利比古君）

 河野建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

お答えいたします。

現時点の情報ですと空き家は当然出てきますけども、今まで私たちがやっている調査のほう

は民間賃貸住宅の関係はちょっと省いてありますので、そちらの情報についてはちょっとつか

んでおりません。現在、先ほど言いました７００戸の空き家を対象とした調査をしております

ので、その結果をまた待ちたいと思っています。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 先進的な地域、自治体においては本当に例えば家賃を最初ね、こういう制度は大体最大４万

円の月、家賃を国のほうで補助するという格好で最初のいろんなかかる経費が６万円ぐらいは

なんとかみるという格好で、でも高齢者だから途中で具合が悪くなって入院したり、いろんな

ことが起きた場合に保障会社を間に挟んで、そうすることによって家主さんたちも一体じゃな

いから安心してそのへんはやっていくということもありますけど、そういうこともいろいろ考

えてられるでしょうか。保障会社、保障の関係で。間に。

〇議長（海野利比古君）

 建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

 お答えいたしますけども、先ほど申しておりますように、まだこの法案が通ってきておりま

せんし、しっかりと出てきたところで検討するという形になりますが、先ほど言いましたよう

に保障の関係もたしかに重要なことだと思っております。公営住宅ですとね、当然、保証人が

必要になるわけですけども、この制度があれば、空き家に関していえばこういった保障会社と

いいますか、そういった制度も出てくるということで、また幅広くですね、高齢者の方々が使

う上で利便性が増してくるのではないかなと思っております。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 今後、詳しいこといろいろ出てくると思いますし、いろんな、町田市とか北九州市とかいろ

んな先進自治体がありますから、またそういったところも参考にしながらよろしくお願いいた

します。

 あとは２点目の今度、介護予防の日常生活支援総合事業についてでございますが、地域によっ

て、やっぱり先進的な地域においては自分たちの市でもって勉強会を３日ほどやって、そして

ある程度のことをできた方々がいろんなお世話をするというか、統計を取ったらやはりお掃除

が大変だ、７０％は大体お掃除だと、掃除をしてもらいたいとか、いろいろそういうことが多

くて本当に介護の資格がなくてもお手伝いできることがほとんどだったって。そういった一つ
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ひとつ、３日ぐらい市の勉強会をしてそういったお手伝いをしながら年数が経ってきて、そう

だ、自分も介護の資格を取ろうとかそうやっている人たちも多いようなんですけど、こういう

ようなことも参考にしながら本市でもそういった市独自の介護の担い手というか、そういった

ほうの取り組みはお考えになっているでしょうか。

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。

 訪問介護等の基準を緩和して専門の介護資格のない方々を担い手に取り組む、取り込んでい

くというふうなものが今回の総合事業の中でも言われております。実際に現時点ではまだ具体

的な取り組みというふうなものがありませんが、こうした地域のニーズとニーズを結びつけて

いくという中で専門職以外の担い手の方の確保を行って、そして取り組んでいくということで

専門職としての資格ではない、軽微な生活支援の体制整備というふうなことになるかと思いま

すけれども、より支援対策の充実等を今後図りながら地域全体で多様な主体といいますか、が

取り組むサービス提供の形というものを検討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）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 ありがとうございます。本当に介護が必要な方たちのために資格がある方、本当に介護の資

格を持っていない方でないとできないこともたくさんありますので、そういった方たちはそう

いったところに十分行っていただいて、いろんなことまでやってしまうとそれこそ必要なとこ

ろに行くことができませんので、どうかその対策を今後ともよろしくお願いいたします。

では３点目としまして、水道施設の水質安全対策と耐震化対策のほうについて。

 広域連携ですけど、もっと大きな格好でやらないと、今もね、峡東のほうでもやっています

けども、やはり今後、技術者も少なくなってまいりますし、何か起きた場合にやっぱり大きい

範囲でもっといろんなことをやっていかないとならない部分もあるのかなと考えますけど、そ

ういったことについては、希望はやはりどのようにお持ちになっているのか教えてください。 
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）

お答えいたします。

 先ほど市長が答弁いたしましたように、峡東広域水道企業団の琴川ダムの水系のほうは連携

を図っているところでありますが、地形的にと申し上げましたのは水系が大小さまざまなとこ

ろからきている地形であります。ですから議員がおっしゃるように人的なですね、協力を図っ

ていくとかですね、情報を共有していくとか、そういうことについては今後は進めていけると

思いますが、何せ国が言っております広域連携という大々的なところまではちょっと難しいと

いうふうに考えております。

以上、答弁とさせていただきます。
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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）

熊本地震でもありましたけど、本当にああいった地震が起きたときに水道の関係の、やはり

どういった指揮を、その部署部署でとると思うんですけども、どういった指揮をとるのか、命

令はどのようにするのか。そういった計画は、計画というかそういう対策は考えているのかど

うか、ちょっとそのへんをお聞きしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えをいたします。

 災害時のいわゆる水道、水の確保とかそういった部分でございますけども、基本的には災害

のマニュアルの中でですね、指揮命令系統については災害対策本部の中のいわゆる市長を筆頭

とする本部員会議がありまして、そこで大まかなことを決めています。それからその下には各

部局ごとに部がありまして、今回の水道の場合には水道部というものが公営企業部を中心に組

織をされております。その間に統括局という部があって、これは情報を一元化するところであ

りまして、各部局からあがってきた情報を一元化して本部へ伝えていく。また本部からの指示

を各部局のほうへ伝えていく、そういった流れになります。または水道の場合には、水の確保

といったものを最優先にやっていかなければならないということですので、場合によっては緊

急的に水道班の中での対応で早期にやるというケースもあろうかと思います。

 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）

またそういった災害時の訓練というか、そういう中にやはり水道の関係のほうのこともやは

り住民と一緒になってやらなければならないようなことになると思いますので、また加えてい

ただきたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えをいたします。

市民の方と共にいわゆる災害対策をしていくために、先の答弁で述べましたけども避難所運

営組織を立ち上げる中で職員と住民の方が一緒になってどういった対応をしていくかといった

ことを話し合い、また実際の訓練に移していく必要があろうかと思います。今後、積極的にそ

のへんを進めてまいりたいというふうに思います。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 水道の水の水質なんですけども、そういった結果なんかをやはり広く市民の皆さまにも周知

徹底してもらったほうがいいんじゃないかと思うんですけども、しっかりと誰が見ても分かり
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やすいような文面でごちゃごちゃ難しいことを書いてもあれですので、本当に中学生が読んで

も分かってもらえるような、そういったやっぱり広報活動というかそういうことが必要だと思

うんですよね。インターネットへ載せるだけじゃなくて、昔のようにちゃんと回覧板で１軒１軒

ちゃんと分かりやすく、そうしないと先ほどからずっと話があった水道料の値上げのときだっ

て、なんでもなんでも高くするって言ってしまうと思うんですね。こういう理由でっていうこ

とをやはり分かりやすく訴えていっていただきたいと思いますけど、そのへんはどうでしょう

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）

お答えいたします。

 市民の皆さま方に安心・安全な水を供給するというところは、絶対貫いていかなければなら

ないというところでありまして、浄水場の運転管理を含めた水質管理というのは非常に厳密に

行っているところです。議員がおっしゃるように皆さんに分かりやすく説明をするというとこ

ろは、できる限りのことを進めていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いい

たします。

 以上、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）

 ありがとうございました。土の中に埋もっているものですから、いろいろね、老朽化といっ

ても物によっては早ければ４０年、遅ければ７０年から８０年までの耐用数があると思います

けど、その点についてのやはりどうやって見るのか分かりませんけども、中にこういう機械を

入れてやるのも新しく出たらしいですけども、本市としまして、しっかりとそういった点検が

どのように進んでいるのか、ちょっとその点について教えてください。

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。

 当市では漏水調査等々をはじめ調査もしておりますし、現実的にはですね、漏水をした箇所

を直していく。また計画的に更新をしていくというところがあるわけですけれども、どうして

も漏水箇所を直していくというところに重点が置かれるような現状であります。無駄なく皆さ

んに水のほうを供給できるように日々努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いした

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）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 行政のほうの職員の方々も本当にいろいろ団塊の世代でもって多くの方が、ベテランの方た

ちもお辞めになって、どういうものが埋まっているかどうか、そういうこともやはり台帳とか
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あまりないので分からない部分もあると思うんですけど、やはりここのところはこういうもの

だとか、そういうことはまだまだＯＢの方たちも健全ですので、そういった方たちにもう一度、

いろいろ知識をいただきながら、またそういう人たちにそういうつくるのに作業に手伝ってい

ただきながらというか、そうしていかないとこれから本当に大変じゃないかなと思うんですね。

技術面においてもいろんな面においても人が少なすぎて手がまわらないんじゃないかなと思い

ますけど、その点についての何かお考えとか困った点とかそのようなことは、改善点というか、

対処をお願いします。

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。

 先ほど市長の答弁にもございましたが、笛吹市のほうでは水道管路台帳を整備しております。

こちらのほうは進めているわけですが、管路図と施設台帳がこの台帳になるわけですけれども、

やはり昔ながらのですね、ベテランの職員がいないとこの下に埋まっていることが分からない

というようなことでは事業を進めていくわけにはまいりませんので、やはりこういう台帳を整

備することによりまして継続をしていき、また次の世代へつなげていけれるものだというふう

に考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

ぜひＯＢの方たちも知識をいっぱい持っている方がいらっしゃいますから、どうか笛吹市の

ために一度、知識を貸していただきながら、ともに素晴らしい笛吹市を築いていっていただき

たいと思います。

 以上で私の質問を終わります。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いたします。

暫時休憩いたします。

再開を３時５５分といたします。

休憩  午後 ３時４２分

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

再開  午後 ３時５６分

〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

次に笛政クラブの代表質問を行います。

前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 笛政クラブの前島敏彦でございます。議長の許可をいただきましたので笛政クラブを代表し

まして、今議会に提案されました平成２９年度予算案ならびに市政全般について通告に基づき

質問させていただきますが、４番バッターということで重複する点も多々あろうかと思います
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けども通告に従いまして質問させていただきます。

 まず山下市長が就任され３カ月余り、ハートフルタウン笛吹市の実現を目指し、山下市政初

めてとなる新年度当初予算編成におけるポイントについてお尋ねをいたします。

はじめに２９年度予算編成と重点施策・事業について質問いたします。

 まず新年度予算編成について、２８年度と比較し予算規模および特徴といえる点はどのよう

なものなのか伺います。

次に新年度の重点施策および重点事業についてお伺いします。厳しい財源の中で事業の選択

はしっかりできていると言えるか見解をお伺いします。

 次に市長が抱える行財政改革、財政全体の徹底した見直しや節減を図り身を切る行政改革と

は具体的にはどのようなものかお示しください。また、予算編成において改革姿勢は表れてい

るものか。職員全体にそうした意識改革は浸透していると考えているかお伺いいたします。

 次に停滞し続ける地域経済の活性化にはメリハリのついた予算編成が不可欠と考えますが、

観光と農業を結び付けた実効性のある施策はどのようなものか伺います。

 また、これまでの市政課題をどのように分析され、予算編成や施策に反映させているか。具

体的な市民ファーストの取り組みについてお伺いいたします。

続いて幸せ実感 心豊かに暮らせるまちについて質問いたします。

 これからの笛吹市を担う若い世代のお父さん、お母さんが安心して子育てをしながら仕事や

地域で活躍できる地域づくりは人口減少、地域間競争の過熱する中、重要なテーマであります。

ハートフルタウン笛吹市の三本柱の１つでもある子育て、教育分野の施策についてお尋ねいた

します。

まず、子育て支援について伺います。

市長は市民の子育てと仕事の両立をサポートする待機児童ゼロについて保育所・学童保育の

定員見直しを掲げております。保育所定員や入所希望者の対比では待機はないという状況にあ

るものの、年度途中でも何歳児であっても入所の希望があればいつでも入所できるような体制

づくりが必要であり、保護者の方々からの声も多く聞きます。定員の見直しは具体的にどのよ

うに進めていくのかお伺いいたします。

次に病児・病後児保育の拡大について具体的にどのように取り組むのかお伺いいたします。

 次に待機児童ゼロや保育の充実が実現した場合、保育士の人材確保も課題となりますが入所

児童の増加による行き届いた保育を実現することと保育士の業務量の増加への対策はどのよう

に考えているのか伺います。また保育施設の入所児童数の増加への受け入れ態勢は整っている

のか、状況をお聞かせください。

次に子どもの学び・育ちについてお伺いいたします。

教育現場において導入されるとされる子どもたちの特性に合わせた学力二極化対策とは具体

的にどのようなものでしょうか。すべての子どもたちに基礎学力を身に付けさせ、低学力層の

底上げを図り、社会の一員として活躍できる人材育成について、どのように取り組んでいくの

かお考えをお伺いいたします。

続いて、観光立市笛吹市における観光再生について質問いたします。

 昨今、右肩上がりで続いてきたインバウンド観光客も一服してきたような状況が見られ、い

わゆる爆買いに象徴されるような団体での大量消費型から体験型志向や少人数やグループによ

る自己選択型の観光がじわりと増加しつつあるといえます。情報化も加速し観光を取り巻く環
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境が大きく変化し続ける中、本市の取り組みについてお伺いいたします。

 まず訪れたくなるまちのさらなる実現に向けて、現状分析と今後の方向性についてお伺いい

たします。

 次に観光における前期計画である笛吹市観光振興ビジョン、笛吹市観光振興アクションプラ

ンをどのように検証し新年度から実施される笛吹市観光振興計画につなげていくのか伺います。

 また市長の観光再生への熱意をどのように笛吹市観光振興計画に反映させていくのか。具体

的な取り組みについてをお尋ねいたします。

続いて、農業施策について質問いたします。

 日本一早い桃の花見もスタートし、施設栽培のブドウも房作り、露地の作物も春を目前にし

て農作業もいよいよ忙しくなってまいりました。市の基幹産業の１つでもある農業施策につい

て本市の就農支援策、鳥獣害対策等についてお尋ねいたします。

はじめに本市における新規就農事例はどのように推移しており、今後の展望はどう考えてい

るのかお伺いいたします。

 次に人・農地プランに基づく支援等を受け、あるいは市の単独事業による支援等を受け就農、

営農に取り組んでいる農業者の状況についてお示しください。

また農地集積、農地利用の適正化の取り組み状況についてお伺いいたします。

 次に鳥獣害等防止対策強化事業の現状と今後の取り組み方針について市の見解をお伺いいた

します。

また昨年５月、猟友会会員６２名の方々を鳥獣被害対策実施隊に委嘱いたしましたが委嘱後、

これまでの実施隊の活動状況や効果等はどのようなものだったのか伺います。

 近年、地方創生の取り組みとして実践されているＩＣＴを活用した鳥獣害対策として電気柵

や捕獲罠、マイクロ波センサー、センサーカメラ等を利用しモニタリングや出現傾向の把握、

農作物への被害抑制や生活環境圏へのリスク低減といった取り組みを本市として行う考えはあ

るのか伺います。

 最後に公営企業についてでありますが、先ほど来、何人かの質問の中にもございましたが、

通告してございますので質問させていただきます。

 本市の公営企業の経営状態につきましては合併後、水道料金の見直しを図ったものの健全経

営というには疑問がつく状況にあり、下水道事業につきましても事業を抑え元利償還金の返済

に多額な歳出を続けております。

そこで次の点について伺います。

 まず平成２７年度決算によれば、水道事業における水道の給水原価は１立方メートル当たり

１７３円６０銭、供給単価は同１２３円となっておりますが、これはつくっている水よりも売っ

ている水のほうが５０円も安いという状況であります。民間企業の経営では、原価よりも安い

価格で物を販売するということは考えられないわけでありますが、この原因と現状をどのよう

に考えているのかお尋ねいたします。

また同様に温泉給湯事業についても、給湯原価より供給単価が９円も安い状況であります。

この原因と現状に対する見解についてもお聞かせいただきたいと思います。

 近年の水道事業の状況は毎年、一般会計からの繰り入れがかなりあり、また企業債の償還も

多いわけでありますが、この現状をどのように考えているのか。水道料金の見直しをしなけれ

ば解決しない問題ではないかと考えますが、そのような予定等はあるのか。このへんも含め市
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のお考えをお伺いいたします。

 以上、笛政クラブの代表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、前島敏彦議員の代表質問にお答えいたします。

はじめに平成２９年度予算編成と重点施策・事業についてお答えをいたします。

まず新年度予算編成について、今年度と比較しての予算規模および特徴についてですが、平

成２９年度の予算編成につきましては行財政改革のスタートの年と位置付け、選択と集中を基

本においた予算編成を行った結果、２８年度から２１億１千万円ほど少ない総額３１１億１千

万円の予算規模となり、過去５年間と比較しても最もスリムな予算編成となりました。

 次に新年度予算における重点施策および事業についてですが、普通交付税の段階的縮減など

により今後、中長期的に自主財源の確保が難しくなることを念頭に置きつつ、消防出張所庁舎

整備事業など全２５事業、総額１５億９千万円を計上しております。

 次に財政全体の徹底した見直しや節減を図り、身を切る行政改革とはどのようなものなのか、

また予算編成において改革姿勢が表れているか、また職員全体に意識改革は浸透していると考

えているかとの質問ですが、健全な財政運営を維持するためには人員の削減だけでなく事業費

の削減、施設保有量の削減等、身を切る改革を断行し持続可能な財政基盤の確立が必要となり

ます。今回の予算編成では、サービスの低下とならない範囲での最大限のスリム化を意識する

中、職員自ら事務事業を多面的に見直すなど、事業の優先度を反映させた選択と集中により余

分な経費等を見直すことで緊縮型予算を編成いたしました。

 次に観光と農業を結び付けた実効性のある施策についてですが、新年度予算の計上はありま

せんが来年度以降、ワイン祭りのようなイベントを企画し、観光と農業を結び付けようと検討

しております。さらに温泉や果物、ワインや自然環境、農村景観など地域資源を磨き上げ、観

光地としての価値を高めながら人とのつながり、交流を大切にしたゆったりとした居心地の良

さを感じてもらい、繰り返し訪れたくなるまちづくり、滞在型の観光地を目指す田舎リゾート

構想を考えています。

 次にこれまでの市政課題をどのように分析し予算編成や施策に反映させているのか、また具

体的な市民ファーストの取り組みについてですが、全国の多くの自治体で人口減少と少子高齢

化が進展し、その対策を講じることが共通の重要な課題となっております。

 本市においてもその例外ではなく、この人口減少問題の克服に向け「地方創生」をテーマに

した方策への取り組みを今後強めていくことが中長期的な課題であると認識しております。限

られた財源の中で財政の健全性を保ちながら計画的かつ効率的に将来を見据えた行財政運営を

行っていく必要があるものと考えております。

 また市民と行政が手をつなぎ同じスタンスで新しいまちづくりを力強く進めるにあたり、市

民の皆さまの声をしっかり聞くことが市民ファーストの原点であり、市政運営を築き上げてい

く上で重要であると考えております。

 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、市議会をはじめ行政区長会や

地域審議会など各種団体や地域に市長自らが出向き、幅広くご意見をお伺いする中で行政が何
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を求められているのかをしっかりと把握してまいりたいと考えています。

続きまして幸せ実感 心豊かに暮らせるまちについてお答えいたします。

 はじめに子育て支援についてのうち待機児童ゼロへの体制づくりと保育士の人材確保および

児童への受け入れ態勢についてお答えいたします。

現在、市内全体の保育所定員に対し入所児童数は下回っており待機児童は発生しておりませ

んが、保護者が希望する特定の保育施設に空きがないため入所を見送るケースが発生しており

ます。

 最近の実態として未満児の入所希望が増加しておりますが、一方で児童全体の数は減少して

います。私立保育園においては単年度の入所希望状況により定員を増加させ、対応できる職員

体制をとることは将来的な保育園運営を難しくすることも懸念されることから、入所定員の弾

力運用などによる児童受け入れの拡大を各園と相談してまいりたいと考えております。

 公立保育所においては保育室として利用可能なスペースがある施設を一部改修し、保育室を

増設して未満児の受け入れ拡大を図ってまいります。

 また、学童保育においては今年度当初に一部の学童保育室で待機児童が発生しましたが、途

中退所児童も多数発生したため、現時点では待機児童はおりません。

 学童保育の利用者数は年度や地区によりバラつきがあります。全体としては児童数が減少し

ているものの利用できる施設も限定されることから、各クラブの利用状況を検証しながら低学

年児の優先利用や小学校の教室利用について検討を行ってまいりたいと考えております。

 なお保育士の人材確保、入所児童への受け入れ態勢については、全国的な保育士不足の状況

から保育士の確保が難しい状況もありますが賃金などの処遇改善を行い、必要な臨時保育士の

確保に努め受け入れ態勢を整えてまいりたいと考えております。

 次に病児・病後児保育の拡大については現在、県が中心となり県内自治体間での広域利用に

ついて調整を行っております。広域利用の開始により利用できる施設が増加し、子育て家庭へ

の支援が強化できるものと期待しております。

 次に学力二極化対策と社会の一員として活躍できる人材育成については、現在のところ市内

の小学校においては顕著な二極化の傾向は見られません。また平成２８年度内に新しい学習指

導要領が告示される予定です。内容をよく検討し、各校において社会の一員として活躍できる

人材育成につながる教育活動となるよう指導していきたいと考えております。

続きまして、観光立市笛吹市における観光再生についてお答えします。

 はじめに、また訪れたくなるまちのさらなる実現に向けた現状分析と今後の方向性について

ですが、まず旅行形態については団体旅行から小グループの旅行へシフトしています。また見

学する旅行から、そこでしかない体験型の旅行が求められていること、また増加する外国人観

光客の受け入れ環境の整備、旅行者の年齢層の変化に伴う観光のユニバーサル化、スマートフォ

ンの普及による情報入手の多様化など観光需要に与える外部環境に大きな変化が見られます。

このことから市内の資源をさまざまな視点から磨き上げ、人とのつながりや交流を大切に、四

季を通じて何度でも訪れていただける目的地となる観光地域を目指していこうとするものです。

今後、笛吹物語プロジェクトチームを立ち上げ市民の皆さまとともに計画を策定し進めてまい

ります。

次に笛吹市観光振興ビジョン、笛吹市観光振興アクションプランをどのように検証し次期計

画につなげていくのかについてですが、事業の検証につきましては、アクションプラン推進会
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議において毎年度の進捗状況を確認し、事業着手率は１００％でありました。最終年度のアク

ションプラン推進会議においては事業の総括とともに観光客の傾向、国や県の観光動向等の変

化も踏まえ検証がなされ、次期観光振興計画策定に向けて５つの主要項目が答申されました。

地域の資源の活用、インバウンド観光の推進、ユニバーサルデザイン推進、情報発信の強化、

季節ごとのターゲットづくり、これらを新たな計画に反映させていくとともに昨今の観光の動

向を踏まえ広域連携の推進、豊かな景観の保全と活用の７つの基本方針のもと具体的な施策を

定めさせていただきました。この施策を実現のため、本計画をもとに事業を行っていこうとす

るものです。

 次に観光再生への熱意をどのように計画に反映させていくのかについてですが、観光再生は

喫緊の課題です。また訪れたくなるまち笛吹市を将来像とし笛吹物語、田舎リゾート構想を軸

とした気軽に繰り返し訪れたくなる旅の目的地となる観光地をつくり上げていきます。

続いて、農業施策についてお答えいたします。

 まず新規就農に対する現状と支援についてですが、新規就農者支援については国の補助制度

として４５歳未満の独立自営を目指す新規就農者に対して年間１５０万円を最長５年間支給す

る青年就農給付金制度があります。本年度につきましては、１月末現在で２７名が支給対象と

なっており、これは近隣他市と比べ１．５倍から３倍の実績となっております。

また、市単独補助制度としては３０歳未満の後継者を対象として月額３万円を最長５年間支

給する新規就農農業後継者補助金制度のほかＩターン、Ｕターンにより就農した者にそれぞれ

年間１００万円・５０万円を最長２年間支給する独自の支援制度を行っております。

 青年就農給付金制度は人・農地プランに登載されることが給付要件になっております。人・

農地プランの集落会は旧町村単位で７カ所に設置されており、各地区の農業委員、農協職員、

円滑化団体、青年農業者等により構成され、農業関係者による地域連携や交流の場となってお

ります。

 今後もこの集落会を積極的に活用することにより、青年就農希望者が将来、地域を代表する

農業経営者となるよう育成する体制づくりを地域のみなさんと協働して進め、就農支援を行っ

てまいります。

 次に農業集積、農地利用適正化の取り組み状況についてですが、農地集積の取り組み状況に

ついては担い手への農地集積として平成２９年１月末現在で農地中間管理事業で７３件、１１ヘ

クタール、農用地利用集積事業で２１６件、３２．１ヘクタール、合計で２８９件、４３．１ヘ

クタールとなっております。各事業を活性化して農地の集積を行ってまいります。

 農地利用適正化の取り組みについては、農業委員会が常時農地パトロールを実施しているほ

かに毎年１回農業委員が農地法に基づく農地の利用状況調査を実施し、その結果、遊休農地の

場合には所有者に対して自ら耕作するのか、農地中間管理事業を利用するのか、誰かに貸し付

けるのか等の利用意向調査を行い、遊休農地にならないように指導を行っています。

 次に鳥獣害防止対策強化事業の現状と今後の取り組みについてですが、平成２９年度の鳥獣

害による市内農業被害状況は被害面積２４ヘクタール、被害額で２，５６０万円であり前年度

と比べ面積で約２０％、被害額で６％増加しております。

 捕獲数につきましてもここ数年、増加傾向にあり、特にシカについては前年度比で１０６％

増、２倍強の増加となっております。

今年度、設置いたしました鳥獣被害対策実施隊の活動につきましては近年、増加しておりま
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す民家付近や道路への有害鳥獣の出没を含め、より迅速に対応するため猟友会員から選出され

た実施隊によって追い払いや捕獲をお願いしているところであります。具体的には有害鳥獣害

のその場での捕獲、また捕獲檻の設置・見まわり等が実施され、すでに延べ４８名の隊員が出

動いたしました。成果は着実に上がっていると分析しております。

 ＩＣＴを活用した鳥獣害対策につきましては実際に管理・運営をお願いする地元猟友会、行

政区などの協力が不可欠であり、その費用に対する効果の見極めなど先進地の取り組み等を注

視している段階でありますが、特に囲い罠設置につきましては現在いくつかの地域が前向きに

検討しておりますので実証実験を含め、この実現に向けて関係機関等と協議を進めてまいりま

す。

続きまして、公営企業についてお答えをいたします。

 まず水道事業の赤字経営の原因と現状についてでありますが、上水道事業におきましては給

水単価に比べて供給単価が低いことから、独立採算という公営企業の基本が保たれていず一般

会計からの赤字補填に頼らざるを得ない状況となっております。

人口および給水普及率の伸び悩みに伴う給水収入が減少する一方、給配水管の老朽化による

維持管理費の増加が原因であります。

 今後、料金改定を見据え、上下水道審議会の意見を踏まえながら赤字を解消し財政基盤の強

化を図ってまいります。

 次に温泉給湯事業における赤字の原因と現状についてですが、春日居地区温泉給湯事業にお

きましても、上水道事業と同様に給湯原価に比べて供給単価が低いものとなっております。

 今後、笛吹市春日居足湯施設も含め管理費用の縮減を図り、温泉供給事業全体のさらなる安

定経営を目指してまいります。

次に水道事業における一般会計繰り入れと料金見直しについてですが、水道事業におきまし

ては、今後も老朽管の布設替えや漏水修繕が増加し費用が増大することが予想されます。一般

会計による赤字補填に頼らざるを得ない状況を打開するために、早急に料金改定を行う必要が

あると考えます。

昨年度、上下水道事業審議会におきまして３年以内に改定をするようにとの答申を得ており、

今後より具体化した審議をしていただき適切な時期と料金体系について検討をしてまいりたい

と考えます。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

丁寧な答弁をありがとうございました。

ちょっと財政にかかる問題の中でちょっと１問だけさせていただきます。

財政の徹底した見直し、市長の言われる身を切る改革といったこの件につきましては、市民

の理解を求めるのが一番の課題かなというふうに思っております。行政事務の効率化を図る具

体的な取り組みも周知を図る必要があると考えております。

 昨晩ですか、市長のまちづくり座談会、私もちょっと出席させていただきましたけども、あ

あいった機会にですね、市民に分かりやすく、いろんな事例をあげながら改革の内容等を説明
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する方向でいくのか、これについてまたどのような、夕べみたいな場所でやるのか、そのへん

についてちょっとご説明をしていただきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 昨日、初めてですね、市長と囲むというか対話集会という形で座談会を開かせていただきま

した。今、前島議員からお話がありましたように昨日はああいう形で少し大がかりというかで

すね、かなりの人とお話をさせていただきましたけれど、今日もございますけれど、今後はで

すね、もう少し単位を小さくしまして、その際にもお話をさせていただきましたけれど、これ

から区単位とかですね、各種団体とか、そういうふうな形でできるだけもう少し小さい単位で

いろんな方ともう少しじっくり時間が取れるようなですね、そんな形を今後考えていきたいと

いうふうに考えておりますので、またいろいろご指導をいただければと思います。よろしくお

願いします。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 積極的にもう少し少ない中でもご説明いただけるということで大変ありがたく思っておりま

す。ありがとうございます。

 次に子育て支援関係についてを質問させていただきたいと思いますけど、保育所や学童保育

の適切な定員等の見直しを図った上で行っていくということでございますけども、入所決定に

関して保護者からは希望した保育所に入れない、どのような基準で決定されているのかよく分

からないといった声も多く聞きます。数字上の待機児童がいなくても希望する保育所への入所、

年度途中の入所などの課題をクリアして実質に伴った待機児童ゼロを目指していかなければ、

子育てをするなら笛吹市ということでないとですね、やはりいけないような感もしております。

この点について部長のほうの答弁をいただければと思いますけども。

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。

 保育所入所につきましては、先ほど市長の答弁でもいたしましたとおりそれぞれ入所の中身

についてはですね、一斉入所の希望の際にですね、実はこういった入所手続きについてという

ご案内の文書を出させていただいております。この中に審査選考の方法についても詳細を書か

せていただいて、若干ちょっと簡単に読みますけれども、申し込みをされても入所要件に、も

ちろん要件に該当しなければ入所できませんということ、それから申し込みの状況については

希望する保育所に入所ができないという場合がある。それはなぜかというと一緒に配らせてい

ただいている受け入れ可能人数の一覧というのがございまして、０歳児から５歳児まで市内の

すべての公立も私立もですね、園の中で要は空きがあるのかどうか。当然、今まで入所してい

る方が持ち上がるということが最優先でございますから、その部分があって、空きがあった場

合については空きがある、空きがないというふうなところを事前に入所の際にはお配りをした

中で希望のほうを第４希望まで記入していただくという形になります。希望の児童数のクラス
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とか施設の受け入れ余裕が超えた場合には基準によりましていきますよということで、入所要

件の基礎項目とそれから利用調整項目が加点減点でございまして、こういったものでやってい

ますということを事前に入所の申し込みの際には説明をさせていただいて、第４希望までを記

入していただいているというような状況でございます。

 保護者の方の労働条件とか生活の状況、児童の状況等によって優先の入所の順番を決めてい

るという点をご理解いただいた上で入所の希望のほうを１から４、選んでいただいている、そ

ういうことでございますので保護者の方の希望の入所がですね、現状でいうと希望を４つまで

したけれども、どうしても人気のあるところといいますか、空きのあんまり少ないところだけ

を希望されますと第４希望までに入れないということが現実に起きてしまうということがござ

います。この点については今の市内の保育所の数、全体の定員数の中では足りているけれども、

集中してしまうとそこには入れないという状況が生まれているということで１００％、対応す

るというのが難しい現状にあるというのはご理解をいただきたいというふうに思います。われ

われといたしましても、先ほど市長のほうでも答弁の中にありましたようにゼロ歳児のほうの

入所が希望が多いということで、施設改修ができるところは改修しながら受け入れの態勢を整

えて実施をしておりますし、私立保育園につきましても入所定員を変えるというところはちょっ

とお願いしにくい、先ほど言いましたように経営を困難にする可能性がありますから、お願い

しにくいところはありますけれども、柔軟な対応というのをお願いしているということでござ

います。ご理解をいただきたいと思います。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

ちょっとこのへんについてもですね、入所決定の基準は、笛吹の場合は開示をしておりませ

んよね。このへんは甲府市あたりはこういったものを開示しているというお話も聞いておりま

すけど、今後笛吹市は開示があった場合でもまだ市の方針としては開示をしないという方向で

よろしいですか。

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）

 入所の、先ほどの言いましたように審査方法についてはご案内の中で説明をさせていただい

ております。それについて例えば入所要件の場合、その就労要件というのがございますが、就

労の形態が１日８時間以上の就労か６時間以上の就労か４時間以上の就労か、またそれが月の

２０日以上あるのか、１５日なのか、１２日なのかというのを細かくご自身のところで申請の

際にご証明いただくというところを点数としている。その点数を開示しろということなのかも

しれませんけれども、これについてはちょっと検討をさせていただきたいというふうに思いま

す。というのは就労の形態というのは農業である場合と、それからお勤め人である場合等によっ

てだいぶ違ってくる部分がございまして、一概に点数のみを開示してしまうと都合のいい、そ

ういうことを言っては申し訳ございませんが、証明されたものを今度確認することにさらに時

間がかかったりすることになりますので現状ではご本人のところから証明をいただいたものを

１００％信じた形で点数化してそれの優先順位を付けているという状況でございます。ご理解
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いただきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 今、先ほどの質問の中にもございましたけども、今、子育てもクラウド化とかいろんなもの

を取り入れて行っていくというような中でも、やはりやっぱり開示をしたほうがよろしいんで

はないかなというふうに、不安になっている保護者も多いようでございますので、このへんも

ぜひですね、検討ということでなくて、していただければと思います。

次にあと保育所の入所について、先ほど答弁がございました第４希望に入れたということで

すけども、石和地区の人が一宮地区に入所が決まった例もあるようでありますけども、仕事を

しているお母さんがですね、石和から一宮まで送り迎えは大変な負担になろうかと思いますけ

ども、そういった解消なんかもですね、できないのかなということもありますけども、このへ

んについてもちょっと答弁がございましたら、ご説明をいただきたいと思いますけど。

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。

 繰り返しになりますが、先ほど言いましたように笛吹市の場合は第４希望までをお伺いして

いると。第４希望までいって、もしそこでもいっぱいで入れないというふうな場合には、現在

空きのある市内の施設をご紹介をいたしまして、その中から保護者の方にご自身の生活上の都

合の良い。ところを選択していただくという形でございます。これを国の基準等で当てはめて

みますと国では保育の適切な保育の距離といいますか、保育園の距離というのでは登園の時間

がおおむね３０分以内というふうなところを示してございます。そういう意味でいきますと笛

吹市内では芦川を除けばおおむね３０分以内ですべての保育園のところには行けるということ

でございまして、笛吹市としては全体の、笛吹市全部の私立も公立も含めた保育園の空き状況

をお知らせをして選択をしていただくという形で行っておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

時間がございませんので次に移らせていただきます。

次に観光再生についてですね。観光庁のほうでは、国においては平成２９年度日本版ＤＭＯ

を核とする観光地域づくりに対する支援メニューが各種用意されております。温泉と果実とワ

インを結びつけた地域の活性化策には積極的に取り組む必要があると思いますが、市のほうの

ご見解をお聞かせいただきたいと思います。

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）

 お答えいたします。

議員のおっしゃるとおり日本型ＤＭＯは国においても推奨されておりますし、わが笛吹市に
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おいても積極的に推進していくものだろうと思っております。ＤＭＯにおきましては、本市に

おきましては今、検討しているものにつきましては複数の地方自治体にまたがる観光地域とし

て活動するＤＭＯを想定しております。これにつきましては現在ワインリゾート構想、それか

ら世界農業遺産というところで足並みをそろえております峡東３市を中心としたＤＭＯか、そ

れに富士山、河口湖を加える、もしくは甲府市を加える等の地域が想定されますので今後どの

地域を加えたＤＭＯが一番ふさわしいか研究して、できるだけ早い段階で法人を立ち上げてい

きたいと思っております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

できるだけ早い時期ということですけど、部長そのへんのお考えはあれですか、早い時期と

いうのはどういうふうに考えたらよろしいですか。

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）

現在、研究中、それから各地域とも連携をして同意を得なければなりませんのでそれが取れ

た時点のできるだけ早い時点ということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

よろしくお願いしたいと思います。

また先ほど農業関係でありますけども、答弁の中でＩＣＴを利用した囲い罠ですか、このへ

んを設置するということでありまして、このへんにつきまして具体的にもし考えておられるな

ら、そのへんをちょっとお聞きしたいと思いますけども。

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。

 ＩＣＴを活用したということでより現実的なものとすれば、現在、囲い罠の設置が想定され

ております。先進地であります甲州市のほうを担当が研修し見せていただきました。年間５、

６頭から１０頭ほど捕獲しているようです。特にシカにおきましては２倍以上、２００頭以上

の捕獲がされております。この捕獲については囲い罠が一番有効であろうと。銃による捕獲、

それから括り罠による捕獲、箱穴はシカが大きいため入りませんのでこの中では囲い罠が一番

効果があるであろうということで、今年度実施できるかどうか分かりませんが２、３の地域で、

シカの被害が多いということでこれを設置してほしいという要望があがってきてまいりますの

で、地元の協力、それから場所ですね、結構広い面積が必要になります。それから猟友会の協

力等が必要になりますので、今後具体的に地元の要望が強くなってきた場合についてはこれを

検討して、できれば実施していきたいと。予算がございますけれども、実施していきたいと考

えております。
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 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 私も隣の甲州市へ先般ちょっと見学させていただきました。そうした中におきますとやはり

たしか、もう１０年ぐらいになりますかね、材料支給で地元の方々がやってくれた当時はです

ね、イノシシ除けということで、もうずいぶん低くてですね、それも全然、今もうシカの場合

は飛び越えると。甲州市の場合は２メートル３０で、そしてしっかりしたネットになっていて、

ただ笛吹市とすぐ隣り合わせですからどっちから入ろうと効果ないですよね。このへんでしっ

かりしたものにはやっぱりお金もかかるんでしょうけども、そういった対策をですね、笛吹市

もぜひ高齢化になっておりまして地域の方もそれをひっくるめても大変なので、そこへ今度シ

カだとなると大変だと思いますけど、そういった考えはないんですか。

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）

 シカにつきましては笛吹市中で増えておりますし、非常に農家の方、困っているということ

は十分承知しております。やはり議員のお言葉のとおり甲州市をやはりわれわれもシカ用のフェ

ンスですね、設置についてやはり見せていただきに担当のほうがまいっております。

設置につきましては、県単の土地改良事業の鳥獣害防除事業ということで３０％補助、県の

３０％補助で設置ができる、この事業で行ったということを聞いております。われわれにつき

ましても現在は答弁の中にありましたとおり、原材料支給でイノシシのフェンスのかさ上げを

できる地域から原材料支給をして現状お願いしているところでございますが、ほかにですね、

県の畑総事業、これでフェンスを新たに設置したり、かさ上げをしているところもございます

ので、いろんな事業を使いながらどれが一番ふさわしいか、ケース・バイ・ケースということ

で考えていきたいと思います。地元のほうでですね、相談しに来ていただければそれぞれ対応

させて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）

申し上げます。

本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。

前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 １０年経つとイノシシからシカということで、高い防護柵ですから大変かと思いますけども、

ぜひそのへんもよろしくお願いしたいと思います。

 もう１点、新規就農者が少しずつ増加し農地の貸し借り、農地の流動化が促進されているこ

とは大変うれしいことでありますが、農業従事者の高齢化が続いている中で農地を適正に利用

していただくことが重要であります。そうした中で農地の貸し借りについては周囲の方々の理

解も必要でありますが、耕作する方々の地域での協力し合う意識も大変大切になってまいりま

す。例えば農地の脇を流れる用水路に畑の土が溜まり、水の流れを阻害することがないように

地主が耕作したときは毎年泥上げも行っていたというふうな話でございましたけども、耕作放
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棄地になったり、別の方に貸したりしてからはそのようなことをしなくなった、こういったケー

スもあるようでございます。農地や農業用水路などの農業環境を保全していくためには農地を

借りる人はもちろん地域の方々や行政区など、農業従事者以外の方々にも含め理解や協力が必

要だと考えますが、市のこのへんのご見解をお伺いしたいと思います。

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）

 農地の管理適正化につきましては、昔はですね、やはり村、地域全体で農地を守っていこう

という気持ちが非常に大きいと思っております。最近ではそれらがだいぶ薄れてきたというこ

とがございますが、われわれとしましては農林土木課のほうで所管しております農地・水対策

の関係の補助事業等を通じて地域全体で農地の保全、水路掃除、草刈り等をする事業がござい

ますのでそれらをもとに推進して、できるだけ地域みんなで農地を守っていくという気配を醸

成させ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）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

 大変、最近は農業法人になられてですね、そういった方々も市のほうじゃ借りてもらってと

いう感じですけども、割と地元の人に言わせるとそういった方々も割と地域の理解を求めなく

てですね、いろんな作業をされて、こういったものにもやはり割とそのへんをやってくれてい

ないというような話もよく聞くものですから、このへんもですね、農業委員会のほうでそういっ

たときにはですね、ぜひ地域の方々との協力をいただきながらということを申し添えていただ

きながらですね、やっていけば大変ありがたいかなと思いますけど、これについてもしできま

したら、農業委員会の会長さんいらっしゃいますので。

〇議長（海野利比古君）

 農業委員会長。

〇農業委員会会長（赤岡勝廣君）

前島議員の再質問にお答えいたします。

 先ほど農水路の保全ということでございますが、最近言われるように農水路が土砂で溜まりっ

ぱなしというのが現状でございます。そして昔は上の田の人が上の農水路はします。下の人が

下の農水路をする、このようルールが暗黙の了解で出ていたんですが、今そのような状況はな

くなってきています。これもこの間、現地調査を行いまして今後、転用等、あるいは新規就農

者、そういう入ってきた人にそれらの用水路というものをやはり定期的に保全してくださいと

いうことをその時点で指導するようなことを先般ちょっと現地調査、パトロールの中で打ち合

わせしましたので、今後そのような形で指導していきたいと思っております。

 以上でございます。

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いたします。

続いて日本共産党の代表質問を行います。

渡辺正秀君。
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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代表質問を行います。日本共産党、渡辺正秀でございます。

 ５番目の質問になりますので重複を避けて通告をいたしました。今回の議会にあたって補正

予算や、それから来年度の予算案も出ましたけども、これを見て私もちょっとほっと胸をなで

おろしているというのは、１つは補正予算でも決算を前に基金が去年よりまた積み上がるとい

う見通しができたということ。また交付税についても、今年はもう大きく下がるぞといわれて

いたのが３億円ということですが、そのうち２億５千万円は特別交付税で雪害対策がほぼ終わ

りましたのでその分、普通交付税分は１０００分の５ですかね、ちょっと縮減ということになっ

たということで、まずは胸をなでおろしているところでございます。

それでは質問に入りたいと思いますが憲法遵守、憲法に対する所見を伺いたいということで

公務員は憲法遵守を宣誓して入職します。まず行政トップが憲法遵守を宣誓していくことが必

要だと思いますがいかがでしょうか。

 現代憲法は近代憲法の上に、その限界を乗り越え発展してまいりました。近代憲法は個人の

尊重を基礎に国民主権を謳い人々の精神的、身体的、経済的自由を基本的人権と位置付けまし

た。しかし近代社会は無制限ともいえる自由競争によって経済恐慌や過酷な労働、格差と貧困

をもたらしました。そして二度の世界大戦をはじめとする悲劇を体験しました。現代憲法はこ

うした体験と苦闘の上に戦争の非合法化や社会権すなわち福祉国家を規定することになりまし

た。憲法９条の平和主義、憲法２２条、２９条による公共の福祉に反する、みんなの幸せに反

する経済活動の自由は制限される、２５条をはじめとする社会保障条項などであります。日本

国憲法は、世界と日本の人々の苦闘と良識の到達点であります。私はこの日本国憲法を超える

憲法はどこにもない、どこからも提案されていないと信じるものであります。憲法の理念の実

現は道半ばであります。憲法順守と憲法を生かすことが必要だと思うが市長の所見を伺いたい

と思います。

２つ目に、地方自治について所見を伺います。

 憲法は地方自治の組織と運営は地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めることとして

おります。地方自治の本旨とは一般に住民自治と団体自治を指すと解釈されております。法律

で定めるとは戦前のように勅令や政令で定めてはならないことを示しております。

国の制度では国民自治という考えは希薄でございますが、地方団体については住民自治を地

方自治の本旨としております。要は市政は市長と議会にお任せではなく住民自身が自治を行う

ということであります。そこで重要案件について住民自身が決定を下せる住民投票制度が必要

になると思います。また市は市政について報告、説明するだけでなく市民の意見を聞くことが

重要になると思います。住民自治についての所見と住民投票制度の確立および市民の声を聞く

制度の確立について所見を伺いたいと思います。

３つ目に住民本位で効率的な行政組織の改革をという質問でございます。

 合併以来、地方行革路線に基づいて行政組織と業務の変更を行ってまいりました。この根本

的な問題は行政の役割、住民に対する責任を十分考慮することなしに合理化を図ろうというも

のでありました。その結果、血の通った住民との関係や地域づくりが後退し一方、職員数、予

算規模にみられるように合理化もあまり進んでいないという実態でございます。

これに対し私たちは行政の業務の中心は市民との接点にある、そういう考え方のもとに本庁

を情報収集と整理、あとは市長の支所機能、対外的対応などに特化してスリム化を図る。一方
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支所や現場の機能向上を図ることを主張してまいりました。行政の任務と行政組織のあり方に

ついて市長の所見を伺います。

重要な問題の１つとして、地域包括支援センターの外部委託について伺いたいと思います。

地域包括支援センターは地域の高齢者をはじめ住民の暮らしを支える中心であり、地域ネット

ワークづくりとその活用、総合相談業務等をその業務とするものであります。これはまさに行

政の任務であり、一方外部委託では信頼と公平性、非営利性が担保されず、またプライバシー

の壁などの問題もあり、任務を総合的に果たすことは不可能と考えられます。包括支援センター

を直営とし、支所に併設すれば支所と協力して包括支援センターの任務をよりよく遂行するこ

とが可能になり、一方、実質的に支所機能強化になると思います。外部委託にする理由を伺う

と主任ケアマネ、社会福祉士の確保の現時点での困難性を挙げておりますが、これは当面、ほ

かの法人との交流人事で可能であり、将来的にはこれは市としてもしっかり育成していくこと

が必要であると思います。そしてこのことは外部委託の理由にはならないと思います。市長の

所見を伺います。

そして４番目に農業委員会制度の見直しについて伺います。

 農業委員会法の改正に伴い、笛吹市農業委員会制度の見直しが行われます。従来、農業委員

会は行政から相対的に独立し農業者の代表機関、農地の番人という役割を担ってまいりました。

農業委員会法の改正はこの役割を奪い、農業委員会をもっぱら国の農地利用の最適化政策の実

行部隊、下請け部隊にしようとするものではないかと思うものであります。農業と農家にとっ

てこの改正はどのようなものだと考えるか市長の所見を伺います。

農業委員の定数減、公選制から任命制への変更、意見の公表・建議の削除、通告では「の削

除」が漏れておりますので付け加えさせていただきます。この削除は農業委員会の農業者の代

表機関という性格を奪うものではないでしょうか。農政部会の廃止はされるのかどうか。地域

農業のあり方の検討、提案は行うのかどうなのか。

能率給は農業委員、特別公務員の報酬のあり方として適切であるかどうか。このことを伺い

たいと思います。

そして農業委員会が農業者の代表機関として総合的な役割を果たすための市の独自対策が必

要と思いますがいかがでしょうか。どのような対策を行う考えか伺いたいと思います。

 以上でございます。

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。

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いたします。

はじめに憲法遵守、憲法に対する所見についてお答えします。

まず憲法遵守の宣誓についてですが、日本国憲法はどの法律よりも上位にあり国民の権利と

自由を守るために定めた決まりであります。特別職である首長が憲法遵守を宣誓することは必

ずしも必要であるとは考えておりませんが、行政トップという立場としては、遵守することは

当然のことであるものと考えております。また、憲法遵守と憲法を生かすことが必要とのご質

問ですが、公務員は全体の奉仕者として憲法を遵守し、その理念を生かすことに努めながら業

務に取り組んでいるものと考えております。
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続きまして、地方自治について所見を問うについてであります。

 憲法に規定する地方自治の本旨とは、一般的には住民自治と団体自治の２つの意味において

地方自治を確立することと理解しているところであります。住民自治については、憲法では自

治体の長および議会議員の直接公選制を定め、さらに地方自治法ではいくつかの住民の直接請

求を定めることで住民自治の原則を具体化しております。

住民投票制度については諸所、議論があるところでありますが、まずは議会制間接民主主義

が十分機能するよう、執行と議会がお互い努力することが重要であると考えております。また、

市政を運営する上で直接市民の皆さまからの意見を聞くことは大切でありますので、市政の課

題など必要に応じて意見を聞く機会を設けてまいりたいと考えております。

次に住民本位で効率的な行政組織の改革についてお答えをいたします。

 まず行政の任務と行政組織のあり方についてですが、本市では行財政改革を推進する中で合

併によるスケールメリットを生かし、業務を効率的・効果的に集約しながら組織のスリム化を

進めてまいりました。このことは、限られた行政資源の中で地方分権への対応や市民ニーズに

応じた新たな行政サービスを的確に行っていくためには不可欠なものであると思います。

本庁・支所に限らず効率的・効果的に業務を行っていくためには、職員一人ひとりの資質や

専門性を高めていく、またさまざまな地域課題等に柔軟に対応できる組織づくりを進めていく

必要があると考えます。

 職員が各地域や現場の状況を把握しながら総合的な判断と適切な対応、迅速で柔軟な対応が

できるような体制を強化してまいりたいと考えております。

 また、住民との関係や地域づくりが後退しているとのご指摘ですが、まちづくり・地域づく

りを進める上で住民が主体となる良好な地域コミュニティの形成は、非常に重要であると認識

しております。

 このことから住民ニーズに対し、しっかりサポートできる体制を整え、信頼される組織づく

りに努めてまいりたいと考えております。

 次に地域包括支援センターの外部委託についてですが、高齢者人口がピークとなる２０２５年

に向けて地域包括ケアを構築するため、地域包括支援センターを市内３カ所とする検討を進め

てまいりました。

 センター３カ所の運営形態については基幹的な役割を持つ１カ所が直営、他の２カ所が外部

委託となります。一部を外部委託することで民間のノウハウを活用でき、継続的に専門職を確

保する体制が整いました。

 外部委託する２カ所については、地域包括ケアの視点に立って高齢者を支えていくことがで

きるよう、定期的に指導を行いたいと考えております。

次に農業委員会制度の見直しについてお答えを申し上げます。

 改正の主旨は、農業委員会として取り組んできた土地と人対策を法律で明確に位置付けたも

ので担い手への農地集積、耕作放棄地の発生防止と解消、また新たな担い手の参入促進をより

強力に進めていくこととなっておりますので、地域農業・農業者にとって地域農業を担う次世

代の担い手へ農地を集約していくことにより産地の持続的な維持につながるものと考えており

ます。

また従来から農業委員会では地域活動を通じて、遊休農地の発生防止や違反転用の防止に務

めてきているところであり、今後も主たる業務として位置付けられておりますので農地の番人
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としての役割は変わらないものと考えております。

農業委員数は現在の半分程度になりますが、各地域で農業委員とともに土地と人対策に取り

組む農地利用最適化推進委員が新設されたところであります。

農業委員は公選制から任命制へなりますが、応募に際して地域の民意により推薦された者が

応募することとなっておりますので地域の代表者は担保されているものと考えております。

また、農業委員会は必要に応じて地域農業者の声を関係行政機関に対し意見・要望を行うこ

ととなっておりますので、従来と同様、農業者の代表機関という位置付けは変わらないものと

考えています。

改正により農政部会は廃止されますが、農政部会として担ってきた役割は農業委員会として

行いますので、そこで検討した内容等について関係行政機関に対して意見・要望してまいりた

いと考えております。

改正により農業委員、農地利用最適化推進委員の地域での活動がより求められている中、能

率給は農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等にかかる地域活動に対して支給す

る報酬として位置付けられていますので妥当と考えます。

地域での活動業務が増えることが想定されマンパワーが必要と考えますが、農業委員会の担

う役割が十分発揮できるよう新体制へ移行したあとは、農地利用最適化推進委員を合わせれば

現在の農業委員数を上回ることとなります。

今後も引き続き市と農協、各種農業団体等と一体化を図り農地集積・集約化、耕作放棄地対

策、後継者・担い手の育成・確保を図り、さらに中山間地域の農業振興にも対応を講じてまい

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）

再質問を行います。

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

まず憲法、それから憲法に掲げられる基本的人権、人権感覚という問題でありますが、特に

福祉行政において、特に弱者に対する支援、これについてはやはり人権侵害ということが絶対

にあってはならないと思うわけですが、笛吹市ではこの点はいかがであろうかと。また憲法お

よび社会権を含む人権教育はどのように行われているのか伺いたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

どちらがお答えになりますか。どちら。福祉と教育。先に教育部長。どちらで答弁ですか。 
 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。

福祉の考え方といたしまして、先ほど議員が言われましたように行政は住民福祉であるとい

う視点に立って職員の教育を行っておりますし、保健福祉部のミッションという中で人権の尊

重と、法に順守した人権の尊重ということを職員のほうには徹底をさせていただいています。

また保健福祉部の取り組みに限定されますけれども、部の中では仕事の考え方を今言った住民

福祉、また広い意味での住民福祉から狭い意味での対象者の福祉という点の研修を実施をして

いるところでございます。
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 保健福祉部としては以上となります。

〇議長（海野利比古君）

 教育長。

〇教育長（坂本誠二郎君）

渡辺議員の再質問にお答えをいたします。

小中学校におきましては人権擁護委員等を学校にお入れいただきまして、いろいろ講話等を

含めてお話も伺っているところでありますし、道徳をはじめといたしましてすべての教科にお

いて人権教育を推進をしているということで、今後もこの姿勢で学校教育の中で一生懸命やっ

ていき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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 今、答弁がございましたけども、この行政において人権侵害というようなことは決してあっ

てはならないことだろうと思います。引き続き人権教育、憲法教育、こうしたものをしっかり

進めていっていただきたいと思います。

次に住民自治に関して市民の意見を聞く制度、態度について伺いたいと思います。

 １２月議会で都市計画税について副市長は、都市計画税課税延長の１年間に十分市民に説明

し理解をしていただき３０年度から課税する旨の答弁を行いました。この姿勢は１０年以上も

課税できず市民の反対も強いこの問題で、決まっているから従えというものではないかと感じ

ました。これは多機能アリーナ問題における市のやり方、戦国ミュージアム問題での市のやり

方の繰り返しではないかと感じました。１２月議会では市長は答弁に立ちませんでしたが、今

回、市長の考えを伺いたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 １２月の議会というのは本当に私自身も初めての議会でございまして、なかなか本当に緊張

の連続ということでございまして、なかなか答弁に立てませんでしたので、今日は少しお話を

させていただければと思います。

先ほどもお話をさせていただきました。昨日、座談会を行いましてそしてまたこれからでき

るだけ多くの皆さんの意見を聞くために、少し単位を小さくしてというふうなこともお話をさ

せていただきました。とにかく基本はそういう形でございます。市民ファーストということで

ございますから、先ほど来、答弁にも何回もお話をさせていただきました。とにかく皆さんの

意見をしっかり聞こうではないかと。その中でしっかり決めていこうではないかということを

お話させていただきますので、その基本姿勢でこれからもやっていきたいというふうに思いま

す。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

渡辺正秀君。
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〇１８番議員（渡辺正秀君）

 行政の組織運営のあり方に関係するわけですけども、先ほどもございましたけども、この間、

行革を進めて、もちろん合併したんだからこれは市長さんもトップも７人から１人になるわけ

で、人が減るのは当たり前なわけなんでございますけども、正職員、臨時職員、嘱託を含めて

改めて何人になりますでしょうか。それから、すみません、そしてこれは合併が終了したとき

に比べて、その合計数字は増えたのか減った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）

 総務課長。

〇総務課長（須田徹君）

それではお答えいたします。

 職員数ですけども正規職員、それからですね、再任用職員、それから常態的に任用している

臨時職員ということでご理解をいただきたいと思いますが２８年４月１日、９９１名でした。

それがですね、これ見込みですが２９年、新年度の予算上はですね、９５６名になる見込みで

ございます。芦川も含めた合併があったのが平成１８年の８月１日、この時点では９７９名で

した。ですので今度の２９年４月１日では若干減少に転じたという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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

今年の段階で、平成２８年の段階で平成１８年よりか職員数が全体としては増えていると。

この問題と併せてもう一方で指定管理制度などを含めたさまざまな外注、こうしたことで委託

費が非常に増えているわけなんですが、それを含めた、財政的にどの程度有利だったかという

検討が今、数字は求めませんけども、検討がどのように行われているか伺いたいと思います。 
〇議長（海野利比古君）

 須田総務課長。

〇総務課長（須田徹君）

 現状ですね、働いている職員については今、申し上げたとおりなんですけども、これまで議

員おっしゃるとおりですね、指定管理の導入でですね、人件費が削減できた部分がございます。

数字的にですね、いくらということはここで申し上げられませんが、指定管理を導入するとき

はですね、当然ですね、その市民サービスの向上という部分と経費の節減という部分を考えた

上で導入を進めておりますので、経費がですね、削減されているということには間違いはござ

いません。

 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）

 この間、人件費の削減分とそれから委託費の増加分について数字を示した資料というのは提

出して、私の記憶では提出されておりませんので、これらを含めたやっぱり検討が必要だと。

そして何よりもやはり今、職員には総合性が求められる。特に支所の職員というのは総合性が

求められるということでありまして、そういう点では正規の職員が減るということは必ずしも
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これは正しいことではないのではないかと思うわけなんです。

そこでもう１つ、次に地域包括支援センターについて伺いますが、プライバシーの問題とか

いろいろございますけども、この地域包括支援センター、そこまで踏み込まなければならない

業務が任されることになります。あるいはネットワークをつくるということ、これはやはり今

までの例で、よその例で見ても外部委託したところは仲間内の関連したところでの間のネット

ワークはつくるけども、広く信頼を得てやるということはできていないというふうに私はいろ

いろなところを見て認識しているわけです。そういう点からもやはりこの仕事こそ行政が直接

やるべき仕事ではないか、そしてそれに対してさまざまな市民や関係団体、あるいは職種、そ

うしたものに協力していただくと、これが筋ではないかと思いますが改めてそうした方向で再

検討し見直す考えはないか、改めてお伺いします。

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。

 地域包括支援センターにつきましては、笛吹市の高齢者福祉計画ならびに第６期の介護保険

事業計画の検討の中で議論をされ、現時点の３カ所拡充ということが盛り込まれているところ

でございます。この中身につきましては、先ほどご指摘がありましたようにすべての地域包括

支援センターに市単独で保健師や社会福祉士、主任ケアマネを置くことが困難であり、民間事

業者に協力を求めていきたいというふうな記述がされておりますけれども、この前提となりま

すのは地域包括支援センターの設置主体は、議員からもご指摘がありますように市町村でござ

います。包括支援事業について、その実施を適切・公正・中立的に、かつ効率的に実施するこ

とができる法人に委託することができるというふうにされているもので、これに基づきまして、

この２カ所の法人についても委託できる適切な法人であるというふうに考えて委託するもので

ございます。経過も踏まえて現状で外部委託を見直すという考えはございません。

 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）

 市長も地域包括支援センターの設置ということで、これ実質的に機能が、支所の機能も高め

ていくという趣旨の発言をなされております。これをよりよくやっていくためには、やはり市

の組織の一部としてこれをやっていく必要があろうかと思いまして、そのへんも含めて今後検

討をお願いして次の質問に移りたいと思います。

農業委員会についてですけども、地域の農業者の代表機関として意見を取りまとめ、そして

その意見を提出する、これが確実にやれることがなんらかの組織の中で担保されるのかどうな

のか。今、これからの農業というのは非常に大事に、農業政策というのは大事になっておりま

すが、そのへんはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 農業委員会長。

〇農業委員会会長（赤岡勝廣君）

渡辺議員の再質問にお答えいたします。
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 農業者の代表、そして農業者の代表ということで意見を取りまとめ、農業委員会にも位置付

ける必要があるではないかということで、その代表者としての任務を果たすことができるかと

いうことでございますが、旧農業委員会法第６条の所掌事務に規定されています、することが

できるという業務から新たに農業委員会法の第３条で、関係行政機関に対し農業委員会の意見

を提出しなければならない業務ということで規定されました。これは農業委員会がその所掌す

る業務の遂行に通じて得た検地に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する

施策や、これらの施策に関わる農業の問題、幅広く汲み上げた現場の意見が反映されるように

することとされております。そうした中で農業委員会といたしましては、昨年の１２月５日に

平成２９年度笛吹市農業施策に関する意見書を山下市長に提出しました。今後も毎年、意見書

を提出して農業者が安心して営農できる、農業の後継者が希望を持てる農業にするため効果的

で継続性のある支援や農業農地の必要性が市民の皆さまに理解されるような施策の実施と予算

の確保などを要望してまいりたいと思います。

 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。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

今回の法の改正、先ほども申しましたように農地の、国の再編計画、これに従わせる性格と

いうものが非常に強いだけに今おっしゃったような中身について、しっかりと今後も進められ

るようにその規則なりでしっかり決めていただくことをお願いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

特に答弁は入りませんね。

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

以上で終わりますが、もう時間ですね、憲法を守り地方自治をしっかり確立するためによろ

しくお願いします。

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。

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。

次の本会議は週明けの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 ５時２９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。

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 「一般質問」を行います。

今定例会へは１０名から１９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。

それでは順次、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）

おはようございます。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、通告に従い質問をいたします。

最初に移動困難者に対する支援について質問いたします。

山梨県は都会のように電車やバスの交通網が発達しておらず、移動手段として自動車が多く

使われています。しかし高齢者だけでなく山梨へ転勤してきた方、低所得のため車が持てない

方など自動車を使うことができない人もいます。また不慮の事故でケガをして運転ができなく

なり困ったという話を聞くこともあり、誰もが運転できなくなる可能性があります。

 また最近は高齢者が起こした事故のニュースを聞くことが多くなりました。免許証の返納を

する方も増えておりますが、中には免許証がなければ困ると思い運転に不安があっても免許証

を返納できずにいる方もいます。移動手段は買い物や病院、役所などへ行くためだけでなく地

域社会との交流のためにも必要であり、運転できない場合、公共交通を利用することになりま

す。笛吹市で行っているものについて伺います。

 １つ目としてデマンドタクシーの富士見ルート、御坂ルートについて登録状況と利用状況は

どうなっているか。また、年間経費はどのくらいかをお示しください。

 ２つ目として一宮循環バス、境川巡回バス、芦川バスの利用状況、年間経費はどのくらいか

をお示しください。
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３つ目として、現在デマンドタクシーは富士見ルートと御坂ルートの２ルートであり、市営

バスは一宮、境川、芦川地域を走っていますが今後地域を拡大する考えはありますか。

４つ目として、デマンドタクシーはステップが高くシルバーカー利用者や障がいのある方に

とっては乗りづらいとの声がありますが、低床式バスを導入する考えはありますか。

５つ目として、高齢者外出支援助成事業としてタクシー券を配布する事業がありますが対象

となるのはどのような方でしょうか。また対象者の拡大を考えていますでしょうか。

６つ目として、運転免許証自主返納事業の内容をお示しください。返納した次年度以降も支

援が必要と考えますがいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 小澤経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

河野智子議員の一般質問にお答えいたします。

はじめにデマンドタクシーの登録状況、利用状況および年間経費についてですが、本年１月

末現在で登録者数は２，５８７人であり、利用状況については平成２８年度途中ではあります

が４月から１２月末までの延べ利用者数は御坂ルート３，５９０人、富士見ルート２，９７４人

の合計６，５６４人であり、本格運用を開始した平成２４年度から増加傾向にあります。年間

経費につきましては、実績が確定しております２７年度決算額で御坂ルート５６４万８千円、

富士見ルート５４４万１千円、合計１，１０８万９千円の運行委託料を支出しております。

 次に一宮循環バス、境川巡回バス、芦川バスについてですが、平成２８年４月から１２月末

までの延べ利用者数は一宮循環バスが９，９７６人、境川巡回バスが２，０３８人、芦川バス

が６，７９３人という状況です。年間経費につきましては、これらも実績が確定しております

２７年度決算額で一宮循環バスが１，０２１万３千円、境川巡回バスが３９４万６千円、芦川

バスが１，０６６万８千円の運行委託料等を支出しております。

 次に運行地域の拡大についてですが、これまでも交通空白地域の解消、公共交通の確保等の

観点から笛吹市地域公共交通会議において検討・協議をしてきております。

 デマンドタクシーは２７年１０月から石和町川中島、八田地区への延伸、金融機関やなごみ

の湯への乗り入れを開始し、一宮循環バスは２８年４月から地域内の大型商業施設への乗り入

れを始めております。

 また、境川巡回バスは今春オープンの予定であります境川観光交流センターへの乗り入れを

予定しております。

 今後も地域公共交通会議における検討・協議を図りながら、地域のニーズの把握に努め効果

的かつ効率的な運行を検討してまいります。

 次に低床式バスの導入についてですが、低床式バスは床面を低床構造として乗降ステップを

なくし、高齢者や児童にも乗り降りが容易なバス、人にやさしいバスとして路線バスで導入が

進んでいると認識をしております。

 現状のデマンドタクシー運行車両につきましては、乗車定員１０名のジャンボタクシーを基

本とし、バス車両では乗り入れることが難しい狭小な道路でも乗り入れることができ、小回り

がきくということが利点となっており、細やかな乗降場所、停留所の設置が可能であることか

ら、この利点を生かすためにも車両が大型化する低床式バスの導入は現在のところ考えており
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ません。

なお、ご指摘のデマンドタクシーの乗降口の段差が乗りづらいという点につきましては、現

在運行しているデマンドタクシーの事業者において、車内に踏み台等を備え高齢者等からの申

し出があった場合等、必要に応じ臨機応変に乗降のサポートを行っていただいているところで

ございます。

 次に高齢者外出支援助成事業の対象者についてですが、本年度よりスタートいたしました高

齢者外出支援助成事業は社会参加を促すことを目的とし、交通手段の利用が困難な在宅高齢者

にタクシー券を交付するものです。対象者は一人暮らし、または高齢者世帯に属する７５歳以

上の市民税非課税の方となります。１月までの交付実績は１５４人、２，３１８枚となってお

ります。対象者拡大につきましては、今後利用状況等を検証してまいりたいと考えております。

 次に運転免許証自主返納事業についてですが、笛吹市運転免許証自主返納支援事業の内容は

平成２８年４月１日以降、自主的に運転免許証を返納された方に対し、タクシーの回数乗車券

１万５千円分を１人につき１回限り交付するものであります。

この支援事業は、高齢者等の交通事故防止対策の観点から山梨県警察本部で推奨している運

転免許証自主返納制度を本市といたしましても、さらに多くの市民の皆さまに普及促進を図る

施策として本年度から取り組んでいるものであります。したがいまして、本支援事業による返

納者への恒久的な支援につきましては、現段階では考えておりません。

 しかしながら運転免許証の自主返納後、いわゆる交通弱者となった皆さま等に対する公共交

通施策について大変重要なことと捉え、引き続き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）

再質問を行います。

河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

デマンドタクシーについては年々利用者が増えており、市民に浸透してきていると思います。

また一宮循環バスについても年間１万人以上の方が利用し、市民の足として定着しているよう

です。ただ境川巡回バスについては徐々に利用者が減っているようですが、どのような原因が

考えられますようでしょうか。市民バスの周知方法はどのように行っていますか。

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）

 境川巡回バスの利用者が減っているということでございますが、境川巡回バスにつきまして

は、１つは小学生の低学年の、小学校から遠いところのですね、スクールバスの部分もですね、

兼ねているということで、子どもの利用が減ったということが直に数字に出てきているという

わけでございますけども、あとできるだけ今後ですね、境川巡回バスについては、新しく温泉

もできるというようなことで、今回、そこのところルートに４月からですね、組み込むような

形を取っております。そういうことで今後、利用者が伸びてくる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。
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〇３番議員（河野智子君）

 八代町と春日居町にはデマンドタクシーが走っていません。春日居町は中央線が走っており、

スーパーマーケットやコンビニもあり買い物の便がよいところですが、八代町は駅からも遠く

買い物や病院へ行くにも自動車でなければ大変なところです。主要道路には民営のバスや市営

バスが走っていても停留所から離れた場所に家がある方は乗ることができません。デマンドタ

クシーのような小回りのきく車で細い道にも入って行け、市役所や病院に直接行ける方法が必

要ではないでしょうか。

 以前、デマンドタクシーを使ったことがあるという方は病院まで乗っていったが帰りの便の

時間が合わず使わなくなったそうです。また、よく利用する方からも本数を増やしてほしいと

いう要望がありました。甲州市では高齢化率の上昇を見込み交通手段の確保、高齢者の免許証

返納、外出促進を促し医療費の増加を防ぐためにデマンド交通の導入を決め、２００メートル

内を目安に公共施設やごみステーションにバス停を４５４カ所設置しました。運行時間は月曜

日から金曜日の午前８時から午後６時までです。車の台数は５台で利用者が乗りたい時間を予

約することができます。利用者にとってはとても利用しやすい方法が取られていると感じます。

本市でもバス停の増加や路線の拡大など市民の利用しやすいバス運営を検討いただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 小宮山経営企画課長。

〇経営企画課長（小宮山和人君）

お答えいたします。

 まず八代町の部分でございますが現在、自主運営バスということで奈良原から、これは甲斐

市の敷島のところまでですね、運行されているわけです。甲府市の南側を通って、そして甲府

の駅まで行くような形で運行がされているというのが八代町の中での公共交通ということでご

ざいますが、特に北の部分、北区の部分あたりからですね、実際、空白地域というのがあると

いうことでございますので、今後、全体的な見直しの中でですね、そのへんの解消についても

検討してまいりたいというふうに考えております。

 それからあと甲州市の方式はフルデマンド方式といいまして、システムを使いながらですね、

そういうふうな形でやっていると。ただ甲州市につきましては、ほかの民間路線がですね、非

常に少ないという現状もございますので、そういったところでそういう方式を使いながらやっ

ているわけでございます。本市につきましては山梨交通、それから富士急行等もですね、民間

の路線としてあるわけでございますので、できるだけ細かい地域で活用しやすいようなデマン

ド方式をですね、また今後検討していきたいと思います。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

 在宅高齢者の外出支援としてタクシー券を配布していますが、対象者の要件として一人暮ら

し、または６５歳以上の者によってのみ構成される世帯の７５歳以上の高齢者とありますが、

たとえ家族と同居していても家族が仕事で出掛けてしまえば昼間は一人で過ごすという方もお

ります。また申請年度の、前年度の市民税が非課税という要件もありますが、市民税を払って
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いる方の中にも生活が苦しく支援が必要な方もおります。南アルプス市でも同じような事業を

行っておりますが、対象となるのは市内に住民登録をしている今年度７５歳以上の方とあり収

入制限はありません。笛吹市でも対象者の要件を広げていただきたいと思います。また運転免

許証自主返納事業は運転免許証を返納した年のみの支援であり、次年度からは支援が受けられ

ません。次年度以降も支援を受けられれば自主返納する方が増える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。

 ご案内のように高齢者外出支援助成事業につきましては２８年度、本年度から開始をした事

業でございます。今、議員のほうでご紹介いただきましたように対象者につきましては７５歳

以上の一人暮らし、または６５歳以上のみの世帯に属する７５歳以上で市民税の非課税という

ふうにさせていただきました。

対象者につきましては７５歳以上ですと現時点では９，８００人ほどの対象者がございます。

それから独居の方につきましては２，７８０人ほどがいるという中で、初年度どのような対象

者設定をするかということを検討した中で、こういった対象とさせていただいたわけです。現

状では１６０人のほどの登録者が、利用者がいるわけでございますけれども、今年度の現状を

検証しながらまた検討してまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君・・・次の質問、市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 運転免許証の再返納につきましては市民環境部のほうが担当しておりますが、ここはあくま

でも交通安全という趣旨、命を守るというところでこの事業には取り組んでおります。今後、

今から法律も変わりまして７５歳以上になると検査とかして、割かし早めに免許証を返してい

ただくような形にはなっていくと思いますので、ただ、うしろ一歩、背中を押してあげて一歩

前に進める、要するに自ら命を守るということが分かるような形の周知ということで行ってお

りますので、この制度につきましては返したとき１年という形をとっております。

 あとその後については、それ以外の制度とか支援を使えるような形を取っていきたいと思っ

ております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

移動支援については行政だけでなく市民の中でも行われています。近所の方であったり、同

じ趣味を持つ仲間同士で誘い合って送迎したり、知り合いの美容院では前後に予約がなければ

送迎することもあるという話を聞きました。高齢者に対するボランティアを行っている方は運

転中、事故を起こしたときのことを考え送迎は行っていないということでした。ボランティア

の方の保険料を助成する仕組みがあれば、送迎のボランティアを安心して行うことができるの
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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）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 ボランティアの保険としては今年、２８年度から笛吹市民であってボランティア活動を行っ

ている場合はその事業に対して保険を支払える制度にはなっております。ただ個人的に連れて

行ってあげたとかそういうような場合ではなかなかその条件として難しいと思いますが、地域

でそういうような組織をつくっていただいて、その中で市民活動支援課のほうにこういうよう

な制度、こういう登録をしていただければその保険は使えると考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

 あと近くに商店がなく買い物の便が悪い地域については移動販売車という手段もあります。

２月９日付けの山日新聞には、あるスーパーが県内で移動スーパーを展開し山梨市から補助金

を活用する予定とあり、県は本年度から民間事業者が新しい移動スーパーなどを始める場合、

市町村に対して経費の３分の１、上限１００万円を補助しているとの記事が載っていました。

本市ではそのような制度を利用する予定がありますでしょうか。

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県のほうの補助制度もあるということで、うちのほうも関係課がで

すね、集まりまして、これについては検討を始め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）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

今後とも研究をいただき、市民のための施策を実施していただきたいと思います。

では２問目に移ります。

生活保護法第１条にはこの法律は日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が生活に

困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を

保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとあります。

 財産もまともな収入もなく、本当に困ったときに頼るのが生活保護制度であると思います。

人権を尊重し、困っている人に寄り添い親身になって相談を聞くのが行政の仕事ではないでしょ

うか。しかし神奈川県小田原市で生活保護担当職員の不適切な業務が問題になりニュースで取

り上げられるなど、各地で生活保護ケースワーカーや相談員の対応が問題となっています。本

市の生活保護行政において、申請者や受給者の人権を尊重し困った人に心を寄せた対応がなさ

れているでしょうか。人権侵害に当たるような対応はなかったか伺います。
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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）

河野智子議員の一般質問にお答えします。

 生活保護制度は持てる資産や能力など、すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し困

窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助

長する最後のセーフティネットであります。人々の痛みを理解し目配りをする取り組みは行政

に不可欠なものだと考えています。市は生活保護申請・受給者の訴えに耳を傾け、思いに寄り

添った生活保護行政を心がけている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）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

受給者への家庭訪問について伺います。

受給者のプライバシーを保護するためにも細心の注意を払いながら訪問することが大事です

がプライバシー保護の観点からどのような気づかいをしているのか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

生活保護受給者への訪問ですけれども、訪問に対しては月に１回から年に１回の割合で６回

程度、実施をしております。またその対応ですけれども生活、ワーカー、それから受給者のお

気持ちを考えながら、また日程についても事前には日程をお示しができませんけれども日常、

日頃の生活を把握するということで訪問させていただき、日常生活、健康状態などの把握をさ

せていただいております。

 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）

ほかの自治体では訪問者が分からないように車や着る服にも気を使っているそうです。では

女性の受給者に対して男性ワーカーが訪問する場合、どのように対応しているか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

ワーカーは現在７名おりまして、女性ワーカーは１人ですけれども、ワーカーの担当はそれ

ぞれの地域に分かれております。必ずしも女性の受給者さんの対応が女性のワーカーというこ

とは限りませんが、ワーカーとしてそれぞれ心得を持ち、女性ワーカーに対してのきめ細やか

な心でもって対応しております。

以上です。
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すみません、女性受給者に対しての心得を持って対応しております。

 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）

相談を受けたケースでは受給者が具合が悪くて休んでいるのに職員が入ってきて部屋の中を

見られ洗濯物等も見られて嫌な思いをした等の苦情がきています。私が相談を受けた受給者を

例に質問いたします。

Ａさんはうつ病を患い仕事もできなくなって困窮し、平成２７年９月１０日付けで生活保護

開始となりました。保護開始後、本人が知らないお母さんが娘の医療保険のためにかけていた

Ａさん名義の簡保生命があり、解約返礼金額は約３５万円となることが判明しました。

Ａさんは簡保生命の加入を知らず、母親が保険料を支払い管理していたことから実態は母親

の持ち物と認識しており、返戻金を母親に返還しました。母親も自分のものと思っており、一

部を消費しました。

市は２７年１１月１６日付けで返戻金に関して支給済み額に相当する２４万７，１４１円を

納付書による納付、残りの１０万２，１７０円を収入充当し、１２月の保護費から一括して差

し引き１２月分の支給額を１万１，３９０円とすることを決定しました。

Ａさんは１万１，３９０円では生活できないため分納にしてほしいと訴えたが認められず、

Ｓ市のキリスト協会に保護を求め食事を得ていました。

１２月１１日、市は１２月の１０万２，１７０円の収入充当を削除し、１００分の４０以下

の課徴金を伴う法第７８条適用に切り替えました。その後、指導に従わないこと、虚偽の申告

をしたとの理由により平成２８年１２月２７日付けで生活保護廃止となりました。

そこで伺います。

 １１月１６日、Ａさんの実情を知りながら２７年１２月支給額について１０万２，１７０円

を一括収入充当し、保護額１万１，３９０円に決定したこと、１万１，３９０円では健康で文

化的な最低限度の生活が不可能ではないでしょうか。また２８年１２月２７日の不当な保護廃

止も含め受給者の命が守れないことをどう判断するのでしょうか、お答えください。

〇議長（海野利比古君）

 杉原福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

困難事例につきましてはその都度、ケース会議を開きまして福祉事務所長、それから課長、

担当ワーカー、そして指導員を踏まえて対応をしているところです。また個別のケースにつき

ましてはここではお答えできませんけれども、一般的にはケース会議を開き困難事例、対応し

ながら、また解決できない場合には県の指導を仰ぎながら対応しているところです。

 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）

１１月２６日に分納にできないかとの申し出に対して原則一括になるが上司と相談し、追っ
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て連絡するとしていますが、分納についてどのように決定、連絡したのかお答えください。

〇議長（海野利比古君）

 杉原福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

個別のケースですので一般的なお答えになりますけれども、それぞれ受給者さん、それから

担当ワーカー、指導員、課長、そして福祉事務所長を踏まえ困難事例はそれぞれを対応して、

もちろん受給者さんのお声は聞きながら、受給者さんのお気持ちに沿って対応しているところ

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）

１２月１１日の法第７８条の適用は不実の申請、その他不正な手段により保護を受けた場合

とされていますが何を不実の申請、その他、不正な手段と認定したのでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

一般的なお答えになりますけれども、生命保険の場合になりますが早期の自立が可能な場合

や学資保険、あるいは契約返戻金が少額の場合は保有を認める場合もございます。また保護費

の医療扶助を除きまして最低生活費のおおむね３カ月程度以下を目安として、こちらのほうは

決定しております。また貯蓄性の高い生命保険につきましては、保護費で資産をつくるという

ことになりますので解約の対象となっております。

 一般的なお答えになりますが以上です。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

Ａさんは保険料の支払者は母であり、実態的にこの返戻金は母のものだと主張しているので

あり、また納得いかずとも分割返納を申し入れておりました。ここにはなんら不正や虚偽はな

いと思いますがいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

 一般的なお答えになりますが、受給者さんのお気持ちはワーカー、それから査察指導員、課

長、福祉事務所長も踏まえ検討し、受給者さんのお気持ちに沿って対応しております。

 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）

憲法はすべての国民に健康で文化的な生活を営む権利を認め保障するものであり、職員への
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人権教育をどのようにしていくか答弁を求めます。

 （「議長、ちょっと休憩。」の声）

〇議長（海野利比古君）

暫時休憩とします。

休憩  午前１０時３５分

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

再開  午前１１時１４分

〇議長（海野利比古君）

それでは再開いたします。

それでは続きをどうぞ。

もうちょっと大きな声でお願いいたします。

〇３番議員（河野智子君）

憲法はすべての国民に健康で文化的な生活を営む権利を認め保障するものであり、職員への

人権教育をどのようにしていくか答弁を求めます。

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。

われわれ職員はですね、条例に基づきまして憲法を遵守することを宣誓して入職しておりま

す。ですので公務員は当然、全体の奉仕者としてですね、基本的な人権を尊重するということ

は当然のことであると考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

よろしいですか。

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

日ごろの教育についてはどのように行っているかを示してください。

〇議長（海野利比古君）

 総務課長。

〇総務課長（須田徹君）

これはですね、憲法のことですので当然われわれ公務員だけじゃなくて広く一般的にも基本

的な人権をですね、尊重していくということは当然のことであります。職員の中でこういった

教育をですね、具体的にやっているということはないんですけども、それぞれの業務の中でそ

のへんの人権を尊重したことを基本として業務に当たっているというところでございます。

 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）

憲法を遵守し、人権を守る立場で保護行政を行うことを求め答弁を終わります。
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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。

河野議員の質問に対する関連質問ございますか。

渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

２問目に関し関連質問を行います。

 はじめに生活保護の仕事は憲法と生活保護法実現の仕事であり、生活困窮者に生きる術を提

供し生きる希望を提供する。そして受給者からは信頼され感謝されるという、本当にやりがい

のある仕事だと思います。

一方、人権尊重を基本にしつつ個人のプライバシーにも立ち入り不正受給を許さないという

極めて難しい対応と判断力が求められる仕事であります。まずご苦労さま、そして頑張ってく

ださいと申し上げたいと思います。

さて保護を受けたばかりのケースですね、誤って生活保護の医療扶助でなく国保証を間違っ

て使ってしまったと。そして同じ月に、保護開始と同じ月にそれを間違って使ってしまったと。

そしてこのことについてケースワーカーは国保への返納について、生活保護では対応できない

と言ったわけですけども、大変そのお金で困っている人もいます。更正手続き、国保から生活

保護への受診の金額の更正手続きは本当にできないのかどうなのか伺います。

〇議長（海野利比古君）

質問の意味は伝わりましたか。質問の趣旨は大丈夫ですか。

 杉原福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えをいたします。

国民健康保険に入っていた方が生活保護受給になりますと、その生活保護受給申請日より受

給となります。そのため遡って生活保護を受給すると生活保護の医療費の扶助になりますので

国民健康保険はその時点で終了となります。それについては担当ケースワーカー、それから査

察指導員、また国民健康保険の担当と連携を取りながら対応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）

実際は対応できるにもかかわらず、これは生活保護のほうでは対応できませんよという対応

だったということだと思います。

次に保護廃止を決めた理由、どういう理由で保護廃止ということは決められたのでしょうか、

伺います。

〇議長（海野利比古君）

 杉原福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

生活保護が打ち切られる場合はいくつかありますけれども、特にですね、保護の実施や決定

のために必要な資産、あるいは収入、健康状態の調査を拒否した場合など、また規定によりま



 １０９ 

す報告などをせずに虚偽の報告をした場合、また福祉事務所の指導に従わなかった場合、不正

に受給があった場合、保護を必要としなくなった場合など、また住所等が管内になくなった場

合など保護を打ち切る場合がございますが、これにつきましても保護の変更、また停止、廃止

による場合には被保護者に対して法律の６２条の４項に該当します弁明の機会を設けておりま

す。またその弁明の機会におきまして、受給者さんには説明をし行っているところです。また

保護の廃止等の決定につきましてはケースワーカー、それから査察指導員、課長、福祉事務所

所長を踏まえた会議を行い、福祉事務所として決定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） 
 私がいくつかのケースについて知っているところによりますと家を留守にしたケース、こう

いうものについていろいろ咎められた、そして指示に従わなかったということがあります。そ

してその中身を見てみますと非常に低い、先ほどの１万いくらというような保護費でとても暮

らしていけないということで、ほかのところに救いを求めていったと。例えば教会に保護を求

めたというようなケースで、これはまったく自己防衛のためのやむを得ない行為で、これらを

指導に従わなかったと、こういうように言うことはできないと思いますが、こうしたケースに

ついてはどういうふうに考えますか。 
〇議長（海野利比古君） 

 杉原福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（杉原清美君） 

 お答えをいたします。 
 受給者に対しては担当ワーカー、それから査察指導員、課長、福祉事務所長を含め弁明等の

機会により説明は再三行っております。生活保護に対しては受給者の皆さまに耳を傾けて寄り

添って生活保護行政をこれからも行っていきたいと考えております。また福祉事務所長として

もこれからも指導監督に努めてまいります。 
 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） 
 先ほど言いましたように人権問題、非常に微妙なところがありまして、これしっかり人権教

育を行うこと、それから人権に関わる苦情があった場合にどうするかということについて伺い

たいと思います。 
〇議長（海野利比古君） 

 どちらで。 
 渡辺議員、質問の趣旨がよく伝わらないようなんですが、もう一度お願いします。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 人権に関わる苦情があった場合など、所長や人権問題に詳しい専門家、必要に応じて当事者

を含めたケース検討を行って人権意識を高めていく、そういうことが人権に関する共通な認識

を持つために必要だと思いますが、この点についていかがお考えでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

生活保護に関してですけれども、苦情等来た場合には事実関係は確認して対応しております。

またそれぞれのケース、困難事例等ありますのでその都度ケースワーカー、査察指導員、課長、

福祉事務所長を含めケース検討会議を行いながら、受給者さんに耳を傾けるという心を持ち対

応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）

次に伺います。

生活保護は法定受託事務か自治事務か、財源は何か伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

生活保護に関しては法定受託事務になります。財源は国、県の補助となります。

 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）

法定受託事務で財源は国の交付金と地方交付税になっているということであります。法が委

託していることはすべての国民の最低限度の生活を保障すること、自立を助長することであり

ます。ＰＤＣＡサイクルが強調されておりますが、生活援護行政ではどのような目標を設定し

ているか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

 生活保護受給者に対してですが、申請者とか受給者の訴えに耳を傾け思いに寄り添った生活

保護行政を心がけております。また福祉事務所長として今後も指導・監督に努めてまいります。

 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）

私は生活保護に関しては第一に漏救を減らす、捕捉率を高めること、そして自立の促進、併

せて不正受給の防止を目標にＰＤＣＡサイクルの目標にすべきではないかと思いますが、どの

ようにお考えでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

福祉事務所長。



１１１ 

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

 先ほど議員さんがおっしゃったとおりですので今後とも指導・監督、それから連携を取りな

がら対応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。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

非常に苦情等があるわけなんですが、次にケース記録など個人情報ファイルの事実の訂正な

ど名誉回復の申し入れにはどのように対処するか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

お答えいたします。

ケース記録ですけれども、受給者さんとケースワーカーとのやりとり、その訪問したときの

記録等を書いているものですけれども、ケースワーカーの記録となります。それに基づいて受

給等、変更等ある場合には対応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）

 個人情報の保護条例との関係で聞いていますのでお願いします。総務。

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。

 議員のご質問がですね、個人情報保護条例に基づく個人情報の開示といった部分のことでしょ

うか。これは個人情報保護条例、ご存じのようにそれぞれ個人の情報ですので個人に対して、

請求に基づいてですね、開示をするというものなんですけども、その内容がですね、ケース・

バイ・ケースでその開示することによってその事務事業の性質上はですね、その事業の適正な

執行に支障を及ぼすというような恐れがあるような場合は開示しないケースもあるとこういう

ことで、今おっしゃった訂正という意味がちょっと私のほうには何を指しているのかちょっと

理解できなかったんですが、個人情報ですのでケース・バイ・ケースで対応を考えていくとい

うところです。

 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）

 事実に異なるような場合について、開示したのちにこれを削除するとか訂正しようというこ

とが要請できるかどうかということを聞いているんです。
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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。

それはですね、個人情報保護条例に基づいて開示したものをご覧いただいて、それに対する

ご意見ですので、それは受け止めた上で検討するということになると思います。個別で違って

くると思います。

 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）

最後に市民の生活と人権を守る生活保護行政を求めるとともに、再申請に速やかに応じるこ

とを求めますがいかがでしょうか、伺います。

〇議長（海野利比古君）

 福祉事務所長。

〇福祉事務所所長（杉原清美君）

 生活保護に関して廃止になった場合でも再申請の受け付けをさせていただきますので、うち

のほうにお出でいただければと思います。

 以上です。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 以上で質問を終わります。

〇議長（海野利比古君）

以上、関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

５番、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、通告に従い質問いたします。

山下市政３カ月が経ちました。市民ファーストを基本理念としてこれからのまちづくりにつ

いて市民と直接に意見交換をする場、まちづくり座談会を２月２３日にスコレー、２４日に一

宮ももの里で開催され私も参加する中で、これからの時代を担う若者たちから期待をする意見

と要望がたくさん出され、市長の力強い答弁に市民ファースト理念が伝わったことと思います。

 どうか若者たちの熱きあの声をいつまでも胸に秘め、長期的将来を見据え市民の声、議会の

声を、耳を傾けていただき行政運営を期待するところでございます。

 それでは現在、若い人たちが苦慮しております消防団員の入部サポート問題について質問を

いたします。

 本市消防団におかれましては、地域住民の生命と財産を守り昼夜にわたり防火、防犯、水防

にご尽力いただき伝統ある組織の中で各地域に貢献していただき、心から敬意を表し感謝を申

し上げるところでございます。

昨今の全国的少子高齢化社会の中、各自治体では地域を守る消防団員の確保に困難になり、



１１３ 

企業との提携も視野に試行錯誤されていると聞きます。本市において消防団役員から、ここ数

年団員の確保ができないと聞く中で早急に対策を講じるべきと考えますが、以下４点お伺いい

たします。

１点目といたしまして、本市消防団員の定数に対する団員の状況についてお伺いいたします。

 本市では７分団８５部（うち女性部１部）、１，７５３名が団員の定数となっておりますが現

在の団員数の状況をお伺いいたします。

２点目といたしまして、消防団員の確保および入部状況についてお伺いいたします。

各分団において、定数確保について毎年退部団員に合わせて新入団員確保に努力しておりま

すが新入団員の確保状況をお伺いいたします。

３点目、消防団員サポート事業についてお伺いいたします。

 県では、消防団員や家族が飲食店などで特典を受けられる消防団員サポート事業の取り組み

を始めました。現在、県内１０市町村が実施していますが個別での取り組みのためにこの特典

が受けられるのがそれぞれの市町村内に限られています。団員の利便性を高めるために自治体

の枠を超えた事業の広域化を検討した結果、県ではスーパーやホームセンターなど県内で店舗

展開する企業に対し協力を求めていく方針としております。団員確保も含めてサポート事業の

導入について市の見解を伺います。

４点目といたしまして、防災教育と消防団の役割の啓発についてお伺いいたします。

 消防団活動を理解し共助の大切さを育む防災教育、消防団の役割の啓発を事業として取り組

むことが将来的な団員確保に寄与するものと考えますが、お伺いいたします。

 以上４点お伺いします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

答弁を、総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

神澤敏美議員の一般質問にお答えをいたします。

 はじめに団員数の状況についてですが現在、定数１，７５３名に対し現在の団員数は１，７１３名

となっており９７．７％の充足率となっております。このうち新年度から導入いたしました機

能別消防団員は３２名で、女性消防団員がうち７名となっております。

次に新入団員の確保状況についてですが、新入団員の確保については退団部員と同数の新入

団員を確保できておりますが定数には達しておりません。今後、消防団・行政区とも連携・協

力し消防団員確保に努めてまいります。

 また平成２９年度は包括連携協定を締結している県内大学と協力をし、学生防災サポーター

を新しく機能別消防団員として任命し、若者の消防団への理解を深めるとともに災害に備えた

体制づくりを行ってまいります。

 次に消防団員サポート事業についてですが笛吹市では現在、消防団サポート事業は実施して

おりませんが、平成２９年度から事業所を募集し山梨県のサポート事業と連携を図り、より有

効性のあるサポート事業を展開してまいります。

 次に防災教育と消防団の役割の啓発についてですが、児童生徒への防災教育については小学

校への防災講座や小中学校での防災訓練を通じ、災害の知識と防災の教育を行っております。

消防団の役割の啓発については、行政区の役員の皆さまには防災訓練の説明会や防災リーダー
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研修会などで、災害時の消防団の役割の重要性について説明を行っております。

今後は高校生・大学生への防災教育と消防団活動の啓発を行い、地域は自分たちで守るとい

う共助の精神を育んで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）

再質問を行います。

 神澤敏美君。

〇５番議員（神澤敏美君）

再質問をいたします。いろいろと答弁ありがとうございます。

２９年度から取り入れる消防団員サポート事業においてですね、消防団員が消防、防災、業

務に必要なＡＴ車限定解除、それから中型自動車免許の取得に関わる経費の一部が助成すると

しております。要望に応じての対応とのことと思いますが、団員が緊急時に職場から車での出

動が数多く見られ笛吹市独自のですね、燃料、経費の一部助成も考えられますが、ＪＡを含み

ガソリンスタンドとの提携も考えていっていただきたいと思いますが、お伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 消防団員の免許の取得、また職場から出動する場合の燃料費等の関係でございますけども平

成１９年の６月に改正されました道交法により、普通免許で運転できる車両が総重量５トン未

満の車両となりまして、消防団の車両のうち水槽付きポンプ車は普通免許では運転できなくなっ

たということでございます。またオートマ限定免許の消防団も多いということからマニュアル

の消防車を運転できない状況がありますので、免許取得の助成制度を現在実施しているという

ことでございます。

また職場からの燃料費の助成ということでございますが、こちらについては団員ごとに勤務

地や休日などの勤務体系が異なっているということで、助成方法を決定していくということが

ちょっと難しいかなというふうに思っております。今後の研究課題とさせていただきます。

それからガソリンスタンドとの連携という部分についてですが、こちらについては消防団の

サポート事業の中でスタンドと事業所にも協力をいただけるように働きかけてまいりたいとい

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）

 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。特に答弁いただきました消防団員のガソリンスタンド関係、車の燃

料費なんですけども、今の現状ではすぐに補助というシステムは難しいと思いますけども、各

部の、団のですね、各部の中へそういった、含んだ多少の出動に対する燃料費の増加を含む中

でもって予算をですね、少しずつ盛っていただけたら対応ができるかと思いますけども、その

点はいかがでございますか。

〇議長（海野利比古君）

雨宮総務部長。
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〇総務部長（雨宮寿男君）

 サポート事業を来年度以降展開していく中で各他の自治体とも様子を見まして、また研究さ

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）

 神澤敏美君。

〇５番議員（神澤敏美君）

ぜひですね、若者たちが一生懸命地域の財産と生命を守って活動するときに、できるだけ活

動できやすい状況をつくっていただきたいと思います。

２点目ですね、学生防災サポート制度を新設して大規模災害に避難所等で活動を行う団員と

して認証を行うとしています。防災の啓発推進に非常に魅力ある事業で評価しますが、高校生

以上が対象になるかと思います。市外通学もある中で高校生の対応を、また大学生の、県内外

の大学生も視野に入れているのか、お伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

学生防災サポーターの関係についてでございますが、お答えをいたします。

 学生サポーターについては２９年、当面でございますが包括協定を締結している県内大学と

の協力ということで学生サポーター、防災サポーターを機能別消防団として任命をしていきた

いということでございます。

高校生の部分については、現状ではそういったサポーターの中に検討はしてございませんけ

ども、学校の防災講座ですとか防災訓練を通じまして、まず自分の命を守るということ、それ

から隣り近所との救護活動や避難行動、そういったものの重要性をしっかりと学んでいただき

たいということで協力を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）

 神澤敏美君。

〇５番議員（神澤敏美君）

特に学生の場合はですね、笛吹市からは市外のほうへ通勤している方が非常に多いと。よく

学校とですね、特に笛吹高校は特に連携を強くして、この事業を前に前に進めていただきたい

と思います。

３点目といたしまして本市に女性の消防団支部があります。７名という答弁がありましたけ

ども、今この女性団員のですね、構成と業務の内容はどんな業務をしているのかお伺いします。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えをいたします。

女性消防隊については平成２８年４月１日に任命をしたということで、５名ですね、５名の

消防団員を任命をいたしました。一応、構成については２８年度は全員が市役所の職員、新採

用職員ということになっております。
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 現状のですね、活動内容でございますけども、火事の現場とかそういったところへは直接行

くわけではないんでございますけども、防火パレードですとか防犯パトロール等への参加、ま

た市民まつりにおける防災コーナーの案内とか実演、それから消防団出初め式の司会進行等の

役割を行っていただいております。そういった中で防災・防犯意識の普及活動等について活動

を行っていただいているというような状況でございます。

 以上でございます。

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。女性団員が今、７名の中でですね、これから今、職員、自治体の方

たちが多いと、全員ということですけども、一般のほうへですね、これからいろいろと要望し

ていくという方向付けは計画性があるのかどうか、お伺いします。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 女性消防隊について現状では市役所職員だけで構成をしておりますけども、将来的には一般

の中にも広く声をかけ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）

 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。ぜひ消防団員に対しましてですね、地域そして住民全体でサポート

するような仕組みづくりも中に入れながらですね、進めていただきたいと思います。団員の人

員数が１，７１４名。うちお勤めの方たちが１，３７４名。８０％が職場からの消防サポーター

制度を、職場からの団員が多いです。消防団サポート制度を市民にですね、周知し団員入部の

促進をお図り願いたい、常にお願いいたしまして私の一般質問を閉じます。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。

関連質問ございますか。

８番、岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

神澤議員の消防団に関する関連質問をさせていただきます。

先ほど部長の答弁の中で機能別隊員が３７名、うち女性が７名ですか、女性隊員と言います

か、という答弁がありましたけれども、そのほかの３７名のどの隊にどのくらい機能別隊員が

いるのか、ちょっと詳しい隊員数が分かりましたらお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

関連質問にお答えをいたします。
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機能別の団員のそれぞれの人数について、すみません、今ちょっと私のほう手元に資料がな

いわけでございますけども、女性消防隊のほかに、いわゆる機能別といわれる部分については

排水機隊、それからラッパ隊、それから御坂の消防団のＯＢで組織する後備隊等の組織がござ

います。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 岩沢議員。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 そういう機能別の隊員についてはたぶん退団した方々が、また地域の防災あるいは消防活動

に協力するという意味で入っていると思います。またラッパ隊員の中にもそういう人たちがい

ます。ラッパ隊も急に入ってラッパが吹けるようになるにはやっぱり１年から２年、私も入り

ましたけれども、やはり入った当時はですね、畑で自分で練習しなければというようなつもり

でやったんで、やはり１年以上これ、ただ吹いているだけじゃいっさら音が出ない。そういう

ことになって、やはりラッパ隊員というのはいろんな行事へ出るわけですけれども、これは機

能別隊員でいずれは構成するほうがいいじゃないかと。退団した人たちをもう一度やってもらっ

て、そういう方向をつくっていくほうが団員との兼務の中では私はいいと思いますけれども市

のお考えはどうですか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えをいたします。

 現在、一般団員と兼務されてラッパ隊に所属されている方とラッパ隊だけのそういった機能

別団員という形で入っておられる方がいると思うんですけども、岩沢議員が言っていますよう

にこれから消防団の団員を確保していく中で、そういった機能別だけに特化した団員の確保と

いったことも今後、十分検討していく中でですね、総体的な団員の確保をしていく必要がある

と思います。ラッパ隊員だけ、いわゆる一般団員と兼務をしないラッパ隊、そういったものも

今後は方向性としては出てくるというふうに思っております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 岩沢君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

今後も前向きに検討していただいて、消防団員の確保にまたつなげていっていただきたいと

思います。関連質問を終わります。

〇議長（海野利比古君）

以上で関連質問を終わります。

暫時休憩といたします。

なお、再開は午後１時でございます。よろしゅうございますか。再開は午後１時です。

休憩に入ります。
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休憩  午前１１時５１分

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

再開  午後 １時００分

〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

一般質問を続けます。

７番、神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

 笛新会の神宮司正人です。許可をいただきましたので通告に基づきまして質問をさせていた

だきます。

 まず市長、先日、代表質問の終わったあと、２回目の座談会というふうなところに私も参加

させていただきました。先ほど午前中の部で私どもの会派の神澤議員のほうからも話がありま

したとおり、私も拝見、拝聴させていただきまして非常に市長、真摯にスピーディに市民ファー

ストというふうな形の中でのご答弁、また対応、非常に参加されたおおぜいの市民の皆さま方

もその熱意をですね、十分に聞いていただいてあったというふうに私も解釈しまして私も感激

しました。

 それで市民のためにですね、市長は市民ファーストを掲げさせていただいておりますが、私

も市民目線というふうな形の中で、同じように市民の声を市政のほうに届けたいというふうな

思いの中でお互いにしっかりこれから議論ができればというふうに思っていますので、これか

らもよろしくお願いいたします。

まず市税、公共料金との公平負担を問うというふうなことで私、１問目質問させていただき

ますが、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと。日本国憲法第３０条、納税の

義務で決められております。私たち市民も等しく国税・地方税を支払う義務を負うことになっ

ています。市税の公平負担を考えるとき、あらゆる税等が本市においてどのようになっている

のか、市の考え、取り組みをお聞かせ願います。

以下、質問をいたしますがこの問題は過去にたびたびわれわれ笛新会の同僚議員や他会派か

らも質問されてきたところですが、改めて直近の状況をお聞きいたし実行側と市民、双方が共

通の認識をもう一度共有したいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

まず１点目、固定資産税の滞納状況と滞納額はどのくらいあるのか伺います。

２点目、公共下水道の普及率・加入率と併せ今後の計画はどのようにしていくのか。また未

納・滞納の状況がいかがなっているのかお聞きいたします。

３点目といたしまして、水道料の未収率と未収金・滞納金はどのくらいあるのかお伺いをい

たします。

４点目、入湯税について税の納入率と未収金・滞納の状況をお伺いいたします。

５点目、これは給食費の滞納状況ですがその状況、滞納額、そのへんをお伺いしたいと思い

ます。

６つ目、予定している都市計画税の課税はどのくらいの額と試算しているのか改めてお伺い

をしたいと思います。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。
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 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。

 はじめに固定資産税の滞納状況と滞納額についてですが、固定資産税の滞納の割合はという

ことで以下、２番から５番までの質問に対して滞納の割合、また未収金の割合というふうなこ

とで答えさせていただきます。滞納の割合は平成２７年度決算において現年度分が４．７％、

過年度分が８３．９％であり、全体では１９．９％となっています。２６年度決算と比較して

０．２ポイント上昇をしているところでございます。これについては市内の大型事業所が倒産

したことに起因するものでございます。また平成２８年度への滞納繰越額は７億８，４００万

円となっておりますが、滞納整理の推進により毎年着実に減少をしてきているところでござい

ます。

次に公共下水道事業の普及率・加入率と今後の計画、滞納状況についてですが、普及率は平

成２８年３月３１日現在６３．２％で水洗化率は本年１月末現在で８７．２％となっておりま

す。

 現在、都市計画決定をした計画区域３，２９９ヘクタールのうち、国の認可を受けた区域を

順次施工しており、２７年度末で２，０１２ヘクタールが整備済みとなっております。現在の

計画は平成３２年度が目標年度となっており、３０年度から県および峡東流域下水道を構成す

る各市と協議をする中で一部見直しに取り組む予定であります。

 また、下水道使用料の滞納状況につきましては、２７年度決算における未収金の割合は現年

分が７．６％、過年度分が６３．０％であり、全体では１０．９％となっています。２６年度

決算と比較し２．１ポイント減少したところであります。また、２８年度への滞納繰越額は現

年分が４，４００万円、過年分が２，１００万円であり、全体では６，５００万円となってお

り過年分の収納率が向上いたしました。

 次に水道料の未収率と未収金・滞納金についてですが、水道料の未収金の割合は２７年度決

算において現年分が４．１％、過年分が７０．４％であり、全体では１２．６％となっており

ます。２６年度決算と比較し１．３ポイント減少をしたところでございます。

 また２８年度への未収金の繰越額は現年分が４，３００万円、過年分が９，８００万円であ

り、全体では１億４千万円となっております。水道料の未収金につきましては、滞納整理の推

進により毎年減少をしております。

 入湯税の納入率と未収金・滞納の状況についてですが、入湯税の滞納の割合については２７年

度決算において現年度分が５．０％、過年分が５６．４％であり、全体では１５．３％となっ

ております。２６年度決算と比較し７．１ポイント減少したところであります。

 また２８年度への滞納繰越額は２，３００万円となっております。入湯税につきましても滞

納整理の推進により滞納額は減少傾向にあります。

 次に給食費の滞納状況についてですが、２８年４月１日現在で滞納件数３１件、滞納額９２万

６千円となっております。滞納の割合は０．２８％で前年度に比べ０．０２ポイント減少して

おります。

 次に都市計画税の課税額の試算についてですが、都市計画税の税額は固定資産税の評価額を

基準に課税標準額を算定し税率を乗じるものです。

２８年度の価格で、土地については住宅用地に対する課税標準の特例を適用したのちの課税
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標準額に税率０．２％を乗じて税額を試算しますと、土地家屋合計で約５億６千万円となる予

定です。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

しっかりと再確認をさせていただきましたが非常に大きな額の未収、滞納があるというふう

に改めて解釈させてもらったところです。

それでは未収金滞納金の回収率、これは県下で本市はどのような順位といいますか、なって

おられるんでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

再質問にお答えします。

市税の収納率については、全体で県下で最下位というふうになっております。

以上でございます。

すみません、固定資産税の収納率が最下位ということです。市税全体では最下位ではござい

ません。訂正いたします。

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）

 残念なところですが私の調べたところでもそうなっています。９６．４％くらいな、最近の

データではそんなふうになっていますが、これは県下で一番最低であると。県下といいますか、

同じくらいの市町村。これ２％ほど回収率を上げたらどのくらいの、今現在の大体毎年毎年ど

のくらい滞納、あるいは未収が出てきているのか。それと比べて２％、もし上げたらとしたら

ですよ、どのくらいになるのかお答えいただけますか。

〇議長（海野利比古君）

今、準備をしていますからちょっとお待ちください。

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

２％上がったらということですね。２７年度決算の収入済額から計算いたしますと１億６千

万円ほどになろうかというふうに思います。

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）

１．６億円くらい上がるというふうな、大体のところで結構ですが、今現在ですね、毎年毎

年滞納の未収、そういうものがどのくらい毎年出てくるのか。おおよそで結構ですから。

〇議長（海野利比古君）

雨宮総務部長。
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〇総務部長（雨宮寿男君）

毎年毎年、その未収がどのくらい出てくるってどういうふうに答えたらいいか、ちょっと確

認です。

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）

先ほどですね、一番最初に質問したようないろんな税、あるいは料金、そういうもののこと

です。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 毎年毎年のその収納率ということでよろしいですか。滞納の額が毎年どのくらい出ているか

と。市税で言いますとですね、２７年度がですね、約１０億円。２６年度が１２億円。２５年

度が１３億円。２４年度がやはり１３億円。２３年度が１８億円と。過去５年ではそのような

額になっています。あと水道料金と給食費の関係についてはそれぞれ、もしあれじゃあ担当課

長のほう、部長のほうで。

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）

公営企業部の水道、下水道料の滞納金額についてお答えいたします。

 ２６年度でありますが３，８００万円。２５年度８，３００万円。２４年度８，９００万円。

２３年度が１億円が現年度過年度分です。

また水道料につきましては２６年度が１億５，５００万円。２５年度が１億９千万円。２４年

度が２億２，４００万円。２３年度が２億２，８００万円となっております。

 以上、お答えいたします。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

給食費の滞納状況についてお答えいたします。

２７年度は先ほど答弁の中でお答えしましたように９２万６千円。２６年度が１４８万４千

円。２５年度が１９１万２千円。２４年度が１３０万円。２３年度が３５４万６千円と年々減っ

てい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）

 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。率直な数字が出てきたんですが、ものすごい金額ですよね。非常に

これは大変な額。

 先ほどの総務部長のほう、２％収納率を上げていけば１億６千万円というふうな話ですけど

も、今の数字を聞きますとですね、もっともっと上がってくるというふうに思っています。
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 そこでもってですね、今、滞納金の整理をしているんで、確実に少しずつは上がっているよ

というふうな中ですが、私の調べたところでおりますと南アルプス市、同じ規模のところとちょっ

と比較させてもらっていますが、南アルプス市ではこれ３年ほど前のデータなんですが９８．

１％の収納率ですよね。甲斐市、これにおいても９８％ほどの収納率があります。本市がです

ね、できるだけ今、徴収要員を雇ってやっているというふうな話の中ですけども、これでもっ

て少しずつ上がってきた。ところがまだまだ大変な、収納率を上げれば、払ってさえいただけ

れば大変な金額が税として出てくると、財源として出てくるというふうに私は考えています。

今、収納率を上げるための人員、これはどんなふうにして今までと専門の人を雇っているの

か、そのへんのことを教えていただけますか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えいたします。

現在、収税課の職員、収納担当の職員がですね、７名で対応しているというような状況です。

そのほかにですね、臨時職員、専門のそういった徴収員等を雇って対応をしてきているところ

でございますけども、実際に本市の滞納者が非常に多いということで１人当たりが抱えている

滞納者の数というのは他市に比べると多いんじゃないかというふうに感じております。

 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）

ありがとうございます。お金を回収するためにいろんな方にお願いして取っているという、

その人件費もかかってきますから大変な努力だとは思うんですけども、なかなか実績としては

あがってこないというふうに私は捉えています。これはですね、滞納の状況、あるいは未納の

状況は各旧町村別で出せますでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

市税の収納システムでは現状では町村別では出せないというような状況になっています。実

際、滞納の整理の場合に対個人ということでやっていますので、旧町村別に、地域ごとに分け

るという必要なはいという観点で、現状ではシステムのほうはそのようになっているというよ

うな状況でございます。

 以上でございます。

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）

 これはですね、今回の議案で市長のほうから出されています都市計画税を１年延長し、また

市民にしっかり説明するとしながらというふうなお話をこの前も聞かせていただきました。こ

れは課税をする方向で１年延長するというふうに、私どもの代表質問の保坂議員のときもお答

えになったような気がしますが、もう一度確認させていただけますか。
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〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 そのときの部分の中でそういうお答えをしているふうに取られているのかどうかちょっと分

かりませんけれど、私の基本的な考え方とすると、要するに課税するか、課税しないかという

ことはですね、この１年間、市民の皆さまにいろいろな理解を求めながらですね、また議会も

同じでございますけれども、多くの皆さまに幅広く、そして深くご議論いただいた中で最終的

に決めたいということでございますから、まったくいわゆる前のめりだとかですね、後退だと

かそういうことはなく、まったくフラットな状態でこれから１年間議論させていただこうかな

というふうに思っておりますけど。

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）

 今の市長のお答えを聞いて僕ものすごくほっとした部分もあるんですけども、そんなふうに

課税をする方向で市民に説明をするというふうな、僕も間違った認識をしていました。ぜひで

すね、そういう市長のほうもこの前のああいう座談会ですけども、座談会の小さなコミュニティ

のほうまで私は足を運びます、あるいは市長室にいつでも来てください、そんなふうに市長も

おっしゃっていましたから、ぜひそういう姿勢でですね、市民の皆さん方の意見、考え方、こ

の税に関してもですね、ぜひ耳を傾けてほしいなというふうに思います。ありがとうございま

す。

そんなあれで都市計画税の見込み額が先ほど出していただきましたが、これ先ほどのですね、

収納率をどんどん上げたりですね、払うべきところが払ってさえくれれば都市計画税、手を入

れる必要はないというふうに私は考えています。そのへんはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

お答えをいたします。

 たしかに都市計画税の５億６千万円という数字は、非常に貴重な財源だというふうには考え

ています。現状では下水道事業に充てている分が非常に多いということでございます。その下

水道事業へ一般会計から繰り出しをしないようになるためには、かなりの料金の見直しとかそ

ういったものが必要になってくるんではないかなというように思っておりますので、あくまで

も都市計画税はそういったものに充てていく一つとして、考えてはいかなければならないかな

というふうには思っております。

 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）

 そういう考え方もあるというふうなことなんでしょうけども、要望したいんですが、先ほど

のお話の中でもってぜひコンピューターのシステムがそういうふうになっていないけども、旧

町村別のデータ、これ私もこれから活動をしていくのにですね、非常に出してほしいというふ
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うに思っています。僕の客観的といいますか、一般的な考え方でいくとですね、合併する前の

旧石和町、そんなことを言ったら失礼ですが、そことほかのところとはかなり収納の体制、形

態が違うんだろうというふうに思っていますので、これ議長、ぜひね、旧町村別でのデータ、

今回でなくて結構ですので、近いうちに出していただきたいというふうに思いますがいかがで

しょうか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 収納関係については市全体で同じように取り組みをしておりますので、先ほどもちょっと言

いましたけども、旧町村別に分ける必要は私自身はないんじゃないかというふうに思っている

ところです。ただ、神宮司さんと今後話をさせていただく中で、もしどうしてもそういう必要

性があるということが私がそういうふうに納得するんであれば、今後またシステム改修の折に

検討はさせていただきたいというふうには思っております。

 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）

ぜひですね、僕の活動の中でも必要なもので、今のコンピューターでいけばですよ、システ

ムがそうなっているから出ないんだということじゃなくて出せないということで、出す気にな

れば出るとういふうに僕は思っていますので、これはぜひお願いしたいと思います。もう一度

お願いします。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 今言ったようにシステム改修が伴うというようなことで、その分には当然、必要な財源も当

然多くなってくるということですけども、そういった財源を入れることで旧町村別のですね、

そういったものを出していくことが果たして、有効なのかどうなのかというところらへんがで

すね、先ほど言いました私がなるほどなというふうに思うんであれば、そこは検討したいとい

うふうに思います。また職員の手を、１筆１筆手作業でやれば、時間をかければ出せないこと

はないんでしょうけども、ただそれだけかけてやる必要があるかどうかということが私の今の

考え方でございます。

 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）

 先ほどから言っていますようにですね、ぜひねこれね、公平な税を負担するのに払わない人

は払わない、今度かけられた人たちは、まじめな人たちは払わなければいけない。そういうふ

うなことの分析もありますので、またこの話はあとでもってまた総務部長ともさせていただき

たいと思います。

先ほど来、いろいろお話が出ていますように都市計画税に頼らずとも財源はしっかりと税負
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担さえしていただければ財源はかなり出てくるというふうに私は理解していますが、この間の

代表質問の中でもいくつか、ほかの会派でも言っていましたけども、この都市計画税を掛ける

というところにですね、これ１月の１９日の山日の新聞です。「人と動物 崩れる均衡」という

ふうなことで中山間地域、非常にイノシシ、あるいはシカの被害が増えている。このようなと

ころでもってですね、農業を継続していくことができない、そういうようなところにですよ、

都市計画税がなじむのかというふうなこともありますので、また市長、ぜひ前向きにこれは考

えてほしいなというふうに思っています。景気の良いときじゃともかく、土地の評価はまだま

だ下がっているというふうに私は考えていますので、ぜひ公平な税を負担するというふうな意

味から市民の皆さま方の意見も聞いてほしいなというふうに思いますので、これはぜひよろし

くお願いします。

引き続きまして２問目に伺います。

市有地の有効活用にというふうなことで質問させていただきます。

市が所有する公共用地・宅地、ならびに雑種地等について伺います。

公共施設白書を受け、市内の公共施設の統廃合計画に着手され始めておりますが、市内には

多数の公共施設用地があり、不要になりかけている用地ですとか活用予定のないまま塩漬けの

用地もあるというふうに思われます。それらの活用策について以下質問をさせていただきます。

市の保有する公共用地のうち、民間で活用できると思われる箇所はどのくらいあるのか伺い

ます。

次に今後、市保有の用地を民間等に払い下げ活用していただくような考えはあるのかお伺い

したいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。

はじめに市の保有する公共用地のうち民間活用できる箇所についてですが現在、市が保有す

る公共用地のうち民間活用の対象となる土地（普通財産）は約７００筆で、面積は約１８０万

平米ございます。このうち約４００筆（２５万平米）は行政区が管理をする土地ということに

なっております。この土地を除く土地の登記簿上の地目別の面積については宅地・雑種地が約

３万５千平米、山林が約１２０万平米、その他が約３１万５千平米という状況となっておりま

す。しかしながら、その多くの土地については場所や地目等、現状の把握ができていないとい

うことでしたので、現在、山林を除く土地について未利用地の調査を実施し、現状把握に努め

ているところでございます。

 次に民間等に払い下げ賃貸等で活用していただく考えについてですが現在、現況調査を行っ

ているところであります。

 今後、調査結果から払い下げ可能な財産等を洗い出しまして一般公募入札等を利用し、土地

の活用を進めていく予定であります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

神宮司正人君。
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〇７番議員（神宮司正人君）

お答えをいただきましてありがとうございます。

考えていた以上に市内には民間に払い下げれば活用できると思われるような用地が結構ある

と。そこで再度、市は民間に活用していくというふうに、一般公募を考えているというふうに

お答えになりましたが、本当にどんなふうなことで考えていったらいいのか、あるいはそうい

うお考えがあるのか、もう一度お聞かせ願えますか。

〇議長（海野利比古君）

 雨宮総務部長。

〇総務部長（雨宮寿男君）

 先ほどの答弁でもありましたように、現在、未利用地の調査を業務委託をしているという中

で、その中で今、調査をしているのは宅地雑種地、墓地境内地といったところで山林とか原野、

そういったものは除いております。その面積が約４万平米くらいでございます。筆数にして２００筆

くらいということですが、その調査をする中でいわゆる境界がしっかり確定できるものとか現

況の使用状況の確定ができる、そういったものが今、調査が終わって集計を出しているところ

になっております。その中で来年、２９年度以降、一般公募によりそういった活用をしていく

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。

 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）

 素晴らしい総務部長の考え方で、これはぜひね、そろそろ合併して各旧町村のときに持って

いたものからいろいろ考えますと、いろんなそういう活用できる、民間に出せばですね、活用

できるところが結構あるというふうに思っています。そろそろそういうところもですね、市が

持っていても何にもならない、何にもならないというか使い勝手が決まっていないものはです

ね、できるだけ民間に活用していただいて、民間の人たちに持ってもらうと自然と財源が入っ

てきますので、そういうこともぜひ考えていく時代だろうな、時期だろうなというふうに僕も

考えています。

 つい先日ですね、２月１０日の山日、皆さん記憶に新しいと思いますが旧万沢中学校の跡地

を分譲したというふうに南部町で出ました。これはですね、その分譲をしてですよ、子どもさ

んのいる世帯で、どちらかが３５歳以下、それでこちらに住まわれる方に土地を分譲し活用し

たというふうな事例もございます。ぜひこういうふうなことでもって、市長ですね、できるだ

け市のほうに残っていただく、人を増やすことにもつながりますので、ぜひこれはね、考えて

ほしいなと思いますがいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 大変素晴らしいご提言をいただいておりまして、就任当時からですね、この件に関して総務

部長のほうにも指示させていただきまして、とにかく時代的にですね、やっぱり少しまず財政

をよくすることと同時に、やっぱり市役所が少し身軽になりましょうよと。やっぱり今言うよ

うにわれわれが所有していれば税金はかからないわけですから、当然のごとく民間の方々にお
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持ちいただければ固定資産税含めて開発も含めて、いろんな形での幅広い使い方ができるんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、これから計画をどういうふうにしていくか、具体

的になっていくかと思いますけど、ただどこまで、土地がですね、正直言って当然のごとく、

過去の今までの市長さんでも、たぶんきっと良い土地だったらね、そういうふうなことに使っ

ているんじゃないかと思います。意外に、私もまだ具体的に案件を見ていませんけれど、ちょっ

となかなか民間の人も手を出しそうな土地が本当にどのくらい含まれているのかなというとこ

ろは正直言ってありますけれど、とにかくこれからですね、一つひとつ進めていきたいという

ふうに思っております。

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。私も同じような考えでありましたので、官がですね、できるだけ保

有していても一向に利益が出てこないはずの土地なんですが、それが民間が、先ほど言われた

ように使えるようなところであれば民間に払い下げることによって税収も上がってくるという

こと、そうすると官もよし、民間もよいとお互いに双方向がよくなるわけで、このような考え

方をしていけば、いろんなことで都市計画税にも手をつけなくて済むというふうに私は考えて

います。ぜひ身を切る覚悟で市長もやられていますので、ぜひこういう計画も進めていってほ

しいというふうに思います。よろしくお願いします。

 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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。

一般質問を続けます。

８番、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。通告に従い２問の質問をさせていただきます。

 はじめに境川ですから俳句を１つご紹介したいと思います。「二、三間流れて殖る清水かな」、

これは飯田蛇笏・龍太先生の句ではありません。江戸時代末期、境川町藤垈にいました北野道

等さんという俳人がいました。この人のもとに御坂、八代からも俳句の勉強に来ていた人たち

がおおぜいいるというふうに聞いております。そしてこの句碑を今度、水芭蕉まつりに合わせ

て子孫である北野家が私費を投じて、この句碑を立てることになっております。ぜひ皆さんも

ご覧になっていただきたいと思います。

それでは１問目、エコフォレスト境川操業開始に伴う課題についてということで質問をいた

します。

 これはエコフォレスト境川全体図です。これは市からは出ておりません。環境整備事業団の

ほうからいただきました。こちらが笛吹市も関係しております峡東クリーンセンター。そして

こちらは最終処分場になりますけども甲斐の国エコパーク、そしてこの全体をエコフォレスト

境川というふうに名称をされております。
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 去年の１１月から甲府・峡東ごみ組合処理の試運転が始まっております。今年の４月から本

稼動に入るわけでございますけれども、そのことにつきまして質問をいたします。

 最初にごみの収集車の運行に関し、業者への行政指導についての考えはということでありま

す。ごみの収集車、要するにパッカー車がですね、１１月から境川のほうに数多く来ておりま

す。特に私、心配しているのは１つだけちょっと目撃したことがあります。これは甲府市の職

員にも話をしましたが、中道北小の精進湖線のところで子どもたちが登校する際、押しボタン

の信号のところをですね、ごみの収集車が赤にもかかわらず突っ走っていったという状況を見

ております。やはり甲府市としても業者に対してはかなり行政指導をしているようですけれど

も、なかなかやっぱり末端までいかないのではないか、笛吹市としてもこれから甲州市、山梨

市と笛吹市、甲府市、全部境川へ来ますのでこういう業者に対してしっかりとした行政指導を

していくべきではないかと思います。このことについての考えをお聞きいたします。

 ２つ目は甲府、山梨、甲州、各市への減車化を要望すべきではないかということであります。

今まで山梨市は山梨市、甲州市は甲州市のほうで、甲府も増坪のほうでやっておりましたけれ

ども、特に山梨市、牧丘、三富あたりのごみを山梨市のフルーツ公園の下にあるあそこでやっ

ていたわけですが、今度は境川まで来るということで、おそらく倍以上の走行距離をやらなきゃ

ならないんじゃないかと思いまして、収集業者の負担はかなり大きくなると思います。それに

対してやはり来る台数をですね、なるべく減らそうと思ってもなかなかそれは業者として難し

いんじゃないかと。でも各地区でごみの減量化ということについては、各市もやっているとは

思います。思いますけれども、境川地域としてはできるだけこれを、台数を減らす方向で各市

に対してもしっかりと、その対策をしっかりしてくださいということで要望していかなければ

ならないと思うわけですけれども、笛吹市は５３％ごみ減量という目標を立てておりますけれ

ども、なかなか５３％、私はいかないんではないかと。現状を見てもやはり３０％ぐらいかな

というふうに思っております。ごみを減量しない限りはごみの収集車は減らないわけです。や

はりその対策を４市一丸となってやるべきではないかと思っておりますけれども、市の見解を

お伺いします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、鶴田市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

岩沢正敏議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに業者への行政指導についてですが、ごみ収集車の運行につきましては甲府・峡東ご

み処理組合、寺尾地区、笛吹市と取り交わしました公害防止協定において、交通法規を遵守し

安全を第一に収集運搬を行うこととする車両対策が明記されております。各市において収集委

託業者へ徹底した指導が行われております。今後、地元自治体としましてもさまざまな機会を

とおして安全運転の指導を図ってまいりたいと考えております。

 次に減車化の要望についてですが、運行対策と同様にごみ収集車の減車化につきましても公

害防止協定において搬入台数の削減が明記されております。また、減車化につきましてはごみ

減量と比例していることから、構成３市のごみ施策の取り組みと併せた中で交通安全の確保お

よび減車化に努めるよう要望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。
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〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

ぜひみんなで、４市一体となってごみの減量化を図っていくことが大事だと思います。１１月

からですね、ごみの収集車が試験的に来ております。当初の予定ですと大体１日５００台くら

い、そして３つのルート、間門の精進湖線からこちらの農免道路、そして石橋の藤垈石和線を

通ってくるというような予定ですけれども、１１月からその試運転をしてみて大体の予定して

いたごみの収集車、予定どおり毎日５００台くらいになる予定でしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 始まる前に想定ということでマックスが６００超えるだろうということを想定しておりまし

たが、実際、仮稼働ということで調査をしてあります。その中で１２月までは家庭系のみ、そ

れから１月から事業系が入ったということで、この量が少し変わるんですけども、ただ毎日、

日々の台数の調査はなかなかできないということで、月単位なんですが１２月で合計で２，

７７９台、１月では４，９５２台、２月の今、２３日現在で３，６４３台ということが報告さ

れております。ごみのほうの営業日というか、パッカー車が来るのが大体、日曜以外は来てお

りますので、平均２３から２４日といたしますと、１月をそれで単純に割りますと１日平均２０６台、

２月で今の段階だと１日平均１８２台という数字になっております。おおむねこの数字が４月

以降も少し伸びるかもしれませんが、この数字でいくと考えております。

 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）

 予想したよりは少なくなるというような答弁をいただきました。それからですね、ごみを燃

やしたあと灰は、これエコフォレスト境川ですから、最終処分場のほうもかかってくるわけで

すけれども、灰を隣りの甲斐の国エコパークへ持っていくわけですけれども、この間、川越の

ごみ処理場を視察をしてきました。そこでやはりちょっと問題になったのは灰からやはり放射

能が検出された。そしてそれによる風評被害、まだいまだに残っていると。福島を見ればその

とおりですけれども、やはりそういう監視に対しては厳しくやっていかなければならないと思

うわけですけれども、そのへんの対応はどうな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（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 県の環境事業団、環境整備事業団と今、協議をしているところなんですが、県とすると基本

的にはあの焼却場から出た排出物が最終処分場に来るのは県内のものであると。そしてもう１点

は中間処理場を通ってきた場合は成分というか、許可がある程度調査したあとにくるので、そ
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ういう懸念はないということなんですけども、やはり地元とすると安全に安全を重ねたいとい

うことがありますので、放射線の測定というのはぜひお願いしたいということで今は協議中と

いうことになっております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

協議中ということでしっかりとした対応を取っていただきたいと思います。

 この間、議員の人たちと２月１５日ですか、あそこのごみ処理センターの隣にできます笛吹

市の境川交流センター、議員全員で見学をさせていただきました。そのときに寺尾の湯、そし

ていろんな、ほかの質問もいろいろ出たわけですけれども、今、上寺尾地区で公民館の建設も

始まっております。地区要望がかなり進んでいるとは思うんですけれども、その進捗状況をお

伺いしたいと思いますけれども。

〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 地域要望ということで出ているのがいくつかあります。中寺尾、上寺尾のコミュニティセン

ター、それから広場等あります。今現在もすでに実施されているのが、終了済みが中寺尾コミュ

ニティセンター、それから上寺尾のコミュニティ広場、それから市道、農道整備がそれぞれ３路

線とかあります。そのほかに今、実施中という形でコミュニティセンターが建築中とかという

のを含めますと今現在、要望されているもののおおむね４９％、５０％近くが実施されている

ということです。残りのものにつきましても、平成３０年度までにはすべて終了するという計

画になっております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

これが最後まで地区要望、完成させるようお願いを申し上げる次第であります。

 そして有料ごみ袋の販売もそろそろ始まりますけれども、４５リッターが一番でかいという

ことですけれども、今年また４月からやってみて市民の反応を見て、またこれについても市民

の声を聞いていきたいと思っております。

以上でエコフォレストのほうの質問を終わらせていただきます。

２問目、リニアの新幹線建設についてということで質問をさせていただきます。

２０２７年、東京と名古屋間においてリニアの新幹線が、運転がおそらく開始されるだろう

ということですけれども、去年この３月議会で一応質問をさせていただきましたが、あれ以来、

あんまり境川地区におけるリニア営業線に関しては進んでいないような気がいたします。まだ

まだ問題も多いわけでございますけれども、昨年の１２月２６日、市のほうから石橋地区への

要望書に対する回答ということで山下市長の回答書が示されました。その中ではやはり要望さ

れる側道の設置ということについては、これはリニア新幹線の建設推進に伴う要望として配慮
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をいたしますという回答書になっております。

 ただですね、側道に関しては県のほうで補助金を出すというような話をこの間、出ておりま

した。その補助金の内容、どのくらいの補助でどのくらい市としては負担、もし区として側道

を要望したらどのような補助金の内容なのか、まずそれをお聞きしたいと思います。

そして２番目といたしましては防音防災フード、これについても各地区、境川町の５つの地

区、全体での要望事項であります。境川については前間田から原の中央道を渡るまで、防音防

災フードを付けてくださいというのを昨年の６月、５地区の行政区の三役、あるいは対策委員

会の人たちと全員一致で要望してまいりました。しかしＪＲ東海からは付けるよという返答は

ございません。このままではやはり現状、工事が進まないと思うわけですけれども市としては

どのように考えているのかお聞きいたします。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

岩沢正敏議員の一般質問にお答えします。

 はじめに補助制度の内容についてですが、県では来年度から県が市町村に貸し付ける市町村

振興資金を活用して、リニア新幹線建設に伴う沿線の市町が行う側道整備、公共施設の移転整

備にかかわる費用について、補助金や起債以外の市町の負担分に対して元利補給のある貸付枠

を設けるというものであります。

なお、元利補給率は５０％が予定されていると聞いております。

次に防災フード設置の要望についてですが、リニア新幹線の騒音規制については、リニアの

軌跡から４００メートルの範囲において、主として住居の用に供される地域を７０デシベル、

それ以外の地域で通常の生活を保全する地域を７５デシベルとする基準値が示されており、現

在、県において、この基準値を当てはめる地域を指定する作業を進めています。ＪＲ東海から

は、沿線地域の基準値の指定を受けて防音フードの設置も含めた騒音の対策が示されるものと

考えておりますが、県の地域指定作業の完成までにはしばらく時間を要する状況であります。

リニア新幹線の進展を図るためには地域の皆さまのご懸念を解決し、できる限り要望に応え

ていくことが必要でありますので、事業者でありますＪＲ東海に対しましてはきめ細かな地域

への対応、説明がいただけるよう市といたしましても働きかけ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）

県の補助率が元利、合わせて５０％の補給率というようなことですけれども、もし、これは

各行政区が側道の要望をしたら、市としてはこれを利用して受け入れるというつもりはあるの

かどうか。そしてこれをやる場合、たしか合併特例債を使うというのが条件になっていたよう

な気がするんですけれども、そのへんの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（小澤紀元君）

お答えいたします。
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 市といたしましては、この側道整備につきましてでございますけれども、現段階では当然、

地元の皆さんはそういうふうなお声をお持ちというふうなことでございますけども、実際にや

る段階になりますとやはりいろいろなところを確認をしなければならないと思います。それは

ＪＲ東海の緩衝帯を使っての提供ができるかどうかというのが１点。また地権者の皆さん、当

然、道路を広げるというふうなことでございますので、地権者の皆さんのご協力等、そういう

ふうなご意向がはっきり確認できるかどうか。また道路としての必要性、そういうふうなもの

についてもすべてのものを勘案しながら、この道路整備につきましては考えていかなければな

らないというふうに考えております。

そういうふうなことで当然、合併特例債ですとか、そういうふうなところには期限がござい

ますけれども、ある程度、具体的なものがはっきり示された時点でなければ現段階では、この

段階でやる、やらないというふうな判断には至らないと思いますので、その段階で判断をさせ

ていただきたい、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。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 やはり地区としてしっかりとした議論の上、決定するような運びになると思います。またそ

のときの市のしっかりとした対応をお願いしたいと思います。

 先ほど防音防災フードの設置の話が出ました。県の大気水質保全課ですか、そこでもリニア

の騒音の基準を３００メーターから４００メーターに伸ばして、その理由がリニアは新幹線よ

りも風を切る音、風圧がすごいということは、県もやはり認めているわけですよね。やはりこ

れは防音防災フードが必要となる、１つの環境基準をこれだけにしたということは、必要とな

るというのを県も少しながら認めているんじゃないかなというふうな気がしますけども、どう

ですか、見解は。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 新幹線の、議員おっしゃいますとおり基準につきましては軌跡から３００メートルというこ

とですけれども、これを４００メートルに伸ばしたもの、これにつきましては山梨県が決めて、

そしてやったものというふうなことではありませんで、当然、先ほどの要因というかそういう

ふうなものはたくさん加味されるんでしょうけれども、これにつきましては環境評価の評価書、

または実際の実験線の状況等を判断するための国の有識者の皆さま方が考えながら、やはり新

幹線よりも先ほどの言うような要因等でもう少し広げたほうがいいという中で、これは全線で

の基準だというふうに考えております。そういうふうなことで当然、リニアというふうなもの

についての環境を及ぼす、特に音ですけれども、そういうふうなもの等々につきましては、非

常に新幹線より広範囲になろうかと思いますので、これは適切であったんだろうと、そういう

ふ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）

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 私たちの地区とすればやはり防音防災フード、これは絶対の条件ということで各行政区の区

長も皆さんそういうふうに理解しておりますので、このことをしっかりとした返答がない限り、

これ工事がいっさら進まないんじゃないかなと思っています。

地区によってはですね、もう設計協議に入っている地区もあります。これは昨年の５月、原

地区の対策委員会と区に示されたピーアの位置がここにきます、それによってこの市道はこう

いうふうに付け替えをしますという返答でした。しかしわれわれとすればどういうふうになる

んだというようなことをしつこくきまして、こういうふうにですね、ではできた状態をＣＧに

してこういうふうに出してくりょうと。こんなふうになりますよというのを、高さが何メート

ルになる、幅が何メートルになる、ピーアがここにくるといっても分からないと。丁寧にＪＲ

東海やってきましたけれども、やはり市道をこうやって付け替えをしていくということは、こ

れはやはり建設部長、土木課、あるいはそちらのほうにも話はあったんでしょうか。そのへん

のところをお聞きしたいと思いますけど。

〇議長（海野利比古君）

 じゃあ経営政策部長からお願いします。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

 リニアの新幹線につきましては、私どもの部局が統括しておりますので私のほうから答えさ

せていただきますけども、当然、市道ですとか、そして農道、また法定外の公共財産、こうい

うふうなものについては付け替えのまだ原案といいますか、叩き台をＪＲ東海と協議している

わけでございますけども、これにつきましては私ども、そして関係の土木、そして市民環境部

等々につきまして、産業観光部と農道の所管、そして市道の所管、そして払い下げ等の所管等々

の部局、すべてが統一的な考えを持つように一緒の中で確認をしながら進めておりますし、今

後もそういう横の連携をはっきり保ちながら、この重要施策につきましては手落ちのないよう

に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）

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 しっかりとした横の連絡も取って、また地域との連絡、しっかり取った中でこのようなこと

を、いろんな協議の場にわれわれも参加していくということでやっていきたいと思いますけれ

ども、ただやはりまだ地元として、原地区としてもこれは区長も納得しておりません。ここの

この付け替えについて区の対策委員会、あるいは三役としてもね、これは納得しておりません。

これによって被害をこうむる民家が出てきます。こういう返答を早く、ＪＲ東海も地域の住民

に示すということをやっていかないと工事は進まないと思いますので、そのへんのところをしっ

かりとした県、そして事業主体、それで笛吹市、しっかりとした連携をやっていくことをお願

いして質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で岩沢正敏君の一般質問を終了します。
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関連質問ありますか。

（ な し ）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

１２番、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、通告しました２問の一般質問をさせ

ていただきます。

 はじめに山下市長、就任３カ月余りが経ちましたが笛吹丸の船長として穏やかな出航ができ

たことだと思います。この笛吹丸、７万余名の乗客を乗せ未来、将来に向けて船出し安心・安

全な航路を進むことを期待しております。

 最初の寄港地はハートフルタウンだと思います。私たち議員も快適な旅ができるように波の

様子、天気の様子、また機械室に入り油を差し燃料補給もお手伝いをいたします。共に力を合

わせ笛吹丸の運航がスムーズに通行できますように共に頑張りましょう。

 また市長、最近、風格も貫録も出てきたように思います。体調には十分気を付けていただき

たいと思います。

それでは質問に入ります。

はじめは消防職員の研修と資格取得についてであります。

現在、笛吹市消防本部ならびに笛吹市消防署の消防職員定数は笛吹市職員定数条例で９０名

と定められ、現在は８７名の消防職員により２４時間体制で市民の安心と安全を守っていただ

いております。

 消防職員の訓練、研修については笛吹市消防職員教育訓練規則では消防の責務を正しく認識

させるとともに資質の向上、学術、技能の取得および体力の練磨を図り、もって人格の向上と

消防実務の涵養を図るため必要な教育訓練を実施すると規定されております。

 毎年、新たに新採用となる消防職員は２、３名であり採用された６カ月間は山梨県消防学校

に入校し消防職員としての基礎訓練のための学校教育、初任教育を受けたのちに実戦配備とな

ります。

 その他の職員は学校教育としては専科教育、幹部教育、特別教育があり、消防学校やほかの

消防教育機関で教育訓練が行われることになっています。

そこで市民を守る消防職員の訓練、研修、資格などについて伺います。

 第１点は消防職員としての高度な技術の取得訓練についてです。私の記憶では以前、職員を

山梨県消防防災航空隊に派遣して山岳遭難や水難事故の捜査や救助、林野火災などの各種災害

対応など、航空隊員としての非常に高度な技術を取得してきた職員もいると思います。このよ

うな高度技術の取得のための派遣など、教育訓練の実績と今後の計画はどのようになっている

のか伺います。

２点目は職員の教育、訓練は一般教育計画において実施することに定められていますが、消

防本部としての一般教育の実施内容、実施状況はどのような計画で実施されているのか伺いま

す。

 ３点目は消防職員の資格取得についてであります。最近の若い人は車の免許証もオートマ限

定免許証を取得する人が増え、消防団員の中には多数いるように聞いており、市もそのへんの
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対応をしています。消防署では大型車両や特殊車両などがあり、大型免許などが必要だと思い

ます。採用した職員で大型免許を取得している人は少ないと思います。消防職員の自動車免許

も含め各種資格取得はどのようになっているのか。取得実績と費用負担、取得期間はどうして

いるのか。また救急車に乗る職員で救急救命士の資格取得人数などはどうなっているのか、実

績でお聞きいたします。

 また新たに資格取得についてでありますが近年平等川や笛吹川、また町の中までシカやイノ

シシが出没し、市民が危険にさらされる状況が増えてきました。対応する猟友会の会員も高齢

化となり、徐々に会員も減少傾向にあり後継者不足との話を聞くところであります。市も農作

物の鳥獣被害対策のため、狩猟免許取得者の確保のため補助金を出して取り組んでおりますが、

そこでシカやイノシシの出没から市民の安心・安全を守る使命から消防職員に狩猟免許を取得

していただき、これに当たったらと考えますが対応は可能でしょうか。

 以上、１問目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。

 答弁を、植村消防長。

〇消防長（植村英明君）

中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに教育訓練の実施と今後の計画についてですが近年、複雑・大規模化する災害が全国

各地で発生しております。こうした中、消防本部といたしましては危機管理意識をさらに高め、

市民の皆さまが安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、全力で取り組んでいるところでご

ざいます。高度な技術の習得訓練につきましては、消防活動の根幹をなすものと考えておりま

す。高度な技術職員の派遣については、山梨県消防防災航空隊への隊員の派遣が行われており

ます。この派遣につきましては、平成７年４月に山梨県消防防災航空隊が運航開始されたのに

伴い、県内１０消防本部から職員を派遣しヘリコプターを使用して火災防御、救助、救急活動

等の防災活動に関して業務を行っております。派遣職員は８名とし、派遣期間は３年間で職員

数１００名以上の消防本部は２名派遣、他の消防本部は１名派遣、笛吹市消防本部からは南ア

ルプス市消防本部と交代で平成１０年度から派遣しております。本年度は当消防本部から１名

の職員を派遣しております。

 派遣に際しましては救助隊員、救急隊員の資格を有し、救助隊員として豊富な経験と優れた

判断力、体力および技術を有するもので消防長の推薦がなければなりません。そして派遣前に

はパイロットや整備士等から航空法規、航空工学、気象等の航空機に関する学科や先輩職員か

らは実際のヘリコプターを使っての火災防御や救出救助の実技研修を１カ月行います。以上が

防災航空隊に伴う高度技術習得の派遣になります。

 次に一般教育の実施内容、実施状況はどのような計画で実施されているのかについてですが

消防職員の教育につきましては、笛吹市消防職員教育訓練計画として例規に定められておりま

す。この規則の中で職員に対し消防の責務を正しく認識させ資質の向上、学術、技能の習得お

よび体力の練磨を図り、人格の向上と消防実務の涵養を図ることを目的として必要な教育訓練

を行うこととなっており、教育訓練は学校教育と一般教育に分かれております。

 学校教育とは山梨県消防学校ならびに総務省消防庁主管の消防大学校、その他の消防教育機

関において行われる初任教育、専科教育、幹部教育を言います。
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 一般教育は消防本部の内部で行う教育訓練であり、消防署で年間教育計画を作成して活動技

術や機器操作、指揮技術訓練などを基本として基本訓練、応用訓練、図上訓練、想定訓練を実

施しております。

 また、特別教育としての一般教養などを実施するとともに火災予防運動などの機会を捉え、

火災防御訓練（建物・林野・危険物などのその他特殊災害など）や水防訓練、総合防災訓練な

どの演習も実施しております。

次に消防職員の資格取得についてですが現在、職員が８７名おります。５３名（１１トン以

上）が大型免許を取得しております。旧免許の普通免許取得者は１１名（８トン未満）、現行の

中型免許取得者は４名（５トン～１１トン）、現在の普通免許取得者は１９名（５トン未満）と

なっております。大型車両は４台、はしご車、救助工作車、化学車、大型水槽車などがありま

す。ポンプ車、水槽車につきましては現在の普通免許（５トン未満）では運転ができないため、

順次取得させている状況です。この費用につきましては自己負担となっております。

車の免許以外には小型移動クレーン資格、玉掛技能資格、無線従事者免許証などがあり、職

員に順次取得をさせております。

 費用負担につきましては、大型免許取得に関しましておおむね３０万円、小型クレーン３万

７千円、玉掛講習２万５千円、無線従事免許２万３千円となっており公費で負担しております。

救急救命士資格取得は現在２５名おりますが、実働救命士は２３名となっております。現在

１名が救命士研修所へ入校中で、消防本部としましては実働２６名ぐらいを目指しております。

費用的には救急救命士１名約２２０万円、資格取得まで約７カ月間が要します。就業前病院実

習を３カ月行い実働隊となります。

次に狩猟免許の取得についてですが、三交代勤務の中での鳥獣駆除活動はなかなか難しい問

題とは思いますが、職員への呼びかけを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）

 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。

最初に特殊訓練についてでありますが、外国人も含んで人の交流が多くなった現代では市内

でも大きな事故、事件がいつ起こってもおかしくないと思われます。そんな状況の中で消防職

員もそれに対応できるような高度の技術を習得させる教育訓練は必要かと思いますが、一層の

訓練の積極的に高度な教育訓練の実施のお考えはあるのか、お尋ねをいたします。

〇議長（海野利比古君）

 消防長。

〇消防長（植村英明君）

再質問にお答えいたします。

 消防業務の中での警防、救助、予防、指令の分野においてはそれぞれが高度な知識、技術の

習得をする必要があると考えております。

教育訓練の実施としましては、県内外で行われる各分野において実施されている各種研修や

実習に職員を派遣し高度な知識、技術を習得させ、他の職員にフィールドバックさせるように

しております。職員のスキルアップに努めております。
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 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）

続いて新任職員は普通車免許証がやっとだと思いますが、大型免許をはじめとするその他の

資格取得基準はどんなふうになっているのか伺います。

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。

免許取得ですが、普通免許取得後２年以上で中型免許が受験できます。また普通免許取得後

３年以上で大型免許が受験できます。新任職員の資格取得の基準ですが、署内の基準といたし

ましては機関員、運転手を選択する際には実務経験３年以上の実績を要します。その後、大型

免許を取得し、はしご車等の機関員となります。その他の資格につきましては救急隊員の資格、

救助隊員の資格、小型クレーン、玉掛技能、陸上特殊無線技士、救命士等の資格がありますが、

これについては年功序列で取得させております。

 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）

 続いて狩猟免許取得のことでありますけども、シカやイノシシをはじめとした動物の出没は、

もちろん農林振興課の担当だということは十分承知はしております。捕獲や駆除をすることは

やっぱり市民の安心・安全を守るためであり、消防署や、また警察等も出動して協力して対応

していただいているところもあります。

 今回、消防職員に取得をしてほしいという狩猟の免許には銃猟や罠猟、または網猟など４種

類の免許に区分されていると思いますが、動物の捕獲も免許が必要ですのでぜひ消防署の職員

も諸資格取得の方向をお願いしたいと思いますが、そのへんはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 植村消防長。

〇消防長（植村英明君）

先ほど答弁でも述べましたが、勤務の状況も考えて要請があれば捕獲のほうは応援はいたし

ます。免許取得に関しましては、猟銃に関しまして高額な費用がかかるということで消防本部

といたしましても職員には呼びかけをし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）

 ありがとうございました。災害が発生したときには、自分たちの地域は自分たちで守るとい

うのが基本です。そうはいっても有事の際には消防署の職員には期待するところは大でありま

す。どうか職員には切磋琢磨した中で市民の安心・安全を守っていただきたいと思います。
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次の質問に移ります。

各行政区からの地域要望の実現についての質問を行いたいと思います。

毎年９月、１０月ごろになると各行政区では市に対し地域要望書の提出を行います。要望内

容で特に多い道路、水路の新設、改良、補修などをはじめとしていろんな要望書を支所に提出

し、支所では優先順位を付けた中で本庁の担当課へ来年度の予算編成のもととしているのが現

状だと思います。

 特に多い道路や水路関係で実現のため、市の予算も建設部の土木課では道路維持管理事業と

して６億円ほど、産業観光部の農業土木課でも農業施設整備事業に４億６千万円くらい、非常

に大きな予算付けがしてあります。

 しかし要望した各行政区は区長さんが毎年交代、または２年で交代になり提出した要望が各

行政区でも十分な引き継ぎができていないところもあるではないかと思います。

 行政区も全市で１２７行政区もあり、多くの地域要望の実現がなかなかできないのが現実で

はなかろうかと思っております。そこで以下について伺います。

 １点目は地域要望の結果について、平成２８年度の全地区からの要望件数と予算化、実現し

た件数と実現率はどのくらいであるのか、お尋ねをいたします。

２点目は地区要望の結果について各行政区では要望事項すべてを実現したいわけですが、要

望が各行政区ごとの考えで作成することから要望内容が緊急性、補修、改良、新設などの統一

性がないと思われます。そこで町別の区長会で実施できたもの、できなかったものを報告して

いただき、区長会で要望内容についての共通認識を持っていただくということも考えられます

が、このようなことは可能でしょうか。

 また地区要望実現の方向性について、各地区では区長さんの交代もあり毎年同じ要望書を提

出している行政区長もあるようにお聞きいたします。その要望の実現のために学校施設で数多

くある修繕を年次計画で実施しているように各行政区の要望も緊急修繕や一部補修や改良、新

設などいろいろですが実現方法の仕分け基準を検討していただき、緊急以外は年次計画で実施

できるのか、その方策の検討をしていただきたいと思いますがお考えがあるでしょうか。

各行政区の要望を数多く出すだけではなく、制限はかかりながらも実現性のあるための方策

の検討をしてほしいということで、こんな質問をさせていただきました。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。

 答弁を、小澤経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

中村正彦議員の一般質問にお答えします。

はじめに平成２８年度の地区要望の件数と実現した件数、実現率および実績額についてです

が、平成２８年度における地区要望への対応状況は要望件数７３７件に対して実施件数は

４２３件であり、実施率は５７．４％です。実施額は年度の途中でございますので、確定して

はいませんが５億７千万円程度を見込んでおります。

 次に要望結果について、町ごとの区長会で報告することはできるかとのご質問でございます

が、各行政区から提出される地区要望は毎年１０月に受け付けを行い、優先順位を付ける中で

予算化を図ったのち要望結果は各行政区へ回答されます。地区要望は各地区の実情に応じてさ
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まざまなものが提供され要望数も多くありますが、町別の区長会において共通の認識を図るこ

とも必要であると考えますので報告の方法などを検討する中で、できる限り早期に対応してま

いります。 
 次に地区要望実現の方向性について実現方法の仕分基準を検討し、緊急以外は年次計画で実

現できる方策の検討についてですが地区要望における修繕、補修、改良、新設などについては、

その規模や内容に応じて優先順位を付ける中で緊急修繕などの市単独で対応するものや国や県

の補助事業の活用により対応するものなどに仕分けを行い、対応している状況です。要望も多

く財政的な制約や補助事業の採択状況などにより対応に時間を要するものもございますが、引

き続き計画的な対応に努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問を行います。 
 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。 
 今の答弁の中で地区要望を本庁にあげるとき、支所で優先順位を付けていると思いますが、

その優先順位の順位決定における判断基準というのはあるでしょうか。 
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） 

 支所における優先順位の判断基準についてでございますが、まず各地域からあがってきた申

請事業につきましては、現場を担当のほうで確認をさせていただくと。その中でまず緊急性、

これは危険性が特にあるかどうか。それから過去に遡っての申請の継続性、またあるいはそれ

ぞれの町において地域性というか、偏りがあってはいけませんので、そのへんについて判断基

準となっているということでございます。 
 なお、緊急性の高い事業につきましては、随時要望として取り扱いをさせていただいている

と。また担当課のほうに送られるときにはですね、事業によってその利用できる補助事業等も

併せて検討させていただく中で、優先順位等を付けさせていただいているということでござい

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 
 中村正彦君。 

〇１２番議員（中村正彦君） 
 翌年度の地区要望箇所の採択についての決定時期についてですが、できるだけ早く地区に連

絡をもらいたいというのが各地区の考え方だと思います。 
 そのへんを踏まえた中ではありますけども、今の仕組みだと各行政区が要望を１０月末日に

各支所にあげる。そこで支所で精査確認を行い、その後本庁に送る。今度は本庁と支所との協

議になるとは思いますが、そうすると早くても年内とか年を越してしまう、今ごろの時期になっ

てしまうというようなことも出てくると思います。緊急なもの以外は予算面も含めて決定時期

が次年度に入ってしまうとは思いますけども、行政区からの支所への要望時期を、例えば６月
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ごろに前倒しにすると自然と支所協議、また本庁へあげる時期も早くなってくるとは思います

けど、そうすると次年度の事業の中に反映されるのか、されないのか。そいうことが分かれば

各行政区ではいろんなことについて予定がつくとは思いますが、そのへんの考え方はどうなの

かお聞かせをお願いします。

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）

 翌年度の地区要望箇所の採択についてということでございますが、ご指摘のように前年の１０月

にですね、地区の区のほうから申請をしていただきます。支所を通しまして本庁のほうでは新

年度予算に間に合うような形で取りまとめを行っていると。最終的にこの３月議会で予算を付

けまして、そして議決を経て、それから決定という形になります。決定された事業について各

地域のほうに報告をさせていただいているというような状況でございますので、どうしても５月

ごろにならないとですね、年度をまたぐということもありますけども、５月ごろにならないと

報告ができないということになっておりますが、できるだけそのへんはですね、早くご報告で

きるような形で進めていきたいと思います。努力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）

 中村正彦君。

〇１２番議員（中村正彦君）

ぜひ早い、各行政区へ連絡が取れるような仕組みづくりをお願いしたいと思います。

またこの地域要望は地域行政区において本当に安心・安全に生活するために住民の皆さん、

大変実現に期待しているところであります。もちろん予算的なことも含めて全部が全部、実現

は不可能ではありますが、地域の声をよく聞いて１つでも多くの要望が実現できるようにお願

いをして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で中村正彦君の一般質問を終了します。

関連質問ございますか。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

消防署員の研修について、先ほど消防長からるるお話がございましたが過日、芦川地区でド

クターヘリと消防署員の訓練をしたということが本市でもありました。そういう中でそのとき

の状況、それらがどのように反映されているかをちょっとお伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 消防長。

〇消防長（植村英明君）

古屋議員の質問にお答えいたします。

 昨年度、芦川地区でドクヘリと当消防本部救急隊との連携の救急訓練を行いました。芦川か

ら市内の病院に搬送する、最低時間が３０分くらいかかります。ドクヘリを使いますと甲府の

救命センターから芦川のヘリポートまで約５、６分で来ます。それで芦川支所に勤務している

職員が救急の入電があったとき現場に駆けつけ、同時に救急車も出動いたします。それでドク
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ヘリとドッキングいたしまして県立中央病院のほうに運ぶという策を取っておりますが、普通

だと甲府の県立中央病院までの所要時間を計算しますと４０分から４５分かかるということで

２０分くらいの時間短縮ができるではないかと考えております。そして芦川地区は高齢者がた

くさんおります。生命に危険を及ぼすような救急もあると思いますので、ドクヘリを活用して

救急活動を行うことは十分有効だと考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ぜひそのような訓練を日ごろ重ねて、緊急のときに備えていただきたいと思います。

もう１点、災害時のときにドローンを使う免許の取得を消防署員で考えているかどうかお聞

きします。

〇議長（海野利比古君）

 消防長。

〇消防長（植村英明君）

お答えいたします。

当消防本部ではまだドローンのほうは検討しておりませんが、県内で先日ですか、富士五湖

消防本部のほうで導入いたしまして、富士五湖消防本部のほうにいろいろアドバイスをもらい

ながら検討を前向きに考えたいと思っております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

以上で関連質問を終わります。

暫時休憩といたします。

再開は２時５０分といたします。

休憩  午後 ２時３８分

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

再開  午後 ２時５０分

〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

一般質問を続けます。

武川則幸君。

〇２番議員（武川則幸君）

笛新会の武川でございます。

 議長の許可をいただきましたので、子育て環境の充実整備と市道拡幅工事についての２件に

ついて質問をいたします。

まず最初に、子育て環境の充実整備について伺います。

私は無限の可能性を秘めた子どもたちは、笛吹市の宝・日本の宝だと思っております。笛新

会の保坂議員も先週の代表質問の中で笛吹市の宝であると述べていましたが、山下市長も先の

１２月議会で基本理念の１つとして「子どもたちに夢を」、また市政課題に取り組む３つの柱の

中で「子どもから高齢者まで心穏やかに暮らせるまちを目指す」と表明されていましたが、今
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も変わっていないと考えます。

少子高齢化を迎える中、人口減少を避けるには２つの方法があると思います。１つは今いる

市民を出さないこと。２つ目は逆に新たに市街から移り住んでもらうことです。このために雇

用の創設や居住環境の充実など、子どもを育てる若い両親の皆さんができる限り恵まれた子育

て環境にいることが必要と考えます。

次の５点について質問いたします。

１つ目は、笛吹市では平成２７年度から５カ年計画で延長保育事業、放課後児童健全育成事

業、地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業などの地域子ども・子育て支

援事業を実施していますが、その進捗状況をお伺いいたします。

２つ目は放課後学童保育、放課後児童クラブについて、平成２７年度から小学校高学年も利

用することになったことから児童センターなどの施設が手狭になったと見えますけども、放課

後学童保育施設の新設の考えがあるか、お伺いいたします。

また、空き教室の有無と放課後学童保育に利用する考えを伺います。

３つ目は国が定めた放課後児童クラブ運営指針の育成支援の中で、栄養面や活力面から必要

とされるおやつを適切に提供するとありますが、市内学童保育クラブの中でのおやつ代の対応

がどのようになっているか、お伺いいたします。

４つ目は公立小中学校の給食費を無償化する自治体が増えておりますが、本市の今後の取り

組みについてお伺いいたします。

５つ目は笛吹市発足から１２年が経過し、旧町村の枠を超えて学区を見直すことがよい地域

もあると思いますが、学校数と児童生徒数の今後の見込みなどと学区の見直し方針を伺います。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、風間保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

武川則幸議員の一般質問にお答えをいたします。

はじめに地域子ども・子育て支援事業の進捗状況についてですが、子ども・子育て支援事業

計画に掲げる事業のうち特に重点となる事業については、進捗状況や実績・課題などについて

笛吹市子ども・子育て会議に報告を行い、計画全体としては専門的支援もきめ細かに行われて

おり、子育て支援体制が整えられているとの評価をいただいております。

 具体的には延長保育事業は１８カ所の保育園等で実施しており、今年１月時点での利用者数

は５６７人で、すでに昨年度の利用者数を超えております。

 放課後児童健全育成事業では市内２６カ所に学童保育クラブを開設し、遊びや学習など生活

の場を提供しております。昨年９月からは市内に住所があり、市外の支援学校等へ通う児童も

受け入れの対象といたしました。

 地域子育て支援センター事業では市内７カ所に子育て支援センターを設置しており、利用者

も年々増加しております。

 ファミリーサポートセンター事業では、育児の手助けをしてほしい人と育児を手伝いたい人

をつなぐ育児の援助活動により会員数、活動件数ともに年々増加しております。このほか病気

やケガのために登園、登校ができない児童を専門の施設で保育する病児・病後児保育事業では

昨年９月から利用対象を従前の小学３年生から６年生に拡大して事業を実施しております。
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 また、専門の研修を受けた子育て経験のあるボランティアが、未就学児のいる家庭を訪問し

家事や育児の手伝いを行うホームスタート事業や保護者の疾病などにより児童の養育が一時的

に困難となった場合、専門の施設で保護する子育て短期支援事業などを行っております。

次に放課後学童保育についてですが、平成２９年度の学童保育申請児童数は市内１０カ所

２６クラブ、１，１３４人の定員に対し１，１９４人の申請がありました。現在、低学年児や

障がい児、ひとり親家庭の優先利用、また受け入れ人数の拡大などの利用調整を行っておりま

す。学童保育の年度を通じた利用の実態を見ると、年度当初に一部の学童保育室で待機児童が

ありましたが、途中退所児童も多数発生しております。

 制度改正等を受け毎年度の利用希望数、地区ごとの利用希望数にバラつきが生じていること、

市内の児童数が減少していることを考慮すると施設の新設は難しいと考えております。

 なお現在、小学校の空き教室はない状態ですが、学童保育室拡大の対策の１つとして放課後

利用できる教室の活用について検討を行ってまいりたいと考えております。

 次に学童保育クラブのおやつ代についてですが、平成２７年に厚生労働省が示した放課後児

童クラブ運営指針では、放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされるおやつを適切に提

供することとされております。本市の学童保育クラブは児童館・児童センターや学校の放課後

利用できる教室を活用して実施しております。児童館・児童センターは、不特定多数の利用児

童の健全育成の観点から院内飲食禁止を原則としておりますので、児童館・児童センターを使っ

た学童保育では、おやつの提供を行っておりません。児童館以外の施設においては、学童保育

クラブとしてはおやつの提供は行っておらず、おやつ代に対する市の対応はございませんが保

護者会が主体となり月１千円から１，５００円の負担金を徴収し、おやつが提供されている実

態もございます。

 次に公立小中学校の給食費については、学校給食の無償化は平成２７年度の市内児童生徒の

学校給食費の決算額から考えると３億２千万円もの多額の財源が必要となります。市の財政状

況を考えると実施は困難であると考えております。

次に学校数、児童生徒数の今後の見込みと学区の見直し方針については、笛吹市人口ビジョ

ンによりますと１０歳から１５歳までの人口は２０１５年の３，１７２人から１０年後には約

３００人、２０年後には約７００人が減少する見込みです。現在、策定中の市の公共施設等総

合管理計画などに基づき、検討していく課題であると認識をしております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を続けます。

 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。放課後児童健全育成事業は平成２５年度実績が低学年だけでした

けども、８６３人でしたけども、今の回答の中で２９年度は１，１９４人と増えている状況が

分かります。数々の子どもたちや若いお母さんを対象に事業を行い、多くの参加者を得ていま

すけども、利用者ニーズの把握に努めていただき事業内容を改善・改良し、また新たな取り組

みが必要と思われる事業の展開も視野に入れて支援事業を進めていただきたいと思います。

２番目の放課後学童保育についてお伺いいたします。

厚生労働省の放課後児童クラブ運営指針では、１つの集団としてまとまりをもって生活した
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り、放課後児童支援員などが個々の子どもと信頼関係を築いたりできる規模としておおむね４０人

以下とするとあります。また子どもが安全に安心して過ごし体調の悪いときなどに備えた専用

区画が必要であり、子ども１人につきおおむね１．６５平方メートル以上を確保することとあ

ります。

伺います。

市内の放課後児童クラブ２６クラブの中で、４０人を超えるクラブ数と児童１人当たりの専

用区画が１．６５平方メートルを下回るクラブ数は何カ所あるか、お答えいただけますか。

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）

お答えをいたします。

学童保育クラブの定員につきましては、議員ご案内のとおり国の参酌基準というものがござ

いまして、これを参考に、そちらでは４０名という数字が出ているんですが、この国の参酌基

準を参考にいたしまして市の条例に経過措置を設けております。当分の間は７０人以下と定め

ておりますが、ご質問のありました４０人以下の学童保育クラブにつきましては、５人以上で

すね、以上のクラブにつきましては２６クラブ中９クラブございます。

 それから面積につきましては１．６５を基準として、それを下回るクラブについては８カ所

ございます。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 武川則幸君。

〇２番議員（武川則幸君）

私のほうでは１．６５平方メートルを下回るクラブ数は同じ８クラブだと認識していますが、

４０人を超えるクラブ数は１２クラブあるのではないかと思いますけども、またのちほどご検

討いただきたいと思います。

 それで多くのクラブが４０人を超え、また運用面積が下回っています。子どもの行動範囲は

畳１畳あればよいというのではなく、子どもたちがのびのびと、半日近くの時間を過ごせる場

所を提供することが必要と考えます。

 平成２８年１２月７日付け、山日新聞に県の調査では県内小学校の２４．９％に当たる１万

５３６人が利用登録をしており、南アルプス市では来年度、新設と建て替えを行う計画であり、

富士吉田市では本年夏、小学校敷地内に学童保育の新設を進めていると。中央市では本年度児

童館の施設を拡張し定員を増やすとあります。

伺います。

 児童館に入れないなどの理由で設置目的が違う保健センターやふれあいセンターなど、また

空き教室を活用するのは解消すべきであり、新たな施設を順次整備することを前向きに検討す

る必要があると思いますが、先ほど財政的に困難ということがありましたけども、金がないか

らできないということではなくて、なんとか将来ある子どもたちのために、優秀な財政課長も

いますので、なんとか捻出をしていただいて新設を考える気持ちがあるか、再度お伺いいたし

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）

お答えをいたします。

学童保育につきましては笛吹市の場合、児童館を使っている部分と、それから学校の空き教

室、あるいは放課後利用可能な部分をなんとか工夫していくというふうなところでございます。

 先ほどの答弁のほうにありましたけれども、対象学年の拡大等によりまして昨年来、利用希

望者が変化をしている、また一方で今年度については年度当初からここまでの９カ月、１０カ

月の間に大きく中途退所があるというふうな、非常に過渡期な状況にございますので、今後も

動向を見ながら適切な学童保育の実施につい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）

 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。

次におやつについてお伺いいたします。

育ちざかりの子どもたちが半日近くの長い時間を過ごすことから、おやつはすべての児童ク

ラブでぜひとも取り入れるべきと思いますけども、市当局の考えをもう一度お伺いいたします。

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）

お答えをいたします。

 おやつにつきましては、先ほど厚生労働省の指針というところでご紹介をさせていただきま

した。そういった考え方があるということについては十分、認識をしております。現在、笛吹

市では先ほど申し上げましたように児童館、それから教室等の利用形態等も異なっておること

から児童館に関しては施設のその特徴、不特定多数の乳幼児から児童が利用するということで、

特に児童センター、児童館に関しては履物を脱いで入館して乳幼児等がそこを這って遊ぶとい

うふうな状況もございますので、むやみに飲食をするという場ではないという形で原則禁止と

いうふうな形になっております。

 ただ、先ほど言ったようにおやつの必要性についても十分考慮しながら今後どういう形で実

施ができるかということについては、さらに研究を重ね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）

 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。今、部長からもありましたように国は必要性が高いと考え、指針

に示していると思います。子どもたちが元気で過ごせるよう、指定管理者などの運営する団体

へ適切な指導をするよう心配りをしていただきたいと思います。

次に給食の無償化についてお伺いいたします。

県内の各市町村の食材費補助の状況はどのようになっていますか、お伺いいたします。
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〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

 県内の状況でございますけども、給食費を無償化しているという団体が早川町、丹波山村、

小菅村というふうな団体になっております。こちらのほうが年間でも１３０万から４００万と

いうふうな金額ですので、財政的にそんな大きい負担にはなっていないという状況です。

それから給食費を一部補助しているというふうな団体でございますけども、南アルプス市は

第３子以降のお子さんに一部負担をしております。それから１食当たりに少しずつ負担する、

１０円から９０円ぐらいですけども、それが富士吉田市、それから山中湖村、河口湖町などに

なっております。

 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す。今、教育部長のお話では早川町、丹波山村という少ない人数だとい

うことですけども、笛吹市はそこに比べて大きな税金、市税をいただいているという逆の発想

を持っていただければありがたいなと思います。給食費は学校給食法の第１１条、同法施行令

第２条で人件費と施設および設備の修繕費は設置する自治体が出し、法第１１条第２項で前項

に規定する経費以外、つまり食材費は保護者が負担するとなっています。先の議会でも多額の

財源が必要となるので困難であるとのことでしたけども、先月４日付けの日本経済新聞に人口

減に悩む地方都市などが子育て世帯の定住を狙って導入する例が目立つとの記事がありまして、

群馬県みどり市、人口約５万１千人では今年４月から小中学校１３校４，２００人の給食費を

全額、市が肩代わりし食材費は小学校が月４，１００円、中学校が月４，８００円、年間にし

まして４万５，１００円から５万２，８００円の保護者負担が減るということがありました。

子どもさんお二人持っていれば約１０万円が年間経費、保護者負担が減るというようなことに

なります。また栃木県大田原市、人口約７万２千人、当市と似ておりますけども、２０１０年

から当初の月額１００円から徐々に補助額を増やし、２年６カ月後の２０１２年１０月に無償

化を実現したと。予算規模は約２億７千万円で保護者や児童生徒には市民の税で賄われている

ことを伝えているという記事です。法律で食材費は保護者負担だからと言っていては若い家族

は入ってこないし、出て行ってしまうという危機感を持つことが必要であると思います。やり

方を研究すれば可能ではないでしょうか。改めて市の政策として給食費の無償化への取り組み

について考えていただくよう希望いたします。

 次に学区の見直しについてですが、現在スクールバスで通学しておりますけども道路一つ挟

んで旧町村の境界があり、すぐ先には旧他の町の小学校がある現実があります。地域の事情も

ありますが、現在ではすべての小中学校が笛吹市立であることを考慮するべきではないでしょ

うか。より通いやすい環境を整えることを教育委員会の中期的課題として捉えてもらうよう希

望いたします。

次に市道・・・。
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〇議長（海野利比古君）

 答弁はよろしいですか。

〇２番議員（武川則幸君）

 答弁は結構です。すみません。よろしいですか。

〇議長（海野利比古君）

 続けてどうぞ。

〇２番議員（武川則幸君）

 次に市道１－２４号線拡幅工事について伺います。

〇議長（海野利比古君）

お手元に先ほど休憩中にお配りしてある資料を、議員の皆さんのところにお配りしてありま

すので。

〇２番議員（武川則幸君）

 今、議長の許可を得ましたので路線が分かる地図と地図を配布させていただきました。また

パネルの掲示を議長に許可をいただきました。この赤い線で書いてある約１．７キロメートル

の道路を走る成田・井之上地域は石和町中川区に隣接し、東に中央自動車道、北に国道２０号

線勝沼バイパスが走る良好な環境と交通の便に恵まれた地域であり、近年この利便性から住宅

建設計画が進んでいる状況にあり、道路整備等、社会基盤整備を進めることが必要と考えます。

拡幅整備をすることで火災、震災時の緊急車両の進入等、都市防災機能の強化も図られ、道

路交通の安全性や利便性が高まり、国道２０号線勝沼バイパスから笛吹市南部への連絡強化が

図られることが期待されます。本市の今後の取り組みについて伺います。

〇議長（海野利比古君）

 河野建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

武川則幸議員の一般質問にお答えいたします。

 市道１－２４号線拡幅工事につきましては、平成２１年１２月に御坂町区長会、地元の御坂

町成田区長ほか４区の区長の連名で、当該市道の拡幅工事の要望を受けたところであります。

 市といたしましてもこの市道につきましては交通量が多い割に幅員も狭く、車のすれ違いも

困難で、市道沿いの民家の庭先を使ってすれ違いを行っていることなどから、地域の重要な道

路として拡幅の必要があると判断し、これまでに市道の対象延長約９３０メートルのうち約

４００メートルの拡幅整備を行ってまいりました。

 現在、残る工事個所の計画について、地元である成田区をはじめ市道沿いの地権者の方々と

協議を進めているところであります。

 この計画について一定の目途がつきましたら、来年度から用地測量に着手し、用地交渉のあ

と平成３０年度以降、順次工事に着手して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）

 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。先週の笛新会の保坂議員の質問、また先ほど中村議員も質問され

ていましたが、平成２８年は７３７件あったと。この１－２５号線はまだ入っておりません。
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ぜひ工事の進展を図っていただくよう期待を申し上げて質問を終わります。

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。

関連質問ございますか。

野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

 ただいまの武川議員のですね、１問目の子育て環境の充実整備についてのうちのとりわけ２番

目の放課後学童保育、この点に関することでの関連質問をいたします。

 これは仮にホテルＫとしておきますけれど、そこの社長さんのちょっと話したいことがある、

そして私もその話を聞いていたので聞き取り調査の上での今後、行政のほうで問題意識を共有

していただきたいということでの提案であります。

１つ、まずこの来月３月１日から開設いたしますＮＰＯ法人のオリーブ、ここはゼロ歳児か

ら年長さんまで、つまり小学校にあがる前までの保育を引き受けるということ、しかも朝７時

半から夜１０時半まで、これは特に観光ホテル関係ですね、そういうところでお働きになって

いる、もっと限定すればシングルマザーの方、つまり母子家族、そういうところのニーズがあ

りまして、そういうＮＰＯ法人で施設を設けてやるということですけれど、このへんについて

の現状認識がありますかどうか、まずこれを聞きたいと思います。よろしくお願いします。

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）

お答えをいたします。

今、ご紹介いただきましたＮＰＯ法人の実施する事業者さんといいますか、事業者との契約

に基づいた保育については市が実施をする保育の外、認可外の保育として実施をされるという

ことを伺っております。

 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）

 認可外ということでもちろん行政に直接ということではないですけれど、それを捉えていた

ということで、それとの延長ですけれど、先ほどのＫホテルの社長さんの話ですと、小学生の

ですね、できたら学童保育のあとということになれば、その延長ということになりますけれど、

やはり夜１０時半ころまでの学童保育というものを具体的に考えられないかと。これは特殊で

すね、笛吹市の働き方、ライフスタイルがそういう方が多いわけですから、やはりそれに合わ

せて制度をつくっていくという必要が私はあろうかと思います。制度が先にあるんじゃなくて

やっぱり特殊な笛吹市の観光中心、特に宿泊中心で働く具体的に言えば仲居さん、こういう人

たちをしっかりサポートする制度というのが必要だと思いますけれど、このへんは保健福祉部

にも関わりますし、産業観光部の働き方、商工労働、このへんにも関わるし、もちろん学校教

育の中で家庭教育の部分にももちろん関わる、新しい、むしろ特殊、笛吹市的な問題だと思い

ますので、ぜひ部局横断的にこの問題を捉えていただきたいというふうに思いますけど、今、

部署の名前を上げましたので、できたらその部署ごとにこういう問題への意見なり感想なりお
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話していただくとありがたいです。

〇議長（海野利比古君）

 じゃあ保健福祉部長からお願いいたします。

〇保健福祉部長（風間斉君）

お答えをいたします。

 学童保育につきましては、できるだけ通っている小学校に沿った形で学童保育の設置、実施

をしております。今ご紹介いただいたような、特別なというか、一部の産業の部分でそういっ

た必要性の高い部分がある。また母子家庭等のひとり親等の方の働き方の中で必要性が高いん

ではないかというご指摘につきましては、今後少し研究する必要はあるとは思いますが、１つ

は産業界等の方々がどのような考え方を持っているのかということが必要になってくるなとい

うふうに思いますし、保健福祉部といたしましては放課後児童の健全育成というところでは現

状の学童保育の枠を夜間の１０時半まで延長するということが健全育成に関わるのかというよ

うなところは研究はしてまいりたいと考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたしますけれども、関係する部局とよく協議・検討してまいりたいと思います。

 以上です。

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。

 同じくですね、そういう形態が必要であるかどうか、ご提案いただきましたので関係部局と

調整して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）

 野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

皆さんもご存じのように石川県のですね、和倉温泉で有名な、そこでも一番有名な加賀屋さ

ん。ここではですね、社内に保育園を持ち母子寮を持ち児童保育までしていると。そういう中

でやはり素晴らしいもてなしができているというふうに１つの要因になっていると思います。

もちろん力のあるホテルですからそういう形ができますけれど、これだけ１万人近い収容能力

のある笛吹市の宿泊観光業界があるわけですから、まさにそういうことこそ笛吹市の特徴とし

てやるべきであろうと。市長も観光協会の会長さんを長くされて、そういう問題意識もあろう

かと思います。もし市長、この点に関して何か自分なりの考え方があったらお答えいただきた

いと思います。

〇議長（海野利比古君）

山下市長。
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〇市長（山下政樹君）

 大変多岐にわたりましてお話をいただきました。まったく同じことを私もＫ社長から同じこ

とを言われておりまして、内容についてはすべて承知しております。また経営するオリーブの

責任者の方も大変よく存じておりまして、この件に関してはもうすでにお話をさせていただい

ています。いくつかのいろんな問題点があるかと思います。また規制の部分もあるかと思いま

す。決して悪い話ではないと思います。ただ乗り越えなければいけないこと、それとまた実際

的に本当にどのくらいの需要があるのか、そういうことをすべてトータル的によく研究させて

いただきまして、実施できるものだったらどういうふうにするのか、よく検討させていただき

たいというふうに思います。

 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。いずれにしてもオリーブだけがやったんじゃその先がないというこ

とで、非常にオリーブさんの試みも半端なものになると思います。できないということを前提

にして考えることは簡単です。どうやってやるかということでまず考えていただきたいと。そ

の前に市長が言ったようにニーズがあるかということは重要なことですけれど、ぜひしっかり

した検討をお願いします。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

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。

はじめにマイナンバー制度について伺います。

 社会保障・税番号制度、すなわちマイナンバー制度は国民の利便性の向上、行政の効率化、

公平・公正な社会の実現を目的として昨年１月から制度がスタートいたしました。これは国民

一人ひとりに生涯普遍の１２桁の番号を割り当てて、その個人番号をキーとして複数の機関が

管理している個人の情報が同一人の情報であることの確認、いわゆる名寄せを可能とする社会

基盤インフラであります。

一昨年の２７年１０月から番号通知カードが全住民に送付され、個人番号カード、いわゆる

マイナンバーカードの交付も昨年１月から始まっています。また改正番号法の施行期日も５月

３０日となり、今議会に関連の条例改正案も上程されています。

以下、マイナンバー制度、ナンバーカードの利用など本市の取り組みについて伺います。

 平成２７年１０月の通知カードの発送後、返戻件数が約２，５００件、８．８％あり再送す

るなどしておおむね通知カードが市民のもとに届いている状況ですが、約１％の市で保管して

いるケースについて、どのような理由によるものかお聞きします。

次にナンバーカードの申請件数が昨年末で５，４００件、交付件数が４千件を超えてきてお
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り、交付率が約６％という状況ですが今後のナンバーカード交付率のアップに向けた取り組み

はどのように進めていくのか伺います。

 次にマイナンバーによる行政事務の効率化の具体的な事例についてお聞きします。具体的に

情報連携による行政実務上のメリットが考えられるケースには、どのようなものがあるのかお

示しください。

次に今年７月予定のマイナポータルの運用開始に合わせ、子育てワンストップサービスの導

入が自治体に求められています。これについてシステム改修費の２分の１の特別交付税措置も

予定されていると聞いていますが、本市の準備状況と方針について伺います。また、地方創生

事業で実施している子育てクラウドとの関係はどのように考えていくのかお示しください。

次に平成３０年度には、ナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針も示

されています。マイナンバーによる市民生活の利便性の向上とともに動き出したマイナンバー

制度の普及や周知等、本市の今後の対応はどのように検討されているかお聞かせください。

最後にナンバーカードによるコンビニ交付で取得できる証明書の種類を増やしていく考えは

あるか伺います。

 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。

 答弁を、鶴田市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに返戻された通知カードの理由についてですが郵便局の保管期間経過、転出等による

宛所なし、また本人の受け取り拒否であります。

 次に交付率アップに向けた取り組みについてですが、これまで広報ふえふきでマイナンバー

制度の特集、ホームページへのマイナンバーカード交付についての掲載、新聞折り込み、窓口

証明用封筒でのＰＲなどマイナンバーカードの利便性を市民に周知し、普及の促進を図ってま

いりました。

 また、市民窓口館入口に設置している証明写真機でマイナンバーカードの申請ができるよう

になっております。申請に対し交付が間に合わなかった状況を鑑み、平成２８年４月から６月

まで毎週水曜日の時間延長、第２日曜日の休日交付を行いその後も申請状況を見ながら休日交

付を行っております。

 今後もマイナンバーカードの申請状況を見ながら、平日勤務で来庁することができない方の

ために休日交付を行う予定であります。

 次に効率化の事例および情報連携によるメリットについてですが、マイナンバー制度は住民

票を有するすべての方に１人１つの番号を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人

の情報であることを確認するために活用されるものです。そのため社会保障や税、災害対策分

野において、所得や健康保険の資格など同一人物の情報であるかどうかについて国や自治体等

がそれぞれ行っていた情報の照会や入力等の時間の労力が減り、行政運営が効率化につながっ

ているものであると考えます。

 また情報連携による行政実務上のメリットとしては、転入または転出時における社会保障や

税関係の申請時に必要な情報について、これまで郵送など紙媒体で行っていた転入前市町村へ
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の情報照会や転入後市町村への情報提供が２９年７月からは情報提供ネットワークシステムを

利用した情報連携により電子的なやりとりが可能となり、職員負担が軽減されるものと考えま

す。 
 次に子育てワンストップサービスの準備状況と方針、また子育てクラウドとの関係について

ですが、マイナポータルによる子育てワンストップサービスは保育園への入所申請や児童手当

の現況届など子育ての関連申請を電子申請によるオンラインで行うことを可能とするサービス

で本年７月から順次実施することが国の方針により示されております。 
 しかしながら、サービス開始に必要なシステムの詳細や事務手順などの方途が提示されてい

ないため、現段階では具体的な準備を行うには至っておりません。 
 サービス開始の目安としては、自治体のシステムとマイナポータルを接続する仕組みの１つ

として見込まれる山梨県市町村総合事務組合の次期電子申請システムが平成３０年４月から稼

動を予定していることから、そのタイミングに合わせて準備を進めることを検討しております。 
 また、現在取り組んでおります子育て情報クラウド化推進事業との関係については、リンク

する部分も想定されることから、今後国から示される情報を確認しながら対応を検討していき

たいと考えております。 
 次に今後の対応についてですが、本市ではコンビニ交付や証明書交付機の庁舎内設置に早く

から取り組み、２７年度にはマイナンバーカードにも対応する証明書交付機を市民窓口館に導

入し、市民の皆さまに利便性向上につながるよう努めております。 
 またマイナンバーカードに内蔵されたＩＣチップに記録される電子証明書を使ってｅ－Ｔａｘ

等、インターネットで電子文書を作成・送信する際やマイナポータルへのログイン時に利用す

ることができます。これらの他にもマイナンバーカードの利用拡大につきましては、国の動向

や先進事例等を注視しながら、市民の利便性向上や地域経済の活性化につながる取り組みを検

討するとともに、マイナンバー制度の普及についても市の広報誌やホームページなどで適時お

知らせをしていく予定であります。 
 なお、マイナンバーカードの健康保険証との利用につきましては、具体的な運用方法が示さ

れておりません。マイナンバーカードの健康保険証としての運用方法に限らず新たな運用など

が国から示されましたら速やかに広報紙などをとおして市民に周知してまいります。 
 また、国では人口の７０％以上の８，７００万枚を平成３１年３月末までに交付目標の枚数

に掲げております。 
 本市におきましても短い期間で市民に交付できるよう、組織体制を整え対応していく予定で

おります。 
 次にコンビニ交付で取得できる証明書の種類を増やしていく考えについてですが、コンビニ

交付における証明書の種類につきましては、マイナンバー制度における情報連携により社会保

障や税関係の申請時における証明書の添付や削減を踏まえ、今後における各証明書の交付枚数

の推移やコンビニ交付に対応するためのシステム改修にかかる経費などを勘案しながら、検討

を進めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 
 再質問を行います。 
 志村直毅君。 
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〇１３番議員（志村直毅君）

それでは再質問を行います。

 まず１点、マイナンバーのいよいよ運用が始まって、これからマイナポータルも、ちょっと

先日のニュースでは７月も少し遅れるんじゃないかというようなところで、実際に動いていか

ないとなかなかイメージができないところも多々あるのではないかなと思います。そういう中

でそうはいってもナンバーカードというのが普及することで行政事務の効率化、それから市民

の利用、利便性が高まるといったところはその都度その都度、ＰＲをしていく必要があろうか

と思います。またシステム的な、これは行政内部の話になりますけども、総合運用テストとい

うのが行われていて自治体間の連携テスト、それから国とのテストはまだ行われていないとい

うことですけれども、この総合運用テストの実施状況、このテストを通じての課題と情報連携

の運用開始にこれからも期待されるというところ、このへんの見解をお伺いします。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 当然、今の予定ですと今年の７月からマイナポータルも始まりますし、そして市民の皆さん

も実際にお使いいただけるということでございますので、行政といたしましてはそのハード的

なものについてしっかり情報連携ができるような、そんなための今、練習を行っております。

 あと今年、昨年の１２月から今月まで行うわけでございますけれども、そういうふうな中で

本市は、これ県のほうで指定してくるわけですけども、本市は甲州市さんと一緒に連携をし、

例えば戸籍でしたら甲州市さんの戸籍と、そしてうちの戸籍のところで連携をして実際に架空

なデータとかそういうふうなものについて連携をして実際に取れるかどうかですとか、また税

は税で同じ部局の中で担当同士でやりとりをしながらその技術の習得でありましたり、そして

システム上の大丈夫かということ、これは当然、国のベースであります税率というところがあ

りますので、そこを通してのテストでございますので実働の７月と同じような状況を想定しま

してやっております。

 現在そのあとの問題点等については特にまだ把握しておりませんけども、それを今月中に終

わりますので、そのあと問題等が出ましたらば、それを改善等、そういうふうなこともしたり、

また国、県との指導もいただきながら７月には完全な体制で、そして当然セキュリティも充実

しながら行っていかなければなりませんので、そのようなことで現在、練習をしている最中で

あるというふうなことをご報告申し上げます。

 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）

 それからナンバーカードの交付率、これが制度の運用に大変重要というようなわけですけれ

ども、私も交付申請しているんですけども、まだ機構から届いていないというような状況であ

りますけども、笛吹市は住基カードの交付でだいぶ努力されたという実績もありますし、ナン

バーカードの交付枚数を増やしていくというために具体的な対策が必要だというふうに思いま

す。例えば市の職員の方々には皆さん交付申請していただくというふうなことも必要かなと思
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いますけども、この点についていかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

そのとおり市の中でも、庁舎内でもやはり職員の皆さまにはご家族もいらっしゃいますので

ナンバー申請について推進を進めていきたいと思います。それをしなくてもということもない

んですけども、平成３０年からいろんな利用な価値が出てくるということで、当然、自然増じゃ

ないですけど増えていくとは思っております。

それからまだまだ市民の中にはコンビニ交付で取る利便性というのが分かっていないという

か、時間的なこと、そういうものをもっとアピールして周知する中で有利であるということを

知らす中で交付率を上げていきたいと思っております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 それから対象の方も絞った交付申請の促進とかですね、ご案内という意味では行政事務の効

率化ということが特にガイドラインの中でも具体的な例として児童扶養手当の受給者の方に必

要な書類を、こちらのデータ、コアシステムのほうで紹介できるとかというふうなことがあり

ますので、そういう笛吹市の条例で定めた利用事務の取り扱いがありますけども、そういった

関係に対象の方、例えばですけど児童扶養手当の受給者だと６００人ぐらいいらっしゃいます

し、もうちょっと広げて医療費助成の受給資格者ですとひとり親の場合は１，３００人ぐらい、

子どもすこやか医療に関しては８千人以上、重心の受給対象者も２，４００人ぐらいというよ

うな方々がいらっしゃいますから、そういう方たちにまずはナンバーカードのご案内をしてい

くとかというふうな形で、そういった実際に今、具体的にやっている事務の効率化と、それか

ら市民の利便性の向上というのを併せて交付率を上げていくというふうなこともできるかなと

思います。

 そしてこれからのマイナンバーの窓口業務ですね、７月からタブレット端末を置いて窓口で

そのマイナポータルにパソコンやスマートフォンでアクセスできない方が窓口に来て対応する

というふうな新しい事務も始まりますので、この点について対策というのは必要ではないかな

と。また予算でも人件費５人分、臨時職員のものが今年の当初予算でも盛り込まれているよう

ですけども、やはり取り扱う情報の重要性とかというふうなことも考えると、正規職員の方の

配置、あるいは増やすということも必要かなということも考えられます。この点についていか

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（鶴田一二美君）

再質問にお答えいたします。

 志村議員がおっしゃいましたように大変重要な事業だと思っております。国から取り扱いの

中でも厳格に個人情報が取り扱う中で交付するようにということは指示をされておりますので、
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今後そのような正職員等の必要も出てくると思いますが、これは戸籍担当だけというか、うち

だけではなかなかそれを進めることはできないと思っておりますので、人事や情報などの関連

部署と協議する中で、よりよい体制を取るように考えたいと思っております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 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２問目の質問に移ります。

障がい者、高齢者等、誰もが住みよい地域共生社会づくりについて質問いたします。

市では、平成２９年度からの第３次地域福祉計画および第３次障害者基本計画の改定作業を

進めています。現在、地域包括ケアシステムの構築からさらに進めて地域共生社会の実現を図

るとともに「わが事」「丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへの転換が目前の課題となってきて

います。

 平成３０年度からの第５期障害福祉計画、高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の改定

も見据え、本市の地域共生社会づくりの取り組みについて以下、伺います。

 はじめに地域福祉計画の考え方について、計画の基本理念に制度・分野ごとの縦割りや支え

手、受け手という関係を超えて地域住民や地域の多様な主体が「わが事」として参画し人と人、

人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域を共につくっていく社会、地域共生社会を目指していくということをしっかりと明記して

いく必要があるのではないかと考えますが市の見解をお聞かせください。

次に今年、予定されている介護保険法の改正により位置付けられることになる介護医療院に

ついて、本市の療養病床の現状と今後の見通しをどのように考えているのか伺います。

次に介護保険法改正案では、障害福祉制度に共生型サービスも創設されることになっていま

す。これは介護保険、または障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度にお

ける指定を受けやすくするという見直し内容です。本市の事業所等における共生型サービスの

今後の見通しについて伺います。

次にインクルーシブ教育の現状について、具体的な取り組み事例をお聞かせください。市内

小中学校で障がい当事者の方々の実情や思いを伝える機会を創出していく考え方についてお聞

かせください。

次に公営住宅のバリアフリー化対応の必要性についてどのように考えているのか、見解を伺

います。

次に障がい児・者の災害時の対応について福祉避難所の運営の想定、指定避難所での福祉避

難室の開設、福祉避難所相談員を常駐させる場合の具体的な内容についてお聞かせください。

最後に障害者差別解消法がスタートしてまもなく１年となります。虐待事例や相談等への対

応がなされていますが、市として差別禁止や合理的配慮のための指針や条例制定等の環境整備

を図っていく考えはあるか伺います。

 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。
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 答弁を、風間保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

志村直毅議員の一般質問にお答えします。

 はじめに地域福祉計画の考え方についてですが、現在策定中の第３次地域福祉計画において

は第１次および第２次計画の基本理念「普段から笑顔でふれあう共助共生のまち ふえふき」

を継承し人と人、人と地域、地域と地域をつなぐさまざまな仕組みをつくり実現していくため

の施策や取り組みを推進していく考えです。

ご質問のありました「わが事」「丸ごと」の地域づくりにつきましては、昨年１２月に国の中

間とりまとめが発表されたところであり、今後平成２９年夏を目途に体制の具体的な展開や地

域福祉計画のガイドラインの見直し等について検討が続けられるため、今後の国の「わが事」

「丸ごと」事業の動向等を注視してまいります。

 次に療養病床の現状と今後の見通しについてですが、厚生労働省は本年２月に高齢者が長期

入院する介護療養型医療施設を、平成３５年度までに仮称ですが介護医療院に転換する介護保

険法改正案を提出することを明らかにいたしました。

 市内では介護療養型医療施設としての県の指定を受けている施設は１カ所で、現在７名が療

養病床を利用している現状でございます。

 今後につきましては、３月に厚生労働省が介護療養型医療施設の指定権者である都道府県に

説明を行うということですので、年度内にはなんらかの情報提供があるものと考えております。

 次に共生型サービスの創設についてですが、国から現時点の情報としては平成２９年に制度

改正により共生型サービスを創設し、平成３０年の介護ならびに障がいの報酬改定において共

生型サービスの基準、報酬の対応を行うことにより地域の実情に応じた共生型サービスの整備

を進めていくとの工程が示されているのみであります。

 今後、国の説明会ののちに来月中旬にも山梨県による事業説明が予定されておりますので、

事業の詳細が把握できた段階で関係事業者の意向調査等を含め、今後の見通しについては検討

してまいります。

 次にインクルーシブ教育の現状と具体的な取り組み事例についてですが、関係機関が連携し

て情報共有による施設面や就学支援の体制づくり、学校サポーターの配置など適切な教育が受

けられるように取り組んでおります。

 また、障がい当事者の方々の実情や思いを教育の中で伝える機会を市内小中学校で創出して

いく考えについてですが、各学校では障がいのある方や障害福祉関係者による講演、アイマス

クや車イスなどの体験、特別支援学校との交流などをとおして障がい者への理解を深める取り

組みを行っております。

今後も関係部局と協議の上、効果的な取り組みについて検討していきたいと考えております。

 次に公営住宅のバリアフリー化対応についてですが、障害者基本計画において市営住宅のバ

リアフリー化についても、障がい者の自立と社会参加を促進するための方向性を示すこととし

ており、新たに建設される公営住宅においては、国が定める公営住宅整備基準により設計を実

施し高齢者等への配慮を行う考えです。

次に障がい児・者の災害時の対応についてですが、自然災害等が発生した場合の対応として

当事者の方が被災した場合は指定避難所への避難、指定避難所内での福祉避難室の開設による

障がい児・者の受け入れを行うこととしています。
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 また市内の福祉施設等と災害時避難行動要支援者の受け入れにかかる協定を締結しており、

指定避難所から専門の民間福祉施設等を活用することを想定しております。福祉避難所の開設

については、災害の程度や規模により適宜行うこととしております。

 なお、福祉避難所相談員については市保健師や福祉施設職員の協力、福祉の専門知識を持つ

ボランティア等の協力などにより実施していくものとしております。

次に障害者差別解消法に対応した環境整備についてですが、笛吹市では障害者差別解消法に

基づく障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止および障がい者の社会的障壁を取り除

くための合理的配慮の実施への対応として平成２８年３月に職員対応要領を制定し、障がい者

などからの相談窓口を設置いたしました。

 また、障がい者やその家族等から相談に対応する障害者差別地域相談員を障害者基幹相談支

援センターと市内３カ所の委託相談支援事業所に各１名配置し体制を整えております。

 現在策定中の障害者基本計画においても、差別禁止や合理的配慮のための指針づくりや条例

制定に向け市民、当事者の皆さまとともに取り組む考えを盛り込んでおります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

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。

 計画の基本理念、第１次、２次を踏襲していくということでお聞きはしているんですけども、

地域共生社会の定義というのは国に本部が設置されて変わることないだろうというふうに考え

られますし、これからまた来年度の計画、引き続いての障害福祉計画等の見直しも控えている

ので、ここで柱となる地域福祉計画に地域共生社会と、こういう考え方をきちんと入れていた

だきたいなと思うわけですけども、いかがでしょうか。基本理念でなくてもその文言としてしっ

かり盛り込んでいくと。いかがですか。

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）

お答えいたします。

 今、策定中でございまして３月の上旬にはパブリックコメントをかけるという予定で今、担

当のほうで進めております。この第３次地域福祉計画の中で、第５章に計画の推進という章が

ございます。ここでは計画の普及啓発や計画の点検評価等がございますが、その４項目といい

ますか、に「わが事」「丸ごと」の地域づくりということで、国の細かいところの指示やリン

クというふうなところはなかなかちょっと盛り込むというか、膨らましにくいところがござい

ましたが、少子高齢化や核家族の進行といった地域の実情課題等を踏まえ、国においてこうい

う取り組みが行われているということをご紹介し、盛り込みさせていただく予定になっており

ます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

志村直毅君。
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〇１３番議員（志村直毅君）

 それから施策立案段階から障がい当事者の声を反映させていくという点で、かなりこの計画

策定に生かされていると、笛吹市ではそういった点が非常に評価されているというふうにお聞

きしています。そういう中で合理的配慮という点でいえば車イス、トイレ、多目的トイレの設

置状況、事前に調査をお願いしました。ちょっと弱いところが建設部の公園、それから公営住

宅については不要という回答、それから保健福祉部の保育所、そして教育委員会、学校は４校

程度、対応しているというふうな状況のようですけども、社会体育施設については花鳥、それ

から若彦体育館、春日居スポーツ広場以外は設置がなされていないと、こういうふうな状況で

す。合理的配慮という点でバリアフリー、ユニバーサルデザインの観点を踏まえた適切な施設

整備というのが求められるわけですけれども、建設部、それから保健福祉部、保育所ですね、

それから教育委員会、それぞれお考えをお聞かせください。

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）

お答えいたします。

 今、議員からご紹介いただきましたように障害者基本計画の中では当事者の方々の声もでき

るだけ反映をしながら、その実現に向けての取り組みについて書かせていただいているという

ことで、保健福祉部のほうでは保育所や学童保育においてもその受け入れを積極的に行ってい

くための環境整備ということで、今後の取り組みとして障がい児の保育の充実ということで保

育所のバリアフリー化や研修機会の充実というふうな受け入れの態勢について促進するという

ふうにしております。

具体的には当然、経費もかかったり建物そのものの老朽化等の関係もございますので、すべ

てを一様にというわけにはいかないかと思いますが、そういったことで取り組むこととしてお

ります。

それから建設部のほうでまたお答えを、公営住宅やその他のところについてはさせていただ

くと。

〇議長（海野利比古君）

 建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

お答えいたします。

公営住宅についてのバリアフリー化ということなんですけども、実際、古い住宅が多いとこ

ろについては、ものについては当然バリアフリーされていないわけでございますけども、国が

定めます公営住宅の整備基準というのが今日お答えの中でもありましたけども、これにおきま

して住宅の品質確保の促進等に関する法律、これに基づいて評価方法基準との整合性の観点か

ら平成１４年以降の建設されます設計されます、すべての公営住宅については住宅性の評価を

実施していくものとされております。

 したがって今回、設計また建設していきます四日市場団地につきましても当然バリアフリー

のことは十分に承知しておりますし、設計段階から入れていきたいと考えております。

以上であります。

公園のトイレにつきましてですね、やはりかなりの範囲でいろんなところがトイレがござい
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ます。最近でき上がっているトイレについては当然、障がい者の皆さま方がご利用できるトイ

レも造られているわけでございますけども、中には古いトイレもございますけども、財政的な

ものもございますので、順次またそれは研究させていただきたいと思っております。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

教育委員会の関係施設でございますけども、学校につきましてはお子さんの入学状況に応じ

て対応させていただいております。それから社会体育、社会教育施設につきましては非常に老

朽化が進んでおりまして、これから策定されます総合管理計画等に基づいて計画的に検討して

まいりたい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）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 施設の老朽化、それから更新というのは本当に大きなテーマなんですけども障がい児、障が

い者の方々ももちろんスポーツもしたいという気持ちもありますし、またいろいろな施設の利

用に際してはやはり財政的なというところでですね、後回しになるというのは合理的配慮の観

点からは、これは厳しい言葉で言えばちょっと許されないだろうなというふうに思います。そ

ういった意味ではしっかりと優先的に取り組んでいただきたい、そのように思います。

そして条例制定等も計画案の中では検討していくということでありますけども、具体的に言

えば手話言語条例のような、これまでにも出ていますけども、そういった実際にこれから条例

制定を検討していくというか、条例制定の方向で理解してよろしいんでしょうか。

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。

 現在、進めております障害者基本計画の中では施策の障がいを理由とする差別の解消という

基本目標の中で、その施策として差別解消を推進するための条例制定に向けた取り組みという

形で謳っております。内容といたしましては、障がいの有無にかかわらず共生できる地域社会

の実現のために障がいを理由する差別の解消および合理的配慮の推進を図りうんぬんというこ

とで条例の制定に向け、地域自立支援協議会等の取り組みを通じて地域への意識の醸成と当事

者、支援者の共同による研究を進めますという内容で盛り込む予定でございます。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 ぜひとも当事者の方々がまたここでもご意見を十分聞いていただいて、条例制定に向けて進

めていただきたいと。そしてまた学校でインクルーシブ教育、体験や交流をとおして理解を深

めているということでありますけども、理解を深めるという段階だと、まだこちらの人とあち
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らの人というふうなイメージもあります。やはり「わが事」「丸ごと」ですから、そういった

意味で障がい児、障がい者のことを理解する、もう一歩先にというイメージがほしいんですけ

ども、教育長こういったことには熱心に取り組んでこられていると思いますので、ご見解を一

言お願いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 坂本教育長。

〇教育長（坂本誠二郎君）

 議員ご指摘のとおりであります。今後、各学校長を通して研修も深めながら、今、議員がご

指摘の点についてはしっかりやっていき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）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

市長、ハートフルタウン笛吹、やはりこれは障がいのある方も本当にこの地域で生活してよ

かったなと思える、そんなまちだと思います。最後にこの点についてご見解をいただきたいで

す。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 本当に多岐にわたりましていろいろご提言、またご示唆をいただきました。先ほどお話にあ

りましたようにハートフルタウン笛吹、その次にくる言葉はすべての皆さんが幸せにというこ

とでございますから、本当に今日も障がい者の皆さん、たくさんお見えになっていただいてい

ます。こういう人たちが本当に快適にですね、また本当にいつまでも笑顔を絶やさずにですね、

本当に快適に過ごせるような、そんな地域づくりに一生懸命これからまい進したいと思います

ので、またいろいろ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。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 以上で終わります。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で志村直毅君の一般質問を終了します。

関連質問ございますか。

（ な し ）

関連質問を終わります。

お諮りします。

本日の会議は、ここまでに留め延会にしたいと思います。

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。

よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定しました。
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次の本会議は明日２８日、午前１０時から再開いたします。 

本日はこれをもって延会いたします。 

ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ４時１２分 
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平成２９年笛吹市議会第１回定例会

１．議 事 日 程（第４号）

平成２９年２月２８日

午前１０時００分開議

於 議 場

日程第１ 一 般 質 問

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
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１３番 志 村 直 毅 １４番 渡 辺 清 美
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（ な し ）
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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）
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再開  午前１０時００分

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

〇議長（海野利比古君）

改めまして、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。

なお本日、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。

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 昨日に引き続き「一般質問」を行います。

それでは１１番、野澤今朝幸君。

 野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

おはようございます。笛新会の野澤今朝幸です。

議長より許可が出ましたので通告に従って質問させていただきます。

質問に入る前に、ちょっとわれわれ議会人としての話を一言させていただきたいと思います。

今日は実は「バカヤローの日」ということをご存じですか。そうすると大体ピンとくると思

うんですけれど、当時の吉田茂、１９５３年、私の生まれる１年前ですけれど、予算委員会で

ですね、西村栄一さんの発言に対して「バカヤロー」と言ってしまったのが今日２月２８日だ

そうです。そして解散になったのが３月１４日ということで、われわれ議会人としてですね、

議会議場は言論の府でありますので、そういう見られること、あるいは阻害されることのない

ように私自身も心してかかりたいと思いますので、皆さんのまたそのような、若干の紹介です

けれどよろしくお願いします。

 それでは質問に入ります。質問は２点あります。とりわけ芦川町にかかることの質問をさせ

ていただきます。

 芦川が合併してから１０年経ちますけれど、いろんな形で芦川との連携、ちょっと地理的、

風土的にこちらのほうと市街中心部と離れていますけれど、そういう中でいろいろ連携を図っ

てきていただいたんですけれど、まだまだ不十分、１０年ですから、まだまだこれからという

ことで、そんなところに、連携等に関わるところで２問質問させていただきます。

まず１問目は、芦川小学校の特認校としての指定についてということで質問いたします。

 芦川小学校のような過疎地域の小規模校、現在芦川小学校は３名です。そのような児童数の

少ないところは児童数の確保ということで、それを主目的に学校選択制における特認校、この

指定が全国でみられるわけです。そこで芦川小学校を特認校として指定することの必要性およ
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び指定することによって得られるメリット、この点について具体的に以下質問いたします。

 まず１問目としては学校選択制の中に特認校制度というのがあるんですけれど、これについ

ての説明をどういう制度であるかということを教育委員会のほうからいただきたいと思います。

 ２問目として、全国ではどのような条件下の学校がこの特認校を指定しているのか、そのよ

うな条件と、またどのくらいそういう指定校があるかということを確認させていただきたいと

思います。

３点目として、皆さんも去年の暮れ、１２月２０日の日ですけれど、ちょっと大きくですね、

山日ですけれど、甲府地区のところに千代田小学校が学区外からも児童を受け入れるというこ

とでかなり大きな記事が載ったわけですけれど、この千代田小学校が特認校に指定され、来年

度、４月１日からそれが運用されるということですけれど、千代田小学校と芦川小学校、非常

に類似の高い点があろうかと思いますので、そのへんの共通点についての認識を教育委員会の

ほうから、認識についての見解をいただきたいというふうに思います。

 ４番目として芦川小学校がですね、特認校に、現状を改善し教育の幅、特に笛吹市の教育の

幅をもたせるというような意味からも芦川小学校の特認校というのは必要ではないかというよ

うな考えを私は持っていますけれど、この点についてはどうかということ。

最後にですね、移住定住に関わるところでこの特認校制度、小学校の児童生徒を確保すると

いうことで、そうすると移住定住にも、する人もしやすくなるという点があろうかと思います

けれど、芦川の最大の問題は過疎の問題ですので、学校が特殊、教育だけの問題ではなかろう

かというふうに私は認識しているわけですけれど、またこの点も、移住定住のほうからのもし

ご意見がありましたら伺いたいと思います。

 以上で１問目の質問といたします。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。

 答弁を、野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに学校選択性における特認校の制度についてですが、従来の通学区域は残したままで

特定の学校について、通学区域に関係なく当該市町村のどこからでも就学を認めるものです。

 次にどのような条件下の学校が指定され、指定を受けて運用されている学校数についてです

が、主に自然豊かな環境に恵まれた小規模校を中心にして離れた地域からでも入学できるよう

にしているようです。平成２４年度の調査では小学校１０３校、中学校４５校と報告されてお

ります。山梨県については平成２８年度時点でこの制度を利用している市町村はありません。

 次に甲府市の千代田小学校指定の背景と芦川小学校との共通性についてですが、児童数の減

少による存続の危機から児童数の増加を目指した取り組みであると聞いております。また芦川

小学校の置かれている状況も大変類似しているものと考えます。

 次に芦川小学校の特認校指定についてですが、正確に言うと千代田小学校は通学区域に関係

なく、当該市町村内のどこからでも就学を認める特認校ではありません。各学年２学級以上あ

る学校の学区内に住む児童を対象としております。これは他の小規模校から児童が転出してし

まうことを防ぐためであります。芦川小学校につきましても他の小学校との関わりを考え、慎

重に検討する必要があると考えております。
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次に特認校指定によって若者の移住・定住に寄与するとのご意見についてですが、児童数を

確保するということだけでなく、芦川小学校ならではの特色ある教育活動を検討していくこと

が最も重要であると考えます。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 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。特認校ということで、今、説明をいただきましたけど、ちょっと

分かりにくかったと思うんで、分かりにくいというか、正確に言うと甲府市の千代田小学校は

特認校のような形ですけれど、基本的に特認校というのは全市の中でどこからでも来てもいい

ということですけれど、千代田小学校は今、部長が紹介されたようにあまり小さな学校からは

遠慮してもらうということで、そういうことです。ラフに言いますとですね。そういう点で芦

川の場合でも例えば御坂の東小学校とかですね、そういうようなところからのたぶん、もし制

度が採用されたようなときは遠慮してもらうというようなことになろうかと思います。

 それでですね、今の芦川の小学校の状況を言いますと現在は３名しかいません。それで６年

生がこの春に卒業します、１人。１人、６年生がいます。２人で、入学者が今年はいます。今

年というか来年度、２人います。４人になります。再来年度はまた２人いますので６人になり

ます。ご存じのように保育園が１人になった非常に危機的な状況がありました。しかしかなり

回復しまして、今、保育園も５名、６名で推移しているところです。ぜひですね、これはここ

ですぐ結論というわけではないんですけれど、ぜひこの特認性、変則的な特認性になろうかと

思いますけれど、これについてしっかり今後調査・研究、そういう余地があるか、そのへんに

ついてのご所見を教育長にお願いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 坂本教育長。

〇教育長（坂本誠二郎君）

ただいま野田教育部長のほうから答弁をいたしましたように、いろんな条件も勘案しなけれ

ばならないということでありますので、校長会等とも十分に話をしながら何ができるかという

ようなことについて、いろんな意見を集めながら検討をし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）

 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。できたら来年１年くらいをかけてですね、可能性があるんだったら

再来年の４月くらいの稼働運用ということでお願いしたいと思います。

 一に申しますと、この特認性で問題になるのは通学の問題、これが大きな問題となろうかと

思います。千代田小学校の例を言いますとスクールバスが千代田のほうを走っているのが、そ

れが盆地の下のほうまで下ってきて一番近くの公民館と言っていましたけれど、公民館のほう

まで親の責任でそこまでは送迎してきて、そこからスクールバスで送迎するというような形に
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なっているそうです。ちなみに私も２回ほど甲府市の教育委員会と、そして千代田小学校のほ

うに聞き取りに行ってまいりました。そしてその結果ですね、私が最初に行ったのが教育委員

会ですか、教育委員会に行ったときは６名ほどのですね、６家族ほどの反応がありまして、そ

して１週間ほど経って、また千代田小学校へ行ったら１１名ほど千代田小学校のほうに問い合

わせがあり、また授業参観にも来ているということで実際４月１日からどれだけの児童がそう

いう制度の中で勉強するかということは分かりませんけれど、非常にそういうような形での反

応があったということをお示ししまして、次の質問に入ろうかと思います。

 ２問目は先ほどもちょっと冒頭触れましたけれど、芦川、いろいろ観光、特に観光とかです

ね、あと物産関係ですね、直売所がありまして市内の皆さんにも利用してもらったりして非常

に芦川としても助かっているわけですけれど、そういういろんな資源があります。まだまだ観

光は、例えば新道峠をはじめですね、まだまだ活用の余地があろうかと思います。今日はです

ね、そういう中で教育に関わるようなところでですね、芦川グリーンロッジというのがありま

すけれど、これをですね、今少しですね、市内の皆さん、とりわけもともと青少年の体験宿泊

用の施設ですので、小中学校の皆さんに活用してもらってですね、連携、そして芦川も笛吹市

の１つのふるさとであるという認識も、子どもたち認識を持っていただきたいというような点

からも質問したいと思います。

 具体的にまず１番目として、市内の小中学校における芦川グリーンロッジの利用状況はどの

ようになっているかという点です。これをお示ししていただきたいと思います。

 ２番目として市内小中学校における野外体験とか宿泊学習の、これはもちろん芦川に、市内

の小中学校が、市内、市外かかわらずどのくらいこういうものに支出しているものかというこ

と、この点がお分かりになりましたら示していただきたいと思います。

３点目として市内小中学校において芦川グリーンロッジの活用ですね、今あまり活用が進ん

でいないという私、認識がありますけれど、どの点が妨げになっているのか。あるいは妨げと

いうよりも今までのいろんな小中学校の流れがあるのかもしれませんけれど、そのへんの背景

について説明いただきたいと思います。

 最後に芦川グリーンロッジの収支の改善を図りですね、今、指定管理になっていますけれど、

それを抑えるためにも市内の小中学校がね、もっともっと体験宿泊の場として利用を図るべき

ではないか、これはなかなか、今、質問の中で実際難しい点が出てこようかと思いますけれど、

質問の答える中で、方向としてはこういう方向ですべきではないかというふうに思いますので、

この点についてもお答えいただきたいと思います。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに利用状況についてですが、市内小中学校における利用はありません。

次に野外体験、宿泊学習の年間支出についてですが学校や学年によってさまざまですが１人

当たり３千円から５千円くらいです。

次に活用を妨げている原因についてですが校外学習等は日常の学校生活とは違い、特別な体
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験をする場でもあります。そのため学校としては、目的に応じ体験学習や野外活動のプログラ

ムを柔軟に選択できるような施設を望んでいます。このようなことから少年自然の家などの施

設を選ぶことが多いと考えています。

次に体験学習の場として活用を図るべきとのご意見についてですが、小中学校の校外学習で

の活用は難しいと思いますが、育成会やスポーツ少年団などの青少年団体での活用を促進して

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）

再質問を行います。

 野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

小中学校としてグリーンロッジを利用してはいないということなんですけれど、これは現状

の認識ということで、先ほどの説明の中で１人当たりちょっとばらつきがあるにしても年間、

小中学生が３千円から５千円のお金をたぶん、笛吹市にそういう芦川のグリーンロッジ以外に

そういうような場所はないと思いますので、ほとんど市外へお金が出ているということかと思

います。指定管理料も聞くところによると、あそこが今、あそこのグリーンロッジとスポーツ

施設と、そしてやすらぎの家という、こういうところで合算での話の指定管理、４００万円ちょっ

と切るくらいのお金だと思いますけれど、それにしても大きな金が出ているということで、小

学校としての利用は難しいという今の答弁でしたけれど、非常に今の管理者の方は体験とかに

長けている人ですので、良い、今、タイミングかと思います。今、管理している方と例えば小

中学校のそういう担当の先生方でお互い情報の交換とかですね、あるいは説明を受けるとかそ

ういう形でやはりこういう苦しい中で、財政上も苦しい中でなるべく市内のものを利用すると。

そして難しいとは言いましたけれど、もともと小中学校の体験、宿泊用に出来ていますから今

の時代にちょっと合わせなくちゃならない部分もあろうかと思います。そういう中でやっぱり

利用するという方向で考えていただきたい。とりわけ芦川はそういう自然とかそういうものし

かないと言えば語弊があるかもしれないんですけれど、それを生かしてもらって芦川のよさを

活用してもらうということですので、ぜひこの利用の方向でですね、やっぱり検討しようとい

うところでお願いしたいと思いますけれど、そのへんについて教育長なり市長なりお答えいた

だきたいと思います。

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）

やはり学習の一環として実施するわけですので、学習プログラムとか充実している施設とい

うことに当然なってしまうわけですが、芦川のグリーンロッジがどのような利用ができるのか、

今後研究・検討してまいりたい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）

 野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

ぜひですね、また教育委員会が中に入って実際、実施しているのは小中学校の先生方ですの
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で、先ほどくどくなりますけど、今、管理なさっている方、非常に積極的ですので、素晴らし

い経験も持っていますので、今の時期だと思いますので、ぜひそういう方向で機会を設けて一

歩ずつ進んでいただきたいと思います。

 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。

関連質問ございますか。

（ な し ）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

９番、荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

笛新会の荻野謙一でございます。

ただいま、議長の許可を得ましたので通告どおり２問の質問をさせていただきます。

その前に一言、山下市長も就任され３カ月を経過されました。その中でさまざまな市のいろ

んな課題が見えてこられたと思われます。ぜひ市長のその若さと政治経験をフルに生かしてい

ただいて、首長としてのリーダーシップでこれからの行政運営に取り組んでいただければと思

います。また私ども議会人といたしましてもしっかりとそのチェックをしながらまいる所存で

ございますのでよろしくお願いいたします。

それでは質問に入らせていただきます。

 ２０１５年４月に笛吹市で桃サミットが開催されました。その中でその以降、取り組みにつ

いてよく見えていないことの中で桃サミット、今後の取り組みについてお伺いいたします。

２０１５年４月に笛吹市において第１回の桃サミットが開催されました。桃の生産量が全国

で１０位以内に入る８県から３２団体、３００人余りが参加され、全国桃産地協議会が発足し

笛吹市長が会長に就任されました。

 産地間の連携が可能となっていますが現在までの市の対応、進捗状況がよく見えてきません。

そういった中で２０１４年４月、１年前ですね、桃サミットの１年前、甲州市で第１回全国ブ

ドウサミットがやはり開催されています。その甲州市では積極的に事業の取り組みを進めてい

ますが、この第１回全国桃サミットが開催されたことを笛吹市の誇りでもありますが、この日

本一桃・ブドウの産地として全国のリーダーシップを発揮していかなければなりません。この

桃サミット目的、目指すところは輸出の拡大であります。参考に２０１５年の全国の輸出量は

桃が１，１５０トン、ブドウが９１０トンであります。これは３年前と比較しますと２倍に増

えているところでございます。輸出先は香港、台湾、この２つの国で９０％以上占めていると

ころでございます。それでは、今後の取り組みについてお伺いいたします。

 笛吹市では桃サミットが開催されたことにより、今後どのような形で取り組みを行っていく

のかお伺いいたします。

 ２つ目といたしまして、輸出に向けての取り組み事業の中で海外トップセールスを毎年行っ

ていますが、今のところ目に見える成果が見えていません。そのことについて、今後の取り組

みについてお伺いいたします。

３つ目、笛吹市の輸出量、このトップセールスをされる中で２４年度からの推計数値はどの
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くらい伸びているのかをお伺いいたします。

４つ目といたしまして、行政の役割とＪＡとの関わりはどのように今後考えていくのかお伺

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。

 答弁を、産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。

一昨年４月、笛吹市において第１回桃サミットが開催され、その中で全国桃産地協議会を設

立し、全国桃サミット宣言を行いました。宣言では「日本と世界の人々のさらなる豊かな食生

活の実現に貢献する」「消費者ニーズに的確に対応した商品開発等、創意工夫に努める」「桃生

産を通じて地域経済の活性化・美しい国土形成に努める」「世界の桃生産高度化のトップランナー

としての役割を果たすよう努める」「桃生産拡大の意義を共有し産地間ネットワークの強化に努

める」の以上５項目の宣言を行うとともに、国に対して強い協力が得られるよう同年７月に要

望を行ったところでございます。

 昨年６月には第５１回全国桃研究大会が長野県において行われ、その際、自治体を代表して

本市が発表者となり、桃サミットの成果につきまして全国に向けＰＲしたところでございます。

 桃産地協議会については設立以降、本市において会長職を担っておりますがオールジャパン

体制の構築、産地間の連携が不可欠なことから来年度には協議会に加入している団体の事務レ

ベル会議を開催し、今後の活動方針・内容に関して、より具体的な検討を行っていく予定であ

ります。

 次に輸出に向けての取り組み事業の中で海外トップセールスの成果についてでありますが、

市と農協の連携により地道な取り組みを続けております。この結果、輸出量は飛躍的に伸びて

おり、目覚ましい成果となってまいりました。

具体的には台湾・中国香港・マレーシア・インドネシア・タイ・シンガポールの６地域に輸

出をしておりますが、平成２４年度に桃で２３．５トン、ブドウで０．２トン、柿０．４トン、

合計で２４．１トンであったものが今年度には桃１３０．５トン、ブドウで３６．４トン、現

在集計中の柿を除いても１６６．９トンに達しており、約７倍の実績と大幅な輸出拡大となっ

ております。

 次に行政の役割とＪＡとの関わりについての考えでありますが、ＪＡは民間の団体ではある

ものの農業協同組合法第１条に農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の

増進および農業者の経済的・社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること

と規定されております。

産地間競争が激化する中、市といたしましても地元の農業協同組合と連携することで今後も

安全・安心で高品質な本市農産物を供給し、より有利な条件での販売を加速させることによっ

て農業者の所得向上を図り、本市の農業振興、ひいては本市経済の発展につなげてまいりたい

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）

再質問を行います。
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 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

 答弁ありがとうございます。今の答弁を聞いて一安心、輸出量も以前に比べると伸びている

中ということで一安心いたしました。そういった中で全国桃産地協議会の設立は今、答弁もあっ

たように、これは輸出が目的でございます。その桃の輸出の拡大、保存方法、輸送方法の技術

の向上も図るということの中で、この産地協議会もできたと思われます。これまでにどのよう

にそういった問題に取り組んできたかお伺いいたします

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）

お答えします。

 桃、ご存じのように非常にデリケートな果物でございます。保存方法、輸送方法につきまし

ても先進のブドウの関係につきましてはかなり技術が発達しておりますけれども、桃について

は今のところ国にも技術の開発を要望しております。現在のところＪＡにおきまして、民間企

業と共同で技術の開発を行っておりますが、それほど発達した、効果の見える保存方法が今の

ところ見つかっておりませんので、今後も研究を国に要望した上でＪＡとともに技術のほうの

開発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）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

ぜひそういった形で積極的に研究等、甲州市にも負けないように頑張っていただければと期

待するところでございます。

それから海外トップセールスについてですけど、２９年度もなんか企画されておるようでご

ざいますが、どのような今のところ計画を持っているところでしょうか。

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）

果物のですね、海外トップセールスにつきましてはＪＡ笛吹と共同で行っております。もち

ろん観光も一緒に、観光宣伝、果物消費宣伝、一緒に行っておりますが２９年度につきまして

は香港が引き続き、果物輸入が非常に増えております。倍々で増えてきております。ですので

今後もう１年、昨年に続いてもう１年香港でトップセールスを行いたいと計画をしております。

 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）

 合併以来、海外トップセールスということで継続的に行われていますが、ぜひこれ非常にお

金もかかるところでございますので、ぜひ成果の見える形でやっていただきたいと思います。

 その中で市長にお聞きしますが、この海外トップセールスについて市長も県議会経験の中で

いろんなところへ視察行っていると思いますが、今回、市長になった中でトップセールスにつ
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いての心構え、どのような方向でしていきたいと考えているか、ちょっと一言お願いします。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

大変、逆に発言の機会をいただきましてありがとうございます。

 いずれにしましてもトップセールスが重要ということはもう皆さん方、共通の認識だという

ふうに思っています。そしてまたある程度ですね、先進地というか、まだまったく未開の地と

いうところにも手を伸ばしていくことも重要でしょうし、また今年ですか、香港のほうもまた

考えていただいているようでしょうし、そういうところもしっかり、これから継続してやって

いかなきゃいけないというふうに思います。いろんな部分で積極的に対応していきたいなとい

うふうに思っておりますし、また今度はウエイトリフティングのほうでですね、タイ王国との

連携も取れますのでそういったところにもですね、積極的にアプローチしていければなという

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）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

ぜひ、市長にはリーダーシップの中で無駄にならないトップセールスをよろしくお願いいた

します。

今、市長のほうからもちょっとタイという話が出ました。先般、オリンピック誘致の関係、

合宿誘致ということでタイへ副市長を先頭に訪問したわけでございますが、そのときに、せっ

かく遠くへ行った中でそういったこの桃・ブドウについての話はされたんでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 小林副市長。

〇副市長（小林明君）

 先般、タイのほうへオリンピックの事前合宿ということでウエイトリフティングの関係で行っ

てまいりました。基本協定を結んできたところですけども、タイというのはリオのオリンピッ

クで金メダルを獲ったのはそのウエイトリフティングだけというところでございまして、その

金メダリスト２人というのは今、タイの中では相当有名な、英雄的な扱いということでマスコ

ミが常にその動向をですね、追いかけているというような方々です。

 私どもといたしましてももちろん事前合宿の成功は当然ですけれども、そのウエイトリフティ

ングの関係でいろんな観光、あるいは企業、あるいは農業、そういうような関係でですね、交

流が図れればというふうに思っているわけです。

 先般まいりまして、オリンピックの関係以外にですね、タイの大手の旅行会社をまわってま

いりました。そしてタイというのは経済も発展しておりますし、非常に親日的ですので観光の

関係ではわれわれのところともつながりがあります。笛吹市の観光客、外国人の３番目がタイ

ということでありまして、そういう意味でも期待が持てるという感触を持ちました。

 また農業につきましても果物の輸出もですね、ＪＡフルーツの関係で１番は香港なんですけ

ども、２番目が台湾、３番目が実はタイなんですね。圧倒的に数量の差はあるんですけども、

タイは３番目に輸出で位置付けられていると、そういう国であります。そこで山梨県のビジネ
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スサポートデスクというのが県とですね、契約している企業がありまして、そこへ訪問をいた

しました。それは何をしているかというと、山梨県の企業とタイの企業ですね、それのいろん

な事業のマッチングを行っております。その中で農業の関係がどうかということで状況も聞い

てもまいりました。そうしますと日本の桃・ブドウ、これはタイでは非常に高価でありまして

人気が高い。ただ日本のというところなんですね、数が圧倒的に少ないですから日本の桃、日

本のブドウ。私たちは今回、このタイといろんな、親密なですね、交流を今後図る中で日本の

というところを山梨の、あるいは笛吹のブドウ、桃、こういう形でですね、今後、何回も交流

の機会があると思いますので、それらでつないでいければというふうに思っております。また

行った際にはですね、その観光はもちろんですけども、農業につきましても精力的にいろんな

ところと対話をしてまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。 
〇議長（海野利比古君） 

 荻野謙一君。 
〇９番議員（荻野謙一君） 

 タイへ行かれていろんな面でＰＲしてきていただいたと。本当にご苦労さまでございました。

ありがとうございます。ぜひそういった形で常に積極的に活動していただければと思います。 
 それから桃・ブドウというと、これは農家の部門ということの中で行政とそのＪＡの関わり

ということも先ほど部長のほうから説明がありましたけども、今後どのようなやはり取り組み

というか、どちらが先行してやっていくのか、そのへんのちょっと考え方をよろしくお願いい

たします。 
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） 

 お答えします。 
 どちらが積極的にということはなくて、やはり行政と経済の代表、両輪として切磋琢磨しな

がら協働しながら笛吹市の農業を発展・振興させていきたいと思っております。 
 それから今後でございますが、当然、農産物の販売、それから笛吹市の担い手を育てるため

の農業技術、それらの継承、研修等を連携して行っ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） 
 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 
 それでは最後の全国桃産地協議会、これが笛吹市で開催されたということは非常に意義のあ

ることだと思いますので、しっかりと受け止めていただいて今後の進め方を考えていただけれ

ばと思います。 
 それでは２問目に入らせていただきます。 
 この石和四日市場市営住宅の問題については私もこの質問で何回かされております。この石

和四日市場への市営住宅建設については、目的をまた考え直していただければなりませんが、

少なくても私、一議員としてはそのように考えております。 
 空き家問題、空き家対策は行政でももっと真剣に取り組んでいただきたいと思います。政府

もお年寄りや子育て世帯向け賃貸住宅とした空き家を登録制度の創設が盛り込んだ住宅セーフ



１７５ 

ティネット法の改正案が閣議決定されたところでございます。一定の条件を満たした場合、

２００万円を上限に自治体が補助する。低所得世帯に対しては家賃を４万円補助する。住宅供

給目標や支援策の改正案が示されたところでございます。笛吹市の空き家の状況は現在、山梨

県内でも一番の空き家率でございます。そういった中で笛吹市の空き家対策費用、来年度の空

き家対策費用を見ても非常に低い予算でありますが、このような予算で本当に空き家対策を解

消できるかなということも考えられます。そういったことを踏まえながら、以下、質問をさせ

ていただきます。

 当初のこの市営四日市場住宅建設の事業予算額はどのぐらい見込んで、この計画を立てたの

かをお伺いいたします。

２問目では、現在までのこの進捗状況をお伺いいたします。

３番目といたしまして、現在までこの工事の発注状況と発注予算額をお伺いいたします。

４番目といたしまして、今後完成するまでの発注状況と見込み予算額がどのくらいかかるか

をお伺いいたします。

５番目といたしまして、この市営住宅が完成時における総予算額はどのぐらい見込んでいる

のかということをお伺いいたします。

６番目といたしまして、この事業が笛吹市の現状と将来の笛吹市に本当に必要であるかどう

か、ぜひこのへんを市長には凍結をするご判断があるかどうかをお伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 河野建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに建設計画での事業予算額についてですが平成２７年度末、基本設計が完了した時点

で全員協議会に報告させていただいた建設に直接関わる費用は建築工事費が６億６，３００万

円、造成・解体工事が３，２００万円、外構工事が３千万円となり、このほかに委託費５，９００万

円、補償費負担金１，７００万円、土地購入費６，４００万円を含めると総額は８億６，５００万

円を見込んでおりました。

 次に進捗状況についてですが、社会資本整備総合交付金防災・安全交付金を活用しながら

２７年度に測量業務、基本設計業務を完了し今年度は入居者の移転および解体工事を終了し、

現在施工中の造成工事と実施設計は３月末を完了予定であります。

 次に現在までの発注状況と発注予算額についてですが、２７年度実績は委託事業４件で合計

１，７１６万２千円、今年度実績は委託事業３件で合計２，６８３万７千円、解体・造成工事

が３，４２８万５千円となっております。

 次に今後の発注状況と見込み予算額についてですが新年度早々、本体建設工事、外構工事、

監理委託を発注する計画です。上下水道負担金や現在、他のアパート等に移転していただいて

いる住民の家賃補償費等を含めますと総額７億１千万円を見込んでいます。

 次に完成時の予算総額については委託料、工事請負費、土地購入費、補償費を含め総額８億

６，５００万円を見込んでおります。

 次に凍結の判断についてですが、現在の市営住宅は約４割が耐用年限を大幅に過ぎているこ

とからしてもそこに住まわれる市民の生命に関わる問題であり、建て替えにより安全・安心な
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住居を提供することは必要な施策であることから凍結する考えはありません。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

答弁ありがとうございました。

私もこれ何回か質問させていただきますけど、答弁はいつもと一緒でございます。私がこれ

を言いたいのは投資を、お金うんぬんということではございません。要するに事業をやる目的

が本当にこれからも、笛吹市の将来にとって必要かどうかということを問い質したいわけでご

ざいますので、そのへんを市長ひとつお考えをお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

 いろいろ荻野議員ともこの件に関してはいろいろ議論、またディスカッションもさせていた

だいております。今、土木部長のほうでお話したとおり、今のところ私、現在の段階ではこれ

をこのままですね、継続してしっかり進めさせていただきたいなというふうに思っております。

いろんな政策的な考え方が私はあるかと思っています。実際の話、低所得の方々にですね、

金額的な部分でどうなのかという方もいらっしゃいますし、また逆に言えば今ご指摘あるよう

に空き家の中でですね、使っていったらどうだという議論もありますし、いろんな政策的な角

度の見方で違いはあるかというふうに思っておりますけれど、私の現段階ではこういう形でで

すね、今回は進めさせていただいて、そしてまた金額的な部分に関してもですね、先ほど総額

で８億近いお金がかかるということでございますけど、当然のごとく補助金等、いろんなもの

を使わせていただいて持ち出しの金額がですね、当然８億がかかるわけではございませんので、

家賃収入を含めまして当然のごとくランニングコストも若干はかかりますけれど、十分それな

りにですね、市民の皆さまに低料な金額で、持ち出しでですね、提供できることに仕組みにも

なっておりますので、われわれとしてみれば今の段階でですね、きちっと、そしてまたできる

だけ低料な金額で、施工もしっかりしていただいてですね、市民の皆さんにご提供できる形を

つくっていければな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）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

 答弁ありがとうございます。これ今、総額で８億６千万円という金額が提示されたわけでご

ざいますが、通常のこれ民間だと、この３０戸だとおそらくいっても５億ぐらいだと思います。

そういった中で非常にこの高価な投資、１戸当たり約３千万円かかる投資でございます。そう

いった形の中でぜひ私は、今からこの市長が掲げているハートフルタウンということの中でぜ

ひ子育て支援ということを強く訴えておりますので、そういった形を強くその中に入れていた

だければ私は私なりにまた判断するところでございますので、ぜひ市長にもそういった考えを

取り入れた中でぜひ進めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
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 以上、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で荻野謙一君の一般質問を終了します。

関連質問ございますか。

８番、岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 荻野議員の桃サミットの今後の取り組みについてということで関連質問をさせていただきま

す。

 先ほど部長の答弁の中で１つだけ間違い、ちょっと１つだけ。全国大会は５月ではなく６月

の開催でした。

 この桃サミットの目的はここにも、荻野議員の言ったとおり全国の桃産地協議会を立ち上げ

て、そして日本の桃を、高品質の桃を輸出へ向けるというのをみんなで協力してやろうと、こ

れが大きな目的というのは先ほどの荻野議員、また執行側の答弁にもあるとおりでございます。

そして先ほどの答弁の中で来年度は事務レベル会議をしていくということでありますけれども、

長野県の全国大会でも部長のほうから笛吹市、日本一の産地、そして桃サミットをこういう形

で開催しましたと。全国の６００人の、全国の桃の関係者の中で発表もしております。そういっ

た中でやはり笛吹市は積極的にこの桃サミットを通じて全国へ働きかけて、やはり桃の輸出に

関してやっていかなければならないというわけでありますけれども、この間、ジェトロの山梨

事務所の所長さんの話を聞いてまいりました。名前は忘れましたけど、たしか女性の方だった

と思いますけれども、香港、今、答弁の中にもありましたけども、香港が圧倒的、山梨からも

いっております。これはですね、桃というのは世界的にはですね、日本は黄桃をいっておりま

すけども、圧倒的に多いのはアメリカからの香港への輸入であります。ネクタリンの系統。そ

してドーナツ桃と言われている蟠桃、この３種類を総称して桃といっているわけで、その中で

も日本の評価、桃の評価、山梨の桃の評価というのは非常に高いということを言われています

けども、これをですね、山梨県は新しい、輸送に耐えられる新しい品種、先ほど部長の答弁で

は保存技術は開発されていないという答弁でしたけれども、品種改良によって１週間でも十分

もつという品種改良が出てきているんです。山梨県はそれを積極的にやっているんです。それ

でこれはやはり輸出に向けた技術対策。そういった中でやはり先ほどの答弁の中でやはりＪＡ

と共同しながら輸出のほうへしっかりと、７倍にも増えたという答弁でしたけれども、やはり

県、市、ＪＡ、そしてＪＡばかりでなく個人の大きな生産者もいっぱいいるわけですから、そ

ういう方向で市が全国で２位以下を圧倒的に離している桃の産地であります。１万トン以上離

しているわけです。やはり笛吹市が積極的にこれをやるべきではないかと思いますけれども、

市として、これは答弁じゃなくて決意をお聞きしたいと思いますけど。

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）

 それでは先に私の答弁の中で、今、議員ご指摘がありましたけれども全国桃研究大会、６月

ということで訂正をさせていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。

 決意としまして産業観光部といたしまして、やはり桃等の輸出につきましては笛吹市の基幹

産業でございます。全国に誇る桃づくり、ブドウづくり、日本一の産地として今後も、先ほど
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議員さんのお言葉にありましたとおり市、ＪＡ、それから県、それからＪＡ以外の大手の農家

の皆さん、これらと力を合わせて積極的に桃の輸出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）

 岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 今後しっかりやっていただくことを今、決意をしていただきました。ありがとうございます。

ＴＰＰがアメリカのああいう状態で駄目になりましたけれども、これはいずれは今、新聞でも

大きく出ているアールセップ、東アジアの経済連携というものをおそらくやっていくだろうと

いうことですけれど、今からやはり桃というのは、この日本の黄桃というのはものすごく世界

的には良いと思います。その最先端をいっている笛吹市ですので、今後とも市長を先頭にしっ

かりとした対応をしていただきたいと思います。

 終わります。

〇議長（海野利比古君）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

２０番、中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

公明党の中川秀哉でございます。

 議長から許可をいただきましたので、通告に従いましてこれより一般質問をさせていただき

ます。本日最後の質問でございます。前回、時間切れとなってしまった分もありますので簡潔

明瞭に進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

第１問目でございますけども、今回、子どもの知育向上とブックスタートへの取り組みにつ

いて伺うということでございます。

市内の子どもたちの知育向上とブックスタートへの取り組みについてお伺いしたいと思って

おります。これについてはですね、知育向上、またブックスタートという部分につきまして過

去何度か議会でも質問させていただきましたが、その進捗状況についてもお伺いできればと考

えております。

はじめに近年の市内全図書館における本の貸し出し数の推移はどうなっているでしょうか。

また現在、笛吹市が取り組む読み聞かせや読書運動での効果はどうなっているでしょうか。

３番目といたしまして、子どもの状態に合わせて活字に興味を持たせる、いわゆるマルチメ

ディアデイジー教科書への取り組みについて、いかがでございましょうか。

４番目といたしまして、子どもが生涯心に残る一冊の本をプレゼントする、いわゆるブック

スタートへの取り組みはいかがでございましょうか。

 最後に保育園と学校との連携についてお伺いし、第１問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。

 答弁を、野田教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

中川秀哉議員の一般質問にお答えします。
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 はじめに近年の市内全図書館における本の貸し出し数の推移についてですが、ここ３年間の

貸し出し数は平成２５年度５８万１千冊、２６年度５４万１千冊、２７年度５４万６千冊となっ

ており、昨年度はやや持ち直しましたが２１年度の７０万冊をピークに減少傾向が続いており

ます。生活環境の変化により余暇時間の過ごし方も多様化し読書離れ、活字離れが進んでいる

と考えられます。

 次に笛吹市が取り組む読み聞かせや読書運動での効果についてですが、市内６図書館にて読

み聞かせ中心のお話し会を定期的に開催しております。図書館内で開催、出向いて開催と合計

すると全館で年間６５０回ほどになります。参加した子どもたちは、その後も親子で来館し図

書館の利用・貸し出しにもつながっています。また学校や保育所、学童、児童センター、乳幼

児健診等へ出張してのお話し会は読書へのきっかけづくりとなっています。さらに小中学校で

も朝の読書活動などを続けており、２７年度には一宮北小学校が子どもの読書活動優秀実践校

として文部科学大臣表彰を受賞したところでもあります。

 次に子どもの状態に合わせて活字に興味を持てるデイジー教科書への取り組みについてです

が現在、学校からデイジー教科書の使用について要望はありません。今後、子どもの状態や保

護者の要望、担当教師の意見などを踏まえ、必要があれば対応したいと考えております。

次に子どもが生涯心に残る一冊の本をプレゼントするブックスタートへの取り組みについて

ですが、乳幼児健診などの機会に赤ちゃんと絵本を楽しむ体験と絵本をプレゼントする活動を

ブックスタートと呼んでいます。笛吹市では、現在ブックスタートとして離乳食教室や５歳児

健診の際に司書やボランティアによる読み聞かせや本の紹介・選書リストの配布、図書館での

イベント紹介などを行っています。

ブックプレゼントにつきましては、来年度からの実施に向け準備を進めているところです。

次に保育園と学校間での情報交流の取り組みはについてですが、市教委では保幼小中高連携

会議において、保育所・幼稚園と小学校との教師間の情報交換や交流を行っております。また

必要に応じて、各小学校と保育所・幼稚園で入学前に円滑な学校生活のために必要な情報交換

を行う場合もあります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 ありがとうございます。思わぬ、来年度からスタートをするということで、ブックスタート

への、決まってしまったようでございまして、申し訳ございません。以前ですね、２３年です

か、２０１１年にブックスタートについて質問させていただいた経緯がございまして、その後

の確認をと思っていたところでございます。実はある市民の方からですね、情報をいただきま

して、市長へのお手紙という中でですね、された中での市長からの答弁はいただいたというこ

とがありました。その際ですね、これが実現すればいいなというふうな思いで質問させていた

だいたわけでございますけども、それについて市長いただければ、もし。

〇議長（海野利比古君）

 山下市長。

〇市長（山下政樹君）

市民の方からですね、市長への手紙ということで、この件に関して少しお手紙をいただきま
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した。まだ、その段階のときにははっきりしたご答弁できなかったんですけれど、今回、議員

からのご質問をいただきまして、いろいろ庁内でもよく検討した中でですね、いきますよとい

うことでございますので、来年度から始めさせていただきますので、またいろいろご指導いた

だければと思います。よろしくお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 ありがとうございます。まさにですね、私自身も小学校時代、なかなか活字にですね、興味

が持てない時期がございました。その当時、図書の司書をしていた望月先生という方がいらっ

しゃいまして、その方から促されるままに、いわゆる推理小説をむさぼり尽くしたというとこ

ろがございました。それ以降ですね、だんだん活字に興味が持てるようになったということも

ありました。そういう部分で今回、来年度からしていただけるということは子どもへの知育向

上にもつながると思っております。

 その中でもう１点、知育向上という部分でございますけども、最近、市内におかれましても

大変厳しいご意見をいただく機会がございました。まことしやかではありますけども学級崩壊

というような部分にもつながるんじゃないかということでございました。まさに子どもさんが

ですね、なかなか、いわゆる集中力を持つということはこの幼少期からのやっぱり育つ環境に

よっても変わってくるんだろうとは思うんですけれども、そういった中で同じような状態で授

業を進めるという部分につきましては、先ほどご答弁にはそういう要望がないということがあ

りましたが、私たち公明党といたしましても議会の活動の中で２０１０年、平成２２年ですね、

大阪の社会福祉法人 日本ライトハウス情報センターというところで、初めてマルチメディア

デイジーという教科書の情報を伺い勉強させていただきました。現在、日本全国では４，５００名

の方が利用されておるようでございます。そのうち主に１４都道府県が１００冊以上利用され

ておられまして、山梨は残念ながら県内で１２という症例でございました。これは市町村それ

ぞれありますので、笛吹市はないということでございますけれども、これについては１つ、必

要なのは最近特にありますけど、今まではパソコンという状況ではございましたが、最近はこ

ういうＷｉ－Ｆｉも進めてまいりまして、いわゆるポケット端末というものでも十分使えるよ

うになってきているということでございます。そういった情報環境ですね、システム環境とい

うものには市内にはどういうふうになっているのか、お伺いしたいと思います。

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）

お答えいたします。

 デイジー教科書というのはちょっと聞き慣れない教科書の名前だと思いますので、ちょっと

そのへんをお話をさせていただきますが、教科書をデジタル化したものでございます。特に読

み書きの苦手なお子さんですとか、障がいを持ったお子さんに使う教科書でして、文字を大き

くしたり、あるいは音声で補助をしたりというふうなものになります。ですからパソコンです

とかタブレット端末で使用するというふうなことになっています。

そういう中で市内の小中学校はすべてパソコン教室がございますので、パソコンを整備して

おります。さらに本年度からタブレット端末を計画的に各学校へ整備する計画を行っておりま
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すので、いずれタブレット端末でそのような教科書も使用できるん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）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

ありがとうございます。まさにそういう部分でございます。この質問については平成２５年、

２０１３年の３月議会について質問させていただいた経緯がございます。その後ですね、今日

までこのマルチメディアデイジーについての調査・研究というものはどういうふうにされてき

たのか、お伺いしたいと思います。

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）

 なかなか学校でも当初はデイジー教科書ということは、あるいはどんなものかということが

理解が進んでいなかったわけですけども、その後いろいろな研究会、研修等でデイジー教科書

というふうなものの理解というのは進んでいるというふうに思っております。ですからお子さ

ん、状況を見たり、あるいは保護者の方の要望等で、これは公益財団法人の日本障害者リハビ

リテーション協会というところに申請書を出しますと無料でダウンロードできるような形になっ

ておりますので、必要があれば対応し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）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 ありがとうございます。まさにですね、２００８年、平成２０年ですか、国のですね、教科

書、バリアフリー法が成立されて、こういうマルチメディアデイジーというのが実際、全国で

使われるようになってきたということでございます。まさにお子さまの状態というのはですね、

それぞれあると思います。その中に、よりお子さまの状態がこういうふうに変わってきている

というものの連携というものがしっかり取れてくればだんだん、そのお子さまに合ったような

システムへの提供というのも可能になってくるかと思います。なかなかその症状というのは一

見分かりづらいということでございますけども、先ほどご答弁にありました保育園、また小学

校との連携というものに実際やっていただいているということでございますので、その中に実

際、お子さん一人ひとりのタイプ別というんですかね、そういった部分についての情報交流と

いうものもまた詳しく進めていただければと思うんでございますけども、そういった点につい

て、現状についていかがでございましょうか。

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。

 先ほど答弁の中でも申し上げましたけども、保幼小中高連携会議というのを開催しておりま

して、その中での連携、それから必要に応じて保育所、幼稚園と小学校で入学前に情報交換を
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行っておりますので、そのような形で今後進めていきたいと思っております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 最近では人口減少ということでございまして、小学校も同じ、入学すればクラスも１クラス

ずつということで、ずっと６年間変わらずということになるかと思います。そういった部分で

途中でそういう、先ほどまことしやかではありますけども学級崩壊なんていうことになるとこ

ろがあるとなれば、全体的な学力低下にもつながってくるかと思います。そういった部分での

一助としてこういったマルチメディアデイジーをご紹介をさせていただいたという経緯でござ

います。ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。

それでは２番目に移らせていただきます。

ＮＴＴの跡地購入と都市計画道路への方針についてお伺いします。

現在、都市計画マスタープランのうち石和町地区の整備中の都市計画道路の現状と今後の方

針について、以下のとおり市当局のご見解をお伺いいたします。

１番目といたしまして、笛吹市の都市計画道路の整備状況はいかがでございましょうか。

２番目といたしまして、未整備道路路線の今後の取り組みについてお伺いいたします。

３は２番にもかかりますが、未整備道路についての今後の国・県等への関係機関との協議対

応についてお伺いいたします。

最後、この未整備道路等につきまして計画区域の住民への周知と対応についてお伺いし、檀

上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。

 答弁を、河野建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに都市計画道路の整備状況についてですが、本市には都市計画道路が１０路線設定さ

れており、そのうち石和温泉駅前線、石和温泉駅前松本線、石和市部通り線、西関東連絡道路

の４路線は整備済みであります。

 また、新山梨環状道路東部区間など事業主体が国・県であるものが２路線あり、残り４路線

が未整備の状況でありますが、そのうち鵜飼橋松本線および八田線の２路線については一部整

備が行われております。

 次に未整備路線の今後の取り組みについてですが、都市計画道路は都市の骨格を形成する重

要な都市施設であり、広域的かつ長期的な視点に立って定められており、交通処理機能だけで

なく良好な市街地の形成や防災機能、高齢者等の安全確保など多面的な機能を有しております。

 しかしながら都市計画決定後、長期間にわたって整備が行われていない路線もあり、社会状

況やアクセス道路の変化などにより、その評価に変動が生じていることから、現在、路線ごと

の検証を進めているところであります。

 次に国・県等関係機関との協議対応についてですが、見直しには国の難しい条件や制限があ

り厳しい状況にありますが、見直し作業は山梨県が平成１９年３月に策定した都市計画道路見
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直しガイドラインに基づき、山梨県と協議しながら進めております。

次に計画区域の住民への周知と対応についてですが、都市計画道路の計画区域内の地権者に

は一定の建築制限が課せられております。市の方向性を定める中で、住民の皆さまのご意見を

お聞きしながら合意形成を図って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）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 ありがとうございました。大変難しい問題でございます。私も今回、昨年の１０月ですね、

選挙の中でおうかがいする中で近隣のどうしても地元がその区間に関わるものでございますの

で、おうかがいするたびに大変厳しいご意見をいただいたところでございます。これについて

行政からの公式な発表がまだ全然もらえていなかったということでございまして、そういった

部分で今、どういう状況にあるのかというところをまずお伺いしたいというふうに考えており

まして、本当にこれについては大変財政厳しい中でですね、難しい問題かと思いますが、今後

またマスタープランも新たな展開になるということでございます。特にこの近隣の住民への周

知ということも含めて、今どのくらいの皆さまが対象になっているのか、大枠お分かりになり

ましたらお伺いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 建設部長。

〇建設部長（河野正美君）

お答えいたします。

 ご案内のとおり今回、ちょっと整備が進んでいない路線については石和の市部区から従来、

ご存じのとおりだと思いますけども、北側の駅の線路のところの部分ですね、その間の要する

に色分けされている、地域指定がされているようなところ、利用区分のされている地域につい

ての路線が整備されていないわけでございますから面積的には約２０３ヘクタールですかね、

ございます。その地域にお住まいの、またはそこでもって事業を営まれている皆さん方が対象

となってくるかと思いますけども、またそれはある程度、またその先のですね、温泉街のとこ

ろも関係してくるかと思いますけども、いずれにしても何人というわけにはちょっといきませ

んけども、そういったところに住まわれている皆さま方が対象になってくるということでござ

います。

 以上であります。

〇議長（海野利比古君）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

 ありがとうございます。まさにですね、鵜飼橋から北側のところになりますと本当に夢の大

型バスはいつホテルまで直線で行けるのかなんていうところが昔からありまして、近年、市部

通りはですね、本当に４０年に向けてまっすぐ走るようになったということでございます。そ

のほかにも駅前の区画整理につきましては、本当に長年をかけて進めていただいているという

ことも把握しております。今後やはりこの計画している中で縦横ですね、縦と横に向かう部分

につきましては、やはり今後必要になってくるものと私も一住民として思っておりますけれど
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も、この整備について国、また県ですね、この見直しの計画が１９年の見直しの計画の中であっ

たということでございますが、さらに一歩進めていくためにどういった要望をしていくべきか

というところをちょっと市のご見解をいただければと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 
〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 
〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 
 先ほど申し上げましたとおり、現在そういった作業を進めているわけでございますけども、

いわゆる素案づくりの段階、非常にですね、県の見直しのガイドプランといいましてもその中

には３項目、特にですね、その都市計画道路が機能の役割の評価表、その部分からあるいは整

備形態から、あるいは整備の難易性の問題、施工性の問題ですね、そこが果たして現道がある

ところなのかどうなのかとかですね、当然、経済的なことも出てくるかと思います。そういっ

たことをですね、今現在一つひとつ、例えば代替道路とか、あるいは廃止にするのかとかです

ね、一つひとつをですね、詰めて庁内の部分で素案づくりの段階だと思っております。非常に

ちょっと難航しているわけでございますけども。 
 以上であります。 

〇議長（海野利比古君） 
 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。まさしく今、計画中ということでございます。今、近況をお伺いす

る中でまた今後ですね、一議員といたしまして議員活動の中でしっかりまたできること、また

訴えていくことをさせていただきたいと思います。 
 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を行います。 
 １４番、渡辺清美さん。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 
 中川議員の関連質問をさせていただきます。 
 書籍のほうのブックスタートのほうの関連というか、図書館とかいろいろそっちのほうので

聞かせていただきたいと思います。 
 学校なんかでもって結構、人気のある本というのはある程度決まっていると思うんですけど

も、それは何作というか用意するのか、それとも１冊きりなのか、そのへんのところをちょっ

と教えてください。 
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。 
 当然、需要に応じて冊数を増やしたりとか、そういうふうな対応をしております。 
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 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）

ありがとうございます。あとそれと傷んでしまったような、そういうようの本もあると思う

んですけど、そういったものはどういった基準でもって、どのような対応をなさっているのか、

そのへんも決め事がありましたら教えてください。

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。

 修復して使う場合もございますし、あとブックリサイクルというふうな形で市民の方にお分

けするというふうな形を取っております。

 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）

ありがとうございます。あとそれと図書館司書の方々ですけど、結構お仕事が忙しいと思う

んですね。読み聞かせをするのにもかなり喉も痛めている方もいらっしゃいますけど、こういっ

た方々のいろいろ研修とかそういうのに、行きたくても行けないとかそういうような時間的、

少しはそういう時間のゆとりというか、またじっくり読んで本を選びたいとかそういったよう

なこともあると思うんですけども、そういった研修なんかもあると思いますけど、順調に皆さ

ん行けてるかどうか、ちょっと教えてください。

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。

 詳細についてはちょっと把握しておりませんが、できるだけ研修に参加するようにこちらの

ほうでもそういう体制を整えているというふ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）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

ありがとうございます。あと子どもさんたちが結構１年生くらいだとまだ体力がなくて、イ

スに座って本を読んでいたらガタッと後方から転げ落ちちゃうようなことも時々はあるかもし

れないんですけども、ちょっとこの図書館の隅か何かにちょっとくつろげるような、寝転んで

ちょっとやれるようなそういうような工夫は、取り組みとかそういうところがもしあったら教

えてください。

〇議長（海野利比古君）

野田教育部長。
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〇教育部長（野田昭人君）

お答えします。

 すべての学校というわけではございませんけども、整備できるところについてはカーペット

を敷いて座って読書ができるというふうなコーナーを設けているところもございます。

 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）

ありがとうございました。ぜひそういった体力がまだまだつかない子どもさんのために楽し

く本を、危険がなく読んでいただけるように進めていただきたいと思います。

 以上で終わります。大変にありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

関連質問を終わります。

お諮りします。

明日３月１日から７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３月１日から７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８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  午前１１時２９分 
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平成２９年笛吹市議会第１回定例会

１．議 事 日 程（第５号）

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ８ 日

午後 ２時３０分開議

於 議 場

日程第 １ 議案第１号 笛吹市消費生活センター条例の制定について

日程第 ２ 議案第２号 笛吹市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数

に関する条例の制定について

日程第 ３ 議案第３号 笛吹市個人情報保護条例等の一部改正について

日程第 ４ 議案第４号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例及び笛吹市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部改正について

日程第 ５ 議案第５号 笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について

日程第 ６ 議案第６号 笛吹市税条例等の一部改正について 

日程第 ７ 議案第７号 笛吹市都市計画税条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８号 笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９号 笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１０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 

日程第１１ 議案第１１号 笛吹市介護保険条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第１２号 笛吹市商工振興災害対策資金貸付条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１３号 笛吹市都市公園条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１４号 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１５ 議案第１５号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１６ 議案第１６号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１７ 議案第１７号 平成２８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 

日程第１８ 議案第１８号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１９ 議案第１９号 平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第２０ 議案第２０号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第３号）について 

日程第２１ 議案第２１号 平成２８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
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日程第２２ 議案第４２号 東山梨行政事務組合規約の変更について

日程第２３ 議案第４３号 甲府市、山梨市及び甲州市に公の施設を使用させることに関

する協議について 

日程第２４ 議案第４４号 甲府市の公の施設の使用に関する協議について 

日程第２５ 議案第４５号 市道認定について 

日程第２６ 請願第１号 子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める請願について 

日程第２７ 議案第４６号 土地売買契約の締結について 

日程第２８ 議案第４７号 契約の締結について 

日程第２９ 発議第１号 子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める意見書の提出に

ついて 

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 ）
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名）

市 長 山 下 政 樹 副 市 長 小 林  明

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 雨 宮 寿 男

経営政策部長 小 澤 紀 元 会 計 管 理 者 成 島 敦 志

市民環境部長 鶴 田 一 二 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 杉 原 清 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 河 野 正 美 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

教 育 委 員 長 相 川 幸 夫 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣

代表監査委員 横 山 祥 子

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   古 屋 健
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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、ただいまから平成２９年第１回笛吹市議会定例会を再開いた

します。

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。

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。

報告事項を申し上げます。

本日、消防長 植村英明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、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について、３月２日、３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て審査いたし

ました。

審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。

 まず総務部税務課所管では議案第７号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」にお

いて、委員より課税の特例を延長する理由として市民に説明を行い、理解を深めていただくた

めに課税の延長が必要とありますが、多くの市民が都市計画税について理解をした上で反対の

声も非常に大きくなっているのでこの理由は適切ではない、そして課税ありきの中身ではない

かと思うが、その点の見解はいかがかとの質問がありました。これに対し当局より、都市計画

税が貴重な財源であるという認識は変わっていないが、１年の課税猶予の間に市も行革を徹底

し、無駄を省き収納率向上等に努める中で市民の皆さまに説明し、理解を求めていきたいとの

説明がありました。

次に総務課所管では議案第４号 「笛吹市職員の育児休業等に関する条例及び笛吹市職員の
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勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」において、委員より職員でこの条例改正

に該当する対象者はどのくらいいるのかとの質問がありました。これに対して当局より条例改

正の中で一定の非常勤職員として１年以上連続した任用であることが１つの要件となっている

が、現在、本市の任用方法は地方公務員法第２２条等に基づく臨時職員等であり、短期間の雇

用となっているので対象者はいないとの説明がありました。

今後、国の動向に鑑みながら処遇改善等については進めていきたいとの説明もありました。

次に防災危機管理課所管では議案第１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）

について」において、委員より消防団活動推進事業の報酬１０３万円の減額で４０人分ですが、

定員に満たない部の地域別または分団ごとの内訳を教えてくださいとの質問があり、これに対

し当局より欠員数ですが御坂分団が１７名、女性消防団員が１０名、芦川分団が９名、春日居

と一宮分団がそれぞれ１名の減となっていますとの説明がありました。

消防本部所管では議案第１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）につい

て」において、委員より繰越明許費ですが自家給油所の場所と大きさを教えてくださいとの質

問があり、これに対し当局より場所については庁舎の北側になり、なごみの湯の隣で大きさは

タンクが１万リットルになります。ガソリンが６千リットル、軽油が４千リットル、合計で１万

リットルですとの説明がありました。

 経営政策部財政課所管では議案第１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）

について」において、委員より地方創生推進交付金の減額理由は何かとの質問がありました。

これに対し当局より、石和温泉街の近津川イルミネーションが前回は採択されましたが、今回

は採択されなかったための減額であるとの答弁がありました。

 次に経営企画課所管では議案第１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）

について」において、委員より移住定住促進事業の地域おこし協力隊員の報酬が減額されてい

るが、地域おこし協力隊員の構成と活動による成果はとの質問があり、これに対し当局より年

度当初において隊員が２名を採用する予定であったが４月１日付けで１人、１２月１日付けで

１人採用したことによる４月から１１月分の報酬の減額であるとの説明があり、４月採用の隊

員は移住定住担当に在籍し、職歴を生かして情報発信の業務に従事しております。１２月採用

の隊員は農業生産法人での研修を受けており、そこからの体験を通じて情報発信をしている。

隊員による総務省の全国移住ナビを通じた笛吹市からの情報発信におけるアクセスの数は、昨

年の１０月から１２月の間で山梨県内で１位、全国でも１３位という成果が出ているとの説明

がありました。

 市民環境部市民活動支援課所管では議案第１号 「笛吹市消費生活センター条例の制定につ

いて」において、委員より消費生活相談員の有資格者とはどういう資格なのかとの質問があり、

これに対して当局より消費生活相談員としての国家資格、日本産業協会が付与する消費生活ア

ドバイザー、日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントといった資格を持つ方である。

市では有資格者を嘱託職員として消費生活相談員に配置する予定であるとの説明がありました。

次に討論について報告いたします。

 議案第７号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」において、委員より反対討論と

して、市民が理解をした上で反対の声が非常に強いので十分な余裕を持って、市民の声を含め

て抜本的に廃止を含め再検討していく必要があると考えるとの発言がありました。

以上、総務常任委員会での主な質疑・説明・答弁および討論について報告いたしました。
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それでは審査結果を申し上げます。

 議案第１号 「笛吹市消費生活センター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３号 「笛吹市個人情報保護条例等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４号 「笛吹市職員の育児休業等に関する条例及び笛吹市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第５号 「笛吹市職員の配偶者同行休業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６号 「笛吹市税条例等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 「笛吹市都市計画税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１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）のうち総務常任委員会担

当項目について」、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 「東山梨行政事務組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。

 以上、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。 

何かご質問ございますか。 

（ 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１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６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。

それでは、議案第１号および議案第４号から議案第６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。

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。
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（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４号から議案第６号までは原案のとおり可決されました。

次に議案第３号を議題とし、討論を行います。

討論はありませんか。

（ な し ）

討論を終結いたします。

これより議案第３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。

数を確認いたしますので、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３号は原案のとおり可決されました。

次に議案第７号を議題とし、討論を行います。

討論ありますか。

まず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）

日本共産党 渡辺正秀でございます。

議案第７号 「都市計画税条例の一部改正について」、反対の討論を行います。

私たち日本共産党議員団は、この都市計画税条例についてはこの課税に反対、廃止すべきと

考えております。その理由は１つはシカ、イノシシ、中山間地まで課税することは法の趣旨に

反する。また目的税であって目的を明確にしなければならないにもかかわらず下水、駅前整備、

ごみ焼却施設等に使うとされておりますが、いずれも受益と負担の間に矛盾がございます。こ

のことについても解明されておりません。また合併協定に反する条例でございます。さらに市

民の暮らしを顧みないものだと考えます。私たちはこのように廃止の主張をしてきたわけでご

ざいますが、まずもって市民の声をしっかり聞き、そして疑問点についてしっかり検討する必

要があろうかと思います。そしてそのためには１年間で検討が可能だというふうには考えませ

ん。私たちは２年ないしは３年間の延期、そしてその間に対応していくことが必要だと考えま

す。

 今回の議案、１年延期ということでありますが、提案理由としては議案では延長のために条

例の改正が必要とだけ書かれております。しかし委員会資料と説明においては都市計画税の理

解を深めるためと、課税を前提としたものになっております。そしてこの説明はこれまで市長

が行ってきた表明、私は市長の表明というのは議会や、それから市民の声をよく聞いて、そし

てさまざまな改善策も取った上でしっかり考えていくと。そして私は廃止、存続、両方を含め

て検討していくというニュアンスだと聞いておるわけですが、その点でまったくこの委員会資

料の説明、異なったものであると思います。

 市民の声をしっかり聞く、課税についての疑義にもしっかり検討していく。そして廃止を含

めしっかり検討することが必要ではないでしょうか。市民の声をしっかり聞く。ただし一方的
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に説明するだけではいけません。そして都市計画区域策定に携わった方とか、あるいは合併協

議に携わった方など、学識経験者を含めた検討が必要ではないかと思います。疑義を無視した

検討ではなく、疑義をしっかり受け止めた検討、そしてしっかりした結論を出していくことが

必要だということを主張しまして反対討論といたします。 
 以上でございます。 

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。 
 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 
 議案第７号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、今、渡辺議員より反対討論が

あったわけですけれど、私は先ほども渡辺議員の反対討論の中にあったように市長の言葉を重

く見て１年延長ということに賛成しました。市長の言葉は見直しをするということを何度か私

は聞きました。そういう意味で１年延長という、この理由だけではまさに分からず、最初のう

ちは説明の理解のための１年というふうにも聞きましたけれど、市長は見直しということも、

そういう中で１年延長というふうに理解し、私は賛成いたします。 
 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 
 以上で討論を終結します。 
 これより議案第７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。 
 数を確認いたしますので、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７号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４２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４２号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会委員長、荻野謙一君。 
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〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君）

 それではただいま、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条例改正、一般会計、特別会計

補正予算の議案について、３月２日、３日の２日間の日程により委員会を開催し、委員出席の

もと関係当局の出席を求め審査いたしました。

審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。

 保健福祉部所管では、福祉総務課において議案第９号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改

正について」では、年度内に１００歳になる方に祝金を支給しているが支給後１００歳の誕生

日を迎える前に亡くなられた場合はどのようにしているのかとの質問に対し、以前より敬老祝

金支給事業においても同様の支給方法で行っているものでありとの説明がありました。

子育て支援課において議案第１０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」では、ひとり親世帯第１子保育料軽減、

寡婦控除のみなし適用に該当する市内対象者はどのぐらいいるのかとの質問に対し、保育料軽

減対象者は約９０名が該当すると試算している。みなし適用対象者は１０名程度と思われると

の説明がありました。

市民環境部所管では、環境推進課において議案第１４号 「笛吹市一般会計補正予算（第６号）

について」では、ごみ減量化推進事業のごみ袋作成について５０．７％でできたというのは良

いことだが、当初と実績を比べて金額と枚数はどのくらいになったのかとの質問対し、ごみ袋

作成に５，４００万円を予定していたが入札により約２，７００万円でできた。枚数について

は実績として４５リッターを３６０万枚、２０リッターを９９万枚、１０リッターを５１万枚

作成したとの説明がありました。

 教育委員会所管では、学校教育課において学校給食センター建設事業では建設用地調査業務

はどのような内容かとの質問に対し用地測量や環境調査、土壌調査などをしたとの説明があり、

土壌調査についてはどのくらいまでの深さかとの質問に対し、地歴にもよるがもともと農地だっ

たため、一番簡易的な調査になるとの説明がありました。

 生涯学習課において特殊建築物調査の契約は一括かとの質問に対し、施設ごとの３社見積り

としているとの説明があり、一括契約したほうが安く済むのではとの質問に対し、契約担当と

協議をしていきたいとの説明がありました。

以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。

それでは、審査結果について次のとおりです。

議案第８号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理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９号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。

 議案第１０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１１号 「笛吹市介護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１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）についてのうち教育厚生
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常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

議案第１５号 「平成２８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１６号 「平成２８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１７号 「平成２８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４３号 「甲府市、山梨市及び甲州市に公の施設を使用させることに関する協議につ

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４４号 「甲府市の公の施設の使用に関する協議について」、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。 

何かご質問ございますか。 

（ 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１４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。

それでは議案第８号、議案第１０号および議案第１１号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。

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８号、議案第１０号および議案第１１号は原案のとおり可決されました。

次に議案第９号を議題とし、討論を行います。

討論ありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第９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。

数を確認いた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９号は原案のとおり可決されました。

次に議案第１５号および議案第１６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。

（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１５号および議案第１６号は原案のとおり可決されました。

次に議案第１７号を議題とし、討論を行います。

討論ありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第１７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。

数を確認いたします。

（ 起 立 多 数 ）

起立多数です。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

次に議案第４３号および議案第４４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。

（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。
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よって、議案第４３号および議案第４４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委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

それでは、議長より審査結果の報告を求められましたので建設経済常任委員会の委員長報告

を行います。

 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条例、一般会計・特別会計補正

予算等の議案について３月２日、３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。

審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。

農業委員会所管では、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の

制定に伴い、委員および推進委員の能率給について説明を求めたところ、農業委員会法の改正

により農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、国からの農

地利用最適化交付金をもとに報酬へ能率給が上乗せされるものである。委員および推進委員は

農地利用の最適化にかかる活動および成果の実績を活動日誌に整理し、農業委員会事務局に提

出することになり、活動日数および時間等、その内容を精査した上で支給するとの説明があり

ました。

産業観光部農林土木課所管においては県営畑地帯総合整備事業の一宮南部地区、藤垈地区、

黒駒西地区、みさか桃源の郷、中山間地域総合整備事業の黒駒東地区、県営基幹農道整備事業

の一宮釈迦堂地区について工事の遅れ等の理由によって、２９年度へ繰り越すことの説明があっ

た。

 委員から地域からの強い要望でもあることから、早急な事業推進をお願いしたいとの意見が

出されました。

 観光商工課所管では、商店街ＬＥＤ化等推進事業における事業補助金１７２万円の減額の理

由について説明を求めたところ、当初は３カ所の希望があり予算計上したが１カ所のみの実施

となり、他の２カ所については事業変更または実施には至らなかったため減額となった。この

ため、当初の希望地区とは別の地区に事業実施を打診したが事業費の２分の１を地区が持たな

ければならず、自己負担が大きいことなどの理由で事業が進まなかったとの説明がありました。

 建設部管理総務課所管では地籍調査事業の委託料、９割近くが減額になっているがその理由

について説明を求めたところ、今年度は石和の２、３地区が対象で地籍調査はすでに終わって

いるが認証が終わっておらず、その調査に伴う委託料である。地籍を確定するには現場立会い

の上、地権者の同意が必要であり、一部同意がいただけていないため事業が進まなかった。筆

界未定で処理することもできるが、地域全体として同意が得られるよう今後も努力していきた

いとの説明がありました。

 まちづくり整備課所管では、空き家等対策推進事業における空き家調査業務委託の進捗状況

について説明を求めたところ、前年度の空き家候補の抽出では２，６５６軒、今年度は現地調

査を行い、現在集計中ではあるがおおむね３１２軒を空き家として認定する予定である。また

空き家対策特別措置法に伴う行政代執行による強制執行の考えはと尋ねたところ、まず適正な

管理を行うよう指導し、その後、勧告等、順を追って進め最終的に危険な空き家を特定空き家

に認定した上で強制執行となる。２９年度は空き家対策計画を策定し、協議会等を立ち上げ十

分に協議しながら進めていきたいとの説明がありました。
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なお、３月２日には議案第４５号 「市道認定について」の現地調査を行いました。

 公営企業部所管では、公共下水道事業における水道料の徴収率について尋ねたところ、２月

末現在で現年分の徴収率は９６．１％である。おおむね前年度と同様な状況である。続いて停

水件数を尋ねたところ２月末現在の対象が２９０件、停水執行に至ったのが１６７件、この中

で料金納入に伴い開栓となったのがおおむね半数であるとの説明がありました。また、下水道

管渠布設工事費５千万円の減額の原因について説明を求めたところ、１つは入札差金であり、

もう１つは石和町山崎地内に管渠布設工事を計画していたが労報橋の架け替え工事が始まり、

交通状況等を配慮し見送ったとの説明がありました。

以上、本委員会に付託を受けました案件審査の主な内容となります。

なお、本委員会においては討論はありませんでした。

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２号 「笛吹市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の

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１２号 「笛吹市商工振興災害対策資金貸付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１３号 「笛吹市都市公園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１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）についてのうち建設経済

常任委員会担当項目について」、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２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第１９号 「平成２８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２０号 「平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第３号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第２１号 「平成２８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。

議案第４５号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 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。

ご質疑ございますか。

（ 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１４号につきましては先ほど申し上げたとお

りでございます。

次に議案第２号を議題とし、討論を行います。
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討論ありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第２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、しばらくお待ちください。

（ 起 立 多 数 ）

起立多数です。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

次に議案第１２号および議案第１３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。

（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１２号および議案第１３号は原案のとおり可決されました。

次に議案第１８号から議案第２１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。

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１８号から議案第２１号までは原案のとおり可決されました。

次に議案第４５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。
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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４５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１４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１４号は原案のとおり可決されました。

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

〇議長（海野利比古君）

  次に日程第２６ 請願第１号を議題といたします。

本件については審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。

審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。

 教育厚生常任委員長、荻野謙一君。

〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君）

本委員会に付託された請願は次のとおり決定したので、会議規則第１３３条第１項の規定に

より報告します。

平成２９年度請願第１号

平成２９年２月２２日付託

「子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める請願」については採決の結果、採択６名、不

採択なしとなり採択すべきものと決定いたしました。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

委員長、すみません、ここでちょっとお待ちください。

これより、請願第１号について委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（ な し ）

質疑を終結します。

委員長は席にお戻りください。すみません。
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請願第１号の討論を行います。

討論ありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

請願第１号の採決を行います。

この請願に対する委員長の報告は、採択であります。

本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。

それでは、ここで暫時休憩をいたします。

のちほど日程を追加して意見書についてをしますので。

暫時休憩といたします。

再開は午後３時３５分としますので。休憩です。

休憩  午後 ３時２２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２件の追加議案が、また会議規則第１３条第１項および第２項の規定に基

づき議員より発議１件が提出されました。

お諮りします。

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

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。

総務委員長。どうぞ。

〇総務常任委員長（古屋始芳君）

 先ほどの総務常任委員会の委員会報告の折・・・この場でいいのかな。

〇議長（海野利比古君）

 自席で結構です。

〇総務常任委員長（古屋始芳君）

 防災危機管理課所管の議案第１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）に

ついて」の中で消防団員活動推進事業の報酬の減額の数字を、報告を数字を間違いましたので

訂正をお願いいたします。

 私の報告では１，０３０万という報告をしましたが、１０３万円の減額でございますのでそ

のように訂正をお願いいたします。

以上です。
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〇議長（海野利比古君）

ではそのように訂正をお願いいたします。

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

〇議長（海野利比古君）

  これより日程第２７ 議案第４６号および日程第２８ 議案第４７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。

追加提案させていただきます議案は土地売買契約の締結について、契約の締結についての２件

であります。

はじめに議案第４６号 「土地売買契約の締結について」でありますが、経済の活性化や交

通の利便性など市民の皆さまが有効利用できる本市のまちづくりに必要なため、東日本電信電

話株式会社の所有地について売買契約を締結するものであります。

購入後は用途を多くの市民の皆さまに試験的にご活用いただき、よりよい利活用策を検討し

てまいりたいと考えております。

次に議案第４７号 「契約の締結について」でありますが、富士見地区の冠水対策として設

置され供用開始から５０年以上を経過している渋川排水機ポンプの老朽化に伴い、現在２基あ

るポンプを交換し、それに付随する電気設備を新しく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

決議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。

日程第２７ 議案第４６号および日程第２８ 議案第４７号の質疑を行います。

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。

（ な し ）

なければ質疑を終結いたします。

ただいま議題になっております議案第４６号および議案第４７号の２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。

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

〇議長（海野利比古君）

  次に日程第２９ 発議第１号を議題といたします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

発議第１号
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平成２９年３月８日 提出

笛吹市議会議長 海野利比古殿

提出者

笛吹市市議会議員 荻野謙一

賛同者

笛吹市市議会議員 古屋始芳

   〃    保坂利定

子どもの歯科矯正に保険適用の拡充を求める意見書の提出について

上記意見書を笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定により別紙のとおり提出します。

提案理由

子どもの歯や口腔の健康な状態を保持し、発育期における適切な矯正、歯科矯正は顔の骨格

や身体の健康を良好な状態にするだけではなく、精神的安定や生活習慣の改善にも効果がある

といえます。

現在５０の疾患が保険適用されているが、特定の疾患に該当しない場合は保険適用外の治療

となり、その費用負担が高額なため治療に踏み切れないケースも少なくない状況です。特に経

済的に困窮している世帯においては、矯正治療を断念している場合もあるのが現状です。子育

て支援の観点からも歯科矯正治療を可能にするため、保険適用の必要があるため本意見書を提

出するものである。

〇議長（海野利比古君）

お諮りします。

 本案については、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・委員会付託等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。

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、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。

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９日から１６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９日から１６日までは休会とすることに決定しました。
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次の本会議は１７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４４分 
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平 成 ２ ９ 年

笛 吹 市 議 会 第 １ 回 定 例 会

３ 月 １ ７ 日
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平成２９年笛吹市議会第１回定例会

１．議 事 日 程（第６号）

平成２９年３月１７日

午後 ２時３０分開議

於 議 場

日程第 １ 議案第２２号 平成２９年度笛吹市一般会計予算について

日程第 ２ 議案第２３号 平成２９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２４号 平成２９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２５号 平成２９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２６号 平成２９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２７号 平成２９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２８号 平成２９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２９号 平成２９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３０号 平成２９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３１号 平成２９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３２号 平成２９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３３号 平成２９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３４号 平成２９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３５号 平成２９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３６号 平成２９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３７号 平成２９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３８号 平成２９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３９号 平成２９年度笛吹市水道事業会計予算について 

日程第１９ 議案第４０号 平成２９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４１号 平成２９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 土地の売買契約の締結について 

日程第２２ 議案第４７号 契約の締結について（渋川排水機場ポンプ設置整備工事（債

務））について

日程第２３ 議案第４８号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第２４ 同意第１号 副市長の選任について 

日程第２５ 同意第２号 固定資産評価委員の選任について 

日程第２６ 同意第３号 黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理委員の選任について 

日程第２７ 同意第４号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 

日程第２８ 同意第５号 稲山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について

日程第２９ 閉会中の継続審査について 

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 ）
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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 小 林  明

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 雨 宮 寿 男

経営政策部長 小 澤 紀 元 会 計 管 理 者 成 島 敦 志

市民環境部長 鶴 田 一 二 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 杉 原 清 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 河 野 正 美 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

農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 横 山 祥 子

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   古 屋 健

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   橘 田 裕 哉
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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。

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。

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２２号から日程第２２ 議案第４７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および３月８日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

りますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。

はじめに総務常任委員会に付託してあります案件について、総務常任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）

 それではただいま、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

で報告いたします。

 去る２月２２日および３月８日の本会議において、本委員会に付託されました議案について

３月９日、１０日、１４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

の出席を求めて審査いたしました。

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。

 まず、総務部税務課ならびに収税課所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算に

ついて」において、委員より税収について、市民税と固定資産税の徴収率は何％を想定して予

算を立てているのかとの質問があり、執行部より市民税の個人現年分については均等割が３万

４千人で１人当たり３，５００円、所得割が２８億７，７９４万２千円で収納率は９８．１％

を見込んでおり、法人現年分については収納率９９．２％を見込み均等割と法人税割、過去の

事業年度分の申告を合計したものとなる。固定資産税については土地、家屋、償却資産をそれ

ぞれ見込んで試算しているが、３年間の収納状況と評価の変動割合から９４．２５％を見込ん

で算出している。また滞納繰越分については基本的には歳入未済額を推計の上、２８年度分の

現年滞納分と２７年度以前の滞納分を考え、税目ごとに１３％から１９％を乗じて積算してい

るとの答弁がありました。

総務課所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」において、委員より
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コミュニティ助成事業について、今年度は事業がないのかとの質問があり、執行部より宝くじ

の事業は申請をして県からの採択通知を受け、補正で対応する。２８年度に申請されたものは、

この４月上旬の採択通知によって６月の補正で対応したいとの説明がありました。

 防災危機管理課所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」において委

員より団員報酬は条例で定められているが、排水機隊とラッパ隊の差が開きすぎているのでは

ないか、今後はどうするのかとの質問があり、執行部より国が示す報酬額を考慮しながら、全

体を見ながら検討していきたいとの答弁がありました。

 また、委員より分団運営交付金は条例に定められていないということでよいかとの質問があ

り、執行部より条例で定められてはいない。分団運営交付金については、各分団長が集まった

中で決定しているとの答弁がありました。

 経営政策部の経営企画課所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」に

おいて、委員より移住・定住促進事業の中で新しい事業としてサテライトオフィスについて、

ほかに実施している市があるかとの質問があり、執行部より県内では富士川町が町内業者に対

して行っているが、笛吹市では市外の業者に来ていただき、オフィスを構える場合、改修等に

関わる補助金制度で、県内では初めてであるとの答弁がありました。

 また議案第４６号 「土地売買契約の締結について」において、委員より今回は前２回の提

案時と大きく違い執行側も配慮し、担当も努力し値段の交渉もしている。すべての意見が合う

ということはないが丁寧な説明、市民や議会の意見を聞くことを約束してほしいという意見、

また総合的なまちづくりをしていくためで、上ものの建設はまだ考えていない。今のままでも

いいから市の用地として取得すればいろいろな団体や市民がイベントとして使え、おおぜいの

人が集まれば、そこで方向性の議論も出てくる。今までのようなことは払拭した形で公共用地

として取得していくのが筋だと思うという意見、また市の財産として人のにぎわいと税収が増

えるようなものにしていくことも必要。市はいばらの道だと思うが、ここ１、２年は議論しな

ければならないと思うという意見がありました。

 消防本部所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」において、委員よ

りドクターヘリのＲＰ調査手数料のＲＰとはどのような意味なのかとの質問があり、これに対

して執行部よりＲＰとはランデブーポイントという説明があり、ドクターヘリと救急車が待ち

合わせをする場所で、ドクターヘリが着陸する場合は笛吹市管内では今２１カ所あります。ま

た、現在予定している場所は御坂のカムイスキー場の駐車場とエコフォレスト境川の多目的広

場をランデブーポイントとして検討していますとの答弁がありました。

市民環境部の市民活動支援課所管では議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」

において、委員より地域振興促進・市民ボランティアＮＰＯ助成事業が昨年度より減額されて

いることに関し、千葉県君津市の同様の事業では申請件数が減少する中で地元の高校生のボラ

ンティア活動等についても対象範囲を広げているが、本市でも笛吹高校の学生と同じような取

り組みについて計画はあるかとの質問があり、執行部より市民まつりにおける連携の実績はあ

るが、本市の制度では今のところ高校生の活動を対象範囲としての助成実績はなく、制度の見

直しと企画の中身を精査しながら充実していきたいとの答弁がありました。

次に討論について報告します。

 議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」において、反対討論として昨年の予

算、決算を見ると大きな食い違いが出ている。予算は総計主義で考えられるすべての歳入と歳
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出を入れて１年間の予算を組み立てることになっているにもかかわらず、毎年、同じ予算の組

み立て方をしているとの発言がありました。

議案第４６号 「土地売買契約の締結について」において、反対討論として建物を造らない

かもしれない、造るかもしれないという結論で、造るとしたらどういう中身のもので財源をど

のくらい充てるのか、承認する上で必要になる。造るか、造らないか分からない状態で先送り

して、土地だけ購入するのは判断材料に欠けるとの発言がありました。

以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告しました。

それでは、審査結果を申し上げます。

議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成多数で可決すべきものと決定。

議案第４６号 「土地の売買契約の締結について」、賛成多数で可決すべきものと決定。

 議案第４７号 「契約の締結について（渋川排水機場ポンプ設置整備工事（債務））につい

て」、賛成全員で可決すべきものと決定。

 以上、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 ） 

質疑は終結します。 

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２２号 「平成２９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。

それでは議案第４６号を議題とし、討論を行います。

まず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４６号 「土地売買契約の締結について」、反対討

論を行います。

 このＮＴＴの跡地について、以前から申し上げましているとおり石和の観光地、宿泊地とし

てまち並み、外へ出て観光客が石和とはどんなところか、笛吹とはどんなところかということ

で外をぶらぶら歩くというような場もなかなかないというような中で、この土地の活用につい

ては、活用の仕方によってはこの新しいまちづくりに貢献するものではないかというふうに思

います。そういった点でどんな条件がそろってもこの土地の取得に反対するというものではご

ざいません。

 そして今回の委員会報告にもありましたように今回の、ここで明らかになったことはたしか

に取り引き条件については担当課、一生懸命努力されたあとが見えるということでございます
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が、しかしもう一方、この取得後１年、２年かけて検討するという中で果たして箱モノを造る

のか、造らないのかもはっきりしない。もちろん財源について、この大枠さえもやっぱり明ら

かにならないという状況でございます。こうした中で、私たち以前から申しましたように土地

の取得に関してはその土地の必要性、そしてそこで何をするか、コンセプト、それから事業計

画の概要、さらに予算の大枠、こうしたものを示していかなければ、とても土地の取得という

ことについて、これを可決するわけにはいかないのではないかという主張をしてまいりました。

今回、取引条件等についてはそれなりの努力がされたあとが見られますが箱モノを造るのか、

造らないかも分からない、ともかく土地を先に買う、これは到底、賛成できないと。そしてこ

の点については以前、この議会でも否決してまいりましたけども、そのときとなんら状況は変

わっていない、こうしたことから私たちはこの土地の取得に、売買契約の締結について反対い

たします。

 以上で討論を終わります。

〇議長（海野利比古君）

次に賛成討論を許します。

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４６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、そのままお待ちください。

（ 起 立 多 数 ）

起立多数です。

よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。

次に議案第４７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４７号は原案のとおり可決されました。

次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

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。
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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わ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２９年度一般会計当初予算案

ならびに特別会計予算案について３月９日、１０日および１４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。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において石和ふれあいセンター事業で、なごみの湯は今後

どのように管理運営を考えているのかとの質問に対し、福祉施設も併用していることからこの

まま続けていく予定である。いずれは子育て支援にも活用していきたいとの説明がありました。 

 子育て支援課では、保育所入所について希望する保育所へ入所できない方で、まだ決まって

いない方がいるのかとの質問に対し、未満児の入所希望が多く特に１歳児の入所希望が多くなっ

ており、希望する保育所への入所ができなかったという事例は発生している。平成２９年度か

らは公立保育所の２施設の受け入れを拡大したが、第４希望まで取った中でも入れなかったケー

スが１１件あったので、受け入れ可能な施設の案内をして対応したとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において、クリーンセンター事業の地域環境整備負担金は

地元の区に出しているものかとの質問に対し、八代町の増田区と石和町の砂原区に対して

１２５万円ずつ整備負担金として出しているとの説明がありました。また議案第２９号 地域

振興施設事業の修繕費に対して修繕が発生した場合の負担については、どうなるのかとの質問

に対し、修繕費についてはすべて４市負担となるとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、保険税を払えない方もいると思うが短期証や資格証明書で受診する方

はどのくらいいるのかとの質問に対し、平成２９年度の被保険者証を３月初旬に発送しました

が、その時点での内訳が１年分の長期保険証は９，６２１世帯、短期証は１，３８９世帯、資

格証明書は２９４世帯になるとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、学校教育課において、学校給食センター建設事業について工事請負費

に１億円計上されているが、その内容について説明を求めたところ総額の１０億円のうちの１億

円となるが建設、設備、電気の３つに分ける予定。あくまでも概算であり、本体設計はこれか

らとなるため詳細はその後となるとの説明があり、さらに２９年度に具体的な工事に入るのか

との質問に対し２９年度中に発注できる可能性があるため予算計上したとの説明がありました。 

 生涯学習課では、花鳥児童館および御坂東部コミュニティ施設の運営について、２９年度は

直営となっているが、今後はどのようにしていく考えかとの質問に対し、国の補助金等で建物

を建てているので用途変更ののち、公民館として利用していくことで花鳥児童館については竹

居区、御坂東部コミュニティ施設は若宮区に大枠で了解を得ている。手続きが完了したところ

で各区へ移管していくとの説明がありました。 

 また、今回から成人式を１カ所開催としたがどうであったかとの質問に対し、受け付け方法

に問題があったものの、おおむね好評であった。実行委員約３０名にアンケートを実施してい

るので、その結果を次回に向けて生かしていきたいとの説明がありました。 

 なお、議案第２２号 「平成２９年度一般会計予算について」において、反対討論が１件あ

りました。 

それでは、審査結果について次のとおりであります。 
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 議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算についてのうち、教育厚生常任委員会担

当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２３号 「平成２９年度笛吹市国民健康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２９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２５号 「平成２９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２６号 「平成２９年度笛吹市後期高齢者医療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２９号 「平成２９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。 

 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 ） 

以上で質疑を終結します。 

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２２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。

それでは議案第２３号を議題とし、討論を行います。

討論はありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

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、そのままお待ちください。

（ 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。

次に議案第２４号を議題とし、討論を行います。

討論はありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第２４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２４号は原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２５号および議案第２９号を一括議題とします。

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。

（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２５号および議案第２９号は原案のとおり可決されました。

次に議案第２６号を議題とし、討論を行います。

討論はありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

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。

（ 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。

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、建設経済常任委員長から審査

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） 

 それでは、議長より審査結果の報告を求められましたので建設経済常任委員会の委員長報告

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２９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９日、１０日および１４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。 

 産業観光部、農林振興課所管においては議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算

について」、農産物等消費拡大宣伝事業における２９年度トップセールスの日程について尋ね
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たところ、すでに日程が決まっているのが６月２５、２６日で東京、太田市場、７月６、７日

ごろに大阪で果樹の最盛期の時期を見込み、ＪＡふえふきと連携して強力に進めていく、議員

の皆さまにも協力をお願いするとの説明がありました。 

 また海外トップセールスについて、２９年度はターゲットを香港に絞り、委託料で実施する

予定であるが、昨年実施した香港のトップセールは多くの課題があったと思うがとの質問に対

し昨年、実施したあとすぐにＪＡふえふきに出向き指導した。今後も事業の実施主体としての

責任において十分に監督、指導していくとの回答がありました。 

 優良農地等確保促進事業、農振・農用地システムに伴い農振除外の計画について尋ねたとこ

ろ、平成２９年度に農業振興地域整備計画の随時見直しを予定している。本市においては申請

者と十分に面談し、細かいやり取りをする中で申請に至るよう指導していく。夏ごろから相談

会を実施し、秋ごろから申請を行うよう考えている。この申出を県と協議を行い同意後に農振

計画の変更について公告縦覧等を行い、平成３０年度に許可を予定しているとの説明がありま

した。 

 農林土木課所管では議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算について」、資源保

全事業における農地・水・環境保全向上対策事業活動団体の状況について説明を求めたところ、

多面的機能として市内１４地区が活動しており面積は９万４，５５６アール、石和に１地区、

御坂２、一宮５、八代２、境川３、春日居１地区である。事業期間が５年間で２９年度が更新

の時期となる。昨年４月に各区長会で事業説明し新規に参加する地区を募ったが、現時点で新

規に参加する地区はないとの説明がありました。 

 また、この活動において農地に隣接する住宅街の水路の清掃活動等が対象になるかとの質問

に対し、基本的には農振・農用地が加入でき、活動については用水路、農道の清掃および整備

が対象となるとの回答がありました。 

 観光商工課所管では議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算について」、観光宣

伝事業における桜植え替え工事９００万円に伴う植え替えの方法について尋ねたところ、近津

川の桜の植え替え工事であり枯れているもの、エリアによって行うなど、地域および関係者と

十分に協議していきたい。なお、植え替えの桜はできるだけ大きい木を１０本程度予定してい

るとの説明がありました。 

 委員からは、現在桜が植えてないところを優先的に植えていく、または河津の寒桜で象徴さ

れる観光の名所などを参考にし、今後の管理、樹種の選定、エリア全体の計画を十分な研究・

検討をしてもらいたいとの意見が出されました。 

 建設部、管理総務課所管において議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算につい

て」、市営住宅維持管理費 春日居熊野堂団地外壁改修工事１，８００万円に伴い、古い住宅

の今後の改修工事等をどのように考えているのかとの質問に対し、市営住宅長寿命化計画をも

とに順次進めていく。 

 なお、平成３２年度までに石和中川東部団地７号棟、みさか桃源郷公園団地、八代三反田団

地、春日居小松団地の改修工事を予定しているとの回答がありました。 

まちづくり整備課所管では議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算について」、

石和温泉駅周辺施設維持管理事業における課題対応に伴う資料が示され、委員からは駅名表示

工事について石和温泉駅は笛吹市の玄関口であり、プロポーザル方式等によってインパクトの

あるデザインおよび設置場所、市をアピールできる看板にしてもらいたいとの意見が出されま
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した。 

 また、以前より委員会において研究・検討の要望のあった公共施設の外部トイレの一括管理

について、外部トイレの現況の設置状況が報告され、委員からは観光行政とも連携し市の方針

をしっかり打ち出して、今後進めてもらいたいとの意見が出されました。 

 土木課所管では議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算」に伴い、市道１－７号

線、彩甲斐跨線橋耐震補強工事、砂原橋架け替え事業および取り付け道路整備事業、大坪地内

浸水対策工事、スマートインター周辺道路整備事業について、現場にて担当から説明を受けま

した。併せて観光商工課所管の春日居駅トイレ工事、まちづくり整備課所管の石和温泉駅北口

の状況についても現地調査を行いました。 

公営企業部所管においては議案第２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算について」、

歳入における都市計画費県補助金、前年度より５９０万円増額となった理由について尋ねたと

ころ、１つは国庫補助金に対する交付金であり、事業費の２．５％で生活排水クリーン処理率

が８２％以下の市町村に対し交付され、現在、本市は７４．３％の処理率である。もう１つは

単独費に対する交付金があり、処理率８２％未満であること、３年間の排水人口の率が県を上

回ること、また財政力指数が１未満であること、この３つの条件をクリアしているため５９０万

円が上乗せされる。県内では本市、南アルプス市、西桂町の３つの自治体のみが対象となると

の説明がありました。 

 議案第３９号 「平成２９年度笛吹市水道事業会計予算について」、料金徴収業務の民間委

託に伴い予算減につながったのかとの質問に対し、この４月からの業務委託により職員が５名

減となる。平成２９年度は業務をスムーズに引き継ぐために市職員１名を残し、計算上では

５００万円ほど減になると見込んでいるとの回答がありました。 

 議案第４１号 「平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計予算について」、歳出における峡

東流域下水道維持管理負担金、前年度より２，５００万円増額となった理由について尋ねたと

ころ、負担金の積算根拠にある単価が前年度より１１円値上がりした。この値上がりについて、

県からは労務単価の値上がりに伴いやむを得ないとの説明があり、協議会の中でも再三議論と

なったが、単価の引き上げとなったとの説明がありました。 

 また下水道認可区域および下水道将来計画の考え方について説明を求めたところ、平成１８年

に旧町村の計画を集約し、笛吹市公共下水道基本計画とした。全体計画を３，２９９ヘクター

ル、事業認可計画は２，５１２ヘクタール、現在の供用開始面積が２，０１２ヘクタール、こ

こ数年の事業実施が年間１０ヘクタールほどであり、認可計画面積をすべて完了するには長期

の期間を要することになる。見直しをする必要があると考えているが県および甲府市、山梨市、

甲州市と調整、協議をする必要があるとの説明がありました。 

以上、本委員会に付託を受けました案件審査の主な内容となります。 

なお、本委員会おいては、討論はありませんでした。 

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２２号 「平成２９年度笛吹市一般会計予算についてのうち、建設経済常任委員会担

当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成２９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２８号 「平成２９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３０号 「平成２９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３１号 「平成２９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３２号 「平成２９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３３号 「平成２９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３４号 「平成２９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３５号 「平成２９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３６号 「平成２９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３７号 「平成２９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３８号 「平成２９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３９号 「平成２９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４０号 「平成２９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４１号 「平成２９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２２号につきましては先ほど申し上げたとお

りです。

 それでは議案第２７号、議案第２８号および議案第３０号から議案第４１号までを一括議題

といたします。

お諮りします。

本１４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。
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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１４案についての委員長報告は、可決です。

本１４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２７号、議案第２８号および議案第３０号から議案第４１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２２号 「平成２９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。

まず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、平成２９年度一般会計予算について反対討論を行います。

予算というのは、どのような事業をいくらかけて行うかというのが第一、それからもう１つ

はこの予算によって笛吹市の財政状況がどのように変わっていくかという問題、これを示すも

のであります。私は今回、その２つ目の問題を中心に反対討論を行っていきたいと思います。 
 平成２９年度予算に始まったことではありませんが、オオカミがきた予算と私は言わせても

らいたいと。今年度予算は総額３１１億円。そのうち１８億円は基金の取り崩しで賄わなけれ

ばならない。積み立ては１．３億円としているので基金は１６５億円から１７億円減って１４８億

円になってしまう、そういうものであります。本当にそうなるでしょうか。今年度、平成２８年

度予算でも１７．６億円、基金を取り崩して１．３億円積み立てて、そして基金は１９億円も

減ってしまうとされておりました。ところが年度末の最後の補正によると基金の取り崩しは０．

４億円、積み立ては２．２億円で基金は１９億円減るどころか１．８億円も増える見込みとな

りました。なぜ、こんなに現実離れした、大変だ大変だという予算になってしまうのでしょう

か。予算編成の原則は総計予算主義であります。すなわち歳入と歳出のすべてを適切に計上す

るということでございます。ところが笛吹市の平成２９年度予算もやはり地方交付税において

は約５億円小さく計上していることであります。そして３月にもなれば余剰金の見込み額も出

てくるのに、繰越金も口開け予算の１千円としている。このことが現実離れした予算となる大

きな原因でございます。さらに悪いことには、財政当局はこの予算が現実離れしていることは、

よく分かっている。それにもかかわらずこの予算の数字に基づいて、基金は１６５億円から

１４８億円に減ってしまう。大変だ大変だ、予算説明資料、予算案の概要で示すわけでござい

ます。また今後これを市民向け、広報ふえふきでも宣伝することになるでしょう。

 オオカミがきたというような話は、そろそろやめにしてほしいと思います。私は笛吹市の財

政が豊かなどと言っているわけではありません。実際に則した検討が必要だと言っているので

あります。現実離れした予算、そしてその説明が都市計画税の議論をはじめあらゆる施策に影

響していると思うので、予算とその説明は的確でなくてはならないと申し上げているのであり
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ます。このようなことで予算の構造、しっかりしたものにしていかなければならないと思いま

す。

あと具体的な中身でございますが、１点だけ指摘しておきたいと思います。債務負担行為、

学校給食センターの外部委託、直営で現在、栄養士、調理員がよい給食を目指し頑張っており、

またそれを実現しております。さらに外部委託で経費の節約どころか、ほとんど変わらない、

場合によっては増える見込みもあるということでございます。外部委託する理由がまったくな

い、なんでも外部委託、なんでも民間へというものであり、到底これは賛成できるものではあ

りません。

 以上をもって私の反対討論とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

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２２号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は、可決です。

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２２号は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩いたします。

再開を午後３時４０分といたします。

休憩  午後 ３時２６分

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

再開  午後 ３時４０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６件の追加案件が提出されました。

お諮りします。

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

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２３ 議案第４８号から日程第２８ 同意第５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。
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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。

 追加提案させていただきます議案は人権擁護委員の候補者の推薦についての１件、同意案件

５件であります。

はじめに議案第４８号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」でありますが、任期満了

となります１名につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。

 候補者については石和町在住の永井公子氏であります。永井氏は再任であり、任期は平成２９年

７月１日から３年間であります。

 次に同意第１号 「副市長の選任について」でありますが現副市長 小林明氏の３月３１日

付けの退任に伴い、地方自治法第１６２条の規定により雨宮寿男氏の選任につきまして議会の

同意をお願いするものであります。

 雨宮氏は長年にわたる行政運営から知識・経験とも非常に豊富であると同時に人望も厚く誠

実な方であります。

任期は平成２９年４月１日から４年間であります。

 次に同意第２号 「固定資産評価委員の選任について」でありますが、地方税法第４０４条

第２項の規定により荻原明人氏の選任につきまして、議会の同意をお願いするものであります。

荻原氏は新任であり、平成２９年４月１日からの選任となります。

次に同意第３号 「黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」であります

が、委員の改選に伴い新たに委員として保崎雄氏、根津善行氏、保坂弘治氏、小池洋一氏、

堀内好男氏、三浦光宏氏、田中征氏の７名の選任について地方自治法第２９６条の４第１項

および黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により議会の同意をお願いする

ものであります。

 穂先氏、根津氏、保坂氏、小池氏は新任、堀内氏、三浦氏、田中氏は再任であり任期は平成

２９年４月１日から４年間であります。

 次に同意第４号 「兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」であり

ますが、委員の改選に伴い新たに委員として山下仁志氏の選任について地方自治法第２９６条

の４第１項および兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により議会の同

意をお願いするものであります。

山下氏は新任であり、任期は平成２９年４月１日から４年間であります。

 次に同意第５号 「稲山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」でありますが、

委員の辞職に伴い新たに委員として土屋育夫氏、横瀬公夫氏、２名の選任について地方自治法

第２９６条の４第１項および稲山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により議会

の同意をお願いするものであります。

土屋氏、横瀬氏は新任であり任期は前任者の在任期間である平成２９年４月１日から２年間

であります。

なお、経歴等につきましては、それぞれの案件の末尾にある参考資料のとおりであります。 
 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申し上げます。
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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４８号および同意第１号から同意第５号までの６案件を議題とし質疑を行

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６案件については、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）

異議なしと認めます。

よって、本６案件は委員会への付託を省略することに決定しました。

これより１件ずつ討論・採決を行います。

まず、議案第４８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。

これより議案第４８号の採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、議案第４８号は原案のとおり可決されました。

ここで先例によりまして総務部長 雨宮寿男君の退場を求めます。

（ 退 場 ）

それでは、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。

本件は、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、そのままお待ちください。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。

総務部長 雨宮寿男君の入場を求めます。

（ 入 場 ）

雨宮寿男君に申し上げます。

ただいま議題となりました副市長の選任については、賛成全員により同意されたことをご報
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告いたします。

 ただいま同意されました雨宮新副市長から議場での発言の申し出がありますので、これを許

可したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

雨宮寿男君の発言を許可します。

新副市長、演壇でどうぞ。

〇新副市長（雨宮寿男君）

あいさつの機会をいただきまして、ありがとうございます。また先ほどは副市長の選任につ

きまして、同意をいただきましてありがとうございました。改めて身が引き締まる思いがする

とともにその職責の重さに不安な思いもしております。

もとよりそのような器ではありませんが、笛吹市で生まれ育ち笛吹市職員として培ってまい

りました経験を生かしながら、市民にとって住みよいまちづくりを進めていくために微力では

ありますが精一杯努めてまいりたいと思います。

議員の皆さまには今まで以上にご指導を賜りますようにお願いを申し上げ、簡単ではありま

すが私のあいさつといたします。

 これからもどうかよろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

次に同意第２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２号の採決を行います。

本件は、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。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、同意第２号は原案のとおり同意することに決しました。

なお、ただいま同意されました荻原新固定資産評価員から議場での発言の申し出があります

ので、これを許可したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

荻原明人君の入場を許します。

（ 入 場 ）

それでは荻原明人君の発言を許可いたします。

〇新固定資産評価委員（荻原明人君）

ただいま固定資産評価員の選任に伴う同意をいただきました荻原と申します。

 申し上げるまでもなく固定資産評価員の任務は地方税法、ならびに市税条例に基づきまして

市長の指揮を受けまして固定資産の適正な評価を行うとともに市長が行う価格の決定を補助し
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ていくことでございます。

もとより微力でございますが、議会の皆さま方からいただきました同意を重く受け止めまし

て、これまでの経験を生かしながら固定資産評価員として市政の発展に寄与していけたらと、

こんなふうに考えております。

何とぞよろしくお願いいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。本日は同意をいた

だきまして誠にありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

荻原明人君の退場を求めます。ご苦労さまでした。

（ 退 場 ）

続いて同意第３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３号の採決を行います。

本件は、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。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、同意第３号は原案のとおり同意することに決しました。

次に同意第４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４号の採決を行います。

本案件は、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。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。

続いて同意第５号の討論を行います。

討論はございますか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより同意第５号の採決を行います。

本件は、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。

（ 起 立 全 員 ）

起立全員です。

よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。

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

〇議長（海野利比古君）

  日程第２９ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ
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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２９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２４日間の日程で開催されましたが、正副議長をはじめ議

員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ上程いたしました提出案件のすべて

において、慎重なる審議に努めていただき感謝を申し上げます。

また代表質問および一般質問におきましては、市政の各分野において多数のご質問をいただ

きました。これを真摯に受け止め、市政発展のため生かしてまいる所存でありますので一層の

ご協力をお願い申し上げます。

 本日、追加提案させていただきました人事案件につきましてもすべてご承認賜り、厚く御礼

を申し上げます。

 なお一身上の理由から３月末にて退任されます小林副市長におきましては誠心誠意、正面か

ら市政の課題に取り組んでいただきました。副市長就任から３年間、市職員のまとめ役として

円滑な市政運営にご尽力いただきましたことに心より深く感謝の意を表したいと思います。

これからも各方面でご活躍いただくとともに今後も笛吹市へのご協力をお願いいたします。 
 さて日ごとに春の訪れを感じるようになりましたが、県の発表では桃の開花予想日は４月３日

となっており、桃源郷の日である４月１０日を迎えるころには市内全域で色鮮やかな風景を楽

しんでいただけるものと期待しています。

３月２６日から４月２３日まで開催する今年の桃源郷春祭りでは、桃の里マラソンなど例年

実施しているものに加え、「歩く」をコンセプトに新たなイベントとして日本一桃源郷ウォー

クを４月９日に開催させていただきます。桃源郷を歩きながらピンク一色に染まった笛吹市の

春を全身で感じていただければと思っております。

また今年は笛吹市ワイン会と共同で春のワインまつりを行うほか、芸妓さん約１５０名によ

る石和花みこしで華やかに温泉街を演出していただきます。

議員の皆さまにも積極的にご参加いただき、激励いただければ幸いであります。

３月２６日には多くの市民が期待した笛吹・八代スマートインターチェンジ開通式典が行わ

れます。新年度にかけて公私ともに何かとお忙しい時期かと思いますが、ご出席くださいます

ようお願いを申し上げます。

ハートフルタウン笛吹の実現に向け、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、閉会にあたり一言ごあいさつ申し上げました。

〇議長（海野利比古君）

以上をもちまして、平成２９年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。
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 大変ご苦労さまでした。

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

閉会  午後 ４時００分
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