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平成２９年

笛 吹 市 議 会

第 ３ 回定 例 会会 議 録

平成２９年９月 ５日  開会

平成２９年９月２９日  閉会

山梨県笛吹市議会
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笛吹市告示第９８号

平成２９年笛吹市議会第３回定例会を次のとおり招集する。

   平成２９年８月２８日 

  笛吹市長  山 下 政 樹

１． 期  日    平成２９年９月 ５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 ３ 回 定 例 会

９ 月 ５ 日
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平成２９年笛吹市議会第３回定例会

１．議 事 日 程（第１号）

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ５ 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 市長行政報告並びに提出議案要旨説明

日程第 ５ 決算審査報告

日程第 ６ 報 告 第 ３ 号 平成２８年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について 

日程第 ７ 議案第６４号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第６５号 笛吹市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第６６号 笛吹市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の

一部改正について 

日程第１０ 議案第６７号 笛吹市福祉センター条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第６８号 笛吹市立保育所条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第６９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１３ 議案第７０号 平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１４ 議案第７１号 平成２９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１５ 議案第７２号 平成２９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１６ 議案第７３号 平成２９年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１７ 議案第７４号 平成２９年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１８ 議案第７５号 平成２９年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について

日程第１９ 議案第７６号 平成２９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２０ 議案第７７号 平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予

算（第１号）について 
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日程第２１ 議案第７８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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２２ 議案第７９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

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第８０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

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第８１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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２５ 議案第８２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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２６ 議案第８３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

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２７ 議案第８４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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２８ 議案第８５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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２９ 議案第８６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

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第３０ 議案第８７号 平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第３１ 議案第８８号 平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算(第２号)

について 

日程第３２ 議案第８９号 平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第３３ 議案第９０号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３４ 議案第９１号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３５ 議案第９２号 平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３６ 議案第９３号 平成２８年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第３７ 議案第９４号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３８ 議案第９５号 平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３９ 議案第９６号 平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４０ 議案第９７号 平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第４１ 議案第９８号 平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４２ 議案第９９号 平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４３ 議案第１００号 平成２８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４４ 議案第１０１号 平成２８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４５ 議案第１０２号 平成２８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４６ 議案第１０３号 平成２８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４７ 議案第１０４号 平成２８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４８ 議案第１０５号 平成２８年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

日程第４９ 議案第１０６号 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計決算認定について 

日程第５０ 議案第１０７号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 

日程第５１ 議案第１０８号 市道廃止について 

日程第５２ 議案第１０９号 市道認定について 

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
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３．欠席議員

（ な し ）

４．会議録署名議員

９番 荻 野 謙 一 １０番 北 嶋 恒 男

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 雨 宮 寿 男

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 小 澤 紀 元

経営政策部長 深 澤 和 仁 会 計 管 理 者 須 田 富 士 男

市民環境部長 杉 原 清 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 飯 島 尚 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 雨 宮 茂 貴 公営企業部長 遠 藤 正 文

教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹

経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫

消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 相 川 幸 夫

代表監査委員 横 山 祥 子 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣

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   菱 山 一

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   横 山 慶
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開会  午後 １時３０分

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

〇議長（海野利比古君）

ただいまの出席議員は２１名であります。

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第３回笛吹市議会定例会を開会いた

します。

開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。

この夏は猛暑と乾燥が続いたあと日照不足に見舞われるなど、不順な天候のために体調管理

や農作物の管理などに大変悩まれたことと思います。９月に入りましても猛暑は続いておりま

すが日差しが和らいでくるのを感じます。

 そのような中、議員各位におかれましては議員活動ならびに市政運営につきましてご苦労い

ただいており、精力的な活動に敬意と感謝を申し上げます。

 また市制祭や市民まつりなど各種行事やイベントが多数計画されておりますので、引き続き

ご協力を賜りたいと存じます。

 さて今議会には市長より条例の改正および平成２９年度補正予算、ならびに平成２８年度決

算など各種案件が提案されます。

 会期中、格別のご精励を賜り慎重にご審議くださいますようお願い申し上げ、開会にあたっ

てのあいさつとさせていただきます。

本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。

傍聴人に申し上げます。

傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。

また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。

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

申し添えます。

それでは本日の会議を開きます。

なお現在、夏季の軽装の取り組みが行われております。本日の会議においても議場内での上

着の着用は個人の判断に委ねます。ついては質問者および答弁者は上着を脱いでも結構でござ

います。

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

議席第 ９番 荻野謙一君および

議席第１０番 北嶋恒男君

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。
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お諮りします。

本定例会の会期は本日から９月２９日までの２５日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日から９月２９日までの２５日間と決定いたしました。

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

〇議長（海野利比古君）

  日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。

次に本日までに受理した請願はありませんでしたので、その旨ご報告いたします。

続いて監査委員から、平成２９年５月分から平成２９年７月分の例月出納検査の結果につい

て報告がありました。

お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。

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 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第３号から日程第５２ 議案第１０９号ま

でを一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

 平成２９年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

ご説明申し上げます。

 それに先立ち、前回定例会以降の行政運営の状況について申し述べ、議員各位ならびに市民

の皆さまにご理解を賜りたいと存じます。

まず、はじめに平成２８年度の決算についてご報告申し上げます。

 一般会計歳入歳出決算は歳入総額３４０億５，７００万円、歳出総額３２４億２００万円と

なりました。歳入歳出差引額は１６億５，５００万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき一般

財源は１億円であり、これを差し引いた実質収支額は１５億５，４００万円となり、適正な歳

出執行により健全な財政運営が図られたものと考えております。

今後とも財政の健全化を図るため、一般財源の確保に一層努めると共に基幹産業の振興によ

る自主財源の確保にも取り組み、また経常経費全体の徹底した見直しや節減を図ってまいりま

す。

続きまして、これまでの行政運営についてご報告をいたします。

 はじめに上下水道料金、都市計画税、支所機能の見直しなどの行政課題への対応についてで

あります。

はじめに７月２４日に笛吹市上下水道事業審議会から答申をいただいた上下水道料金の改定、

また市民の皆さまから１年間お時間をいただき、検討をしております都市計画税の取り扱いお

よび支所機能の見直しについては議会全員協議会、各地域の地域審議会、区長会においてご説
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明を申し上げ、ご意見をいただいているところであります。

 いただいたご意見を踏まえ、各課題について私の考えを整理し、１０月に予定しているまち

づくり座談会において市民の皆さまにご説明したいと考えています。

次に旧ＮＴＴ用地の名称についてであります。

 土地の活用策が決まるまでの間、呼び名を定めて市民の皆さまに認知していただきたいと考

え、市民みんなで考え活用する広場という意味で「笛吹みんなの広場」を名称とさせていただ

きます。

なお、正式な名称については活用策と共に検討いたします。

次に、有料指定ごみ袋導入後の状況についてであります。

本年４月から、ごみの減量を図る施策として有料指定ごみ袋を導入いたしましたが、導入後

における可燃ごみの排出量は前年度比で４月はマイナス２４％、５月はマイナス１４％、６月

はマイナス１０％、７月はマイナス１２％となっております。

 またミックス紙の排出量が前年度比で月平均１８％増、その他プラスチックは３６％増となっ

ております。このことから、有料指定ごみ袋の導入によりごみの減量・分別が進んでいると評

価しております。

 有料指定ごみ袋等の価格については、広報において近隣市の状況や本市の可燃ごみ減量化へ

の取り組みについて説明してまいりましたが、今後も丁寧な説明に努めてまいります。

 次に、笛吹市夏祭りのメインイベントである笛吹川いさわ鵜飼についてでありますが、７月

１０日にウミウ捕獲技術保存協議会から、新鵜にポックスウイルスの注意喚起の連絡がありま

した。本市においても状況確認を行ったところ病変が確認されたため、関係機関に報告ならび

に対応を相談し、感染の拡大を最小限に抑えることと鵜の体調保持および観光鵜飼の対応等か

ら鵜飼の中止を決定いたしました。

 多くの市民の皆さまから「中止を残念に思う」との声をいただきましたが、これは鵜飼が注

目され定着してきた証拠と考えております。この残念な結果を「ピンチはチャンス」と捉え来

年へのステップアップとなるよう努めてまいります。

 現在、鵜については病状も回復しているところでありますので、今後、鵜の飼育等も含め観

光鵜飼の方針を十分検討し、来年の再開に向けてしっかり準備を進めてまいります。

次に学校訪問についてであります。

 今年３月から７月にかけて、市内の小中学校全１９校を教育長と共に訪問しました。その際

には全クラスの授業を参観させていただいた後、児童生徒の現状や施設・設備の課題について

学校長らと意見交換を行いました。

子どもたちが熱心に生き生きと授業に参加している姿、またさまざまな課題を持つ子どもた

ちに対して先生方がきめ細やかに指導している姿など、今の学校の様子を知る良い機会となり

ました。さらに学校の活動に地域の方々が積極的に参加するなど学校と地域が密接に連携し、

笛吹の子どもたちを地域で守り育てている様子もうかがい知ることができました。

 また夏休み期間中、学童保育クラブの利用開始時間を３０分早め、午前７時３０分から早朝

保育を実施いたしました。実施期間中は１７９人、全体の１５．９％の児童の利用があり、今

後、利用状況や課題を検証し学童保育の運営に反映させたいと考えております。

次に学校関係で、うれしい報告がございます。

八代小学校６年生の斉間夕樹乃さんが第３３回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会におい
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て、毛筆の部で衆議院議長賞を授賞いたしました。また、県中学校総合体育大会においては団

体戦で石和中学校ソフトテニス部女子が優勝し、個人戦で春日居中の柔道、一宮中の水泳、石

和中の弓道が優勝しました。その他、各中学校とも多数の入賞があり、関東大会および全国大

会に出場する５１人の選手の健闘を願い、８月２日に激励会を行いました。

次に「わが町の八月十五日展」についてであります。

 戦争の悲惨さを知り平和の大切さを考え後世に伝えるため、第２０回目となる「わが町の八

月十五日展」を春日居郷土館において開催いたしました。

オープニングイベントとして、春日居小学校の児童による詩の群読や春日居中学校の生徒に

よる合唱などを行いました。また上田市にある無言館館主 窪島誠一郎先生を講師に迎え「戦

没画学生が残したもの」と題し２０周年記念講演会を開催いたしました。

 このような企画を通じ次代を担う子どもたちが平和の尊さを自ら考え、後世に伝える原動力

になってもらえることを切に願うところであります。

次に夏の観光イベントについてであります。

 本年は「笛吹物語」、夏のサマーフェスティバルとして７月２０日から８月２１日の１カ月間

にわたり開催しました。鵜飼の中止により、お客さまの来場が心配されましたが石和温泉連夜

花火の数量を増やしたことや水辺カフェとしてキッチンカーを設置したことにより、鵜飼中止

による影響は最少に留まったものと思われます。

夏の風物詩「甲斐いちのみや大文字焼き」は今年度からＬＥＤの点灯となり、春日居笈形焼

きと共に笛吹市の夜空を照らし、賑やかなお祭りとなりました。

 祭りのフイナーレを飾る第５３回石和温泉花火大会では新たな取り組みとして、全国でも例

のない花火とフリースタイルモトクロスの共演を行い、来場者の皆さまから好評を得たところ

であります。

 また地区夏祭りにつきましては、実行委員会の皆さま方のご支援・ご協力、また関係各位の

ご尽力に対しまして感謝を申し上げます。

次に、富士山フルーツ観光推進協議会の設立についてであります。

 山梨県を訪れるインバウンド観光客は、富士山・富士五湖エリアに集中しております。この

ため笛吹市・甲府市・山梨市・甲州市および富士河口湖町の観光協会が地域間連携を図りつつ、

それぞれの特色を生かした魅力的な地域づくりを行い、滞在型の観光地となることを目的に協

議会を設置しました。市としてもさらなる観光振興を図るため、当協議会の事業に積極的に協

力してまいりたいと考えております。

次に、農産物のトップセールスについてであります。

桃・ぶどうの消費拡大に関しては議員の皆さまの参加も得て、ＪＡ笛吹・ＪＡフルーツ山梨

との共同により６月から７月にかけ東京、関西で実施しました。８月には、タイ王国において

観光宣伝と重ねて販売促進宣伝を各所で行い、桃やシャインマスカットを中心にＰＲ・試食販

売等を実施し大変、好評を得たところであります。

 トップセールスは私自らが赴くことにより笛吹市をより強く印象づけることができ、非常に

重要であると考えており、明確な戦略のもと、より効果的なものになるよう研究してまいりま

す。

 またタイ王国は本年、オリンピック・ウェイトリフティング競技の事前合宿地、ホストタウ

ンに選んでいただいたこともあり、このトップセールスに合わせ、お礼の意味も込めましてタ
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イ王室のシリントン王女へ桃・ぶどうを献上すると共に、同国の外務省シントン東アジア州局

長と意見交換を行ったほかスポーツ庁、ウェイトリフティング協会などへ訪問し、日本一の桃・

ぶどうを贈呈させていただきました。

 オリンピック・パラリンピックの事前合宿が順調に進み、タイ王国の選手が活躍できるよう

今後も取り組んでまいります。

次に、山梨大学との包括連携協定についてであります。

 ８月２２日に豊かで活力ある地域社会の形成と地域の振興を図ることを目的に、国立大学法

人山梨大学と包括連携協定を締結いたしました。これまでも笛吹市と山梨大学では、健康・介

護予防分野や公共交通の改善事業において、協力しながら事業に取り組んできました。

今後は包括連携協定に基づき双方の持つ資源を十分活用し、幅広く実効性のある連携事業を

進めてまいります。

次に、企業誘致の現状についてであります。

 現在、笛吹市では農村工業導入促進法に基づく９カ所の工業団地を整備し、２６の企業が操

業を行っており、先月も１社が操業を開始しました。また来年度の操業開始に向け３社が整備

を進めており、さらに入居についての問い合わせ等もあることから雇用と税の確保等に向け、

長期的な視点に立って積極的な企業誘致に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、境川観光交流センター寺尾の湯の利用状況についてであります。

本年４月２７日のオープン以降、おかげさまで多くの方々にご利用いただいております。来

館者数は１日平均２１８名となっており、６月２０日には来館者が１万人、８月１４日には２万

人を突破いたしました。８月３１日現在、来館者は２万３，２８８名となっており、うち笛吹

市民は８，９２３名で全体の３８．３％となっております。

 運営に関しましては、来館者からのご意見を参考にしながら地域交流の場として充実した施

設づくりに努めてまいります。

最後に、消防職員の全国消防救助技術大会出場についてであります。

 ６月７日に開催された山梨県消防救助技術大会、ロープ応用登坂の部において消防士雨宮・

木村組が優勝し、８月２３日に宮城県で開催された第４６回全国消防救助技術大会に出場しま

した。

全国大会出場は消防本部始まって以来の快挙であり、競技結果は５０チーム中１３位であり

ました。今回の出場を励みとし、今後とも市民の皆さま方の期待に力強くお応えできる隊員を

育成することに力を注いでまいりたいと思っております。

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申し上げます。

 提出させていただいた案件は報告１件、条例案６件、補正予算案１９件、決算認定１９件、

その他２件、合わせて４７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あります。

笛吹市立保育所条例の一部改正については、平成３０年４月１日から八代御所保育所を完全

民営化することに伴い、条例の一部改正を行う必要が生じたものです。

 その他の条例案５件につきましてはいずれも関係法令の改正等に伴い、所要の改正を行う必

要が生じたものです。

次に補正予算案について概略をご説明申し上げます。
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まず、平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）であります。

 既定の予算額に歳入歳出それぞれ５億８，７００万円を追加し、総額３１８億７，５００万

円とするものであります。

また繰越明許費の補正、市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正につきましてもお願いす

るところであります。

 歳入の主なものとしまして寄附金６，４００万円の追加、繰入金１０億８，１００万円の減

額、繰越金として平成２８年度一殷会計決算剰余金１４億４，７００万円の追加、また市債に

ついては、合併特例債等１億３，７００万円を追加するものであります。

次に歳出の主なものにつきましては、庁舎等維持管理事務に６，９００万円、遠距離通学定

期券購入補助に３６０万円、消防施設整備事業に１，４００万円、ふるさと納税事業に３，７００万

円、企業立地促進助成事業に１，５００万円、労報橋および周辺道路整備事業に１億２千万円、

その他社会福祉費等事業費確定に伴う国庫支出金の返還金１億８千万円の追加等を行うもので

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等１６会計につきましては、総額３億２千万円を増額するものであり

ます。

次に公営企業会計の補正予算案であります。

平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では収益勘定において２，１００万円

を追加、資本勘定において１，５００万円を追加するものであります。

 続きまして、平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第２号）では、収益勘定に

おいて３３０万円を追加、資本勘定において３９０万円を追加するものであります。

続きまして、平成２８年度の決算についてであります。

一般会計につきましては、冒頭で説明させていただきましたとおりの内容となっております。

その他、特別会計１５案件、企業会計３案件につきまして、地方自治法第２３３条第３項お

よび同法２４１条第５項、ならびに地方公営企業法第３０条第４項の規定により監査委員の意

見を付して提案するものであります。

なお、詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。

次に財政健全化の状況についてであります。

平成２８年度決算について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化

判断比率、ならびに資金不足比率を算出いたしました。

健全化判断比率のうち実質公債費比率は１３．１％で前年度を０．３ポイント下回りました。

将来負担比率につきましては７０．４％で、前年度を７．２ポイント下回りました。いずれの

指標も自治体における早期健全化基準を下回っております。

今後も引き続き健全な財政運営を努めてまいります。

その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておきましたので、それにより

ましてご了承をお願いいたします。

以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして、提案理由をご説明させていただきま

した。よろしくご審議の上、ご承認・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。
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続きまして議案第８９号から議案第１０７号 決算認定に伴う案件につきまして、会計管理

者から補足説明があります。

 会計管理者、須田富士男君。

〇会計管理者（須田富士男君）

 ただいま、市長が提案いたしました議案第８９号の一般会計から議案第１０７号の企業会計

までの決算認定１９案件につきまして、お手元の決算書により一括して決算内容の補足説明を

させていただきます。

 それでは、お手元の平成２８年度笛吹市一般会計・特別会計・企業会計歳入歳出決算書に基

づきまして、ご説明をいたします。

 なお、概要の説明となりますので、金額につきましては１万円未満は省略とさせていただき

ます。

それでは決算書の２ページをお開きください。

平成２８年度一般会計と１５の特別会計の歳入歳出決算総括表でございます。

一番下の合計欄でありますが収入済額の合計は５２２億９２３万円、支出済額合計は４９９億

６，３４９万円、歳入歳出差引額の合計は２２億４，５７４万円となりました。

それでは個々の会計につきまして、ご説明いたします。

 まず議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、ご説明申

し上げます。

歳入につきましては、６ページからになります。

なお、歳入は収入済額でご説明をいたします。

第１款市税は収入済額が８５億２，２８５万円で、過年度分を含め市税全体の収納率は８９．

６％であります。

 主なものといたしまして市民税３４億３，５６０万円、固定資産税４１億２，２５８万円な

どとなっております。市税は歳入全体の２５％を占めており、前年度と比較しますと３．６％、

１億７４７万円の増額となっております。

次に第２款地方譲与税でありますが、２億５，２３９万円となっております。

 次に第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は、総額で１３億８，

２３２万円、前年度に比べまして１億６，７０７万円の減額となっております。

第１０款地方交付税は９９億７，７９７万円で、歳入全体の２９．３％を占めております。

前年度と比較しますと９，４９３万円の減額となりました。

以下の歳入につきましては、主なものを申し上げます。

８ページをご覧ください。

第１４款国庫支出金４１億２，６４７万円、第１５款県支出金２４億３，４２９万円、第１９款

繰越金１７億２，７３６万円。

続いて１０ページをご覧ください。

 第２１款市債３９億５，１４１万円であります。その結果、歳入決算額は３４０億５，７１９万

円となり、前年度と比べ１３．５％、金額で５３億２，５５０万円の減額となっております。 
次に歳出でありますが、１２ページからになります。

歳出は支出済額でご説明いたします。

まず第１款議会費、支出済額２億２，０７８万円で執行率は９８．３％であります。
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 次に第２款総務費につきましては３２億１，９６７万円で、その主なものといたしまして総

務管理費２６億８，４１８万円となっております。

 総務費全体の執行率は９０．８％で、寺尾地区周辺整備事業など５事業合わせて９，８８２万

円を翌年度に繰り越しております。

 次に第３款民生費は１０６億２６５万円で、歳出全体の３２．７％を占めております。歳出

の中では最も大きな支出となっております。その内訳といたしまして社会福祉費４９億９，

２７９万円、児童福祉費４３億１，４６２万円、生活保護費１２億９，５２３万円となってお

り、民生費全体の執行率は９４％でありますが簡素な給付措置支給事業で２億２，５１４万円

を翌年度に繰り越しております。

 次に第４款衛生費は３３億９，９８２万円となっております。内訳は保健衛生費６億２６６万

円、環境衛生費６億８，１８６万円、清掃費６億３，７６３万円、環境対策費１４億７，７６５万

円であります。衛生費全体の執行率は９３．７％で、水道事業会計出資費など２事業で３，１４１万

円を翌年度に繰り越しております。

次に第５款労働費は１，３３０万円で執行率は９９．９％であります。

 次に第６款農林水産業費は１８億２，３９１万円となっております。内訳は農業費１７億６，

７５１万円、林業費５，６３９万円であります。農林水産業費の執行率は８３．４％で、県営

畑地帯総合整備事業など５事業で２億６，４７４万円を翌年度に繰り越しております。

次に第７款商工費は３億７，７８９万円で、執行率は９６．６％であります。

次に第８款土木費は４４億２２８万円で、そのうち主なものにつきましては１４ページにな

りますが道路橋梁費１１億３，４４６万円、都市計画費２９億１，０３９万円などであります。

土木費全体の執行率は８４．９％で、大坪地区浸水対策事業や富士見地区道路冠水対策事業な

ど１０事業で４億９，１６７万円を翌年度に繰り越しております。

 次に第９款消防費は１２億１，５５６万円で執行率は９０．９％。寺尾地区周辺整備事業な

ど２事業で８，６０５万円を翌年度に繰り越しております。

 次に第１０款教育費は２４億２，７６７万円で、そのうち主なものは小学校費５億９，４８０万

円、中学校費２億６，９４７万円、社会教育費５億３，９５７万円などとなっております。教

育費全体の執行率は９０．８％で、小学校施設計画的改修事業など３事業で１億４，９９７万

円を翌年度に繰り越しております。

次に第１１款災害復旧費につきましては、執行はございませんでした。

 次に第１２款公債費は４４億８，４９６万円で、地方債借入金の元利償還金として支出いた

しました。

次に第１３款諸支出金は２億１，３３９万円で、財政調整基金などへの積み立てを行ったも

のであります。

 以上、歳出合計は３２４億１９４万円で前年度と比べまして１４％、金額で５２億５，３４０万

円の減額となりました。

 なお、歳出全体の執行率は９２．１％であります。その結果といたしまして１６ページをご

覧ください。

 歳入金３４０億５，７１９万円、歳出金３２４億１９４万円、歳入歳出差引額１６億５，５２５万

円であります。

次にページが飛びますが、２６６ページをご覧ください。
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平成２８年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書であります。

 歳入歳出差引額までは、ただいまご説明したとおりでありますが翌年度への繰り越すべき財

源として繰越明許費繰越額が９，３０５万円、事故繰越し繰越額が７７３万円、これを引いた

実質収支額は１５億５，４４６万円となっております。

以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。

次に２６８ページをご覧ください。

議案第９０号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明をいたします。

まず主な歳入でありますが、第１款国民健康保険税の収入済額は２２億２，６２６万円となっ

ており、国保税全体の収納率は７８．９％であります。

 次に第３款国庫支出金２１億７，４０７万円、第５款前期高齢者交付金２１億３，７９６万

円、第７款共同事業交付金２３億３，４２３万円、第９款繰入金６億８，５７３万円となって

おります。

 以下、繰越金、諸収入などを合わせまして歳入合計は１０４億３，２０１万円で、前年度と

比べ２．８％、２億９，６５０万円の減額となっております。

次に２７０ページの歳出になります。

主なものにつきましては、支出済額で申し上げます。

第２款保険給付費は５９億４，１７７万円で、これは前年度と比べ４．８％、２億８，５３８万

円の減額となっております。

 以下、第３款後期高齢者支援金等１１億６７６万円、第６款介護納付金４億７，２３２万円、

第７款共同事業拠出金２２億７，４９２万円などとなっております。

 歳出合計は２７２ページになります。１００億８，１１７万円で前年度と比べ４．５％、４億

７，１８１万円の減額となりました。

その結果といたしまして、２７４ページをご覧いただきたいと思います。

 歳入金１０４億３，２０１万円、歳出金１００億８，１１７万円、歳入歳出差引額３億５，

０８４万円であります。

以上が国民健康保険特別会計決算の概要であります。

次に３０６ページをご覧ください。

議案第９１号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明いたします。

まず主な歳入でありますが、第１款保険料は１２億６，５０２万円で収納率は９４．８％と

なっております。

 第３款国庫支出金１４億３，５８５万円、第４款支払基金交付金１６億２，４９７万円、第

５款県支出金８億４，５５０万円、第７款繰入金１０億１，５５１万円などで歳入合計は６２億

５，２２７万円、前年度と比べ３．５％、２億１，３０５万円の増額となっております。

次に３０８ページの歳出になります。

 主なものは第１款総務費１億２，８９７万円で前年度と比べ５．９％、８０７万円の減額と

なりました。

第２款保険給付費は５７億７，００８万円で前年度と比べ２．６％、１億４，５５６万円の

増額となっております。

 以下、歳出合計は６０億８，１１４万円で、保険給付費の伸びなどによりまして前年度と比

べ１．８％、１億７０６万円の増額となっております。
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その結果といたしまして、次の３１０ページをご覧ください。

 歳入金６２億５，２２７万円、歳出金６０億８，１１４万円、歳入歳出差引額１億７，１１３万

円であります。

以上が介護保険特別会計決算の概要であります。

次に３３８ページをご覧ください。

議案第９２号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明いたします。

まず歳入ですが第１款サービス収入２，０１２万円、第３款繰越金６３０万円、歳入合計は

２，６４３万円で前年度と比べ２８．５％、５８６万円の増額となっております。

次に３４０ページの歳出になります。

 第２款事業費１，７２９万円、歳出合計は同じく１，７２９万円で前年度と比べ２１．２％、

３０２万円の増額となっております。

結果といたしまして、次の３４２ページをご覧ください。

歳入金２，６４３万円、歳出金１，７２９万円、歳入歳出差引額９１３万円となっておりま

す。

以上が介護サービス特別会計決算の概要であります。

次に３５０ページをご覧ください。

議案第９３号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明いたします。

まず主な歳入でありますが第１款後期高齢者医療保険料４億７，８４４万円、第３款繰入金

８億４，０３９万円などで歳入合計は１３億２，１６０万円で前年度と比べ２％、２，５９５万

円の増額となっております。

次に３５２ページの歳出になります。

 第１款総務費１，８４０万円、第２款後期高齢者医療広域連合納付金１２億９，６４３万円

などで歳出合計は１３億１，６３３万円、前年度と比べ１．７％、２，１８３万円の増額となっ

ております。

結果といたしまして、次の３５４ページをご覧ください。

歳入金１３億２，１６０万円、歳出金１３億１，６３３万円、歳入歳出差引額５２６万円と

なっております。

以上が後期高齢者医療特別会計決算概要であります。

次に３６６ページをご覧ください。

議案第９４号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明いたします。

この会計は芦川地区の農業集落排水事業における会計であります。

まず主な歳入でありますが第２款使用料及び手数料７７９万円、第３款繰入金３，６００万

円などで歳入合計は４，８６８万円となり、前年度に比べ１．１％、５１万円の増額となって

おります。

次に３６８ページの歳出になります。

 主なものといたしまして第２款農業集落排水事業費１，６６７万円、第３款公債費２，９２６万

円などであります。歳出合計は４，６０７万円で前年度に比べ６．２％、２６９万円の増額と

なっております。

結果といたしまして、次の３７０ページをご覧ください。

歳入金４，８６８万円、歳出金４，６０７万円、歳入歳出差引額２６０万円であります。
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以上が農業集落排水特別会計決算の概要であります。

次に３８０ページをご覧ください。

議案第９５号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、ご説明いたします。

歳入の主なものは第２款使用料及び手数料で３３７万円、第４款繰入金１，１０１万円、第

５款繰越金５８９万円などで歳入合計は２，０４０万円であります。

次に歳出でありますが、３８２ページをご覧ください。

 主なものといたしまして第２款水道費１，１４３万円、第３款公債費４２２万円など歳出合

計は１，５７２万円となっています。

その結果といたしまして、次の３８４ページをご覧ください。

歳入金２，０４０万円、歳出金１，５７２万円、歳入歳出差引額４６８万円であります。

以上が簡易水道特別会計決算の概要であります。

次に議案第９６号から議案第１０４号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有財産

保護財産区管理会特別会計の決算認定についてでありますので、一括してご説明いたします。 
３９６ページからになります。

 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は５，０６２万円で、歳出総額は３７９万円となって

おります。差引額の４，６８２万円につきましては、翌年度へ繰り越しとなっております。

財産区特別会計につきましてはいずれも財産区の管理運営を行っており、管理会の活動費な

どに予算執行されたものであります。

 それぞれの決算額につきましては、３９６ページから５１６ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。

一般会計ならびに１５の特別会計の決算につきましては以上であります。

 なお、５１８ページから５２６ページに財産に関する調書がございます。この中には市の公

有財産、備品、基金等の詳細が記載されておりますので、これも併せて参考にしていただきた

いと思います。

それでは次に３つの事業会計の決算であります。５２８ページをお開きください。

まず議案第１０５号 「水道事業会計決算認定について」、ご説明いたします。

収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の水道事業収益が決算額１６億

９，１３２万円となっております。また支出でありますが、第１款水道事業費用の決算額は１６億

４，６８０万円となっております。

 次の５２９ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は６億７，３５０万円となっております。

 また支出でありますが、第１款資本的支出といたしまして決算額１２億５，９９０万円となっ

ており、不足額５億８，６３９万円は当年度損益勘定留保資金等で補てんをしております。

以上が水道事業会計決算の概要であります。

次に５６０ページをご覧ください。

議案第１０６号 「公共下水道事業決算認定について」、ご説明いたします。

収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の下水道事業収益が決算額

１９億７，７３４万円となっております。また支出でありますが、第１款下水道事業費用の決

算額は１９億９，７４２万円となっています。

次の５６１ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の
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決算額は９億３，８２３万円となっています。また支出でありますが第１款資本的支出といた

しまして決算額１６億９，７３６万円となっており、不足額７億５，９１２万円は当年度の損

益勘定留保資金で補てんをしております。

以上が下水道事業会計決算の概要であります。

次に最後となります。６００ページをご覧ください。

議案第１０７号 「市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、ご説明いたしま

す。

まず収益的収入及び支出のうち収入につきましては、第１款温泉事業収益が決算額６，６１７万

円となっております。また、支出につきましては第１款温泉事業費用の決算額は５，７１０万

円となっております。

次に６０１ページの資本的支出でありますが、第１款資本的支出といたしまして決算額１，

０５４万円となっており、不足額につきましては過年度損益勘定留保資金等で補てんをしてお

ります。

以上が温泉給湯事業会計決算の概要であります。

なお、平成２８年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２８年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主な施策の事業概要も記

載されておりますので、併せて決算の参考としていただきたいと思います。

以上、雑駁な説明ではございますがよろしくご審議の上、認定くださいますようお願い申し

上げ、平成２８年度における笛吹市のすべての会計決算の補足説明とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

以上で会計管理者の説明が終わりました。

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

〇議長（海野利比古君）

  日程第５ 代表監査委員より決算審査の結果につきまして、意見報告を求めます。

 代表監査委員、横山祥子君。

〇代表監査委員（横山祥子君）

代表監査委員の横山でございます。

平成２８年度決算審査の結果につきまして、ご報告を申し上げます。

地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定によりまして、審査に付さ

れました平成２８年度笛吹市一般会計、特別会計、企業会計の歳入歳出決算および基金運用状

況の審査結果について、お手元の決算審査意見書に基づきましてご報告を申し上げます。

審査意見書の１ページをご覧ください。

 各会計歳入歳出決算書・事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運

用状況に関する調書を対象に、平成２９年６月２８日から７月２７日まで審査を実施いたしま

した。

審査の方法は、審査に付されました決算書および各主管部局から提出されました審査資料に

基づきまして関係帳簿、証ひょう書類により計数を調査すると共に関係職員から説明を聴取し

決算額の正否、予算執行状況および財政状況の適否等について審査を執行いたしました。

 審査の結果、審査に付されました決算書および各種調書はそれぞれ関係法令に準拠してつく

られており、決算計数はそれも関係帳簿、証ひょう書類と符合し、かつ正確であると認められ
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ました｡また決算の内容、予算執行につきましても適正・妥当であると認められました。

以下、各会計ごとに審査意見を報告させていただきます。

一般会計につきましては、２ページからをご覧ください。

なお、一般会計の審査意見につきましては、３６ページから記載してございますのでご参照

いただきたいと思います。

 平成２８年度一般会計の決算状況は歳入総額３４０億５，７２０万円、歳出総額３２４億

１９５万円で形式収支は１６億５，５２５万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源１億７９万

円を差し引いた実質収支額は１５億５，４４６万円となってございます。

 歳入は自主財源の根幹である市税が８５億２，２８６万円で、前年度より１億７４７万円増

加し、構成比の２５％を、依存財源の主である地方交付税は９９億７，７９７万円で前年度よ

り９，４９３万円減少し、構成比の２９．３％となっております。

 歳出は扶助費が５７億８，４９８万円で構成比の１７．９％を、補助費等が５６億４４９万

円で構成比の１７．７％となっております。

 このように２８年度の決算状況は市税の増加、交付税の減少という中で地方債の返済や扶助

費、補助費、人件費、物件費など法令や性質上から任意に削ることが困難な経常的費用が高い

比率を占めております。

 今後も厳しい財政状況が予想される中で、限られた財源で最大限の効果を得ることができる

よう努力していただきたいと存じます。

 また生産年齢人口の減少等により、市税収入が増加することは見込めません。一方、超高齢

化社会への進展や貧困化問題等による社会保障経費の増大に伴う、財政への長期的な影響が懸

念されます。さらに地元経済産業力の強化、子育て環境の向上や防災・減災対策、老朽化が進

むインフラを含む公共施設の適切な維持更新など直面する行政課題へ対応するため、これまで

以上に選択と集中が求められます。持続可能な行財政運営に向け、財政計画に基づいた市債管

理と的確な財政見通しのもと、市政を推進するよう望みます。

 この先、行財政運営は重く厳しい状況でございますが、「量入制出」の財政理念のもと歳入

確保と歳出削減になお一層、努めていただきたいと思います。

 以上のことは財政削減化一辺倒に陥ることではなく、市民が必要とする住民サービスの水準

を維持しながら市民生活の安心安全を第一とし、主要施策をはじめやるべき事業には着実に取

り組んでいくということが大前提であります。

今後は、次の諸点に留意して取り組むことを要望します。

１．市公共施設等総合管理計画について。

平成２９年２月に市公共施設等総合管理計画が策定されたところです。社会情勢や生活環境

の変化を踏まえ、安全で持続的な市民サービスを確保・提供していくためには、施設の果たす

役割を見据えた適正な配置と整備を図っていく必要があります。

 しかし合併前の旧町村からの類似施設が多く、この運営が財政に及ぼす影響が懸念されます。

現状のまま維持管理していくのは困難な状況と思われるため、長期的な視点を持ち、総合的か

つ計画的な整備、統廃合に着手していただくことを希望します。

 なお、少子高齢化の進展により今後、児童生徒数の減少が予想されます。学校施設について

は児童生徒の発達・発育に有効で適切な学校運営を図ることを念頭に施設の有効活用や多機能

化、統廃合等について十分検討していただきたいと思います。
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２．災害等に対する危機管理体制の強化について。

 全国的に突発的豪雨や長雨による河川の氾濫、道路の冠水、土砂災害等が発生しております。

こうしたことに対応するためには、平素の対策や訓練はもとより複数の災害が同時に発生した

場合であっても、市民の生命・財産を守るためにどのように対応していくか細部にわたり検討

し、即応できる万全の職員体制や危機管理体制に努める必要があります。同時に防災・災害対

策には地域住民の防災意識の高揚が不可欠であり、市民に一番身近である行政区の役割が大変

重要になります。区民一人ひとりを意識した防災対策が各地区において計画的に推進されるよ

う防災計画の（案）や指針等を示しながら助言・指導していただきたいと思います。

３．指定管理者制度の検証について。

指定管理者制度は、施設サービスおよび利用者の満足度が向上するよう協定書を順守した業

務を執行する必要があります。このため必要な報告書類等を定期的に提出するよう求め、事業

内容の検証はもとより指定管理者の企業体制、総合力のチェック、財務状況の把握を行うこと

も必要と考えます。

 公共施設、福祉施設等を運営することは、利益追求の一般企業とは違うと考えます。日ごろ

から受託者と意思の疎通を図り、方向性、業務内容、予算の執行状況等を確認しながら推進し

ていただくことを望みます。

４．補助金について。

 事務処理について常に事業の流れが分かるように書類を整理し、いかなる場面においても提

出・確認できるようにしておくことが必要です。また補助金の交付は対象者に対し、公平で価

値あるものでなければなりません。

支出については、その補助金の目的に沿って適正に利用されているものであるか否かを検証

し、十分な成果を得られていない場合は、廃止や減額等の対応を図ることも必要ではないかと

考えます。

 財政援助団体への補助金も公平なものでなければなりません。市政運営のために必要なもの

なのか否か、市が望むところの事業が推進されているか否か、適正な処理がされているか否か

など、実績報告書や年間の活動内容等を十分に精査した中で市民一人ひとりが納得できる内容

の補助金の交付をお願いしたいと思います。

 なお、国庫補助金については会計検査院の厳しい検査が実施されます。適切な書類の整理や

適正な執行を行い事業未達成の場合、国庫に返還すればよいなどという安易な考えのもと、補

助金返還をすることのないよう細心の注意を払う必要があります。

次に特別会計です。

まず国民健康保険特別会計について、４２ページからをご覧ください。

歳入額１０４億３，２０２万円、歳出額１００億８，１１８万円で歳入歳出差引残額３億５，

０８４万円となっております。

 なお、国民健康保険税の収入未済額は５億４，１７５万円になっております。滞納世帯に対

しては明確な基準を設けながら厳正に対応し、収入未済額が縮減されるよう、より一層、徴収

の強化を望みます。

次に介護保険特別会計について、４５ページからをご覧ください。

 歳入額６２億５，２２８万円、歳出額６０億８，１１５万円で歳入歳出差引残額１億７，１１３万

円となっております。
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 なお、介護保険料の収入未済額は５，１８８万円となっており、円滑な保険事業運営のため

にも収納率向上と不納欠損額の縮減に努めていただくようお願いいたします。

次に介護サービス特別会計について、４８ページをご覧ください。

 歳入額２，６４３万円、歳出額１，７３０万円で歳入歳出差引残額９１３万円となっており

ます。

介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないよう利用するものです

から成果の検証等を行い、その結果を反映したサービスの提供が重要です。介護保険料の上昇

を防ぐためにも十分な予防の成果が得られるよう、積極的な取り組みをお願いいたします。

次に後期高齢者医療特別会計について、４９ページからをご覧ください。

 歳入額１３億２，１６０万円、歳出額１３億１，６３３万円で歳入歳出差引残額５２７万円

となっています。

なお、保険料の滞納額は４２５万円で昨年度より減少しておりますが、制度を支える重要な

財源となりますので、滞納縮減に向けた努力をお願いいたします。

次に農業集落排水特別会計について、５１ページをご覧ください。

 歳入額４，８６８万円、歳出額４，６０８万円で歳入歳出差引残額２６０万円となっており

ます。

本会計は芦川地区の集落排水事業で排水処理施設等の維持管理、起債の償還が歳出の主なも

のです。また未収金について公平性の面からも収納対策の強化を望みます。

次に簡易水道特別会計について、５２ページからをご覧ください。

 歳入額２，０４０万円、歳出額１，５７２万円で歳入歳出差引残額４６８万円となっており

ます。

簡易水道事業は、芦川地区で行っている水道事業です。有収率は９２．６%ですが、老朽管

の布設替え等を積極的に行い、有収率の向上を図っていただきたいと思います。

 なお、給水原価１６２．６円に比する供給単価４５．８円の見直しが必要と思われますので、

ご検討いただきたくお願いいたします。

次に財産区管理会特別会計について、５４ページからをご覧ください。

 財産区の管理体制については、構成員の高齢化が進み後継者選び等の課題を抱える中で管理

が大変難しい状況ですが、今後も貴重な資源の保護、育成が推進されるようお願いいたします。

次に財産に関する調書について、６０ページからをご覧ください。

６３ページの基金については運用の安全性を確保するため、金融機関の経営状況等の信用格

付け情報を入手し、慎重な運用に心掛け適正な管理が行われておりました。

次に基金運用状況に関する調書について、６７ページをご覧ください。

土地開発基金の運用状況については、規定に基づき適正な管理が行われておりました。

次に公営企業会計です。まず水道会計についてです。

水道事業会計決算意見書をご覧ください。

平成２８年度における水道事業の業務実績を見ますと給水世帯数、総排水量、有収水量とも

微増でございます。給水原価１７０．５円に対し供給単価１２３．１円で、１立方メートル当

たり４７．４円不足しており、一般会計からの補助金に依存しているのが現状であります。水

道料金の徴収状況については未収金が１億２，４８９万円ですが、前年度より減少しており一

定の成果が見られるところです。
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 平成２９年度より料金担当業務について民間委託が行われておりますが、引き続き戸別徴収

の強化などを積極的に行うと共に規定に基づいた措置を実施し、未収金回収に向けた取り組み

を進めていただきたいと思います。

 本市の水道事業は厳しい経営状況の中で実質的な収益の向上と安定した経営に向けて、今後

さらに経営努力をしていく必要があると思います。

 将来的な人口減少社会を見据える中で、公営企業として健全な事業経営を一日も早く遂行さ

れるよう望みます。

次に温泉給湯事業です。

温泉給湯事業会計決算意見書をご覧ください。

平成２８年度における温泉給湯収益は９２万円増加しております。温泉使用料金の未収金は

１，４０８万円で前年度より減少しております。滞納縮減対策に取り組まれているところです

が、今後とも規定に基づいた督促状の発送・戸別徴収の強化などを積極的に行い、さらなる滞

納縮減に努めていただきたいと思います。

 また工事や委託業務等の随意契約については、特殊技術が必要な案件についても可能な限り

競争原理を働かせ、なお一層の経費の節減に努めるよう望みます。

 本市の温泉給湯事業は収益増が見込めない中で、施設の維持管理に向けた事業費用の増加も

予想されるので、公営企業として将来を見据えた事業経営を遂行されるよう望みます。

次に下水道事業です。

下水道事業会計決算意見書をご覧ください。

平成２８年度公共下水道事業は建設改良費に３億８千万円余りが投じられ、新規に２，

０８８メートルの汚水管が整備されました。

 今後、下水道使用料などの収益について大きな増加が見込めない中で企業債残高は１６２億

円余りあり、決算額の中で大きな割合を占めております。

 また、一般会計から多額の基準外繰入金がある中で汚水処理原価２１１．０円／立方メート

ルに対し使用料単価は１１０．２円／立方メートルであり、１立方メートル当たり１００．８円

不足しているのが現状です。

 平成２８年度より公共下水道事業は、公営企業会計へ移行いたしました。厳しい経営状況の

中で実質的な収益の向上と安定した経営に向けて、さらに経営努力をしていく必要があります。

業務の改善、合理化等による経費の削減に努められると共に、公営企業として健全な事業経営

が遂行できるよう望みます。

次に平成２８年度健全化比率等審査意見書をご覧ください。

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化判断比率および第

２２条に規定する資金不足比率については８月９日に審査を実施いたしました。

平成２８年度における健全化判断比率等は、早期健全化基準および経営健全化基準の範囲内

でありますが、全国類似都市の各比率平均値を常に注視しながら施策に取り組んでいただきた

いと思います。

 今後も健全な財政基盤の確立のため、歳入と歳出のバランスを図りながら長期的な視野に立っ

た財政運営が推進されるよう望みます。

以上の点を踏まえ、次の項目に留意し財政運営に取り組んでいただくことを望みます。
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１．市税および料金等の収納率の向上について。

 平成２８年度末の一般会計において、市の歳入の根幹をなす市税および各種料金等の収入未

済額については、昨年度に比べ１億６，０２４万円減少し９億４，１０３万円となっているこ

とは、徴収強化に努められている成果であると認めるところです。

しかし、いまだに多額の収入未済額があることは遺憾に思うところでもあります。厳しい財

政状況の中で自主財源を確保するためには、収納率の向上や収入未済額の解消が極めて重要で

あるため、より一層の努力を求めます。

 滞納債権については、内容を見極め有効な時効中断手続きを講ずることで、安易に時効の成

立を招くことがないよう、職員の意識向上を図ることが最も大切であると考えます。

 収納率向上や収入未済額の解消に向け市役所内各課の業務の周知、横の情報交換・連携など

をさらに強化し、組織として総合的・効率的に管理回収できる体制の構築を検討していただき

たいと思います。

２．随意契約、変更契約、委託業務契約について。

 随意契約については、削減について努力のあとは見受けられるものの１業者のみの見積もり

で契約する随意契約が多く見受けられたことは遺憾に思われます。随意契約は事業実施の迅速

性が確保できる反面、経済性確保という観点からは、競争入札に比べて必ずしも有利とは言え

ません。納入実績がある、使い勝手がよいという理由だけでは随意契約の理由とは言えません。

１社を独占企業とさせないためにも競争原理を働かせ、透明性の確保に努めて適切な契約手続

きを執行していただきたいと思います。

次に工事変更契約の件数が多く見受けられました。天災等の不可抗力、地域住民の要望等に

よる変更はやむを得ないとしても当初、設計段階での積算制度の向上と変更基準について整備

を図り、安易な変更と思われることがないよう努めていただくことを願います。

 委託事業契約については長年、同一事業者と継続的に契約する傾向があり、委託額の妥当性

と住民サービスの向上について検証する機会を持たないものがあります。よりよいサービスを

より安価に市民に提供していくためにも安易に同一事業者と契約することなく、契約の原理原

則に立ち返るべきであります。

 委託事業については必要性、目的、成果を明確にし、効率的かつ効果的に事業が遂行できる

よう全庁での事業の見直しが必要ではないかと思います。

 なお、予算編成する場合は事業目的をしっかり見据えた上で、社会一般的に妥当な価格で厳

正に積算したものでなければなりません。しっかりとした考え方と積算をもとに予算編成する

ことを望みます。

 さらに決裁権者および予算執行担当者は実績報告書等により、委託内容が十分に達成されて

いるか否かを検証し、次年度の事業成果が上がるよう努めていただきたいと思います。

３．事務処理の適正化について。

 おおむね適正な事務処理が行われていることを確認いたしましたが、一部において改善すべ

き点も見受けられました。すべての職員が自己の行っている事務を十分に理解し、適正な事務

執行に努めるよう望むものであります。また、現金や切手等の取り扱いを行う際には安全性、

正確性を確保するため、担当者一人で事務を完結することなく確認者および責任者を明確にし

て適切に対処するよう留意していただきたいと思います。

職員数が減少して個々の事務量が増大している今だからこそ、事務処理手順を見直して事故
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を未然に防止するよう努力していただきたいと思います。

多様な市民ニーズヘのきめ細やかな対応やそれに伴う広範な事務処理等が生じることにより、

不適正な事務処理の発生リスクの拡大が懸念されます。職員の債権管理に対する意識の不足や

市の内部統制機能が不十分にならないように、財務執行に関する内部統制の仕組みづくりに着

手されることを望みます。

今後におきましても市民の貴重な税金を運用しているという責任と自覚を持ち、法制度のも

と業務遂行に細心の注意を払い市民の負託に応えられるよう、鋭意努力していただくことを監

査委員一同、心から望むものであります。

 以上、平成２８年度決算審査の報告とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

以上で代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（海野利比古君） 

  これより日程第６ 報告第３号を議題とします。 

本件につきましては、議案書にありますとおり財政健全化判断比率および公営企業の資金不

足比率の報告ですのでご了承を願います。 

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

〇議長（海野利比古君） 

  次に日程第７ 議案第６４号から日程第５２ 議案第１０９号までを一括議題といたします。 

この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、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、ここでは大綱的な質疑に留めたいと思います。 

なお大綱質疑については、先例により常任委員会付託案件は当該所属委員は発言を求めない

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

それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

議案第８９号 平成２８年度一般会計決算、そして６８号 保育所条例改定に関わって大綱

的質疑を行いたいと思います。 

 まず国庫負担金等の一般財源化において、従来の金額は確保されているかということでござ

いますが、従来の国庫負担金の額が一般財源化によって確保されていないとの指摘もあります

が、一方、一般財源化で従来の国庫負担金等の額が基本的に確保されているものについても財

源が確保されていないという誤解のもとに従来の施策の中止や変更が各地で相次いでおります。

笛吹市ではどうかということで、平成２８年度の決算に基づいて公立保育所運営費の一般財源

化を例に伺いたいと思います。 

 第１８９国会において高市早苗総務大臣は、日本共産党の吉良よし子参議院議員の質問に対

して保育所の運営費については、従来の国庫負担金分も含めた地方負担の全額について基準財

政需要額に適切に措置されておる。それから国庫補助金の一般財源化による影響が生じないよ

うに適切な地方財政措置を講じているところでありますと言っております。要は基準の保護者

負担分を除いた部分について、国２分の１、県４分の１、市４分の１に相当する金額が基準財
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政需要額に算入されるというふうに答弁しておるわけでございますが、平成２８年度決算にお

いて実際に今言った国２分の１、県４分の１、市４分の１に相当する額が基準財政需要額に算

入されているかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

当局の答弁を求めます。 

 経営政策部長。 

〇経営政策部長（深澤和仁君） 

渡辺正秀議員の大綱質疑にお答えいたします。 

平成２８年度決算において、公立保育所運営費が基準財政需要額に算入されているかについ

てですが、平成２８年度決算において普通交付税にかかる基準財政額に関する数値は記載され

ておりません。 

 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。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

ここに平成２８年度交付税算定台帳を持ってきておるわけですが、合併特例終了後を見越し

て一本算定の台帳に基づいて、そちらの台帳を持ってきております。保育所経費を含む社会福

祉費基準財政需要額は１８億５，４７９万円です。財政課はこれについて、御所保育園を完全

民営化した場合の社会福祉基準財政需要額は３，８００万円減少すると試算しております。し

たがって、基準財政需要額総額も３，８００万円減少します。普通交付税額は基準財政需要額

マイナス基準財政収入額でございますので、交付税額も当然３，８００万円減少する。これは

単純な計算でございます。 

 すなわち完全民営化した場合、歳入は国庫負担金２，３４０万円、県負担金１，１７０万円、

合計３，５１０万円増える一方、交付税はそれ以上、３，８００万円減少すると。すなわち民

営化で市の歳入歳出はむしろ、この数値では公営のままのほうが３００万円ほど歳入が多い。

それから交付税ですので、数％の上下はありますので歳入歳出はほとんど民営化で市の歳入歳

出はほとんど変わらないと理解しているが、それでまず間違いないかということを確認したい

と思います。 

 そして以前、保育所の民営化に関して保護者総会や八代町区長会に対し御所保育園の民営化

で笛吹市の年間財政効果は３，５１０万円という資料を添えて説明しております。同規模１０保

育園を民営化すれば、年３億５千万円の財政効果が見込まれるという数字で、これが本当なら

ばです。そうであればどんどん民営化すべきだと。みんな民営化すべきだと考える方も多いと

思います。正確な資料に差し替えてきちっと説明すべきではないでしょうか。以上、伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

当局の答弁は。 

 経営政策部長。 

〇経営政策部長（深澤和仁君） 

渡辺正秀議員の質問にお答えいたします。 

公立保育所運営費は基準財政需要額に算定されており、市の財政負担はその試算値において
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公立でも私立でも市の財政負担は同程度ではないかという質問でございますが、渡辺正秀議員

ご指摘の普通交付税の試算値は、基準財政需要額が満額普通交付税として交付される場合であ

ると考えます。普通交付税額は基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額となります

ので、すなわち基準財政収入額がゼロでない限り基準財政需要額に算入されている金額が満額

普通交付税となるものではないと考えます。 

 基準財政収入額に１マイナス財政力指数を乗じた金額程度が交付されるものと試算されます。

したがって、私立より公立のほうが市の財政負担は多いというふうに考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

以上、渡辺正秀君の質疑を終了します。 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な し ） 

以上で大綱質疑を終結します。 

ただいま議題になっております議案第６４号から議案第１０９号の４６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。 

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６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６日は休会とすることに決定いたしました。

次の本会議は９月７日、午前１０時から再開いたします。 

本日は、これにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時０１分 
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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。

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。

本日の会議におきましても、昨日と同様に議場内での上着の着用は個人の判断に委ねます。

ついては質問者および答弁者は上着を脱いでも構いません。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

報告を申し上げます。

本日、農業委員会会長 赤岡勝君より早退届が提出され、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 「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順守され、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。

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

ただいま議長のお許しをいただきました。通告に従いまして笛新会を代表いたしまして質問

をさせていただきます。笛新会の神宮司正人でございます。

 まずはじめに、この機会を与えていただきました会派の同僚議員の皆さま方に心から感謝を

申し上げ、質問を始めさせていただきます。

 さて山下市長、市長は昨年秋の笛吹市市長・市議同日選挙におきまして見事当選をされ、新

市長としてまもなく１年を迎えられますが、就任後４回目の定例会を迎えるのにあたり、これ

までの市政に取り組んでこられた成果と評価、また今後の課題についてお伺いをいたします。

 山下市長は、市政運営における基本的な考え方として所信表明において基本理念は市民ファー

ストだといたしまして、子どもたちには夢を、若者には希望を、女性には輝きを、それから高

齢者の皆さまには安心をとこれらの施策の展開で市民同士が心を一つにして通い合い、市民と

行政の心が通うまち、ハートフルタウン笛吹を目指しますとして現在の財政状況、ならびに事
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業内容の点検を行い、その問題点を把握しＰＤＣＡサイクルの確立と共にスクラップ・アンド・

ビルドを実行し、時代に合わなくなった施策・事業を整理し、本市の身の丈に合った財政運営

と行政サービスを行うことが急務と考えているとしておりますが、以下、何点か質問をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。

 まず市長のお考えの基本理念の市民ファーストでございますが、市民ファースト、すなわち

市民第一主義ということで私も大賛成であります。私の考え方も日本語で市民目線ということ

を掲げさせてもらっております。市民目線で市民の声を市政に届けるとしておりますので市長

も私も市民第一と共通しておりますので、しっかりした議論が可能であると考えておりますの

でぜひ本日はよろしくお願いをいたします。

 まず１問目でございますが、平成２８年度決算および今後の財政運営についてお伺いをいた

します。

 市長就任後まもなく１年を迎えますが、この１年を検証する中で２８年度決算は総合的に見

てどのような状況であったか。また、市長は財政運営における基本的な考え方の中で、先ほど

も述べましたが現在の財政状況と事業内容の点検を行う。そして問題点を把握し、ＰＤＡサイ

クルの確立と共にスクラップ・アンド・ビルドを実行すると。時代に合わなくなった施策、事

務事業は整理し、本市の身の丈に合った財政運営と行政サービスを行うことが義務であると考

えているとおっしゃいましたが、今決算は前任者の仕掛りの部分もあろうかと思いますが２８年

度決算を受け、今後の財政運営をどうされるおつもりなのか、市長の率直なお考え方をお伺い

したいと思います。

次に２問目といたしまして、第２次総合計画の策定についてお伺いをいたします。

 第１次総合計画を見直し、第２次総合計画の策定の時期を迎え、市長の掲げる市民ファース

トとしての考えを盛り込みながら、どのような将来計画を目指すのかお伺いをいたします。

去る８月３日、午後７時から笛吹市の第２次総合計画審議会の第１回会議が開催されました。

当日、私も傍聴をさせていただきました。当日は委員の委嘱と役員の選任、そしてこれからの

今後の進め方でありましたが、いま一度、市長の掲げる市民ファーストとしての考え方をどの

ように盛り込みながら、どのような将来計画を目指すのかお伺いをいたします。

次に３問目といたしまして、都市計画税の検討状況についてお伺いをいたします。

 当議会に下水道料金の改定案が上程されている中にありまして、都市計画税徴収については

広く市民の意見も聞きながら、徴収廃止も含めて再検討するとして市長就任後、回答をいただ

きましたがどのような検討がなされ、現在の状況はどのようになっているのか、お伺いをいた

します。

まず市は８月１８日から２５日にかけ、市内のそれぞれの地域に出向いて下水道料金の改定

案と共に都市計画税についても説明をするといたしましたが、市民の声をどのようにしてしっ

かりと捉え反映していくおつもりなのか、お伺いをいたします。

 次に４問目といたしまして、八千蔵・高家地区問題の進捗状況についてお伺いをさせていた

だきます。

 今まで歴代の首長さんたちが四方八方、手を尽くしてもこの２０年近く遅々として実現する

ことなく、今年の春、境川寺尾地区のごみ処理施設、エコフォレスト境川開設後、この話は一

気に進展を見ました。八千蔵・高家地区の問題、一気に地元との合意にこぎつけてまいりまし

たことに対し、市長を中心とした執行側の皆さま方のご努力に対しまして心からの敬意と感謝
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を申し上げるところでございます。

 その後の進捗状況と地域との約束実現に向けて、今後の取り組みはいかが進行して実現でき

たものは何か。また近々、実現可能なものはどのようなものがあるのか。６月の議会のときの

私の一般質問の折の回答の中で、４市で協議をしていかなければ、解決していかなければなら

ない課題もあるということでございましたが、その後そちらのほうはどのように展開している

のかもお伺いをいたします。

次に５問目といたしまして、金川工業団地の企業誘致についてでございます。

 金川工業団地はご案内のように旧御坂町時代に設けられ、一時はほとんど満杯状況であった

ものが以来１社退室、また１社とバブルの崩壊後、栄枯衰勢を経て建物だけが残り、実に悲惨

な状況でありましたが、ここにきて８月の初旬でしたでしょうか、大手の屋根建材メーカーが

リニューアルし、そして増床をし新設をいただきました。大いに本市における雇用、その他で

の貢献が期待されるところでございます。

それと共に同金川工業団地でもう１カ所、進出予定の仮に笛吹フルーツパークと申しましょ

うか、来春の開設を予定されておりますが、この施設、事業主は静岡県蒲郡のオレンジパーク

でございます。そこが事業主体となり中京方面の誘客を主に行っておりましたが、２つ目の事

業所として静岡県の三島市にて伊豆フルーツパークを開設し、このたび３つ目の事業所として

本市の金川工業団地の空いているところに開設を計画しているのですが、開設に向けての今後

の見込みと本市への貢献度はどのようなものが期待されるか。また地域の農業雇用にはどのよ

うな影響があるのか、お伺いをいたします。

次に６問目といたしまして、ＮＴＴ用地の活用策についてお伺いをいたします。

 ＮＴＴ用地の活用について市民の意見を聞きながら活用方法は決めていくとして、３月議会

において土地購入について可決されましたが、土地購入後その後の対応はどのようになってい

るのかお伺いをいたします。

今後どのような時期に市民に活用、開放してまいるおつもりなのか、お伺いをいたします。

次に７問目として伺います。これは公共施設のアスベスト問題についてですが、本年６月の

メディアで発表されました全国の公共施設には、発ガンを引き起こす恐れのあるとされるアス

ベストを使用している公共施設がいまだ多数あるとの発表がありました。本県においても多数

あるとのことで本市における公共施設の調査、改修等の状況はどのようになっているのかお伺

いをいたします。

 過日、６月議会の終盤におきまして臨時の総務常任委員会が招集され、委員全員が現地視察

を経て解体現場の状況を市の担当課とつぶさに見てまいりました。これは御坂町の旧檜峰保育

園でございます。この建物、保育園が園児の減少で閉鎖され、その後、一時期は檜峰デイサー

ビス施設として地域の高齢者に活用されておりましたが、このたび解体されることになりまし

たが、アスベストを含む外壁仕上げ剤等が指摘され工事がストップ、予算も上乗せ計上される

ことになりました。

 本事案のような状況が今後も出てくる可能性は大であると言わざるを得ません。まず本市で

は公共施設の調査でアスベストの含まれている施設等の調査はどうなっているのか、お伺いを

いたします。

最後に８問目といたしまして、防災対策についてお伺いをいたします。

本市の防災対策について、先の九州北部豪雨災害ほか日本各地で予期せぬ災害が発生してい
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ますが、本市におけるその災害時の行動計画および対応計画は万全であるのかお伺いをいたし

ます。

 また今年も７月初旬から日本各地で豪雨被害が発生してしまいましたのは、記憶に新しいと

ころでございます。７月のはじめには新潟の集中豪雨、次に島根県を中心とした中国地方を襲

い順々に南下し、ついにあの九州北部豪雨災害が発生をいたしました。

 お亡くなりになりました方々には心からのご冥福と、ご遺族の方々にはお悔やみを申し上げ

るところでございます。

 そのほか、今なお日本各地で前線に伴う線状降水帯による同じような地域に連続して豪雨が

襲い、あのような尊い人の命や財産が失われております。

広島を襲った豪雨災害から３年を経過いたしました。私ども笛新会では記憶の新しいところ

で２年前に発生しました２７年９月、関東東北豪雨で鬼怒川の氾濫により甚大な被害を出した

茨城県の常総市をつい先日、研修してまいりましたが本市を南北に流れる笛吹川を私たちは抱

いております。私はいつも笛吹川の西土手を車で通るたびに甲州、山梨市、また笛吹市の山間

地に線状降水帯がかからないこと、またスーパーセルがこの盆地にできないことをひそかに祈

らせていただいております。なぜから西土手からどう見てもスコレーセンター側のほうが笛吹

川の河床よりも低い、いわゆる天井川となってございます。

 もし時間雨量１００ミリが２時間を超えるような豪雨がこの峡東地方に襲ったなら、あるい

は２日以上の豪雨がもしも連続して降り続いたなら、堤防を乗り越え溢れ出すことはどうなん

だろう、万が一、堤防の決壊は大丈夫なんだろうかと思うといたたまれない思いでいっぱいで

ございます。

もちろん笛吹川等の管理、これは国や県でありますが、もし河床に繁茂している雑木が豪雨

で一気に流れ橋脚等に引っ掛かったら、そのことにより越水を起こし川の氾濫、決壊を引き起

こし市民に多大な被害を及ぼす危険性が大となります。また堤防の強度は大丈夫と判断できる

のか伺います。本市における災害時の行動計画および対応計画は万全であるのか、お伺いをい

たします。

以上、大変長くなりましたが市の率直なお考えをお示し願いたいと思います。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。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

笛新会、神宮司正人議員の代表質問にお答えをいたします。

はじめに平成２８年度決算および今後の財政運営についてですが、はじめに平成２８年度決

算収支につきましては歳入が前年度より５８億２，６００万円、１３．５％減の３４０億５，

７００万円、歳出が前年度より５２億５，３００万円、１４％減の３２４億２００万円となっ

ております。

 形式収支となる歳入歳出差引額は１６億５，５００万円で、そのうち１億円が平成２９年度

への繰越財源となり、繰越財源を差し引いた実質収支は１５億５，４００万円でありました。

 次に健全化判断比率４指標につきましては実質赤字比率、連結実質赤字比率については全会

計において黒字となりましたので数値は出せませんでした。
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 次に実質公債費比率は０．３ポイント、将来負担比率につきましては７．２ポイント、それ

ぞれ前年度より改善しております。

 次に財政分析の指標についてでありますが、経常収支比率が前年度より３．５ポイント悪化

し財政の硬直化が進んだ結果となりました。

 この決算を踏まえ、今後は事業の選択や見直しを行う中で経費の削減はもとより経常的な経

費の見直しを行い、また市税などの徴収率を向上させ経常的な収入の増加に努めてまいります。

 次に第２次総合計画の策定についてですが第１次笛吹市総合計画から１０年が経過し、この

間、全国的な少子高齢化や人口減少が進展しており、当市においても就業人口や事業所の数の

減少、また地域においては自治会機能の低下などの問題が生じております。

 このような現状を踏まえ、現在新たな課題に対応した新しいまちづくりの指針と地域経営の

基本となる第２次笛吹市総合計画の策定を進めております。

 総合計画は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想となるもの

であり最上位の計画であります。したがいまして、その策定にあたっては各計画との整合を図

りながら進めてまいります。

 また市民のワークショップ、パブリックコメントなどを通じ市民の皆さまの声をしっかり聞

き、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てまいります。市

民ファーストの理念のもと、子どもたちに夢を、若者に希望を、女性に輝きを、そして高齢者

の皆さまに安心を与えることができるハートフルタウン笛吹が実現できますよう計画にしてい

きたいと考えております。

 次に都市計画税の検討状況についてですが昨年度まで税の趣旨、対象地区の妥当性、財政状

況や経済状況等、検討してまいりました。私が市長に就任して以来、議会のご理解をいただき

本年度１年、課税を猶予させていただきました。もう一度、市のさまざまな税・料金の状況や

行財政改革の進捗状況の分析等を進め、また市民の皆さまのご意見を伺っているところであり

然るべき時期には判断させていただきたいと考えております。

 次に八千蔵・高家地区問題の進捗状況についてですが現在、本市が単独で実施する行政区内

施設整備の防犯灯ＬＥＤ化と備蓄倉庫につきましては、整備が終わったところであります。

 また当該地域内整備事業につきましては、国・県の補助事業を活用するための地元説明会を

実施し、農道の拡幅整備や畑かん施設など農業基盤整備に向け事業課を中心に具体的な協議に

入ったところであります。

 今後できるだけ早い時期に事業のスケジュール等を示し、引き続き早期整備に向けて努力し

てまいります。

 次に金川工業団地の企業誘致について、金川工業団地に進出予定の仮称、笛吹フルーツパー

クの開設予定と本市への貢献度はどのようなものが期待されるのかについてですが現在、金川

工業団地内の入居に向けて事前協議が行われており、申請者の株式会社蒲郡オレンジパークに

つきましては、平成３０年２月に操業開始予定で協議を進めております。

 事業内容としまして、地域のフルーツを原料としたパン・菓子・レトルト食品の果実加工製

造、工場内のレストラン運営を行う事業申請がされております。また場内には直売店を設置し

笛吹市特産の桃・ぶどう・イチゴの販売も行う予定から、新規雇用として２００名程度の採用

を計画しており、この事業概要から特産品の販売、観光客の誘客が見込まれ、この地域の雇用

および観光に大きく寄与するものと期待しております。
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 次にＮＴＴ用地の活用策についてですが、活用策の検討につきましては、市民の意見を直接

聞くため公募２７名の参加者によるワークショップを８月２８日に開催しました。運営を県立

大学に委託し１２月までの間に全４回のワークショップの開催を計画しており、年度内には検

討結果をまとめる予定であります。ワークショップの進捗状況に合わせて市民アンケートの実

施も予定しております。

 また活用策を検討する間、土地を放置しておくのではなく市民団体および企業団体のイベン

トに使用していただき、活用策のアイデアを膨らませていただきたいと考えております。

 また土地の周辺整備につきましては労報橋の架け替え工事が１１月末に完成予定であり、引

き続き周辺道路の整備を進める予定です。

 次に公共施設のアスベスト問題についてですが各所管において庁舎のほか学校や消防施設、

倉庫や公衆用トイレなど市の所有建物について、アスベストの有無の把握に努めております。

 現在、調査を行った市の所有建物８７３棟のうちアスベストの使用が判明している建物は４棟

あり、周囲を囲う飛散防止の対策を施し安全な状態にあります。また、アスベスト成分が含ま

れた外壁被覆剤等、通常使用には安全性は保たれるものの解体時適切な処理を必要とする建物

等も存在の可能性がありますので、今後さらに調査を進めてまいりたいと考えております。

 次に防災対策についてですが近年、日本の至るところで発生する自然災害は本市においても

いつ起こるか分かりません。

有事の際を想定し笛吹市地域防災計画では、災害応急対策を情報収集から避難、継続的な災

害対策等に至るまで手法等、市民が安全・安心のための行動が取れるよう計画を定めておりま

す。また、災害発生時の市の対応としまして笛吹市災害時職員活動マニュアルを準備し、迅速

な災害情報収集と効率的な初動体制の確立、適切な災害対策が取れるよう訓練を行い必要な計

画の見直し等も随時行いながら有事に備えております。

今後も引き続き市民の命を守るため、最大限の警戒を行う災害対応を実施してまいります。

 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。

神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

丁寧な説明をいただきまして、誠にありがとうございます。

まず平成２８年度決算および今後の財政運営についてお伺いをいたします。

先ほど答弁で今決算を踏まえ今後、事業の選択や見直しを行う中で経費の削減、経常的な経

費の見直しを図り、市税等の徴収率の向上、また経常的な収入の増加に努めるとお答えをいた

だきました。財政の総額を削減したことは大いに評価したいところでございます。

しかし、私どもの市は人口規模の似通った南アルプス市、あるいは甲斐市と比較してもまだ

まだ非常に高い状況にありますが、これから将来、同規模の市と同じような、改善していくお

考えはございますでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

笛吹市の今後の財政規模をですね、同規模の市と同じような程度にしていけるかという質問
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だと思います。神宮司正人議員の再質問にお答えいたしますが、その前に先ほど市長が答弁し

た中にですね、１カ所、数字の間違いがございましたので訂正をいたします。

平成２８年度決算収支につきまして、歳入額、前年度よりも５８億２，６００万円減少した

という発言がありましたが、５３億２，６００万円ですので、この場で訂正をさせていただき

ます。

ただいまの神宮司正人議員の再質問につきましては今後、長期の財政推計を立てていくわけ

ですけども、その中で経費の削減等を努めまして、ただいま質問にありましたような同規模な

市と同じような財政規模になるように努め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）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

経営政策部長、ありがとうございました。先ほど気が付いたんですが数字のところ、これを

ちょっと違うというふうなことで訂正をいただきました。

今お聞きしました同規模の行政でありましても、なかなか同じに一律に合わせるというわけ

にはいかない。それぞれの事情があろうかと思いますが、同じように、よそでできるのであれ

ば笛吹市もぜひそういうふうにしてほしいなということで希望しておきます。

次に市税等の徴収率の向上に努めるとお答えをいただきましたが、徴収率の改善の状況、こ

れはここのところ、どのようになっているのか、いま一度お答えを確認をさせていただきたい

と思いますが、よろしくお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 徴収率でございますけども、まず市税でございます。市税につきましては、全体的に市民税

ですとか固定資産税とかいろいろあるわけでございますけれども、これにつきましては現在の

全体の状況でございますけども、８９．６％の徴収率となっておりまして昨年度は８６．５％

でございますので、そういうふうなところからするとまだまだ頑張らせていただきますけども、

一定の成果は出ていると思います。

また現年度につきましても、すでに市民税から見ますと９８．５％というふうな高い徴収率

を持っておりますので、できるだけ今後も現年のものも含めて、過年のものについても当然、

時効等がないような方法を取りながら、しっかり税の徴収に努めていきたいとそのように考え

ております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

お答えをいただきました。

徴収率が約３％ぐらい上がってはきているけども、まだまだこれからも頑張っていきたいと

いうふうなことだと思いますが、税の公平性ということで何回か質問をさせていただいていま
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すが、一方ではしっかり担税する方と、それで一方では負担をされない方がいらっしゃる。こ

れは不公平というふうなことで当然ですが、そういうことのないようにしっかりやっていただ

きたいなということで、なお一層のご努力をお願いしたいと思っています。

 それでこの決算、財政健全化に関する質問は他会派の方もいらっしゃいますが、一般質問で

私ども笛新会の武川議員、明日、再度詳細について、細かいところには質問いたしたく思いま

すので、していただけると思いますのでよろしくお願いをいたしますが、依然、県下の市の中

にあっても、今、お答えいただきましたように県下でも下位の徴収率の改善、これにはなお一

層の努力をお願いいたします。一昨日も代表監査委員のほうからもご指摘があったとおり、私

もまったく同感でございます。よろしくお願いいたします。

次に第２次総合計画の策定について、お伺いをいたします。

ぜひ、しっかりとした第２次総合計画の構築をお願いしたいと思いますが、このたびの計画

は第１次総合計画とどのように変わってきているのか、そのへん細かくお答えいただけますか。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

神宮司正人議員の再質問にお答えいたします。

第２次総合計画につきましては、ただいま策定作業を進めているところでありますので、第

１次計画と比べてどこが異なるかという質問につきましては、まだお答えできる段階ではない

と思いますけれども、先ほど市長がご答弁申し上げましたように市長の公約を最大限に盛り込

む中でですね、市民の皆さまのお声を聞きながら計画のほうをですね、策定を進めていきたい

と考えております。

 以上、答弁といたします。

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）

部長、ありがとうございます。細かいところは今、計画中ですからそこはあれなんですけど

も、今まで５年、５年の計画できていたものがですね、そのへん私、この前、傍聴させていた

だいて、少し期間が変わってくるよというふうなことをお聞きしたんですが、そのへんはいか

がでしょうか。

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。

 第２次総合計画のまず特徴といたしましては、今、議員がおっしゃるように５年、５年のも

のを今度は４年、４年、計画期間を８年にしていくということがいわれます。それについては

ですね、情勢の変化に柔軟に対応できるような形で取り組んでいきたいということを考えてお

ります。

それから、あともう１つは単年度、単年度の重点事業、主要事業というものをですね、でき

るだけ分かりやすく、市民の皆さんのほうにですね、お伝えできるような形で実施計画をつくっ

ていくということを考えております。
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 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。５年を４年でいくというふうなことで、非常にこの考え方、僕は素

晴らしいと思いますし、市長の任期にも合っているところもありますし、非常にやりやすくな

るんだろうなというふうに考えています。ぜひこの計画は出るのが楽しみにしていますが、タ

イムスケジュールはどのようにお考えで、いつごろ市民の方にお示しができるのか、そのへん

をお聞かせ願えますか。

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）

第１次総合計画につきましては、ご承知のとおり本年度がですね、目標年度と、１０年目を

迎えるということでございますので、来年度から第２次総合計画がですね、実施できるような、

それに基づいて実施できるような形を考えておりますので、当然、本年度中の策定を考えてい

るということです。

ただ具体的なスケジュールといたしましては、１２月ごろまでにはですね、総合計画の基本

構想の部分をですね、総合計画の審議会のほうへお示ししていきたいというふうには考えてお

ります。

 それから、あと実施計画を含めた大まかな計画ができた段階というのは２月ごろを想定して

おりますので、そのころにはパブリックコメントを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）

 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した。細かく、今度の計画で市長のいろんな考え方が織り込まれながら

良い計画が出てくる。そのことは僕も期待をさせていただきます。

次にですね、都市計画税の検討状況について再質問させていただきます。

８月中旬以降、市内それぞれの地区で区長会等での説明をされたというふうにお話されまし

たが、その反響はいかがであったのか、お答えできる範囲でよろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

市民の皆さん、特に区長さんとそして審議会の委員さんということでございますけども、い

くつかのご意見をいただいております。基本的には今は、現在の状況から言うと先ほど市長の

答弁のとおり今は考えているところだというふうなお話をさせていただきましたので、都市計

画税自体の話については、どういうものかですとか、そういう仕組みについてはご理解いただ

いたと思います。ただ、その中でいくつかのお話をいただきましたので若干紹介をさせていた

だきますけれども、都市計画税と上下水道料金の見直しとの関係はどうなのかとか、そういう
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ふうな疑問ですとか、また固定資産税の未収額、先ほどもちょっと答弁もありましたようにそ

ういうふうなことはいいのかというふうなお話。また、あとは負担するものは負担し、またサー

ビスはサービスとしてしっかり行っていく必要があるではないかというふうな話、また下水道

がきていないところには不公平感を感じるというふうなことがあるのではないかというふうな、

そのようないくつかの意見をいただいているというのが現状でございます。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

率直なご意見が、答弁いただきましてありがとうございます。

話し合いをされるといろんな意見が出てくるというふうに思っていますので、あと１０月中

に市民ミーティングですか、座談会ですか、それを開催するとしておりますが、これは市内の

７つの行政区、旧地区、そこで開催される予定なんでしょうか。

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。

市民ミーティング、まちづくり座談会を開催予定でございますが、１０月２７日から３１日

までということで、３会場で開く予定でございます。石和、一宮、八代の３会場を予定してお

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）

３カ所ですね。一宮、八代、石和ですか、ありがとうございます。

先ほども総務部長のお話にもありました上下水道料金の改定案が提案されている中にあって、

都市計画税徴収については、市民における負担が相当なものがあるというふうに私は考えてい

ます。市民のご理解を得られるとお考えなのか、先にですね、前市長、副市長のことを申して

申し訳ありませんが、標準的な土地、約２００坪、あるいはその上に住宅が約４０坪の住宅が

あるとして、約１万円から一般的に１万５千円から２万円くらいの上乗せになるというふうな

説明をいただきましたが、市民にはそれさえ相当の負担が強いられるというふうに考えていま

す。特に私たちのような地域では高齢者だけの世帯がとても多いです。若者が独立して高齢者

で必死に田畑を守り、年金で家屋敷を守っている市民には大変な負担になるということになり

ます。また多くの中小企業者ではどうでしょう。一般の住宅だけをお持ちの方よりも店舗、あ

るいは広い工場を持っていますので、固定資産税を支払うのにも必死でなんとか頑張っている

というのが現実だと思います。そのほか温泉旅館、ホテルはいかがでしょうか。せっかく、こ

このところインバウンド等の増加で観光客が多くなってきている現在でございますが、失礼な

がらなかなか経営状況の改善まではいかないのが実情のようでございます。

 特に４年前ですね、国は不特定多数の方々が利用される施設というふうなことの中でホテル、

旅館も入るんですが、耐震改修促進法改正案が閣議決定を４年前にされました。それが施行さ
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れました。一定規模、３階建て以上、かつ５千平方メートル以上のホテル、旅館には耐震診断

が義務付けられました。この規模によりますとホテル、旅館にあっては約、耐震診断には最低

でも３００万円から４００万円ほど、それで耐震診断がアウトになりますとですね、耐震改修

には１億円から２億円、最低でもかかるというふうなことがいわれております。

 このような状況の中にあってですね、果たして都市計画税を今、掛けてよいと思うでしょう

か。区長会等での説明、市民ミーティングでの説明だけではなかなか見えてこない、声なき声

を市長はぜひ大事にしていただきたい。身の丈に合った財政運営が急務だというふうに市長も

おっしゃっていますが、減っていく財源を市民に押し付けるのではなく、現状の各種滞納を先

ほどから申しておりますようにしっかりとやっていただく。それから上下水道料金の改定案の

意見書の中にも滞納整理はしっかりと行うというのが条件であるというふうに付されておりま

したが、いかがでしょうか。

 都市計画税については、われわれ笛新会の会派の中にもいろんな考えがあります。上下水道

料金の改定案の提案がある中にあって、今の時点で市民には到底理解はいただけないように考

えます。いっそのこと市長発議でですね、都市計画税条例廃止案を提案されたら市民は安心す

ると考えますが、いかがでしょうか。

思い切って３年後の東京オリンピックで東京は非常に活気が満ちておりますが、まだまだ田

舎のほうはそうではありません。かつオリンピックの景気で本市もこれから経済状況も上がっ

てくるかもしれません。そういう状況を勘案してからでもよいのではないかというふうに考え

ていますので、そのへんについてもお伺いいたしますがいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

 今、神宮司議員がおっしゃっていただいたように市民の皆さんは固定資産税を払うのに一生

懸命、日々頑張っていただき、そしてしっかり納付していただいていると。またホテル等につ

きましては当然、営業努力等をしていきながら行っている。また将来的にはいろんなところで

投資も企業のほうは必要となってくる。こういうふうなことにつきましては当然、十分認識を

しているところでございますし、非常に厳しい状況であるというふうなことも勘案していかな

ければならないというふうに考えております。

 また先ほどお話いただきました、今議会では上下水道の話につきましてもまたお話をさせて

いただくというふうな予定になっております。そういうふうなこと、あらゆるものをすべて総

合的に把握しまして現在は検討をしている最中でございますので、また然るべきときには市長

のほうからしっかり市長の考えを皆さま方にお示しするというふうなときをいただくことにな

ると思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

本当に真摯な答弁をいただきましてありがとうございます。

 市長の先ほどの答弁の中でも課税対象地域の妥当性というふうなことにも触れられておりま

した。これについてはいかがでしょうか。やはり地域を、ある程度、地域の声を聞きますと非

常に桃やぶどう、生産をされている方、野菜を作っている方たちも鳥獣害被害で非常に苦しん
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でいる。先ほどもいろんな意見の中にもあったと思いますけども鳥獣害で苦しんでいる。ある

いはうちのほうには下水が来ないんではないかと、そのような地域の課税が本当によろしいの

かどうかも含めて、ぜひ検討してほしいと思いますがよろしくお願いいたします。

次に八千蔵・高家地区問題の進捗状況についてお伺いをいたします。

本市単独で実施する行政区内施設整備の防犯灯のＬＥＤ化と防災備蓄倉庫については整備が

終了したというふうなことで先ほどお答えをいただきました。誠に早急な対応をいただきまし

て心から感謝を申し上げるところでございます。

それから地区と約束をされた残りの約束について触れられておりましたが、私、聞き漏らし

たのかもしれませんが、どのようなものでしたでしょうか、再確認をさせていただきます。

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。

該当する農用地の５．５ヘクタール内にですね、農業基盤整備事業ということでございます

が、農道の整備、それからため池の埋め立て、それから畑灌の加入というようなことが農業基

盤整備として予定しているわけでございますが、現在の進捗状況というかですね、これについ

ては国、県のですね、補助事業の導入を、今その準備を進めているという状況でございます。

その全体的に農業基盤整備という中で、今言った道とかそういったものの整備を進めていくと

いうふうな状況でございます。

 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。国や県のほうと一緒になって考えていかなければならない課題です

から、ＬＥＤの防犯灯ですとか市で単独でやるものと違って、やっぱり時間はかかるというふ

うには承知はしておりますが、できるだけ早くに手をかけて市のほうはやっていただきました

が、ぜひ県、国の方々とも相談をしていただいて速やかに進めてほしいというふうに考えてい

ます。

それからその４市協議で解決していかなければならない課題、これに対しましてこのたびの

山梨市での不祥事、これについて遅延があるのかないのか、そのへんちょっとお答えいただけ

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）

お答えいたします。

 山梨市の状況ということでございますけども、大変難しいご質問だと思いますけども、われ

われといたしましては、その地区内の整備に向けてですね、できることを粛々と進めていると

いう状況でございます。遅延がないようにですね、そういったことに向けてやっていきたいと

考えております。

以上、答弁とします。



４４ 

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）

 事務方でいろいろここまで急にまとめていただいていますので、僕は遅延はないだろうなと

いうふうな答えが返ってくるかと思っていたんですが、いろんな諸般の事情で遅延がないよう

な形がぜひ見えてきていただいて、八千蔵・高家地区のところに提供していただければありが

たいというふうに思っていますので、これからもなお一層よろしくお願いをいたします。

次に金川工業団地の企業誘致について、お伺いをいたします。

 先ほど市長のほうからもお答えをいただきました。私も三島の伊豆フルーツパーク、これを

二度、現地調査、現地視察をさせていただきました。非常に大型バスが多いというふうなこと

で主に関東方面からでしょうか、集客をされているようでございます。これでもってですね、

今度、金川工業団地にも新設されて、市内でも在来の農産物を扱う本市の観光業者等、そうい

う方も大勢いらっしゃいますが、そういうところへの影響はいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

お答えいたします。

今回のオレンジパークにつきましては事業の大半が食品、果物の加工製造工場でございます。

そのことと併せまして、今回は愛知の中京圏からの誘客がメインでございます。また予約によっ

て大型観光バス等の団体客をメインとしております。ですので在来のですね、観光業者とのす

み分けができると考えておりますので、影響のほうは最小限であると考えております。

 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）

今、説明されたような形ですので、あまり影響が少ないというふうに捉えさせていただきま

すが、あとですね、新しく出るこの施設、新規からの雇用が約２００人ほど見込まれるとの回

答をいただきましたが地域の果樹農業、桃やぶどう、あるいはその他あるんでしょうけども遊

休農地の解消にはどのような影響が予測されるとお思いでしょうか。

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）

こちらの業者さんにつきましては農業生産法人、この資格も持っております。それからです

ね、地域の耕作放棄地、それから担い手等の育成、それから援農等に大きな期待を市のほうと

してはしております。

 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）

ありがとうございます。今お話を聞いていると、この施設はよいことが９９％ぐらいに感じ
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ますが、ぜひですね、これは市にとっても大変よろしい施設かなというふうにも考えています。

地元にとってもそうですし、地域にとってもそうですし、笛吹市全体がよくなっていくような

施設であれば、今後もですね、ぜひいろんな、なかなか企業に来てくださいという時代ではあ

りませんが、なかなか来てくださいといっても来られないような状況があります。そんな中で、

この施設、ぜひ来春の開設を目指しているところですが、市でもバックアップしてあげてほし

い。そして、また地域全体が潤うような形が取れればというふうに思っていますので、よろし

くお願いをいたします。

 次にＮＴＴ用地の活用策についてですが、８月２８日、公募で２７名でワークショップを始

めた。また今年の１２月ごろまで約４回ほど検討をしてまとめるというふうなこと。また検討

する間にも市民や団体企業等にもイベント等を活用していただき、いろんなアイデアを募ると

いうふうにご答弁をいただきました。非常によいことであるというふうに私は考えております。

一昨日、市長は要旨説明の折、笛吹みんなの広場というふうに命名をされました。とても楽し

い、素晴らしい命名でありがとうございます。私も感銘しています。そこで事前に市民に開放

策を募ったり、使っていただくというふうなこともおっしゃっていましたが、具体的にはどの

ようなことをお考えなのか。また現に活用を始めたということでございますが、どのようなも

のなのか、具体的な団体ですとかこういうことで使っているというふうなことがお分かりにな

りましたらお答え願えればありがたいです。

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。

 市民の皆さま、また団体がですね、利用するためにまず利用の要綱を定めてあります。その

要綱に基づいてですね、これまでに６月にクラシックカーのフェスティバルが駐車場でご利用

いただいております。また８月には石和温泉花火大会の駐車場。それからこれからですけども

今月にはＡＷＡＫＥマーケットと言いまして、軽トラ市のイベントも開催されるということで

す。また近くにあります石和北小学校の運動会の駐車場も予定がされています。

それから、あとですね、商工会のほうでもですね、今後、日曜市みたいなものを開きたいと

いうことでご相談がきていますし、それからそのほかとしましてはドクターヘリの着陸、また

待機場所としてですね、使えないかというようなご相談も来ていると、こういうような状況で

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）

 非常に市が仕掛けたのではなくて自発的なことも見受けられますが、非常に良いことだと思

います。検討委員会は検討委員会といいますか、そういうふうに進めていただきながら市民の

方が実際使ってですね、使い勝手、こういうこともあるよ、ああいうこともあるよというふう

なことで次のアイデアも出てくるというふうに考えていますので、ぜひこのことについては進

めてほしいというふうに考えています。

次に公共施設のアスベスト問題についてお伺いをいたします。
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 アスベストは以前から建築物等に使用され当時は使い勝手がよい、また耐火性があり加工性

に富み施工性がよい等の物質で建築物の多くに使用され、建築材料ばかりか多くのものに長い

こと使用されてきました。

ところが２００５年、関西の尼崎にあります某工場、ここのところでこの問題が発生し、日

本全国で大きくクローズアップされるようになりました。以来、訴訟、各種法整備等をされま

して今日に至っておりますが、公共施設での対応はなかなかされてこなかったのが現実ではな

いかというふうに考えています。

 そこで今回の旧檜峰保育園解体中に指摘されました事案を受けて、今後、市は先ほどお答え

いただきましたが、アスベストの使用が判明している建物４棟の公表、それとなお一層の調査

をしていくべきと考えますが、特に子どもさん方を預かる保育施設等の調査を早急・至急に行

うべきであると考えますが、いかがでしょうか。将来を担うべく子どもたちの安全、また保護

者の方の安心のために調査をするべきと考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 本市におきましては、すでに公共の施設であります把握しております９６６棟の中で調査を

行いました。ただ、これにつきましては、実際にいろいろなところからサンプルを全部すべて

取ってというわけにはいきませんので、当時、建てました設計図書ですとか、そういうふうな

ものを中心にしっかり確認を行ったというふうなことでございます。

また先ほど答弁、市長のほうから話をさせていただきましたとおり、その中ですでにアスベ

ストが明確に分かっているというものが４棟ございます。これにつきましては、すでにしっか

りとした安全策を取っておりまして、まったく問題がない状態で使ってございますので、この

ままの状態でいきたいと思います。そういうふうなことからしますと保育園のほうに、もとも

と先の檜峰保育園の関係は保育園でありましたけれども、多く予想されますのが答弁でもあり

ましたとおり外壁の被覆材というものですので、これはもうその状態ですときちんといろいろ

な、コンクリートですとかいろいろな塗料とまぜて、リシンですとかそういうものを若干、０．

１％以上入っても駄目だということですので、そういうふうな範囲ですけども、飛散するよう

な状態ではございませんので、当然、一個一個全部を細かくサンプルというのは厳しい状態で

すけども、当然、壊すときには健康状態がまた環境にも悪化するということでございますので、

そういうときには事前にしっかりした状態を把握しながら対応し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）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

 すぐに調査を済まされてですね、子どもたちの保育園の中のところも安全だよというふうな

ことで理解させてもらいますが、古い建物、あるいは設計図書を先ほど見られてそういうこと

もされたというふうに考えていますが、私が言うのはですね、工事を、これから統廃合してい

くのに、統廃合したときに解体したら出てきてしまったというふうな予算の問題にも非常に多
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く関わってくるというふうに考えています。だから事前にですね、しっかりと把握をされてど

ういうところに、外壁材だけでなくて古い建物にはアスベストを使っている可能性があります。

部長の答弁で、図書の話が出ましたから言いますけど設計図書、あるいは仕様書等をしっかり

保管されていれば、ある程度、専門家に見ていただくとこの建物はどうなんだと、天井板をま

くってみるというふうなわけにはいかないし、するので、そういう設計図書の、逆にですね、

保管の状況、これ合併してから、あちらこちらから集まったものですから非常に難しいかもし

れませんが、設計図書の保管、これはどんなふうになっていますでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 建物につきましては管財課という部署でしっかり管理をしているわけでございますけども、

ただ設計図書につきましては、市全体の建物を一括に設計図書を集めるというわけにもいきま

せんし、また年代がまちまちでございますので、そういうふうなことでそれを管理監督してお

ります部局でしっかり管理をしているというふうなことでございますので、当然、建物がある

限りはその図書については保管をしておかなければいきませんので、そういうもので確認をす

るというふうな対応を行っております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

 ありがとうございます。しっかり図書、保管がされているというふうなことで余計安心しま

したが、先ほどの保育園のこと、ぜひああいう子どもさんたちを預かるところのことについて

は、絶対に大丈夫だよというふうなことが確信を持って言えるようなことを市のほうは体制を

整えておいてほしいというふうに思います。

それでは、最後に防災対策についてお伺いをいたします。

 先ほど私も申し上げましたが、笛新会ではつい先日、先月の８月２９日、茨城県常総市にあ

る非常に言葉が長いんですが国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所をお尋ねし激甚災

害対策特別緊急事業推進室の室長であります平野さまという方にお会いし、約２時間にわたり

鬼怒川堤防決壊による水害と復旧の取り組みについてというふうなことで研修、意見交換、質

疑応答、それから２年前のメディアで見た堤防の決壊個所の復旧の状況を現地視察をしてまい

りました。そこで石和町にですね、防災ハザードマップがございますが石和町の指定避難所、

一時避難所はどのように何カ所あるのかお伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 石和町の避難所でございますけれども、笛吹市は全部で今３０カ所ございまして石和は８カ

所ございます。特に１つずつ言いますと学校、南小、南、東、北、そして富士見、西小学校、

そして中学校、スコレーと石和高校等々が指定の避難所として定められております。
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 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

細かく答弁をいただきまして誠にありがとうございます。

それから地震時の避難所と水害による避難所、これは別々にお考えになっていますでしょう

か。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

水害の場合でございますけども、これはやはり笛吹市全体がすべて水害で飲み込まれるとい

うふうなことは想定はしてございません。ということから言いますと指定避難所って、そのと

ころにある指定避難所はその近くの人だけが行くというふうな考え方ではございません。例え

ば仮の話ですけれども、石和のほうのハザードマップで非常に水が、ハザードマップの中では

水がついてしまうというふうな状況のところにもし、災害が仮に起こったというふうなときに

は、そこの指定避難所では当然、駄目なわけでございます。そういうふうなときについては安

全な避難所、例えば八代町のほうですとか一宮町ですとか、ある程度しっかりしたところを確

保いたしまして、そしてそちらのほうに逃げていただく。ただこれにつきましては、全員の人

たちがその避難所というわけにはいきません。基本的には自らの命は自らで早めに守るという

ふうなことを行っていただき、そして親戚ですとか知人の人ですとかいろんな守れるところに

行っていただき、でもそれでもやはりどうしてもどこにも行くことができないというふうな人

につきましては、被害が出ていない避難所を的確に把握しまして避難所として周知して対応し

てまいりたい、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）

 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。そういうすみ分けをしっかりしながら、市民のほうも考えていって

ほしいというふうなことだと思いますが、それから河川内に繁茂しているニセアカシア等の雑

木、これは大雨やら洪水のときに流された際、橋脚などに引っかかり越水等を引き起こす可能

性があります。これについてはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 建設部長。

〇建設部長（雨宮茂貴君）

神宮司議員の再質問にお答えいたします。

 河川に繁茂している雑木についてですが、ご指摘のとおり洪水時におきましては橋脚等に引っ

掛かりはして氾濫する恐れもあります。また護岸施設を損傷する恐れもあります。河川管理者

であります山梨県におきましては毎年継続的に伐木を行っているところですけど、この事業の

予算も要望をすべて満たしているわけではありません。事業範囲が限られたものとなっており
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ますけど、河川管理者担当部局におきましては昨今の河川の状況を、河川災害の状況を把握し

まして、今後補正予算等の予算獲得を努めていきたいというふうなことを伺っているところで

す。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

たしかにおっしゃるとおり国であったり県のほうが管理しているわけですけども、一般の市

民の方がおっしゃられることはですね、市民としてああいうところの雑木が大変なことになる

んだから、それも考えなければいけないというふうなことでありますので、ぜひ国や県、それ

とも協議をして安全を守ってあげてほしいなというふうなことで要望しておきます。

 それから笛吹川の堤防の決壊、これは総体的に考慮されてございますか。

〇議長（海野利比古君）

 建設部長。

〇建設部長（雨宮茂貴君）

神宮司議員の再質問にお答えいたします。

堤防の強度についてですけど、こちらもやはり河川管理者、県、国等になるわけですけど、

重要水防区間におきまして点検等を随時実施しておるということです。点検結果につきまして

は現在、異常なしということを伺っているところですのでよろしくお願いします。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

 異常なしというお話を聞きまして、すごく安心したところもございますが、先ほどお話しま

したようにですね、鬼怒川のほうに視察に行ったときに聞いたお話で鬼怒川の川幅、決壊した

個所、私たち復旧されたところを見てきたんですが、そこの川幅約３００メートルというお話

でございました。ちなみに私どもの笛吹の鵜飼橋のへんを私、実測させていただきました。約

２４０メートルから２５０メートルの川幅。そして河床からの堤防までの高さ約４．５メート

ルということで、私たちのところのほうが川幅が狭い。それがですね、鬼怒川の決壊したとこ

ろ、上流部は約７００メートルぐらいの川幅があったそうです。それが少し曲がってきまして

３００メートルのところで川下にあります三坂堤防というふうなことを言っていましたが、３つ

の坂と書きます。三坂堤防。これの左岸が土手が約２００メートルの間にわたり越水が始まり、

約１時間を超えるくらいのときに決壊が始まったというふうなことで、あとは皆さんご存じの

ように２年前のあの惨状な映像を思い浮かべることができると思いますが。

 それから国土交通省の同事務所によりますと昨年の５月１１日、第２回協議会を開催し全国

に先駆けて国、県、それから関係の市や町、そこが一体となり水防災害意識社会を構築するた

めの取り組み方針を策定し最大クラスの洪水に対し逃げ遅れゼロ、社会経済災害の最小化を目

標として平成３２年度までに河川管理者である国、県や水防活動、避難勧告の発令等を担う市

と町が一体となり行うハード、ソフトの対策をまとめたそうでございます。

以来、水防法の改正を受けて国、県、市や町、三者での法定会議は全国でも必ず行っていく
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ことになったということで、甲府工事事務所の管轄であります、わが市でも法定会議は始まっ

ているのか、お答え願えますでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 ここの笛吹川でございますけども、これは下流は当然ご案内のとおり富士川ということです

ので富士川流域に全部入るわけでございますけども、当然これは県、静岡のほうまで全部入る

わけですけども、先ほど議員お話いただきましたとおり国とか気象庁ですとか、そして県です

とか、そして私ども市ですとかそういうふうなところで富士川の流域の減災対策協議会という

ふうなものを市長方とか、国のそういう人たちが所管するものですけど、そういうふうな会議

をもうすでに開いております。２８年から始めたわけでございますけども、すでにいろいろな

対策につきまして３回ほど協議を行っております。またそれのまた下部組織といいますか、実

際に動いております、市でいいますと防災危機管理課長ということになるんですけども、そう

いうふうな実際の実働隊の指揮を執るところの課長等が集まりまして、その下に幹事会がござ

いますので、そういうふうなところでさらに具体的なものを立案しながら行っております。先

ほど話を行っていただきましたとおり、逃げ遅れゼロというふうなことを目指すというのが最

大目標でございますので、そういうふうなことのないような対策を随時取るような、そんな会

議を立ち上げ、今、行っているというふうなことをご紹介申し上げます。

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。私もついこの前の月曜日、９月４日の日、国土交通省 笛吹川出張

所というのが石和にございますが、そこに行って確認をしてまいりました。昨年から３回ほど

開かれているというふうな減災対策委員会というものを開いたと。それから協議会が１回。そ

の内訳がですね。協議会が１回、幹事会を２回行ったということでぜひ笛吹市の担当の皆さま

方はぜひ参加して、ぜひ本市でもっていろいろあってはいけないことを学習して、市民の安全

を守っていただきたいなというふうに思っています。

 ９月３日、つい先日行われました今年の市の防災訓練、これは３０年のうちに７０％起こる

だろうとのことで巨大地震を想定した対応であったというふうに記憶していますが、このよう

に毎年日本のあちこちで起こる豪雨災害、世界各地で最大ハリケーンなどによる大水害もいた

る国で起こっております。アメリカでは２０兆円の損害だというふうなことも一部報道されて

おりますが、石和町のほとんどの市の、先ほど指定した、挙げていただきました避難所は市の

ハザードマップによりますと０．５メートルから約最大で５メートル、水没される予測となっ

ております。指定された避難所への避難は、先ほど部長がおっしゃいましたがそこへの避難訓

練だけ、地震だけの想定でなく、これからはいざ水害のときの避難所となり得ないというふう

なことも言っておりました。その水害を想定した避難訓練は非常に難しいものがあろうかと思

いますが、ぜひですね、減災対策委員会、先ほど挙げられた減災対策委員会等で国、県、市、

ここで知恵を出し合いながらですね、水害を想定した避難訓練も行う必要があるというふうに

私は考えていますが、いかがでしょうか。本日の山日新聞にも１カ月前、県の東部の大月市の
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賑岡でしたでしょうか、台風５号により山崩れですか、そういうことの記事も載っておりまし

た。それからまた水害に対する避難訓練をされたほうがいいというふうに思います。早めの避

難行動を取れるということで、ぜひそういう訓練も一度されたらいかがでしょうかというふう

に提案させていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

 笛吹市も他人事ではなく、いつくるか分からない、そういうふうな大きな豪雨等には当然、

万全な状況で備えておかなければいけないということからしますと水害に対する訓練というふ

うなものは行っていく必要があると思いますので、今後とも引き続きどういうふうな訓練がで

きるかということも含めて検討します。

もう１点は今年の７月ですか、奈良原地区におきまして当然、雨の場合の土石流というふう

なことで八代地区と一緒に、地区の皆さんと一緒にすでに土石流が来たときにどうするかとい

うふうな訓練は実際的に行っております。またいろいろな個所個所によりまして、その被害の

状況というのは違いますので、その場所に合った訓練を考えながら有事の際に備えていきたい

と、そんな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）

 神宮司正人君。

〇７番議員（神宮司正人君）

 非常に総務部長は行動的でありがたいんですが、ぜひですね、その地区地区のハザードマッ

プ、あるいは状況によってのそういう訓練、対応、避難行動ができるかというふうなことには

非常に的確であろうかと思います。地震だけの訓練だけではなくて、そういうことをぜひ推し

進めて市民の皆さま方の安全・安心を確立してほしいというふうに思っています。

最後にですね、８月２９日、早朝６時０２分、突然Ｊアラートがテレビから放映されました。

政府が自治体に緊急情報を伝えるＭネットというものが県内自治体ではトラブルはなかったと

のことで、特に不具合はなかったようですが、早朝のこと、担当者が当庁して確認がされたと

きにはすでに北海道襟裳岬を通過してミサイルは落ちてしまったというふうなことなようです

が、このようなことが今後あってはなりませんが、今後も起きた場合、本市でもしっかりと市

民の安全や安心を守るための対応、併せて至急の検討、対策をしっかり取れるようにお願いを

いたしたいと思います。

いずれにいたしましても市民の安全・安心を第一に、市民第一を掲げられる市長の考え方と

私ども笛新会も一緒の考えでありますので、素晴らしい市政をつくるために生活弱者の立場、

お年寄りの立場、子どもさん、あるいは女性等のことも考えながら市民の安全・安心できる素

晴らしい市政をつくっていただきたいというふうに考えております。

最後に、お声のほうは大丈夫でしょうか、安全・安心に向けてもう一度、市長のご意見をい

ま一度いただけますでしょうか。私も声がちょっと駄目なんですが、よろしくお願いします。 
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）

 すみません、最近どうもちょっと市長になってから喉の調子があまりよくて、よくあちこち

で喋るせいで枯れてしまうんですけど、皆さん方、今、活発なご議論を聞かせていただきまし

た。基本的には皆さん、どの市もですね、同じことだと思うんです。言葉がたまたま市民ファー

ストということが掲げられていますけれど、やはりどの首長さん、またどの議会の議員さんも、

やっぱり市民の皆さん、そしてこの山梨県、また自分の住んでいるところが素晴らしい市にな

ればいいということを願いながら一生懸命努力されているかというふうに思っておりますので、

われわれの市は市民ファースト、そしてまた笛吹のハートフルタウンだというふうなことを掲

げながら、先ほどお話したように若い人たちにできるだけ声を与えたり、また元気を、希望、

夢をそういうものを与えられたり、女性そしてまた高齢者、そういう人たちが本当に生き生き

と生活できるような地域をつくっていきたい、市をつくっていきたいというふうに思っており

ますので、基本的な計画をこれから一つひとつつくりながら実行に移してまいりますので、ぜ

ひともまたいろいろご指導・ご鞭撻をいただければというふうに思います。どうもありがとう

ございました。

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）

諸々にわたりまして、市長あるいは執行側には真摯で丁寧な対応をいただきまして誠にあり

がとうございました。

以上で、笛新会を代表しての私の質問を終了させていただきます。誠にありがとうございま

した。

〇議長（海野利比古君）

以上で笛新会の代表質問を終了しました。

次に誠和会の代表質問を行います。

古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

 議長の許可を得ましたので、誠和会の古屋始芳です。これより誠和会を代表して代表質問を

行います。

なるべく午前中に終わるように頑張って質問しますので、よろしくお願いします。

 去る７月５日に福岡県と大分県にまたがる地域での観測史上最大級の集中豪雨による平成

２９年９月、九州北部豪雨が発生し、山間地での土砂崩れでなぎ倒された木などにより濁流の

破壊力をさらに増したため、河川の氾濫や家屋の倒壊など甚大な被害をもたらしました。

人的被害も死者３６名、現在も５名の方の安否が分からないままであります。尊い命を落と

された方のご冥福を祈ると共に、いまだに１千人余りもの方々が避難生活で不自由な生活をし

ております。被害にあわれた地域の皆さんの一日も早い復興と平常の生活に戻れることを願う

ところでございます。

 また７月から８月にかけ小笠原諸島周辺で迷走を続けた１８日間という間、記録的な長雨の

台風５号も和歌山県に上陸したわけですが九州、四国、近畿、東海地方で多くの市町村で避難

勧告や避難指示が出され死者や負傷者、住宅被害も数多く出るような災害となりました。

今年は北海道から九州まで全国的に集中豪雨の発生が多く見られ、県内も含めて全国的に広
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い範囲で被害が発生しました。どこで豪雨災害が発生するか分からないような異常気象の年で

あります。

 反対に私たちの地域では梅雨時にもかかわらず、例年になく降雨量が少なく桃・ぶどうの生

育にも影響が出そうということで、灌水作業になるような異常気象でありましたが、ここにき

て笛吹市内でも局地的集中豪雨で、たびたび大雨警報が発令されるような気象状況となってお

ります。今年は梅雨時期に少雨だった関係で桃の味が本当に甘くよいものが獲れ、ぶどうも大

変甘くおいしくなりました。桃の価格も近年になく高単価で推移しました。桃・ぶどう生産日

本一の本市の農家にとっては甘くておいしいものが獲れましたので、これから本格的に始まる

秋の観光シーズンには多くの観光客が本市に来ることを期待したいものであります。

前置きが長くなりましたが、それでは質問に入ります。

はじめに平成２８年度決算状況について伺います。

平成２８年度は前倉嶋市長の集大成ともいえる当初予算で出発し後半は山下市長が継続、完

了した決算となりました。当初予算は笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略、笛吹市人口ビ

ジョンに基づき人口減少社会の対応を中心とした２６事業を重点的に取り組み、そのうち新規

事業が１４事業と積極予算でした。

 第１次総合計画終盤年度を迎えるにあたり、その施策別に取り組むために位置づけた主要事

業は１７７事業と多くありました。２８年度の決算報告書をいただき、市も決算による各施策・

事業ごとの評価もすでに終了したことと思います。その決算報告を受け、次の点について伺い

ます。

（１）２８年度の決算の特徴としては、どのような決算であったか伺います。

 （２）２８年度、特に成果向上を目指し重点的に取り組む必要があるとした１４施策・

２６事業の検証結果はどのような評価であったのか。特に新規事業の１４事業の成果はどうで

あったのか伺います。

（３）２８年度主要事業として位置づけた１７７事業で、特筆すべき成果はどのような事業

か。主要事業はすべて完了したのか、未完了事業はあるのか。なぜできなかったのか伺います。

 （４）市町村会計の原則は単年度会計が原則です。誠和会では毎年決算時に多額の繰越事業

について指摘をしてきたところですが、２８年度の繰越額と決算額に対する比率、また事業を

繰り越したわけを伺います。

 （５）２８年度決算の総括から見て、今後の財政運営の問題点として捉えていることとは何

か伺います。

 次に２問目ですが、笛吹市人口ビジョンおよび笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略につ

いて伺います。

 昨年１１月より山下市長が提言する働くお母さんが安心して子育てができ、お年寄りが生き

がいを持ち健康に暮らし、市民の皆さんが心豊かに元気に暮らせるまちをつくるためハートフ

ルタウン笛吹を基本理念に３つのまちづくりの方向性を掲げ取り組んできました。これはまさ

に本市で平成２７年１０月に策定した笛吹市人口ビジョンおよび笛吹市まち・ひと・しごと創

生総合戦略を実践し、人口減少に歯止めをかけると共に将来にわたり活力ある地域社会を維持

していくための５カ年計画とまったく同じであります。

 この計画もいよいよ中間年となりますが本市の現状分析をすると笛吹市は合併時、県と甲府

市や甲斐市に次ぐ人口は県内第３位で７万２，８９１人でした。今年の６月現在では７万２２８人
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と２，６６３人も減少してしまいました。本市と同じような農業地域である南アルプス市に人

口が追い越され県内第４位の人口となってしまいました。同時期に合併した甲斐市は合併後１，

３４５人増加、南アルプス市は合併時より２４人増加と２市は人口増加しているのが現状です。

計画が中間年にあたり毎年の検証、見直しも行っていると思いますが、以下の点について伺い

ます。

 （１）合併時、県内で最も注目されていた本市が１２年後の人口が３．７％、２，６６３人

も減少した原因をどのように捉えているか伺います。

 （２）合併後、人口が増加した甲斐市、南アルプス市の増加した要因は何だと捉えています

か。

 （３）甲斐市、南アルプス市など人口が増加している県内市町との政策などの比較として、

どのような違いがあるかと捉えているか伺います。

 （４）本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略で計画した具体的な取り組みの成果はどのよ

うな評価をしているのか伺います。

次に３問目ですが、本年度の重点事業の執行状況について伺います。

 平成２９年度は山下市長就任の初めての当初予算であり、３１１億７千万円の予算で「住み

たくなるまち・住んでよかったまち」の実現のため、フル稼働をしてきたことと思います。そ

こで市政全般となりますが、本年度の重点事業について何点かお伺いします。

（１）ＮＴＴ用地活用検討事業ですが、先ほどの市長の発言の中にも笛吹のみんなの広場と

いうような命名で、すでに議会のほうにも先ほど報告され平成２９年４月２８日に土地の引き

渡しを受け、今後は土地を無償で貸し出すとのことですが、貸し出すためにいろいろとあの場

所を造成したり、管理したりすることが必要となります。それらの費用はいくらになるのか。

また全面的にあそこを使用できるのはいつからか伺います。

 （２）有料指定ごみ袋補助事業ですが、ごみ袋有料化に伴う原資をもとにごみの減量化を促

進するとしていますが、ごみ袋売上金の還元については行政区への資源ごみの奨励金の増額、

本市への転入者や新生児、在宅介護者等オムツを必要とする家庭へのごみ袋の無料配布を行っ

ております。ごみ袋有料化を導入する説明会や各町の地域審議会で説明した地区のごみステー

ションへの補助金は実施するのか伺います。特に市長の地元であります石和地区では路上に点

在するごみ収集場所が各地にあります。観光の目玉とする石和町にそれらのものがあっては景

観的にも非常によくないと思いますが、いかがですか。

 （３）学校給食センター建設事業についてお伺いします。石和地区５小学校の給食施設の老

朽化に伴い施設の統合による経費削減も行うことですが、石和町以外の施設の今後の施設整備

や運営の計画を伺います。

 （４）サテライトオフィス促進奨励事業について伺います。人口減少を抑制し移住・定住を

促進するための施策としていますが、サテライトオフィス開設の具体的な計画を伺います。

 （５）農業用機械補助事業についてお伺いします。本市では認定農業者、新規就農者に対し

農作業の軽減および機械化を推進・支援するためにこの制度を取り入れておりますが、農家に

とって非常によいことで多くの農業をする若者たちから好評だという言葉を聞いております。

昨年度、本年度の実績を伺います。この事業は非常に本市独自の事業でございますので、今後

ともぜひ継続してもらいたいものです。
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 （６）石和温泉街周辺活性化事業について、駅前やさくら温泉通りの賑わいを創出するとし

ていますが具体的な事業内容、事業時期を伺います。昨年まで行っておりましたイルミネーショ

ン等の色合いや近津川沿いにある老木になった桜はどのようにするのか、お聞きいたします。

 （７）定員管理事務ですが、計画的な定数管理で人件費の削減を図るとしておりますが公務

員の６５歳定年延長など議論されておる中で、本市も再雇用職員が増えております。合併後、

指定管理者制度導入で１００名以上の職員が減少する中、臨時職員や再雇用職員が増加して総

職員数が減少していないのが現状であります。

 現在、検討中の支所職員の削減や事務の合理化のためには、職務経験を考慮すると各支所に

全再雇用職員を配置することで支所業務の多様化や迅速化も図れると思いますが、市の考えを

お聞きします。

（８）平成２９年度の地方分権改革に関する提案ですが、平成１２年地方分権一括法施行以

来、第１次、第２次と分権改革が推進されてきました。平成２６年より各自治体の提案募集を

しておりますが、２９年度も６月に地方創生や子育て支援について募集がありました。全国各

地の自治体から３１１件の提案があったそうです。本市の対応をお伺いします。

 以上、質問をしましたが丁寧な答弁をご期待しております。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。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

誠和会、古屋始芳議員の代表質問にお答えをいたします。

はじめに平成２８年度決算状況についてのご質問のうち、２８年度決算の特徴はどのような

決算であるかについてですが、平成２８年度決算の特徴としては合併特例債を活用して積極的

に行ってきた市の基盤整備事業はピークを過ぎたことや記録的大雪被害による雪害対策経費が

大幅な減額になったことにより、歳入については総額、前年度より５３億２，６００万円減少

し３４０億５，６００万円。歳出につきましては、総額で前年度より５２億５，３００万円減

少、３２４億２００万円となっております。

 次に２８年度重点事業に掲げた１４施策・２６事業の検証結果および評価はどうかについて

ですが、各事業における目標達成に対する検証および評価を行った結果、重点事業２６事業の

うち目標どおりの達成できた事務事業は９事業、おおむね達成できた事務事業は１４事業、達

成できなかった事務事業は３事業であり、全体的には達成率８８．５％と８０％を上回り達成

度評価は高い状況です。

 次に２８年度重点事業および主要事業のうち、新規事業１４事業の成果はどうかについてで

すが、目標どおり達成できた事務事業は５事業、おおむね達成できた事務事業は６事業、達成

できなかった事務事業は３事業であり、全体的には７８．６％と８０％を下回りましたが達成

度評価はやや高い状況で、特に移住定住促進事業でのお試し住宅の整備や空き家等対策推進事

業での個人住宅空き家台帳の作成について成果が上がっています。

 次に２８年度主要事業の１７７事業で特筆すべき成果は何か、また主要事業はすべて完了し

たのか、未完了事業があるのであれば完成しなかった理由は何かについてですが、特筆すべき

成果として笛吹八代スマートインターチェンジ周辺道路整備事業が完成し、供用開始されたこ

とが挙げられます。
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今後、産業・観光分野において活性化につながるものと期待しております。

 また主要事業の完了状況は１８件が未完了であり、平成２９年度への繰越明許事業となって

います。

未完了事業はそのほとんどが公共施設等の整備事業となっており、その理由は用地交渉や建

物移転交渉等であります。

 次に２８年度決算額に対する繰越額の割合は、また事業を繰り越した理由は何かについてで

すが歳出決算額３２４億２００万円に対し、２７年度からの繰越決算額は１６億３，４００万

円で決算額の５％となっております。

 また繰り越した主な理由については国の平成２７年度補正予算に対応し、３月補正により繰

越明許費の設定をしたものであります。

 次に２８年度の決算で、今後の財政運営の問題点として捉えていることとは何かについてで

すが、実質公債費比率や将来負担比率など財政健全化４指標につきましては、若干ではありま

すが改善されてきております。市の財政運営の状況を示す経常収支比率は９２．５％と悪化し

ており、財政の硬直化が進んでいることが問題点と捉えております。

 次に笛吹市人口ビジョンおよび笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてのご質問の

うち笛吹市、甲斐市、南アルプス市の人口増減の要因と施策についてですが、平成１７年およ

び平成２７年の国勢調査における人口の増減については笛吹市は２，１５２人の減、甲斐市は

３２４人の増、南アルプス市は１，２２７人の減となっております。

 ３市における人口増減の要因について、笛吹市は農業、小売業や飲食店等の雇用規模の小さ

い事業者数が多く人口の流入が見込めないこと、また老年人口割合が他市に比べて高いことが

起因して人口が減少したと考えております。

 甲斐市は近隣自治体を含めた就業環境、道路整備、宅地開発が大きく関わっていると考えら

れ、甲府市等のベットタウン化が進み人口増につながったと考えられます。

 また生産年齢人口の割合が高く、それに伴う年少人口割合も高いことから働く世代・子育て

世代の流入が人口増に大きく関わったと考えております。

 南アルプス市は比較的雇用を多く生む製造業や建設業の事業所数が多く、それに従事する人

口の流入がありますが、笛吹市の人口構造に近く近年、人口減の状態に移行しております。

 笛吹市では桃・ぶどう日本一を掲げ、収益率の高い果樹農業が営まれていることから農業振

興に重点を置いた施策を展開しております。

 今後、環状道路延伸等の状況を踏まえ、農業の振興に加え宅地開発や企業誘致も推進してい

く必要があると考えております。

 次に総合戦略で計画した具体的な取り組み成果についてですが、平成２７年１０月に総合戦

略を策定して以来、さまざまな事業に取り組んでおりますが、人口減少対策の成果として表れ

るまで時間がかかるものと考えております。毎年度、進捗状況を把握するため確認している総

合戦略に掲げた重要業績評価指標（ＫＰＩ）の現状値の中には、宿泊客数や認定農業者数のよ

うに目標値を超えているものもあります。

 次に本年度の重点事業の執行状況についてのご質問のうち、ＮＴＴ用地活用検討事業の今後

の土地貸し出し予定と必要な造成費や管理費および全面使用の時期についてですが、土地の貸

出しについては、これまで６月に石和温泉クラシックカーフェスティバル駐車場、８月に石和

温泉花火大会駐車場として貸し出しました。
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 今後の予定としましては９月にＡＷＡＫＥマーケット会場、石和北小学校運動会駐車場とし

て貸し出す予定であります。このほか、商工会等からのイベントの開催についての相談があり

ます。

 また貸し出しのための造成についてですが用地東側の整地工事に１９６万円、イベント等の

実施に対応した上水道の整備工事に１５万円、その他除草剤散布に６万円を要しました。

 整地工事の完了に伴いＮＴＴ局舎西側のグラウンド部分をはじめ、東側の土地も使用できる

ようになりました。

 今後、執行予定の道路拡幅等の関係工事が完了後、平成３１年度には全面使用ができる予定

であります。

 次に地区のごみステーションへの補助金は実施するのかについてですが、各地区のごみステー

ションへの補助金については現在のごみステーションを集約し、新たにごみステーションを整

備する際の補助を考えております。

 また集約については各行政区への説明等、十分に検討し実施に向けて慎重に進めてまいりま

す。

 次に学校給食における今後の施設整備や運営の計画はどのように考えているかについてであ

りますが、今後の給食調理場の施設の整備につきましては老朽化の度合いなどを考慮し、検討

していきたいと考えております。

 また運営につきましては文部科学省からの通知、市の人事管理方針に基づき、引き続き民間

事業者への調理業務の委託を進め、安全でおいしい給食の安定的な提供と経費の削減に努めて

まいります。

 次にサテライトオフィス促進奨励事業についてですが、これまで開設についての問い合わせ

は４月に甲府市の業者から１件ありましたが、開設には至っておりません。

 今後の事業の推進については、ホームページでの情報発信の工夫をすると共にサテライトオ

フィスの計画を考えている企業への直接的なアプローチが必要と考えておりますので、その方

法について検討してまいります。

 次に農業用機械購入補助事業の実績についてですが、本市独自の担い手支援策として農業者

より大変好評をいただいている事業であり、平成２６年度より市内の新規就農者・認定農業者

等に対して農業用機械等の購入補助を行っているものであります。

 実績につきましては、本年８月までの３年５カ月の累計は３９８件を数え昨年度は１０１件、

９５１万円。本年度につきましても、すでに１０１件９８７万円となっており、予算に不足が

生じることとなったことから、今議会に５００万円の補正を計上しているところであります。

 次に石和温泉街周辺活性化事業は、駅前やさくら温泉通りの賑わいを創出するとしています

が具体的な事業内容、実施時期をどのように考えているかについてですが、石和温泉街周辺を

歩いて楽しめる空間として演出するため、ＪＲ石和温泉駅南口と駅前通りには青色と白色のイ

ルミネーションを１２月上旬から２月下旬の間、さくら温泉通りについても２月上旬から３月

下旬の間、夕暮れから午後１０時まで満開の桜をイメージしたイルミネーションの演出を行っ

ているところであります。

 今後につきましても同様に実施し、幻想的な雰囲気を演出した石和温泉街を楽しんでいただ

きたいと考えております。

もう１つの事業、さくら温泉通りの桜植え替え事業についてであります。
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 さくら温泉通りには１６３本のソメイヨシノが植栽されておりますが、倒木の恐れがある桜

も見受けられます。現在ソメイヨシノの診断を終了し、植え替えの作業工法を含めた検討を行っ

ております。工期として植栽工区を３工区に分け、今年度から３年間で植栽工事を行う予定で

あります。

次に再任用職員の活用についてであります。

 再任用職員については、長い行政経験で培ったノウハウを生かしながら地域・市民と本庁や

関係機関等をつなぐパイプ役として、また地域振興や地域の課題解決のためのサポート役とし

て支所に配置することは有効であると考えております。

再任用職員の配置については、本庁も含めた中で適材適所に配慮すると共に支所においては

窓口業務や取り扱い事務を担当する他の職員とのバランスなどにも配慮しながら検討してまい

りたいと考えております。

次に地方分権改革に関する提案制度への本市の対応についてですが、平成２６年から導入さ

れた地方分権改革に関する提案制度については、本市でもこの制度を活用すべく経営会議など

において検討しておりますが、これまで国への提案はありませんでした。しかし、地方分権に

関する提案募集について引き続き本市の実情に応じた提案となるよう、全庁的に提案を募集し

ていきた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。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

大変、丁寧な答弁ありがとうございます。いろいろと話を聞いてみますと細かい点で聞きた

い部分も数多くありますが、またのちに予定されております委員会や関係部局の皆さんのとこ

ろへ赴いていろいろと話をしたいと思います。

最近、全国各地で国会議員の先生はじめ地方議員、われわれと同じような方々が、政治に関

わる人たちが政治倫理に反するような行動やいろいろな発言をしております。私たち議会人と

して笛吹市をよりよい方向に、市長と共に車の両輪と思いながら今後も活動をしていきたいと

思います。襟をただして私も今後の議会活動に邁進してまいりたいと思います。

 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）

以上で誠和会の代表質問を終了いたします。

ここで暫時休憩といたします。

再開は午後１時３０分といたします。

休憩  午前１１時５９分

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

再開  午後 １時３０分

〇議長（海野利比古君）

それでは再開いたします。

続いて、公明党の代表質問を行います。

中川秀哉君。
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〇２０番議員（中川秀哉君）

 ただいま議長より許可をいただきましたので、これより通告に従いまして代表質問をさせて

いただきます。公明党の中川秀哉でございます。

 まずはじめに本年７月に発生いたしました九州北部豪雨災害に対しまして被災されました皆

さま、また犠牲者の皆さまにお悔やみを申し上げますと共に、またお見舞いを申し上げ一日も

早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

 本定例会におきましては、笛吹市合併後１３年目を評価・分析するため決算状況のほか市政

全般にかかる主な重点政策について、山下市長ほか執行部の皆さまのご所見をお伺いいたしま

す。

１問目、平成２８年度の決算状況および今後の重点政策について伺います。

（１）財政健全化法に基づく４指標の評価と分析についてお伺いいたします。

（２）自主財源確保への取り組みと税・料金の収納状況についてお伺いいたします。

（３）合併特例債の起債状況と今後の活用方針について伺います。

２番目といたしまして、笛吹市総合防災訓練の進捗状況についてお伺いいたします。

先の東日本大震災を教訓に、本市でも平成２６年度から市内の各指定避難所を利用した避難

所運営訓練が始まり３年目を迎えました。各地域において各自治会が主導で行う避難所運営訓

練ですが、各指定避難所には複数の自治会が混在するため炊き出しや避難者の誘導など毎年さ

まざまな課題があるようでございます。

 昨年の春、新たに笛吹高校との避難所運営協定を結んだこともあり、これまでの教訓を生か

しスムーズな避難所運営訓練がなされているか、以下お伺いいたします。

 （１）まず家族の安否確認のあと、近隣の住民の安否確認をするためのツールとして避難所

行動要支援者台帳登録作業マニュアルが避難所運営訓練で有効に活用できているか、避難所行

動要支援者台帳登録作業マニュアルの活用状況について伺います。

 （２）次に市担当部局と自治会執行部、自主防災リーダー等とで事前説明会を行っておりま

すが、学校体育館など限られたスペースで複数の自治会の避難者を受け入れるためどのような

事例説明を行い、各自治会執行部がその趣旨をしっかり理解されているか、事前の自主防災組

織説明会の目的と理解度について伺います。

 （３）実際、学校を利用した避難所運営訓練の場合、災害意識を高めるため災害頭上訓練を

もとにした集合、受付、炊き出し、救急のシミュレーションが必要と考えますが、本市の避難

所運営訓練の成果と課題について伺います。

 （４）その他、本年度甲府市では山梨県獣医師会と共同ではじめて獣医師による健康調査、

管理など専門知識とペット登録台帳の作成など飼い犬の同行訓練を実施、参加者から普段から

のしつけや訓練の重要性を感じたとの貴重な意見が寄せられました。本市といたしましてもペッ

ト同伴の訓練の必要性を感じるため、犬・猫等ペット同伴の避難訓練の計画についてお伺いい

たします。

３．人口減少に伴う子育て支援の主な重点対策について伺います。

 厚生労働省が６月２日に発表した人口動態統計によると２０１６年に生まれた子どもの数、

出生数は９７万６，９７９人で、１８９９年に統計を取り始めてからはじめて１００万人を割

り込んだ模様です。１人の女性が生涯に産む子どもの数、合計特殊出生率は１．４４と前年を

０．０１ポイント下回っております。このマイナスは２年ぶりで出産適齢期の女性の減少が少
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子化に拍車をかけている模様でございます。

 少子化が進めば人手不足は深刻さを増し、成長の足かせになるということでございます。現

役世代で支える年金や介護の社会保障制度も危ういと思われます。そのため子育て世代を支援

する政策について、以下お伺いいたします。

 （１）新生児聴覚障がいにおかれましては、早期に適切な援助を開始することによってコミュ

ニケーションの形成や言語発達の面で大きな効果が得られるので、早期発見が重要と言われて

おります。

 また難聴の頻度は１千人に１人から２人と、現在のスクリーニングが行われているほかの先

天性疾患より頻度が高いので全新生児を対象に検査を行う意味があると考えられております。

本市も受診者の経済的負担を軽減するため、新生児聴覚スクリーニング検査への公費負担の計

画についてお伺いいたします。

 （２）産前産後ケアセンターは１泊２食６，１００円で３泊４日の利用となります。利用費

補助金が利用料金３万３，９００円から利用者負担金６，１００円を差し引いた残りの額２万

７，８００円を県と市町村で２分の１ずつ負担しております。ただし、子育て世代におかれま

してはこの６，１００円の負担が大きいとの声も多いため、この産前産後ケアセンターの利用

費のうち母子手帳交付時に１泊無料クーポンを付けるなど一部公費助成の計画があるか、お伺

いいたします。

４．超高齢社会に伴う高齢者支援の主な重点施策についてお伺いいたします。

 厚生労働省の調査で毎年、敬老の日を前に住民基本台帳に基づき昨年の９月時点で１００歳

以上の高齢者が全国に６万５，６９２人いることが分かりました。その前年から４，１２４人

増え、４６年間連続の増加となっております。２０１６年度中に１００歳になる人も３万１，

７４７人と過去最多となる模様です。

厚生労働省では、医療技術の進歩と高齢者の健康への意識の高まりなどが影響していると考

えられると分析しております。

 このようにますます高齢世帯が超高齢者（１００歳以上）を支えていく時代となっていくと

いうことがこの数字からも見られますが、そのため高齢社会を支えるための施策について以下

お伺いいたします。

 （１）先進自治体の神奈川県藤沢市では、本年４月より福寿医療費助成制度を創設。長年に

わたって社会に貢献してきた高齢者に敬意を表し、一層の健康と長寿を願い将来にわたって安

心して暮らせる福祉社会の実現を目指すことを目的とした制度でございます。１００歳以上の

高齢者の方が病院などで診療を受けた場合に支払う医療費の一部負担金を市が助成するもので

あり、病院や診療所および調剤、薬局等の保険医療費機関の窓口で後期高齢者医療費保険者証

と共に福寿医療証を提出すると保険診療を受けた際の自己負担が無料となります。

 さて本市におきましても、早期の実現を求め超高齢者（１００歳以上）への医療費無料化へ

の計画についてお伺いいたします。

 （２）近年、葬儀による遺骨埋葬のトラブルが多く聞かれます。全国で合葬式墓地が初めて

できたのは、神奈川県横浜市にある日野公園墓地の合葬式納骨施設で平成５年に開設されたよ

うです。首都圏ではこのほか東京都の小平霊園にも合葬式墓地ができ、平成１０年からの募集

が開始されております。

一般的な自治体の墓地を利用する場合、使用開始時に数十万円の使用料を収め、その後も毎
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年数千円の管理料を支払う必要があります。これに対して合葬式墓地は、はじめに使用料を支

払うだけで、その後は手間、費用もかかりません。利用者から墓を受け継ぐ人がいない。子ど

もたちに負担を掛けたくないといった人の声に応える施設でございまして、各地で施設の建設

が進んでおるようでございます。

 本市におきましてもこの大きな需要があるものと思うため、先進自治体に学び市営もしくは

広域の合葬式墓地の計画について、お伺いいたします。

５番目に手話言語条例について、お伺いいたします。

 昨年４月より障害者差別解消法がスタートして、合理的な配慮が義務付けられたことに聴覚

障がい者の社会参加が進み、広く一般市民への理解も高まってきております。また本年６月３０日

まで全国１０１自治体におきまして手話言語条例が制定され、手話が言語として認められ手話

や聴覚障がい者への理解が広まっております。山梨県でも上野原市や市川三郷町が実施されて

おります。

 昨年の市民ミーティングでも話し合われた手話を言語として普及させるため、手話言語条例

を制定する計画についてお伺いいたします。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

公明党、中川秀哉議員の代表質問にお答えをいたします。

 はじめに平成２８年度決算状況についてのご質問のうち、財政健全化法に基づく４指標の評

価と分析についてですが、財政運営の悪化の度合いを示す実質赤字比率、連結実質赤字比率に

ついては、企業会計を含む全会計において黒字となりましたので数値は出ておりません。

次に実質公債費比率につきましては０．３ポイント改善しました。改善の主な要因としては、

普通交付税に算入される公債費などが増加したことが挙げられます。

 次に将来負担比率につきましては７．２ポイント改善しました。改善の主な要因としては、

公営企業債の全体の残高が減少していることや充当可能な基金の増加が挙げられます。

 両数値とも早期健全化基準を下回っており、また前年度より数値が改善しているため、少し

ずつではありますが健全化されてきていると考えます。

 次に自主財源確保の取り組みと税・料金の収納状況についてですが、本市では合併特例期間

の終了により普通交付税が減少しており、今まで以上に自主財源確保に向けて全庁体制で取り

組んでいく必要があります。特に自主財源の中核をなす市税および料金は、確実に徴収しなけ

ればなりません。

 税・料金の収納状況でありますが、平成２８年度決算における市税の収納率は前年度比３．

１ポイント増の８９．６％となりました。また国民健康保険税および他の料金につきましても

全般的に収納率は向上傾向にあります。

 市では引き続き催告書の発布、ならびに個別による納付相談を常時実施すると共に悪質な滞

納者については財産の差し押さえ等の処分を強化し、なお一層の収納率の向上に努めてまいり

ます。

次に合併特例債の起債状況と今後の活用方針についてですが、平成２８年度の合併特例債の
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借り入れ状況は甲府・峡東ごみ処理施設整備事業や道路整備事業などで、総額２５億８，５００万

円の借り入れを行っております。

 全体の借り入れ状況としましては発行限度額３８７億２，８００万円に対し、平成２８年度

までに２９７億２，７００万円を借り入れ、残額９０億１００万円となっております。

 今後の活用方針としましては合併特例債は３１年度まで活用でき、現状一番有利な起債と考

えますので積極的に活用していきたいと考えております。

 次に笛吹市総合防災訓練の進捗状況についてのご質問のうち、避難行動要支援者台帳登録作

業マニュアルの活用状況についてですが、平成２８年度から実施しております避難行動要支援

者台帳登録作業につきましては区長および民生委員の皆さまのご協力をいただき、戸別訪問に

よる確認作業を実施しております。

 本人の意思が確認された方を台帳に登録しており、平成２８年度の登録人数は３，９９７人

となっています。

 防災訓練時にはマニュアルに記された注意事項、避難支援方法に基づき台帳を活用した近所

での声かけや避難行動訓練を行っております。

次に事前自主防災組織説明会の目的と理解度はについてであります。

 防災訓練の説明会の目的は的確な避難行動、迅速な安否確認、正確な被害情報の伝達につい

て各行政区で検討していただき、自主防災意識を高めることにあります。

理解度につきましては、指定避難所設置訓練を実施する行政区では区の役員を中心にしっか

りと取り組んでいただいておりますが、地区独自の防災訓練への取り組み姿勢はさまざまです。

 今後も自主防災組織への説明会を開催し、防災訓練の大切さを訴え防災意識向上が図られ災

害に強いまちづくりが進むよう努めてまいります。

次に避難所運営訓練の成果と課題はについてであります。

 避難所運営訓練につきましては、これまでその初動となる避難所開設訓練を実施しておりま

す。訓練を通し避難所運営委員会の設立ができた指定避難所につきましては随時、指定避難所

運営訓練を実施してまいります。

開設訓練を通しての成果は、避難所における開設・運営には避難してきた複数の行政区民相

互の協力がなくては成り立たないものであるとの認識を持ってもらったことにあります。

 今後は、避難所運営委員会の設立に向けた説明会を順次避難所ごとに実施していく予定であ

ります。

 課題としては指定避難所には複数の行政区民が避難し、その中で運営の役割を決めることに

なりますので行政区間の役割の調整が課題となります。このため市職員が調整役となり、円滑

に役割が決められるよう努めてまいります。

 次に犬、猫等ペット同伴の避難訓練の計画はについてでありますが、現在指定避難所での訓

練では開設訓練を実施しており、避難所運営委員会の設置もお願いしているところであります。

運営員会の設置ができた指定避難所から、ペット同伴の避難訓練の実施や具体的な訓練手法等

についても先進事例を参考に研究しながら避難所運営委員会役員と共に検討してまいります。

 次に人口減少に伴う子育て支援の主な重点対策についてのご質問のうち新生児聴覚スクリー

ニング検査への公費負担の計画についてですが、新生児聴覚スクリーニング検査が聞こえに障

がいのある新生児の早期発見と支援に有効であることは言うまでもありません。県内の産婦人

科医療機関においては、新生児聴覚検査を保護者の同意により他の検査と一緒に実施しており、
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ほとんどの新生児に聴覚検査が実施されていることが母子健康手帳の記録により確認できてお

ります。

 一方で、費用負担については分娩・入院費に含まれていることから出産時の負担軽減を目的

に新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部を公費助成する自治体もあり、動向を見守りなが

ら検討してまいります。

次に産前産後ケアセンター利用費の一部公費助成についてであります。

 産後ケアセンターの利用料につきましては、山梨県が設置計画を進めるにあたり都内の施設

を参考にしながら全県下の市町村の保健師と検討を重ね、費用負担の割合等が設定されており

ますので、さらなる公費負担につきましては利用状況等を見ながら慎重に検討していく必要が

あると考えます。

また産後ケア事業は、出産後の母親の身体的な回復や心理的な安定等を目的とする事業であ

ることから、家族等から十分な育児等の援助が受けられない産婦およびその子で心身の不調ま

たは育児不安がある方、その他の支援が必要と認められる方が対象となります。また母子いず

れかが感染性疾患に罹患している方、母親に心身の不調や疾患があり、医療的に介入の必要性

がある方等は利用対象外となっております。

 このような要件があるため、すべての妊婦に対して無料クーポンを配布することは適さない

事業であるとご理解をいただきたいと思います。

 次に超高齢社会に伴う高齢者支援の主な重点対策についてのご質問のうち超高齢者、いわゆ

る１００歳以上への医療費無料化の計画についてですが、平成２９年７月末現在、１００歳以

上の高齢者は４２名で７５歳以上の高齢者に占める割合は０．４２％であります。

 医療費助成については、後期高齢者医療制度において１００歳以上の方の医療費が占める割

合が０．６９％、５，４８１万円でありますので原則１割が利用者負担という制度の趣旨から

制度外に市独自制度を設ける必要性について検討する考えは残念ながらありません。

次に市営合葬墓地計画についてであります。

 笛吹市では無縁となった方の埋葬については地元の寺院のご理解、ご協力をいただき無縁仏

として埋葬をしております。

本来、埋葬については故人の親族、関係者により執り行われるべき手続きであると考えます

が高齢化、核家族化が進む昨今、市営墓地のあり方等も含め合葬式墓地について県内市町村の

動向、先進地である岡谷市等の事例を参考に研究してまいりたいと思います。

 次に手話言語条例についてのご質問のうち、手話を言語として普及させるための手話言語条

例を制定する計画についてですが、平成２９年３月に笛吹市第３次障害者基本計画を策定しま

した。

 基本目標の１つに情報アクセシビリティの推進を掲げ、施策として手話言語条例制定に向け

た環境整備に取り組むこととしております。

 今後は地域自立支援協議会の取り組み等を通じて当事者・支援者の協働により学習会、研究

会等の開催や広報活動による地域意識の熟成、環境整備を図ると共に先進自治体等の状況や情

報収集に努め、聴覚障がいのみならず視覚障がい者や知的障がい者など意思疎通や情報入手の

困難な方々も対象とした本市に合った条例の策定に向けて検討してまいります。

以上で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）

再質問を行います。

 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。２８年度決算にかかる重点施策につきましてはまた今後、各委員

会の中で細かく審査をさせていただきたいと考えておりますので、その他、市政全般の重要施

策についてお伺いしたいと思います。

２番目の総合防災訓練の進捗状況のうち初期動作の中での行動要支援者台帳の作成が一番の

初期段階だと言われております。実際この資料をお持ちなのは、先ほど答弁にもありましたと

おり区長と民生委員ということでございます。これがやはり防災訓練の中で生かされるために

はその共有の情報をするということが大事だというふうに思われます。やはりこれが初期段階

で声を掛けていくということにつながるんではないかと。ただし、先ほども言われましたとお

り自己申告というジレンマがあるようでございます。こうした取り組みの中で、市としてのお

考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 要支援者の関係の台帳の作業でございますけども、議員おっしゃっていただいたとおり、こ

ちらのほうで該当する皆さん、特に要支援者関係の皆さんにご通知を差し上げ、障がい者の皆

さんにご通知を差し上げ、そして本人のご希望によりいただくというふうなものについて再度、

区長さん、また民生委員さんが確認をするような、そういう作業によって行っております。そ

ういうふうなことですので、現在は自主的なもの、これは個人情報というふうなことの取り扱

いも懸念されるところがございますので、やはり個人の皆さまがその意思を正確にお伝えいた

だくというふうなことをもって現在は台帳の作成を行っておりますが、今後この必要なものと

いうふうなことについても改めて訓練を通したり、いろいろな呼びかけを通しまして多くの皆

さまに説明をし、やはり私も必要だというふうな皆さんにとっては本当に、じゃあ入らなけれ

ばいけないんだというような、そういう意識の高揚にも努めてまいりたいと思いますけども、

個人情報の関係がございますので、現在はこのような方法を継続させていただきたいというふ

うに考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 中川秀哉君。

〇２０番議員（中川秀哉君）

引き続き、よろしくお願いいたします。

 続きまして防災訓練の中で、やはり一番難しいのはそれぞれの自治会が混在する中での仕分

けと言うんですか、そういった部分をやはり執行部や自主防災リーダーが深く理解をしていた

だけるかどうかというところにつながるんだと思います。また婦人部や日赤奉仕団の皆さまの

炊き出しにつきましても合同ということになりますと、その手順も必要になってくる。先ほど

も運営委員会というお話がございましたが、この事前の説明会の中でそういった部分の取り組
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み、シミュレーションというものを事例にしてあげていくということが大事かと思われますけ

ども、特にこの健常者と障がい者を含めた訓練ということになりますと、さらに難しくなると

思います。この障がい者に対しての訓練について１つお伺いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 当然、有事の際は健常者も、また障がい者の人もそれをすみ分けしながらどうこうというふ

うなことはできません。そういうふうな観点からいたしますと、やはり訓練の段階であっても

やはりそういうふうな方が一緒になって訓練をするというふうなことが大前提だと思います。

先ほどの要支援台帳の登録の皆さんにもご協力をいただいて、実際に避難所まで行っていただ

いたりですとか、そういうふうなものを訓練の中に加えながら、有事の際に誰もが安全に避難

できるような体制を取っていく方法を取っていきたいと思っておりますし、また今年度も指定

避難所の訓練の中では実際、社教さんとのご協力もいただきながら実際に障がい者の皆さんも

実際に出てきてもらって、訓練に加わっていただき、行っているというふうなことでございま

すので、さらにそういうふうな輪を広げながら、しっかりした、全員が参加できるような訓練

のベースをつくっていきたい、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）

 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。さて、その他の中でペットの同伴という形でございます。甲府市

の玉諸地区ですかね、今年初めて実施されたということでございます。やはり笛吹市におきま

しても飼い犬の登録含めて、もうすでに何千頭かいると思われますけども、現状をお伺いした

いと思いますが、よろしくお願いいたします。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

 ペットにつきましては当然、ペットをお持ちの皆さんについては、それはペットであろうと

人間の家族であろうと同じようなものですので、どうしても一緒に避難所に行きたいというふ

うなものは強くお持ちであるというふうなことは理解しております。ただ逆に反面、やはりペッ

トに対する逆にアレルギーですとか、ペットが同じ避難所に来たときの騒音だったりだとか、

そして臭いだったり、そういうふうなこともいろいろなところが考えられますので、これはま

た指定避難所の、先ほどまでは運営訓練に至る前の、参集前の訓練についてはある程度できて

おりますので、今度はその次のステップといたしまして運営訓練の中で地区の役員さんと相談

しながらこの地区ではどういうふうにしたらいいか、例えばでは避難所から少し離れたところ

へつくることでそれができるのかですとか、ペットフードですか、そういうふうなものの用意

をどうしたらいいのかとか、そういうふうなことも含めて地区の役員さんと、地区地区それぞ

れの思いがあると思いますので、また詳細について検討をしながら今後も対応といいますか、

検討してまいりたいとそのように考えております。
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 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）

 ぜひ今後ですね、市内にも多くの獣医師さんがおられますので、その皆さまとの協議を含め

てお願いしたいと思います。

 続きまして少子化対策でございますけども、この聴覚スクリーニングはほかの聴覚のスクリー

ニングに比べまして１０分の１以上の拡大が見込められるということでございます。この検査

につきまして、やはり負担をする部分が個人で出ているということをうかがっております。こ

こにつきましては、今後またぜひ検討していただく中で、できるだけ早くの動向をお願いした

いと思いますけども、昨年１年間での実際、そういった部分につきましての兆候があったかど

うかお伺いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

お答えをいたします。

 先ほど市長の答弁の中にもありましたように、統計的にと言いますか、いろんな研究の中で

も紹介されておりますが、山梨県は県が主体となって、このスクリーニングの検査について早

くから取り組んでおります。各産院等でご本人の同意を得ながら、お母さん方の同意を得なが

ら新生児の検査がすでに盛り込まれているという状況でございまして、本市におきましても先

ほど言いましたように母子健康手帳の記録によりまして、ほとんどの新生児が実施ができてい

るという状況だと、実施についてはそんな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した。続きまして高齢福祉の件でございますけども、１００歳以上を支

える世帯が７５歳以上の高齢世帯という形にだんだん広まってきております。これからさらに

高齢者が増えていく中で平均寿命が１００歳を超える時代も今、予測されている時代でござい

ます。そういった中でその７５歳の皆さん、皆さん低所得者の方があればいいわけなんでござ

いますが一般的な所得を持たれている方は１００歳以上の方が扶養者の場合、その扶養者の世

帯として現役世帯の費用を払うという、そういうジレンマがあるようでございます。そういっ

た部分につきまして、この先進自治体の藤沢市では福寿医療費助成制度というものが創設され

たと認識しております。ぜひ、こちらにつきましても現状のところは考えがないということで

ございますけれども、ぜひ検討していただく中でまた先進自治体にも学んでいただきたいと思

いますが、その点について１点だけお願いしたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

お答えをいたします。
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 先ほど議員のほうからもご紹介いただきました藤沢市の例等があるかと思います。われわれ

のほうでも先進自治体についても探したわけですが、まだ事例も少ないという中で実態、その

至った経緯等については十分把握ができておりません。先ほど申しましたように高齢者４２名

程度の人数で現在おりますけれども、今後の高齢者の膨らみというふうなものを考えますと今

ご指摘いただいたような老老介護の中で課題が生じてくる可能性もございますので研究してま

いりたいと考えております。

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した。るるお伺いいたしましたけれども、さらに私自身もしっかり検討

する中で、また新たな施策を訴えてまいりたいと思います。

 以上で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）

以上で公明党の代表質問を終了します。

次に笛政クラブの代表質問を行います。

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す。笛政クラブを代表して、今定例会に提案されました平成２８年

度歳入歳出決算等の案件、ならびに市政全般について質問いたします。

 冒頭、今日の質問にもいくつか出てきましたけども、先般の９月３日の市の総合防災訓練、

私も市民の一人として参加をさせていただきました。たまたま参加した小学校区が指定避難所

の開設を想定した訓練、富士見小学校でありますけども、笛吹消防本部の署員の方々、それか

ら市の保健師の皆さん、そして市役所の関係職員の方々、大変ご苦労をされて７区の行政区の

区の役員さんをはじめとして、本当に大勢のたしか４００名ぐらいでしたか、参加があったか

と思うんですけども、無事に防災訓練が行われました。

 今日もありましたけども、地震と洪水でうちのほうの石和の南部の地区というのは指定避難

所が異なると。そういったこともありまして私も説明の中では洪水、土砂災害のときには境川

のスポーツセンターの体育館に行くんだよということをお伝えしたり、また地震というのは突

然、来るわけですけども、洪水またあるいは堤防の決壊というふうなことを想定した場合は、

仮に１時間当たり１００ミリの雨が降ったとしても１時間あるわけです。なので、そういった

ときには特別警報が出たり、事前の周知をした中でどんどん避難してほしいということもお伝

えしました。そういったことをまた、私どももまたそういった訓練の機会を通じてもしっかり

と市民の皆さんと共有をして有事に備えていくということが必要かなと思いました。

 防災訓練の最後にですね、今日はポケットチーフ代わりに入れてきましたけども、市の地域

自立支援協議会と市の障害者団体連絡協議会で作成をしました、こういったバンダナを協会の

会長の方がご夫婦でご紹介をしてくださいました。こういったことも含めて、やはり自助の部

分が、そしてそれに続いて共助の部分が大事なんだということを改めて感じた次第でございま

す。それでは質問に入っていきたいと思います。

はじめに平成２８年度決算および今後の財政運営について、お尋ねいたします。

まず平成２８年度決算の評価と今後の財政運営について、市の考え方をお聞かせください。
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 次に決算を受けて経常収支比率、実質公債費比率、財政力指数等、財政の数値や結果が算定

されていますが、これらをどのように分析しているか伺います。

 次に新公会計制度に対応した財務書類の作成および予算編成等にその積極的な活用が求めら

れることとなりますが、本市の取り組み状況をお聞かせください。

 次に財務書類の作成によって、これまでの資産、負債、費用、収益の把握、状況等に変化は

生じたのか。また、今後注視しなければならないポイントをどのように考えているのか伺いま

す。

 次に新公会計制度に基づく財務書類を議会の審査・議論に用いることができるような配慮に

ついて市の見解をお示しください。

 次に現在までの合併特例債の活用状況と起債期限である平成３１年度までの活用方針につい

てお聞かせください。

続いて、公共施設マネジメントについて質問いたします。

まず公共施設等総合管理計画を実施していく具体的な方策について伺います。

次に新たに整備、または整備を検討する予定の施設について、その内容や考え方をお聞かせ

ください。

 次に旧ＮＴＴ用地、笛吹みんなの広場の活用について、石和給食センター建設予定地の残地

となる部分の活用について、そして地域包括支援センター等の体制、整備に伴う今後の方針に

ついて、その検討および取り組みの状況はどのようになっているのか、お示しください。

 続いて、学校施設の老朽化に伴う建て替えの方針の検討状況および今後の児童生徒数の増減

の予測について答弁を求めます。

続きまして、市の主要な市政課題について質問いたします。

 長期的な視点で本市のまちづくりを検討していくために取り組むべき、いくつかの課題につ

いて伺います。

まず、第２次総合計画における基本方針と計画策定の進捗状況について伺います。

次に行財政改革の検討状況についてお聞かせください。第４次行財政改革大綱における課題

の検討状況はどのようになっているでしょうか。

 次に甲府笛吹富士河口湖富士吉田線の整備促進に向けた取り組みと路線の整備構想について

お聞かせください。

 次に支所機能見直しについて、今後の方針を伺います。支所機能を長期的な、本市の将来像

に立った上でどのように考えていくのか、市の見解を求めます。

次に都市計画税の課税再開に向けた検討状況についてお聞かせください。

続いて、観光と農業について質問いたします。

笛吹市の夏まつりは石和鵜飼の中止というピンチをまさにチャンスに変えるような取り組み

も行われました。特にクライマックスの花火大会はフリースタイルモトクロスも、１０分間で

したけれども、ご来場の方々に大変楽しんでいただけたと思っております。また花火の内容に

ついても、ご覧いただいた方々からは高い評価をたくさんお聞きしております。しかし、まだ

まだ観光地としての笛吹市の知名度は不動の地位にあるという状況ではないので、果樹や野菜

の農業や歴史、史跡などの地域支援、何より市民の観光地としての笛吹市を盛り上げていこう

という機運を醸成していくことで観光振興を図っていく必要があると考えます。

そこでまず、笛吹物語の取り組みによる観光振興の進捗状況について伺います。
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次にＤＭＯの取り組み状況はどのようになっているでしょうか。

また本市のワインを活用した観光と農業の振興、峡東ワインリゾート構想などの取り組み状

況についてお聞かせください。

次に持続可能な農業の支援のため、本市独自の取り組みの現状について伺います。

次に新規就農や移住定住者の就農を促進し、支援するための取り組みとして農地や農機具等

の情報提供・共有の仕組みやマッチング支援、栽培技術の習得支援のための取り組み状況につ

いて市の対応をお尋ねいたします。

続いて、上下水道・汚水処理について質問いたします。

これまでに水道料金の統一化、境川や御坂の上水道建設など必要なインフラ整備と共に市民

生活に欠かせないライフラインの整備・管理という観点から取り組まれてきているものと理解

しております。

こうした中で企業会計という考え方からも採算を考え、持続可能な上下水道の整備・構築と

いう視点から料金の見直しは避けて通ることができず他の行政事務、事業にも小さくない影響

を与えることも考えられ、審議会の答申も受けて検討されている状況と理解しております。

笛政クラブとしてもこれを市民の皆さまと課題や認識を共有し、解決策としての今般の方向

性を理解し合っていくことで、必要な生活基盤を充実させていくということは実現できるのだ

ろうと考えております。

そこでまず水道料金の改定に伴う市民への周知、理解、促進の取り組みについてお聞かせく

ださい。

次に昨年度は給水停止措置も実施する中で高額滞納や分納制約等、どのような状況となって

いるのか、伺います。また収納率向上のために必要な対策について、どのように考えているの

かもお示しください。

 最後に下水道アクションプランに基づく具体的な下水道整備の方針について伺います。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問にお答えいたします。

はじめに平成２８年度決算および今後の財政運営についてのご質問のうち、平成２８年度決

算の評価と財政運営の考え方・健全化判断比率等、各種指数の分析についてであります。

 まず実質赤字比率、連結実質赤字比率は企業会計を含む全会計において黒字となりましたの

で数値は出ておりません。

 次に実質公債費比率につきましては、０．３ポイント改善しました。改善の主な要因として

は普通交付税に算入される公債費などが増加したことが挙げられます。

 また将来負担比率につきましても７．２ポイント改善しました。改善の主な要因としては公

営企業債全体の残高が減少していることや充当可能基金の増加が挙げられます。両数値とも早

期健全化基準を下回っており、前年度より改善しております。

次に財政力指数については、ほぼ横ばいの状況にあります。

 経常収支比率は歳入において普通交付税の減少、歳出において公債費の増加が大きな要因で

前年度より３．５ポイント悪化し、財政の硬直化が進んだ結果となりました。
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 この決算を踏まえ、引き続き事業の選択や見直しを行う中で経費の削減はもとより経常的な

経費の見直しを行うと共に市税などの徴収率を向上させ、経常的な収入の増加に努めてまいり

ます。

次に新公会計制度に対応した財務書類の作成および予算編成等での活用についてであります。

 まず財務書類の作成状況ですが、平成３０年３月には公表する予定となっております。また

予算編成等への積極的な活用についてはまだ作成途中ということもあり、どのような形で活用

できるのか研究していきたいと考えております。

次に財務書類の作成によって、これまでの資産等の把握、状況等の変化、今後の注視ポイン

トについてでありますが、財務書類からは現在のような現金の流れだけではなく、資産や負債

など市の現状を把握できるようになり、見える化により透明性のある説明が可能になります。

また整備過程において資産や負債の適切な管理効果が得られ、より効率的な財政運営に生かせ

ると考えております。

 次に新公会計制度に基づく財務書類を議会の審査・議論に用いることができるような配慮に

ついてでありますが、議会の監視機能の向上に資するものであり、有意義な取り組みだと考え

ておりますので、作成時には議会全員協議会などに報告し、ご意見等をいただきたいと考えて

おります。

 次に合併特例債の活用状況と起債期限までの活用方針についてですが、平成２８年度の合併

特例債の活用状況は、甲府・峡東ごみ処理施設整備事業や道路整備事業などで２５億８，５００万

円の借り入れを行っております。

 全体の借り入れ状況としましては発行限度額３８７億２，８００万円に対し、平成２８年度

までに２９７億２，７００万円を借り入れ、残額は９０億１００万円となっております。

 今後の活用方針としましては合併特例債は３１年度まで活用でき、現状一番有利な起債と考

えておりますので積極的に活用していきたいと考えております。

 次に公共施設マネジメントについてのご質問のうち、総合管理計画を実施していく具体的な

方策についてですが現在、総合管理計画に基づき個別の公共施設ごとの管理の方針と工程表を

示す実行計画を策定しておりますが今後、実行計画に沿って公共施設等の維持管理を実施、施

設カルテを活用・更新しながら維持管理を検証、必要に応じて維持管理を改善することとして

おります。

 全庁的な取り組み体制のもと、計画・実施・検証・改善のＰＤＣＡサイクルにより継続的に

公共施設等の維持管理を改善してまいります。

 次に整備、また整備を検討する予定の施設について内容や考え方についてですが原則、新築

は行わないものとして、新築する場合には保有量の持続可能な水準の範囲において費用対効果

を考慮する中で行う必要があると考えております。

 次に旧ＮＴＴ用地の活用、石和給食センター建設予定地残地の活用、地域包括支援センター

の体制等の検討および取り組み状況についてですが旧ＮＴＴ用地の活用策については現在、活

用策検討ワークショップにおいてご議論いただいており、ワークショップの進捗に合わせて市

民アンケートを実施する予定です。また、このワークショップでの取り組みの結果を年度内に

は取りまとめる予定です。石和給食センター建設予定地残地の活用ですが当面、運動できる空

間として活用する予定です。地域包括支援センターについては、一宮支所および八代支所の空

きスペースを利用して設置を進めることとし、市役所業務と地域包括支援センター、社会福祉
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協議会事務所の役割、連携について認識の共有に取り組んでおります。

次に学校施設の老朽化に伴う建て替え方針についてであります。

 平成３２年度までに文部科学省の指導で学校施設の長寿命化計画を策定する予定です。これ

に基づき市内全体の学校施設についての建て替え方針を決定したいと考えております。

また、今後の児童数の増減の予測についてであります。

学校基本調査および住民基本台帳などから、児童生徒数は平成３５年度には２３０名ほど減

少することが予想されております。

 次に主要な市政課題についてのご質問のうち、第２次総合計画における基本方針と計画策定

の進捗状況についてですが、第２次笛吹市総合計画策定における基本方針としては、基本構想

と実施計画の二本立てでの構成を考えております。

 基本構想においては市の将来像、基本目標、その実現のための施策で構成し、実施計画にお

いては基本構想に定める将来像を実現するに当たり、予算や人的資源を考慮しながら優先的に

実施する施策を選択するための基準となる基本方針を定め、数値目標を設定してまいります。

 この計画では人口ビジョンや総合戦略等の計画との整合を図り市民ワークショップ、アンケー

トやパブリックコメントを通して市民の声を聞き、計画期間を８年として情勢の変化に柔軟に

対応できる計画の構成を考えております。

 現在の進捗状況は総合計画策定本部を設置し総合計画審議会に諮問を行い、過日市民ワーク

ショップを開催したところであります。また平行して市民アンケートおよび事業者アンケート

調査を実施し、現在集計・分析作業を進めているところであります。

 次に行財政改革の検討状況は、第４次行財政改革大綱における課題の検討状況についてであ

ります。

 第４次行財政改革大綱における課題については各部局で抱えている改革の必要な項目、第３次

行財政改革の達成状況が低い項目や継続の必要性がある項目、国の提唱する地方改革で本市の

実情に合致する項目等を課題と捉え、行政改革推進本部会議および行政改革推進委員会におい

て協議および審査を行ってまいりました。現在は、課題に対する取り組みの検討を行っており

ます。

 次に甲府笛吹富士河口湖富士吉田線の整備促進に向けた取り組みと路線の整備構想について

ですが、本市では昭和４３年に発足した甲府笛吹富士河口湖富士吉田線促進期成同盟会での活

動を続けております。

 なお、現在では９市町村で活動する中で私が本期成同盟会の会長を務めさせていただいてお

ります。過日の通常総会においては、要望事項としてリニアを活用した地域振興と富士山噴火

等大規模災害に備えるため、甲府富士北麓連絡道の計画路線への早期格上げと若彦路広域道路

網の耐震強化・拡幅整備の推進による甲府圏域と富士北麓圏域を結ぶ幹線道路ダブルネットワー

クを構築することが確認され、県関係部署に要望書の提出を行ったところです。

 次に支所機能の今後の方針についてですが現在、来年度に向けた支所機能の見直しを進めて

いるところです。

 基本的な考え方として、支所については身近な地域のサポートセンター的な位置づけとして

市民の日常生活に必要頻度の高い業務や地域コミュニティへの支援、防災関係業務などを中心

に担当し、地域や市民の皆さまから親しまれ気軽に相談に訪れることができる場所としての役

割を確保したいと考えております。
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 今後につきましてもこの考え方を基本としつつ、市政を取り巻くさまざまな要因を見据えな

がら柔軟に対応し、少なくとも私の在任中は支所を維持してまいりたいと考えております。

 次に都市計画税の検討状況についてですが昨年度まで税の趣旨、対象地区の妥当性、財政状

況や経済状況等、検討してまいりました。市長就任以来、もう一度市のさまざまな税・料金の

現状や行財政改革の進捗状況の分析等を進め、市民の皆さまのご意見を伺っているところであ

ります。

 次に観光と農業についてのご質問のうち、笛吹物語の取り組みによる観光振興の進展状況は

についてですが、笛吹市は四季折々に魅力ある表情を持った地域であります。笛吹物語はこの

地域の観光資源をさらに磨き上げ新たな発掘や創出を行い、四季を通じて楽しめる目的地とな

るような観光地域づくりを推進していくものです。

 今年度新たに観光関連団体、農業従事者、料理飲食業、公募の市民、大学生で構成する笛吹

物語プロジェクトチームを立ち上げ、昨年度策定した笛吹市観光振興計画の具体的な施策に基

づき事業展開を考えています。芦川町新道峠を賑わいや癒しを提供する場所として展望台の整

備を行い眺望エリアの活用を図ってまいります。そして、さくら温泉通りの桜の植え替えを行

い観光客が楽しめる周辺整備を行います。また桃源郷春まつりに新規イベントとして「日本一

桃源郷ウォーク」を開催し、日本一の桃の花の眺望をご覧いただくなど内容の見直しを行いま

した。

 今年度は中止となりましたが、笛吹市夏祭り 笛吹川石和鵜飼の鵜の飼育施設の改修も含め

た実施内容の検討し、さらに史実に基づく川中島合戦戦国絵巻の開催時期の変更など既存の観

光資源に新たな視点を加え民間力を活用した集客できるイベントの検討を行ってまいります。

 次にＤＭＯの取り組みについてですが、笛吹市では甲府市・山梨市・甲州市と広域連携によ

る観光地域づくりを進めており、峡東地域のワインリゾートの推進や世界農業遺産登録、国内

外の観光客誘致の合同キャンペーンを実施しております。

 また新たな取り組みとして富士河口湖町を含めた観光協会等の民間団体において、富士山フ

ルーツ観光推進協議会を設置し、富士山・富士五湖へのインバウンド観光客をこの峡東地域に

誘客するための事業連携を進めることとし、その第一弾として共通パンフレットを作成し主要

観光スポットへの設置を行い、ＤＭＯの検討を含め広域での情報の共有や観光地づくりを推進

してまいります。

 次に本市のワインを活用した観光と農業の振興、峡東ワインリゾート構想などの取り組み状

況についてですが、石和温泉駅観光案内所に設置しましたワインサーバーは市内ワイナリーへ

の周遊、笛吹産のワインの販路拡大を目的に全国で初となるワインの試飲ができる案内所とい

うことで報道機関に数多く取り上げていただき大好評をいただいております。月平均１，２００杯、

昨年度は１万４千件の利用者がありました。また利用者アンケートを実施したところ、利用者

からは「とてもよいサービスです。時間があったらワイナリー巡りをしたい」とのお声をいた

だいたところであります。今年も「ヌーボーｄｅ乾杯カウントダウン」、旅館でのラウンジワイ

ン会の開催など、温泉街を周遊できる取り組みを行います。

 また峡東地域ワインリゾート構想では、フルーツや農業景観などの観光資源と連携させた周

遊、滞在型のワインリゾートを目指す取り組みとして峡東地域広域周遊看板の作成、ワイナリー

と温泉を巡るサイクルオリエンテーリング事業、峡東ワインリゾートコンシェルジュ研修など

観光関連産業と地域活性化に寄与したワインリゾート構想を推進しているところであります。
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 次に持続可能な農業支援のための本市独自の取り組み状況についてですが、担い手に関わる

支援制度として３０歳未満の後継者を対象とする新規就農農業後継者補助事業やＩターン、Ｕ

ターンなどを対象とした新規就農者支援事業のほか農業生産法人化助成事業、農業用機械等購

入補助事業などを行っております。

 農地に関わる支援としては規模拡大を目指し、新たに農用地を借り入れすることに対する農

地流動化奨励補助事業、また遊休荒廃農地の復元を目的に地域提案型遊休農地活用事業などを

行っております。

 今後もこれらの市独自の支援策を適時・適切に見直し等を行いながら活用することにより、

本市における農業が将来において持続可能であるような支援を行ってまいります。

次に移住定住などの新規就農を促進し支援するための取り組み状況についてですが現在、市

とＪＡふえふきでは担い手育成や地域農業の振興を目的として笛吹市地域農業再生協議会と笛

吹市援農支援センターおよびＪＡふえふき営農支援センターを開設し、就農相談・農地のマッ

チング支援、栽培技術に関する各種講習会の開催等を実施しております。

 来年度、市では３組織を通称、笛吹市農業塾として一体的に取り組んでいきたいと考えてお

り、今後ＪＡと協議を進めてまいります。

 今、農家の高齢化・担い手不足が社会問題になっております。農業塾で育成した意欲ある新

規就農者や定年退職者、農地を拡大したい認定農業者等に向けて、農業の継続が困難となる農

家の新たな経営移譲・継承の受け皿づくりとして移譲を希望する農家の農地や農業用機械、資

材等をデータ化し、マッチングにつなげていく方法・方策などを検討してまいりたいと考えて

おります。

 次に上下水道・汚水処理についてのご質問のうち、水道料金の改定に伴う市民への周知、理

解促進の取り組みについてですが、８月下旬に各地区の地域審議会・区長会合同説明会を開催

し、市民の代表の皆さまにより広くご意見をいただきました。今後、９月下旬に第２回目を開

催し、さらに１０月にはまちづくり座談会を開催し、最終的な上げ幅について市の方針をお示

ししたいと考えております。

次に高額滞納や分納誓約等の状況と収納率向上のために必要な対策についてですが、上下水

道合わせて現在５０万円以上の高額滞納者は１１件あり、それらを含めて分納誓約者は１０４件

となっております。分納が守られない方には、給水停止処分を行っております。

今後も収納率向上に向け督促状の発送、電話催促、個別訪問をさらに強化してまいります。

次に下水道アクションプランに基づく具体的な下水道整備の方針についてですが、アクショ

ンプランに基づく今後１０年間の下水道事業について、住宅密集地や地元要望の多い地域を重

点的に整備を進めてまいります。施工方法につきましてもコスト縮減手法を導入いたします。

整備計画区域外においても、合併処理浄化槽整備についての補助制度の活用を促進してまい

ります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 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。
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 まず平成２８年度決算および今後の財政運営ということになりますけれども、２８年度の事

業評価、これが今年については大変早く公表をしていただけたということで、これまでにはな

んとか、この決算審査には間に合うように公表していただけたらというふうな思いもあったわ

けですけども、政策評価との兼ね合いでということでお聞きしておりますけども、事業評価の

結果を早く公表していただいたことについては、職員の皆さま方にも大変感謝をしたいと思い

ます。

 そこで２８年度決算、概略を見れば厳しい中でも工夫をされながら実質単年度収支も黒字化

しているというふうなところも見られるわけですけれども、特に私たちも市民の皆さまにご説

明をする中で３００億円も３５０億円もあるんだから、いろんなことができるだろうというふ

うなことをおっしゃる方もいるわけですけども、実際のところは入ってくるものも出ていくも

のもかなりのボリュームで行き先が決まっていて、そう簡単に新規な事業を、大きなものをど

んどんやっていくというふうな状況ではないんですよというふうなご説明も申し上げるわけで

すけども、そういったところでポイントとして１つ、経常収支比率というふうな数字もあるか

と思いますが、このところずっと上昇してきていて、今般９０％台をかなり上回る９２．５と

いうふうな数字となっています。このへんのところについてですね、今後、経常収支比率がど

のぐらいまで上がっていくのか、あるいは歳入が交付税も減っていくので、絞られていくので、

やむを得ないところもあるかと思うんですけども、いずれここを下降させていくというふうな

ところに、方向性が少しずつ向いていくというふうな見通しが持てるのかというふうなところ

を少しお聞きしたいわけですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 財政課長。

〇財政課長（雨宮昭夫君）

 ただいまの経常収支比率のお話ですけども、実際、今、普通交付税が、段階的縮減が始まっ

ていて、ずいぶん下がっているということが１つの要因で、今までずっとお借りしていて、合

併特例債の償還の額が増えているというふうなことが大きな要因で、今回９２．５％まで上昇

しています。悪化といいますかね、上昇しています。今後、具体的な数字はですね、つかめま

せんけども、今、盛んに検討していただいております料金関係の改定がされれば、実質的な繰

り出しとか補助が減ってまいりますので、どういうふうな数字が動くか、今のところ試算はし

ておりませんけども、その数字を見ながらまた再計算していくということになろうかと思いま

す。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 そうですね、やはり行政サービス、行政ニーズに応えていくためにはそれなりの原資が必要

なんだと。私たち市民がやはり行政にこれをやってくれというときには、それに伴うコストの

負担というものも併せて考えていかなければいけないというところをこういったところでしっ

かりと市民の皆さまと情報共有をしていきたいなというふうに思います。

 そして新公会計制度に基づく財務処理、これ、来年公表されて以後、新しいこういった財務

処理に基づいて本市の資産の見える化というふうなこと、現実的に固定資産台帳整備されたも
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の、数値に基づいたもので見ていくということができるようになるということで、これはこれ

からの課題というところもあろうかと思いますけども、私たちも議会、また議員としてこういっ

たものをきちんと活用しながら予算決算の審査をしていきたいなというふうに思っております

ので、引き続いて大変な作業かと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。

 そして公共施設マネジメントの関係、それから市の主要課題にも関わるところでもあります

けれども、笛吹みんなの広場については今月もイベントがありますし、これからまた良い形で

活用がされていくということを望んでおります。楽しみにしたいと思います。

そして石和の給食センターの建設予定地の残地、ここについてもかなりの広さがございます

ので、運動ができるような場ということで、いくつかのご要望とかお声をいただいている中で

はグラウンドゴルフができるような場所がほしいということを敬老者の方ですとか、また愛好

家の方からも言われております。広さとしては２千平米から２，５００平米、最低あれば８コー

スなのでできるわけですけども、こういった形で今あるものを新たにリフォームして活用する

というところで、市民の皆さまの期待に応えていただけるような、グラウンドゴルフができる

ような、イメージのものをぜひご検討をお願いしたいと思うわけですけども、このへんについ

てはさらに検討を重ねていただけるということでよろしいんでしょうかね。いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

志村議員の再質問にお答えいたします。

 一応、当面は運動できる空間ということでございますので、グラウンドゴルフ、あるいはゲー

トボール、あるいは地区の運動会等に貸し出すような形を考え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）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

それから学校施設が老朽化、委員会でも視察にうかがって例えば御坂中学校ですとかですね、

うちのほうの小学校もそうですけども、かなり築年数からすると４０年近い前後のものもある

というふうなことで、これもすぐにというわけにはいかないんでしょうけれども、やはり子ど

もの数が本当に残念ながら減ってきていると。でも減ってきている中で対応していかなければ

ならないということになろうかと思います。平成３５年で２３０名減少するということになる

と、あと６年ということですから、この中で２３０名減少するとなると、現状が５，３１３人

という去年の数字は、小中学生の数字ですけども、ここから２３０名というと５千人ちょっと

ぐらいというイメージ、さらに実際には公立小中学校に通われている生徒さん、児童も減って

くるということになるんですけども、実際その２３０名減少する中で５千人を切るようなイメー

ジということでしょうかね、小中学校に通われる児童生徒数。いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

３５年に２３０名といいますのはあくまで小中学生の数でございまして、実質的には毎年６０名
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ほど市外へ流出しております。私立小中学校、あるいは進学校等で。それを加味しますと５８０名

ほど減ってまいりますので、そのへんも含めて今後、学校施設につきまして検討してまいりた

いというふうに考えております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 これは笛政クラブのほうでも試算をしまして、人口ビジョンというのを笛吹市でも総合戦略

と一緒につくっていますけども、これによると２０４０年にはですね、年少人口が５，２６９人

と。これは１４歳以下ですね、１５歳未満。この中で、本当に平均的な数字で計算するともう

２０４０年、今から２３年後の小学生は約２，１００人。中学生は１，１００人。３，１００人

から２００人程度というふうなボリュームになります。そうするとですね、私の子どもが通っ

ている富士見小学校でも今３３０、４０人いますけど２００人ぐらいになると。少ないところ

では御坂東小学校ですと４０人になる。それでも子どもがいなくなるわけではないので、やは

り人口が減る、イコールすぐ統廃合とかということではないと思います。逆に施設マネジメン

トという観点からすると小学校を中心に複合施設化をするなり、他の施設をそこへ集約してい

くなり、あるいはまわりに整備するなり、こういったことが必要かなと。市内のいろんな小学

校のあり方、また地域のあり方等があると思いますので、そういうことを踏まえた中で今後、

小学校のもちろん必要な建て替えをしていかなければならないというところもあるかと思いま

すけど、ご検討をしていただけたらというふうに考えております。

 そして総合計画ですけれども、これまた限られた期間の中でいろいろと市の基本構想部分の

将来像を検討していくというところでは、いろんな方のご意見をやはりいただきながら考えて

いただきたい。例えばですけども、市民まつりとか市制祭とかというふうな大勢の市民の方が

集まるようなときにですね、ちょっとコーナーをつくってアンケートをいただくとかご意見を

自由にいただくとか、そういったところからもご意見を拾っていただいて、もちろんワークショッ

プやいろんな関係団体の方々にご意見をお聞きするということも非常に大切なんですけども、

同じようにいろんな市民の方から自由な意見を出していただいて、本当に笛吹市の将来をみん

なで考えていくという、そういう進め方が必要なのかなというふうに思いますけども、このへ

んのところはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

志村直毅議員の再質問にお答えいたします。

市民の皆さまの意見を反映させていく方法といたしまして、市民アンケートですとか事業者

アンケートを行っておりますけれども、ただいま志村議員からご提案のあった件につきまして

も非常におもしろい取り組みだと思いますので、検討のほうをさせて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）

志村直毅君。
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〇１３番議員（志村直毅君）

 それから支所機能の見直しということと地域包括が２つ増えるというふうなことも、それか

ら施設マネジメントも含めてということになりますけども、市長の在任中は継続していくとい

う先ほども答弁がありました。支所というもののあり方がですね、どういったものなのか。こ

れはいえばサテライト的な窓口、市民の皆さんが身近なところで行政サービスにまず接続する

窓口というふうなイメージ、そこで仕事が完結するというふうなことはやっぱり合併前の役所

というふうなところだと思いますので、そこのところを市民の皆さんにもご理解を賜りながら、

この支所機能の見直しを弾力的に進めていただけたらと思っております。この点についてもい

かがでしょうか。

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。

支所機能につきましては市長の答弁にもございましたが、今後もですね、地域の皆さんのサ

ポートセンターというような位置づけの中でですね、地域の皆さんが気軽に相談できるような

ですね、そういった位置づけで継続してまいり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）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

いずれはですね、その支所という名称も含めて良い形で発展的に進めていただけたらという

ふうに思います。

それから農業の関係の取り組みについてですけども営農支援センター、援農支援センター、

再生協議会、この３つを一体的にぜひ活用していただきたいと思うんですけど、ここのところ

やはり使い勝手のいいもの、それから相談しやすい場になるというふうなところも含めて少し

具体なお話が検討されていればお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

お答えいたします。

 いずれ、その３組織につきましては１カ所に取りまとめてワンストップ窓口ということを今

までも行っておりました。ただし農協のですね、本所のところにございますのでやはりＪＡさ

んを使うのはちょっとという方とか、やはり市役所のほうが親しみやすいとかということがご

ざいますので、今後、場所についても、内容についても十分ＪＡさんと相談させていただきな

がら今年度中に方向性をしっかり決めていきたいと思っております。

〇議長（海野利比古君）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 よろしくお願いします。いよいよぶどうＥＸＰＯも開催をしておりまして、先ほど市長から

ありましたように、また「ヌーボーｄｅ乾杯」とかいろんな秋の文化財や史跡を巡るというふ
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うな形で観光や農業の振興、これが図られていくと思います。

こういった中でですね、市長は県議時代でも小さくてもきらっと光るまちづくりというふう

なことも掲げられておりまして、今後、笛吹市の財政運営、市政運営という観点からこれから

の思い、意気込みを最後に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）

 どうもいろいろ逆に今回の志村議員にはよくぞ聞いていただきましたという案件が結構あり

ましてですね、先ほど話がありましたように農業の部分に関しても新しく農業塾ということで

少し今まで点だったものを少しまとめ上げて、やっぱりしっかり職員を置いてですね、しっか

りマッチングさせようじゃないかというふうなのが今回の狙いでございます。

いずれにしても農業の担い手というのをつくっていかなければいけませんので、やはり６０歳

から超える、今これからどういうふうに考えるか、今ちょっと悩み中なんですけど、笛吹市は

７５歳まで働けるぞというようなキャッチフレーズの中でですね、生産者をなんとかつくって

いけるようなことを少し考えていきたいなと。

 観光の部分においてもですね、笛吹物語がいよいよ始まりましたので、少し時間がかかりま

すけれど、長期的にちょっとですね、時間がかかりますけれど、とにかくなんとかもう一度、

再生をさせたいなというふうに思っております。

冒頭には志村議員のほうからですね、やっぱり市民の人たちも一緒になって負担を分かち合

いながらですね、財政をよくしていくんだというふうなお話もありました。まったくそのとお

りだと思います。とにかくみんなでつくっていこうと。それでみんなの力を借りていこうとい

うのが私の市政の原点でございますから、これからも説明責任をしっかり果たしながら、多く

の皆さんの意見を聞きながら、そして観光、そして農業と素晴らしい基幹産業がありますから

なんとかこれを生かしながら素晴らしい市をつくっていきたいと思います。ご協力をよろしく

お願いします。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

 よろしいですか。

〇１３番議員（志村直毅君）

 では終わります。

〇議長（海野利比古君）

以上で笛政クラブの代表質問が終了しました。

それでは暫時休憩といたします。

再開を３時１０分に再開をします。休憩です。

休憩  午後 ２時５７分

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

再開  午後 ３時１０分

〇議長（海野利比古君）

再開します。

次に日本共産党の代表質問を行います。

河野智子君。
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〇３番議員（河野智子君）

議長の許可をいただきましたので、日本共産党を代表いたしまして質問いたします。

まず１問目に核兵器禁止条約について伺います。

終戦より７２年目の夏を迎えました。７月７日の国連会議では、核兵器禁止条約が国連加盟

国の３分の２以上の１２２カ国の賛成により採択されました。これも長年、核兵器をなくそう

と訴えてきた被爆者の方や市民の運動の賜物であり、歴史的で偉大な成果です。

 被爆者国際署名を進める笛吹市民の会では、昨年より核兵器廃絶のため、すべての国が核兵

器禁止条約を結ぶことを求める被爆者国際署名に取り組んできました。山下市長をはじめ海野

議長、坂本教育長には積極的に署名にご協力いただき、平和を願う多くの市民から大いに評価

され励ましています。また大勢の市役所職員の皆さまにもご協力していただきました。

 この核兵器禁止条約は核兵器の非人道性、核兵器使用の違法性を国連憲章、国際法、国際人

道法から明確にし核兵器禁止の規範を示し核兵器の開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯

蔵、使用とその威嚇に至るまであらゆる活動を禁止しています。そして被爆者や核実験被害者

への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものになっており、批

准が５０カ国に達した段階から９０日後に発効します。

 ７２年前、広島・長崎に落とされた原子爆弾により何万人もの尊い命が奪われ今も後遺症に

苦しんでいる方がいます。世界には約１万５千発の核兵器があると言われていますが、その中

の一発でも使われたなら広島や長崎の何倍もの被害を生み、その影響は計り知れません。

 唯一の被爆国である日本の国民なら核兵器廃絶を望むのは当然のことです。世界の多くの人

もそれを望んでいます。しかし、この条約が採択された国連会議にアメリカ、イギリス、フラ

ンスなどの核保有国とその同盟国は参加せず、唯一の被爆国である日本の政府も欠席しました。

そして、核兵器についてはステップ・バイ・ステップで進むべきと不参加の態度を表明してい

ます。

 北朝鮮とアメリカの関係は世界に緊張感を与えていますが、日本にとっても脅威となってい

ます。両国は紛争ではなく話し合いによる平和的解決をするよう求めるべきです。そこでお聞

きします。

１つ目として非核平和都市宣言をしている笛吹市の市長として、この条約をどう評価するか。

 ２つ目として国連会議に参加せず条約の批准も拒否している日本の政府の対応をどう考える

か伺います。

２問目について、平和教育について伺います。

毎年夏になるとテレビや新聞で戦争に関する番組や記事が報道されます。戦争について語り

継ぐ必要があり、この記憶は決して忘れてはならないものです。笛吹市でも春日居郷土館にお

いて「わが町の八月十五日展」が行われ、今年は２０回目の節目の年となりました。合併前の

春日居町時代から続けられており、今後も続けていただきたいと思います。戦死した方の遺品

や戦時下の日用品など貴重な品が展示されています。あぐり情報ステーションには「戦争と平

和を考えるメッセージ」の展示があり、このような活動が子どもたちの戦争を考えるきっかけ

となればと思います。

 一方で戦争体験者が高齢になり、戦争体験を直接聞くことが難しくなっています。中巨摩の

教職員でつくる中巨摩教育協議会が地元の小中学生に「戦争の恐ろしさについて誰から聞いた

か」というアンケートを実施したところ、先生と回答した児童生徒の割合が３０．７％と一番
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高く祖父母を大きく上回りました。戦争体験者の話を誰かが次の世代に伝えていかなくてなら

ないと思います。

 今年の夏、私は初めて長崎で行われた原水爆禁止世界大会に参加しました。参加者の中には

小中学生や高校生もおり、被爆遺構碑巡りをしたり、被爆者の方の話を直接聞く機会もありま

した。山梨ではなかなかできない体験をしてきました。山梨から参加した２０代の女性から広

島・長崎に原爆が落とされたことを知らなかったと聞いたときには驚きました。

 ８月６日、９日には広島・長崎で平和祈念式典が行われています。また、両市には原爆ドー

ムや原爆資料館、平和公園、その他の遺跡があり被爆の恐ろしさを現代へ伝えています。

 これらの遺跡を直接見ることや被爆者の声を聞くことは、今後の平和について考える上でも

欠かせないことと考えます。長野県高森町では広島・長崎に代表団を送っているそうです。

そこでお聞きします。

１つ目として小中学生に対する平和教育の現状はどうか。

２つ目として今後、平和教育をどのように進めたらよいと考えるか。

３つ目として非核平和都市宣言をしている笛吹市としても代表団を送ることを検討してはど

うか伺います。

３問目としまして、介護保険の新総合事業について伺います。

 今年の３月から介護予防・日常生活支援事業がスタートしました。これは今までの訪問通所

型サービスとは別に担い手がボランティア等でも可能な安価なサービスとして導入されました。

これによってサービスの幅が広がったといいますが、中には要介護認定率の引き下げや給付費

の削減を目標に掲げている一部の自治体において、行政主導での介護サービスの一方的打ち切

りによる病態悪化など、利用者に深刻な実害がすでに生じていることが報道されています。

三重県桑名市では地域ケア会議の１つとして地域生活応援会議が設置され、これまでの介護

をできないことを代わりにするケアと決めつけた上で、できないことをできるようにするケア

を目指すべきケアマネジメントとして強く押し出し、高齢者が介護保険を卒業して地域活動に

デビューすることを目標にしているそうです。

 要支援１・２および基本チェックリスト該当者が、サービスを新規利用する場合には応援会

議に諮られますが、そこには本人、家族、医師は参加していません。私も介護の仕事をしてい

ますので分かるのですが、ケアプランは本人がどうしたいのかが大事であり、高齢者にとって

は日々できなくなることや体調が悪くなることがあるため悪くしない、つまり昨日と変わらず

生活できることも評価してよいと思いますし、介護サービスの卒業によって体調が悪化するこ

とや認知症が進んでしまうというようなことはあってはならないと思います。

 山梨日日新聞、８月１９日付けに自治体アンケートの結果が載っていましたが、この総合事

業について、全国の市区町村の４５％が苦慮しているということです。苦労している理由とし

て新たな担い手の確保が難しい、事業所数が少なくサービスの選択肢が限られる等が挙げられ

ていました。また、サービスを提供していた事業所が採算性の低さを理由に軽度介護から撤退

するなど混乱も起きているということでした。そこで伺います。

１つ目として介護の目標を自立のみに特化するのはいかがなものか。

 ２つ目として先の自治体アンケートで笛吹市は無回答とあったが、総合事業の運営はどうな

のか。

３つ目として総合事業を行っている笛吹市内の事業所はいくつあり、撤退した事業所や経営
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が苦しい事業所はないか。

 以上、伺います。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

日本共産党、河野智子議員の代表質問にお答えをいたします。

はじめに核兵器禁止条約についてのご質問のうち、この条約をどう評価するかについてです

が、ご承知のように本市においては平成１７年に核兵器廃絶平和都市宣言を議決し市民、議会、

行政が一体となった取り組みを推進しているところであり、７月の国連会議において核兵器禁

止条約が採択されたことは、世界平和に向けて第一歩前進したと考えております。

 次に日本政府の対応をどう考えるかについてですが、緊迫する北朝鮮情勢など日本が置かれ

た現状を考えますと、日本政府の対応も難しい面があるものと感じております。

 次に平和教育についてのご質問のうち小中学生に対する平和教育の現状についてですが、市

内の全小中学校におきましては平和・人権教育の年間指導計画を作成し、各教科や道徳・特別

活動などの時間を通して平和の尊さと命の尊厳について学習を行っております。

 また、笛吹市教育協議会では１９８４年から毎年市内教職員の平和教育の実践を平和教育実

践集にまとめ、現在に至るまで継続した実践を積み重ねております。

 次に今後、平和教育をどのように進めていくかについてですが、平和の尊さと命の尊厳につ

いて次代を担う子どもたちに伝えていくことは非常に大切なことであり、今後も継続して取り

組んでいきたいと考えております。

 次に広島・長崎の平和記念式典への代表団派遣についてですが、被爆の恐ろしさを後世に伝

えていくことは大切なことであり意義深いものと考えられますので、その取り組みの一つひと

つの方法として県や他の自治体の動向などを参考にしながら検討してまいりたいと思います。

 次に介護保険の新総合事業についてのご質問のうち、介護の目標を自立のみに特化するのは

いかがなものかについてですが、介護保険法では要介護状態となった者が尊厳を保持し、その

有する能力に応じた自立した日常生活を営むことを目的としています。

 本市においては、介護保険を卒業して地域活動にデビューすることを目指し介護予防に資す

るマネジメントを行うケースもあります。また在宅で生き生きと暮らし続けることを目的とし

て在宅生活支援に資するマネジメントを行うケースもあり、自立や維持など利用者の選択に基

づいたマネジメントを行っております。

 次に自治体アンケートで笛吹市は無回答とあったが、総合事業の運営はどうなのかについて

ですが、山日新聞に掲載された共同通信社が行った少子高齢化対策アンケートのうち総合事業

の運営に関する項目については、平成２９年１月の時点で総合事業を実施している市町村に対

して進捗状況等を質問したもので、笛吹市は３月から実施しているため無回答としました。現

時点では順調に進んでいると考えております。

 次に総合事業を行っている笛吹市内の事業所はいくつあり、撤退した事業所や経営が苦しい

事業所はないかについてですが、市が総合事業の指定を行っている市内の事業所は通所型サー

ビス事業所が２４カ所、訪問型サービス事業所が１０カ所であります。そのうち平成２９年６月

にサービスを行ったことがあるのは通所型１３カ所、訪問型５カ所であります。現時点で総合
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事業の指定から撤退した事業所はございません。

 以上でございます。

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）

ありがとうございました。核兵器禁止条約の評価についてですが、一歩前進したということ

でした。この条約は人類史上初めて核兵器を違法化したものであり、広島・長崎の被爆者が核

兵器の非人道性を不屈に訴えてきた結果、悲願が実ったものです。条約の前文には核兵器が二

度と使用されないことを保証する唯一の方法が核兵器完全廃棄であり、核兵器の法的拘束力を

持つ禁止は核兵器のない世界の実現と維持への重要な貢献となることを認識し、その目的のた

めに行動することを決意するとあります。

 これまで核兵器交渉というと核保有大国主導であり、その内容は核兵器の管理についてといっ

たものでしたが、今回の国連会議では核兵器禁止が正面からの主題となり、圧倒的多数の諸政

府と市民の代表が参加しており、国際政治の主役が交代したと言えるのではないでしょうか。

条約採択を受けて米英仏の３カ国は、北朝鮮の核開発による重大な脅威に対する解決策を示さ

ず核抑止力を必要とする他の安全保障上の課題にも対処していないと批判し、条約に加盟しな

いとの共同声明を出しました。またアメリカの核の傘に頼り、核保有国と非保有国が協力する

形での核廃絶を目指してきたとする日本も署名しないと延べています。

しかし、北朝鮮が核開発をしているときだからこそ、禁止条約に参加することが重要なので

はないでしょうか。国際社会が核兵器を違法化することが北朝鮮を孤立させ、核開発を放棄さ

せる大きな力となると思います。日本にしても核兵器禁止条約に参加することによって、強い

立場で北朝鮮に非核を迫れることになると考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 小澤総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

 当然、核兵器というものにつきましては、この核兵器禁止条約の中でも非人道的なものであ

るというふうなところは明言され、２４４カ国のうちの２２２ですか、という人が参加してお

ります。当然、日本国民全員、そして笛吹市の中で戦争をしたい、そんな人は誰もいないと思

います。また核というふうなものについて使用してもいいという人は誰もいないと思います。

そういうふうな観点から笛吹市も平成１７年６月２４日の日にこの平和都市宣言を行ったもの

でございます。引き続き笛吹市といたしましてもそういうふうな思いの中で市民の皆さん、共

有して核兵器の廃絶について、しっかりした考えを持って行動していくことが大切であると、

そのように考えております。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

 ありがとうございます。次に平和教育についてですが笛吹市でも長年、平和教育が行われて

きたことがよく分かりました。平和教育とは平和を実現し守るための教育であり、国際理解を



８３ 

深め戦争を防ぎ平和を維持するための教育活動です。過去の戦争について知り、二度と繰り返

してはならないことを学ぶことも必要ですが今、世界で起きている内戦や紛争について知り抑

圧のための武力や暴力の行使は絶対許されないことについて理解することも必要です。それぞ

れの国により歴史・文化・宗教が異なること、一人ひとりの考え方が違っていても個性として

尊重されることを学ぶことも必要であり、いじめや暴力を克服し平和的なコミュニケーション

や民主主義によって問題を解決する能力を獲得させる平和教育も重要だと考えます。

 戦争体験者から直接聞く機会は減っていますが、戦争の記憶を残そうと戦争体験者の声を集

めた本や戦争に関する映画等も出されています。今は祖父母も戦争体験のない人が多くなりま

した。戦争について知る機会をつくるために、図書館での企画展や映画の上映会等を行っては

いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 坂本教育長。

〇教育長（坂本誠二郎君）

河野議員の再質問にお答えをいたします。

 先ほども市長の答弁にもありましたように、笛吹市におきましては３３年間にわたりまして

平和教育の実践、平和教育と言いましても平和、それから環境、人権といったことで各教科、

道徳を含みまして長い間、取り組んでまいりました。また今年の８月１５日展におきましては

春日居小中学校の児童生徒も参加をいたしまして合唱、それから朗読等もしてもらったところ

でありますし、また各校では春日居郷土館で行われました十五日展、スクールバス等を利用し

て学習をしに行ってきましたし、また甲府空襲展等へも何校かの学校が行って勉強をしてきた

ところでございます。今ご指摘のありましたように映画等につきましても今後、検討をしてま

いりたいというふうに思っております。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

 ありがとうございます。広島・長崎に代表団を送ってはということについては検討するとい

うご回答でしたが、両親には実際に被爆したときの状態のまま、残された品々や遺跡が多くあ

り核爆発の威力を今も伝えています。被爆者の声を伝える活動も続けられています。実物を見

ることは映像で見るものとは違った衝撃を受けることでしょう。まず知るということが大切で

すので訪問する機会をつくっていただけたらと思います。

最後に総合事業についてです。

 自立というのは自分のことは自分でできるということでしょうか。高齢者に介護が必要にな

るのは身体機能や認知機能の低下のためです。介護によって機能が向上することは理想的です

が要支援の方が自分でできることはご自分でやっていただき、できないことは人が手伝うこと

で自宅での生活が続けられ、自分らしい生活ができる、これも自立と言えるのではないでしょ

うか。笛吹市内の総合事業を行っている事業所ではサービスの単価が下がったが職員は変わら

ないため経営が苦しいとの声があります。京都市の調査では総合事業の開始により生活援助型

の訪問介護を登録する事業所でヘルパーの賃金を下げたところが出てきており要支援１、２の

認定率を減らして先進事例として厚労省のホームページに載っている大阪の大東市の事業者ア

ンケートでは６９％の事業所で経営が悪くなったと回答がありました。
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介護事業所の経営困難は介護難民を生み、質の低下をもたらし利用者に大きく影響すると思

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。

自立についての考え方ですが、先日の介護保険の事業計画の策定委員会の中で自立について

のご質問等もありました。自立という言葉一つとってみても、もちろん専門分野でいえばＡＤ

Ｌという日常生活の自立、それからＱＯＬというふうな生活の質の自立、あるいは経済的な自

立、さまざまな場面で使われる言葉でもあります。

 介護保険の中での自立につきましては、その方の尊厳というものを保持するということが先

に謳われておりますし、われわれも今、議員のおっしゃったその方が自分らしいといいますか、

その方個人としてのその方らしい生き方をするということをどのように確立していくのかとい

うことをお手伝いするのが１つの介護保険のあり方であろうというふうに考えております。先

ほど市長のほうでも答弁をいたしましたように、さまざまなマネジメントの形態はございます

が本市ではそんな考え方に基づいております。

また経営の点につきましてですが、本市では介護保険の事業者連絡会を事業者の方々と共に

つくっておりまして、この中でこういった実例や実情等の意見交換、情報交換を交わしながら

必要に応じて市と意見交換をするという場がございますので、今後そういった場を使って情報

をつかみながら検討してまいりたいというふうに考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 河野智子君。

〇３番議員（河野智子君）

 ありがとうございました。支援が必要な方が自分で決めることができ、しかも介護事業所の

経営が続けられる総合事業となるように現場の調査をしていただきたいと思います。

 以上で質問を終わります。

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。

次の本会議は明日９月８日、午前１０時から再開いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時３７分 
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平成２９年笛吹市議会第３回定例会

１．議 事 日 程（第３号）

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ８ 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

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 雨 宮 寿 男

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 小 澤 紀 元

経営政策部長 深 澤 和 仁 会 計 管 理 者 須 田 富 士 男

市民環境部長 杉 原 清 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 飯 島 尚 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 雨 宮 茂 貴 公営企業部長 遠 藤 正 文

教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹

経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫

消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 相 川 幸 夫

代表監査委員 横 山 祥 子 農業委員会会長 赤 岡 勝 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名）

議会事務局長   菱 山 一

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   横 山 慶
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再開  午前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。

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。

本日の会議においても昨日と同様に、議場内での上着の着用は個人の判断に委ねます。

ついては質問者および答弁者は、上着を脱いで構いません。

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６名から１０問の通告がありました。

質問は通告順に行います。

質問時間については、申し合わせ事項を順守され簡単明瞭に願います。

なお、当局の答弁も簡明率直にされまして議事進行にご協力をお願いいたします。

質問事項については１人１５分以内とします。

関連質問については申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて終

了したのちとなりますのでご了承を願います。

それでは順次、質問を許可します。

 １４番、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。

議長の許可をいただきましたので、２点質問させていただきます。

はじめに農産物のＧＡＰ認証についてお伺いいたします。

攻めの農政を展開していくには、日本の優れた農産物をいかにアピールしていくかが重要と

なります。東京五輪、パラリンピックは絶好の機会となります。そのためには、食品の安全性

などを示す国際水準の農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認証取得が不可欠となります。

 ＧＡＰは食品安全、また環境保全、労働安全の３つの観点から厳格な管理基準を定め、生産

者はその基準に従って生産工程を管理または改善するということを行い、そういう取り組みで

あります。具体的には生産者は農薬の取り扱いや異物の混入、廃棄物の適切な処理、そして作

業環境の改善が求められます。

認証を得るには海外１００カ国以上で実施しております国際水準のグローバルキャップや、
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また日本版のジャパンキャップの審査をパスしなければなりません。五輪組織委員会では今年

３月に選手村などに提供される食材の調達基準を正式に決定いたしました。その基準を満たす

ためにグローバルキャップや農林水産省のガイドラインに沿ったＧＡＰの取得を生産者がする

ように促しております。

今後、海外に農産物を、うちらのを売り込んでいく、そういうことを考えた上でもＧＡＰの

取得というのがカギになってきます。ただ、取得に年間１０万円から５０数万円程度の審査料

がかかったり、また営農管理や申請の手続きの煩雑なことなどが広がらない要因の１つとなっ

ています。農水省では、認証取得への補助を行うなど支援の充実を図っております。

そこで本市としまして、研修会などあらゆる機会を通じて生産者の方にこのＧＡＰの周知徹

底をしていくことが必要ではないかと考えますが、今後の本市の取り組みをお伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

渡辺清美議員の一般質問にお答えします。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会では本年３月、議員のご指摘のとお

り大会期間中に選手村などで提供する農産物の調達基準として国内産を優先的に選択し、農業

生産工程管理の認証、いわゆるＧＡＰ認証の取得を条件とするとしたところでございます。

ただし、この調達基準では国際基準であるグローバルＧＡＰ、または日本版のＪ－ＧＡＰな

どの認証を受けて生産された農産物のほか、農林水産省作成のＧＡＰの共通基盤に関するガイ

ドラインに準拠した都道府県等、公的機関による第三者の確認を受けているものも該当するこ

ととしています。このため山梨県ではやまなしＧＡＰ認証制度を制定し、去る７月１日からス

タートしたところであります。

ＧＡＰにつきましては、農業生産者自らが農作業工程等の点検・検証等を行うための方法で

あるものの、市といたしましてもこれら国・県の動向を的確に捉えると共に生産者への情報提

供に努め、各関係機関と緊密な連携を図る中でやまなしＧＡＰの導入・普及に努めてまいりま

す。

なお、秋以降ＪＡおよび市の援農支援センターにより生産者に向けた説明会等を開催する予

定であります。

夏開催のオリンピック・パラリンピック大会は、旬を迎える本市の桃・ぶどうを中心とする

農産物を世界に発信するチャンスであります。

先に認定された日本農業遺産等の地域で生産された農産物は、優先して使用されるとのこと

でもありますので、このやまなしＧＡＰの取得につきましては万全を期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。

 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。農薬のことについてちょっと教えていただきたいんですけども、
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これは国全体としてもそうかもしれないんだけども、世界でも結構、先進国なんかではかなり

厳しくしているものもまだ日本では使っているような状況がありますけども、笛吹市はほかの

市と比べてどのような割合というか、そういうことを打ち出していらっしゃるのか教えていた

だきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 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ＧＡＰのことに関しては、農産物の使用の削減等はございません。農薬の使用基準を守っ

て行うということ、当たり前のことがここの生産工程管理の認証に示されております。ただし

ですね、笛吹市、ＪＡふえふきともに減農薬、農薬を完全になくすことはできませんが使用基

準よりも減らして消毒するというようなことを推奨しております。

エコファーマーという制度がございますが、笛吹市においては山梨県で一番このエコファー

マーを取得しております。これは約３割から５割、通常の使用の基準よりも減らすことを目標

としておりますので、いずれにしろ農薬については減農薬を市としても目指していきたいと考

えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 ありがとうございます。またそういった良い面をどんどんとアピールしていっていただきた

いと思います。また風評被害などを払拭するために、そういった県では本当に生産物の半分以

上ぐらいはＧＡＰを取得しようというそういう勢いでおりますけども、笛吹市としてはどのへ

んまでを基準として考えているのか、そういったもの、目標とかそういうものがありましたら

教えていただきたいと思いますけど、これからだと思いますけど、気持ちの上でよろしくお願

いします。

〇議長（海野利比古君）

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

お答えします。

 気持ちとすればすべての農家にというところがございますが、やはり農産物を特に桃・ぶど

う等を出荷している農家に関しては基本的には共撰所単位、それぞれの共撰所単位でＪＡと一

緒に農家の皆さん、出荷者の皆さんにやまなしＧＡＰを取得していただきたいと考えておりま

すし、共撰所出荷者以外の個人で出している方につきましても、積極的に取得方法についての

研修会等を行い多くの皆さまに取得していただきたいと考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

さまざまな指導とかいろいろなこともあるかと思いますけども、そういった研修とかいろい
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ろな機会でもってこんなことを考えていきたいとか、ことあるごとにそういう周知徹底という

か、まだまだ分からないっていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、そういった計

画というか、そういう思いは今後、県の流れを見て行っていくということでしょうか。

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）

このＧＡＰの認証につきましては、当たり前のことを当たり前にするというのが基本ですの

で、ただそれを記帳をしたり、いろいろなものを備えなければならないというところが農家に

とって面倒くさいかなというようなところがございますが、ここはやはり農家のための認証で

すので農家の皆さんに頑張っていただきたいと思います。

 いずれＪＡさんと協力してこの秋から研修会、講習会、それから宣伝等を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）

 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。自然を相手の職務ですから本当に厳しいところもあると思います。

そういったいろんな被害が起きたときに補助とかいろいろ考えることがあると思うんですけど

も、そういったことのときのための何か施策というか、そういったものも考えていったほうが

よいのではないかと考えますけども、そういったことも加えていただいて笛吹市独自のことも

また考えていきたいと思いますけども、いかがでしょうか。

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）

まだ具体的にですね、どのような補助等ということは考えておりませんし、また農家の共済

のほうから聞いてはおりませんが、この取得に関しては答弁でも万全を期したいというように

申しておりますので、ございましたら検討を行っていきたいと思います。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

なんといっても審査料がかなりしますので、お金の面を心配される方もいらっしゃると思い

ますから、そのへんも安心してやっていけるんだよということでもって背中を押していただけ

るようなご指導をよろしくお願いしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

お答えします。

 このやまなしＧＡＰにつきましては認定料、審査料等はかかりません。無料で取得できます。

ですのでそちらのお金の心配はありませんが、それ以外にも何か農家のほうで問題等があれば
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それに対して真剣に検討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）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 これからは日本国内でなくて、本当に世界に向けて自分の生産物をやっていこうという意思

のある方もいらっしゃると思いますから、どうかそういうグローバルギャップも取れるような、

またご指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

では２点目にいかせていただきます。新自殺対策大綱についてお伺いいたします。

 かけがえのない命が多数、日々、自殺に追い込まれている現状をなんとしても変えていかな

ければならないと思います。

７月２５日に政府は国の自殺対策の指針となる新たな自殺総合対策大綱を決定しました。５年

ごとに見直しを行いまして今回で２回目となります。この新大綱は人口１０万人当たりの自殺

者数である自殺死亡率を今後１０年間で３０％以上減らしていこうという数値目標を掲げてい

ます。特に深刻なのは若い世代です。１７年度版の自殺対策白書では１５歳から３９歳までの

死亡の第１位を自殺が占めております。そこで新大綱では若者に焦点を当てた対策を新たに打

ち出しました。

 １０代に多い、いじめを原因とする自殺を防止するために学校でのＳＯＳの出し方教育など

を行い相談のしやすい環境をつくり、女性については産後うつによっての自殺が多いことから

育児の悩みを抱える母親たちの相談や、また支援体制の強化を盛り込んでおります。同時に長

時間労働の是正に対応するためのそういった促進を考えてみたり、またこの新大綱は自殺に至

らないための介入の必要性も指摘しています。今後、地域で自殺対策計画の策定が行われてい

くことになっておりますが、本市の取り組みについてお伺いいたします。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、風間保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

渡辺清美議員の一般質問にお答えをいたします。

 本市の自殺対策の取り組み状況につきましては、こころの健康相談を平成１８年度から心療

内科の医師、精神保健福祉相談員、保健師により実施しており、昨年度は１０回開催をいたし

ました。１４名の方からご相談を受けております。

妊産婦を対象とした取り組みといたしましては、各種健康教育にうつ病予防についての内容

を加えると共にすべての産婦を対象に保健師、助産師が訪問し、うつ病のチェックを実施し支

援が必要な方には、担当保健師による継続した支援を行うと共に県の産前産後ケアセンターの

利用も促しております。また全中学校においていのちの授業を実施し、いのちの大切さを伝え

ております。また、早期対応の中心的役割を果すゲートキーパーの養成や自殺予防の講演会等

を行っております。

 教育委員会では長期休業明けに急増する児童生徒の自殺予防のため、新学期開始前に行われ

た学校経営者会議の席上で、市内全小中学校長に児童生徒の自殺予防に向けた取り組みを積極

的に実施するよう再度徹底したところです。
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また、平成２６年７月に策定された笛吹市いじめ防止基本方針により自殺の原因となり得る

いじめを早期に発見するために、定期的なアンケート調査の実施や児童生徒がいじめの相談を

気軽に行えるよう相談体制を整えるなど、日ごろから児童生徒の信頼関係づくりに努めており

ます。

平成２８年４月の自殺対策基本法改正により、市町村においても自殺対策推進計画を定める

ことが義務化されました。

本市の取り組みとしては、この秋に国から提供される自殺統計・人口動態統計・国勢調査な

どの統計資料による自殺実態分析と地域の特性を踏まえた政策のパッケージ、計画策定ガイド

ライン、これらをもとに市の実情に合った政策を計画に盛り込んでいきたいと考えております。

また、対策を進める上で職場や学校など市内だけでは完結しない対応もあることから実効性

のある取り組みを進めるため、広域的な対策が求められるというふうに考えまして県と連携し

て一体的な施策を推進することが必要であ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）

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。地域地域によってその自殺の内容というか、違ってくるというこ

ともあると思いますけど、本市としましてはどのような統計を取ってられて、ことが多いのか、

また私たちもいろんな面で応援していかなければならないし、また自殺になりそうなことを心

配したご両親から相談を持ち掛けられていることもありますので、一応どのようなことが多い

か、そのへんを先、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。

 本市では健康づくり課で統計というか、取っておりますけども、手元にある資料ですと平成

２１年度から２８年度までの数値のほうが報告を受けております。昨年度は１７名の方がお亡

くなりになっておりまして男性１２名、女性５名でございました。この２１年から２８年まで

の総数で言いますと１４３名の方、男性が９４名、女性が４９名というような状況でございま

す。年平均で約１７．９人ほどの方がお亡くなりになっております。また男女比では先ほど言

いましたように９４人男性、女性が４９人ということで男性のほうが女性より１．９倍ほど多

いという状況、また年代別に見ますと０歳から１９歳までが４人、２０代が８人、３０代が１６人、

４０代が２７人、５０代が３２人、６０代が２７人、７０代が１６人、８０代以上が１３人と

いうふうになっておりまして、人口１０万人単位の自殺死亡率というものに直しますと２５．

６人という形になってまいります。年代別で見ていただきましたように５０代、６０代、４０代

等が特に多い状況でございます。男性のほうは５０代が最も多く、女性は６０代が多いという

ような状況でございます。

以上でございます。
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〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

ありがとうございます。その内容というか、そういうのはやはり年代を見てみますと生活困

窮とか、そういう方々もその原因としては挙がっているのでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

お答えをいたします。

先ほど言いましたように市町村の、笛吹市の単位では１０数名ということですが、この要因

をですね、確認するというのは非常に難しい部分がございます。当事者や遺族の方になかなか

ストレートにお聞きをするとか、アンケートを取るということは難しい部分もございますので

市としてはそういったものの統計、把握は行っておりません。

 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）

亡くなられた方たちの中で、いろんな相談とかそういったところへ来ていた方たちもいらっ

しゃる、割合はどのくらいでしょう。ほとんど来ていないでしょうか。

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）

亡くなった方のあとの事後調査といいますか、いうものもうちのほうでは実施しておりませ

んので、従前に、例えば先ほどご紹介をしましたこころの健康相談であるとか、あるいはさま

ざまな相談機関のほうにどの程度関わっていたかというふうなところは、まだ把握ができてお

りません。

 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す。今後はそういったところにどのくらいの方たちが来て、どのくらい

の方たちの命を救うことができたか、そういったまたいい報告もいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

そして地域に住んでいる私たちがちょっとしたいろいろな詐欺みたいなのがあるらしいんで

すけど、そういったことを私たちが見逃してはいけないというか、こういう点があったら相談

を受けた場合に直接そういう方たちにつなげたほうがいいよとか、そういうアドバイスがもし

ありましたら教えていただきたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

保健福祉部長。
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〇保健福祉部長（風間斉君）

 先ほど答弁の中でもご紹介をいたしましたが、本市ではゲートキーパーの養成講座等を行っ

ています。そして特にそういうところに気が付きやすい方々をピンポイントで研修等を行った

りしておりまして、例えば市役所の職員であるとか、あるいは民生児童委員さんであるとかと

いう方を対象に研修を行っております。

 ちなみに、昨年度は市役所職員を対象にした臨床心理士による養成講座を開催いたしました。

今年度は民生委員さん方を対象にしたゲートキーパーの研修を行うという予定でおります。

それからその気づきの点につきましては、自殺というのは非常にデリケートといいますか、

ナイーブな状況でございますので、あまり死という言葉が、言葉としてやりとりすることがい

いのかどうかというのは社会全体でも議論のあるところでございますので、こういったものが

というよりもむしろ何か困っているという、あるいはちょっと不安に感じているようなところ

を話を聞いていただいて、その中でもし心配な点があれば市役所等につなげていただくという

のが一番よいかと思っております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 ありがとうございました。家庭においては気を付けなければならないことは、ご飯を食べな

くなったとか、子どもさんが、そういうことを気を付けたりしたり、また指導してくださる方

は反発はしなくて、とにかくあなたのことを心配しているんですよということをちゃんと分か

らせてあげるというか、そうやってやさしく接することがいいと、そういうことが取り組んで

いる市もありますので、またそういった点で私たちもこの人はという方たちはまた市につなげ

ていきたいと思いますので、そのときはよろしくお願いいたします。

学校関係ですけども、アンケート調査とかしたと思うんですけど、どのような結果だったの

か、ちょっとそのへんも教えてください。

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。

学校での取り組みということでございますけども、自殺の原因となるいじめについて、先ほ

ど答弁の中で申しました笛吹市いじめ防止基本方針に基づきまして、定期的にいじめの把握と

いうことでアンケート調査を実施しております。些細なものから捉えるというふうなことを取

り組んでおりまして、早期に対応するというふうなことを学校側で行っております。またアン

ケート調査に基づきまして相談体制の充実、それからやはり相談しやすい環境というのは児童

と先生との信頼関係というふうなことが一番重要だと思っておりますので、日ごろから児童生

徒と学校、教師との信頼関係づくりに努めているところでございます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

渡辺清美君。



９６ 

〇１４番議員（渡辺清美君）

アンケートでもちょっと書けないような、そういう気持ちも起きるような生徒さんもいらっ

しゃるかもしれませんけども、大体、これはまずいなというのは大体どのぐらいの数があがっ

たでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

数ですけれども、いじめとする認知件数、本人がいじめられたというふうに感じた場合の件

数ですけれども約３６０件ございます。すでに解消しているというふうに学校側で判断してい

るものが３３９件、解消に向け取り組み中のものが２１件という、これは最新の数でございま

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）

先ほど学校の先生たちもすぐに対処してくださるという内容をおっしゃいましたけども、ど

のような対処の仕方というか、例えばちょっとそのへんが分からないのでお願いします。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

当然、児童との話し合いというふうなものがございますけども事案によっては専門委員会、

方針に基づきまして専門委員会を開催して、専門的な立場からご助言をいただきながら進めて

いくというふうなことも行っております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

 感じ方によって傷つきやすいのは性格とかいろいろあると思いますけども、やはり本当に子

どもが小さいころは本当にガラスのような感じの心ですので、特に自分の悩みはいろいろ拡大

鏡にかけてみるといわれていますので、大人の目ではなくて、まったく自分の子どものころを

振り返りながら、そういった指導をしていただいていると思いますけども、もし親御さんが学

校のほうに言っても、先生に言ってもちょっとという場合などは、例えば今まで法律によりま

して、いじめてきた人たちのひどい場合は登校を止めるというか、そういうことも法には則っ

ていますけども、そういう事例がありますでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

いじめに関わるというふうなことではないかもしれませんが、ある暴力行為とかそういう面
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で出席停止というふうな処分をしたことはございます。

 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）

いじめた側の子どもさんにもいろんなことがあってそうした場合もありますから、そういう

人たちのまたケアも考えていかなければならない、そのようなことはどのように対応している

でしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

 その点につきましては指導主事、それから教育相談室もございますので、そういった関係者

が総ぐるみで対応するというふうなことを行っております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺清美君。

〇１４番議員（渡辺清美君）

ありがとうございます。ご両親にとってみれば本当に心配なことでありまして、全然、進行

していくにはどうしていいか分からないということもありますから、どうか両方の秘密はちゃ

んと守ってくださると思いますけども、しっかりとした、子どもさんたちの言うことを聞いて

いただいて、またご両親との話も聞きながら一人でも多くの生徒さんが本当に幸せで学校へ通

えるようにいろんな面でまたお知恵をいただきながら、そうした一人ひとりの命が本当に晴れ

やかに学生時代を送れますように笛吹市として、また教育によろしくお願いしたいと思います。

 以上で私の質問を終わります。本当にありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で渡辺清美君の一般質問を終了します。

関連質問を行います。

（ な し ）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

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一般質問を行います。共産党の渡辺正秀でございます。

質問に入る前に今、一番の心配事というのは地震や気象災害というのもございますが、もう

１つは北朝鮮の核ミサイル問題でございます。今年、国連で核兵器禁止条約が採択され、世界

が核兵器廃絶に向かおうとするとき、北朝鮮の行動はこの国際社会に対する挑戦であり、断じ

て許せません。この問題で万が一、武力衝突に発展すれば最も凄惨な目にあうのは韓国と日本

です。日本は第２次世界大戦でアジアの人々２千万人を殺し日本人３００万人が犠牲になり、

最後は広島・長崎に原爆を落とされ終戦となりました。
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 この悲惨な体験をもとに再び戦争をする国にならないと平和憲法を定めました。平和憲法を

持つ国、唯一の戦争被爆国、米朝の軍事衝突ともなれば韓国と共に最も被害を受ける国日本、

日本こそ対話と外交による平和のためのイニシアティブを発揮すべきではないでしょうか。地

方自治体にも国にもこのことを求めたいと思います。

さて通告に基づいて質問に入ります。税・公共料金の引き上げ計画について。

 可処分所得が下落を続け市民の暮らし、将来への見通しは極めて厳しい。そうした中で市民

は一円でも安い商品を求めようと必死になっております。そのため同じ品物なら次第次第に低

価格となっている。私は安売りが必ずしもよいとは考えておりませんが、公共料金だけが値上

がりする事態や市民負担増に違和感を覚えるものであります。今、市では公共料金の引き上げ、

都市計画税の課税が検討されております。

以下、市はこれらの市民負担増に関して市民の暮らしをどう見ているのか、道理があるのか、

どうしても必要なのか伺いたいと思います。また、市民の負担軽減のための市の努力と姿勢を

問いたいと思います。

 まず公共料金、税の引き上げ・改定を検討しているものは何か。検討の進捗状況はどうか伺

います。

上下水道料金引き上げの検討内容の説明を求めます。

上水道の引き上げ幅をどのように検討しているか。

上水道の供給原価は市町村合併から平成１９年度まで１２０円台、平成２０年には１４０円、

平成２３年には１７０円台、平成２５年度以降１７０円から１８０円台になっております。こ

の給水原価の高騰の理由を伺いたいと思います。

給水原価低減について市の検討内容を伺います。

下水道料金の値上げの検討内容の説明を求めたいと思います。

そして合併当初から私たちは、下水道事業をこのまま進めれば市の財政は破たんすると指摘

し、住宅密集地への下水道事業の継続とその他の地域への市町村設置型合併処理浄化槽事業の

導入という、すみ分けの提案を行ってきました。市はこの提案をどのように受け止めてきたの

か。市のコスト低減の施策は何だったのか伺います。

次に都市計画税の取り扱いをどうするのか伺います。

目的税たる都市計画税の本来の趣旨について、市の考えを改めて伺いたいと思います。

来年度、都市計画税をどうするのか市の考えを伺います。

そして最後に市民の暮らし、市の財政見通しから市民負担増は妥当かどうかということをお

聞きします。

 市民の可処分所得、将来への備えについて市はどのように把握しているのか。またどのよう

に感じているのか伺います。

 平成２８年度決算は、２８年度版長期財政計画の２８年度の見込みと比較してどうであった

か伺います。

 従来の長期財政計画の試算と比べ、２８年度版はある程度改善されたと思います。しかし、

今後の改善策についてどうなっているか、これが問題です。市の考えを伺いたいと思います。 
 市民の暮らし、市の財政見通しからこれ以上の市民負担増はやるべきでないと考えますが市

の所見を伺います。
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〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、深澤経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。

はじめに公共料金、税の引き上げ・改定を検討しているもの、検討の進捗状況についてです

が、上下水道料金については７月に審議会からの答申を受け改定を検討しているところです。

これと併行して都市計画税についてもその取り扱いを検討しております。

介護保険料については、第７期介護保険事業計画の策定の中で検討を行っております。

 国民健康保険税については、２月に開催予定の国保運営協議会において改定するか否かも含

め検討されることとなっております。

また、公共施設利用料については来年１月１日付け一部料金の見直しに向け、検討を進めて

いる状況です。

 次に上下水道料金引き上げの検討内容の説明についてのご質問のうち、上水道の引き上げ幅

をどのように検討しているかについてですが平成２９年７月２４日、上下水道事業審議会から

答申をいただきました。上水道の１回目２４．７％、２回目２０％の改定につきましては地域

審議会、区長会合同説明会でご意見をいただいたところです。今後、まちづくり座談会を開催

し最終的な上げ幅について市の方針をお示ししてまいります。

 次に上水道の給水原価の高騰理由についてですが、まず平成２０年ですが琴川ダムからの受

水開始による受水費の発生。また平成２３年度は旧一宮、境川、春日居地区の簡易水道から上

水道への移行に伴う修繕費、維持管理費の増加や広瀬ダム畑かん用水の水道水への転用事業と

して境川浄水場の利用開始。平成２５年以降については、御坂浄水場の竣工によるものが主な

要因と考えております。

 次に給水原価低減について市の検討内容についてですが琴川上水、境川浄水、御坂浄水の整

備により市内の井戸水源を１７カ所廃止し効率的な運用に努め、将来的には新水道ビジョンを

策定する中で統廃合を図ってまいります。また平成２９年度から業務課の料金担当業務を民間

業者に委託し人件費の経費節減に努めております。

 次に下水道料金の値上げの検討内容の説明についてですが、上水道と同じく上下水道事業審

議会から答申をいただきました。下水道の１回目、２回目、各２０％の改定につきましては地

域審議会、区長会合同説明会でご意見をいただいたところです。

今後まちづくり座談会を開催し、最終的な上げ幅について市の方針をお示ししてまいります。

 次に下水道事業の提案をどのように受け止めてきたのかについてですが、まず住宅密集地に

おける下水道事業の継続については、平成３２年度に下水道全体計画の見直しと同時に認可区

域の見直しを行い今後も継続してまいります。

また市町村設置型合併浄化槽事業の導入については現在、公共下水道事業、農業集落排水事

業および個人設置型浄化槽整備事業に対応しており、全体計画外のエリアにおいて浄化槽設置

整備補助金制度を適用しているところであり、新事業の導入については事務量の増大と共に財

政負担が増すことから、個人設置型浄化槽整備事業補助金のエリアについて見直しをしていき

たいと考えております。

次に都市計画税の取り扱いについてですが、まず都市計画税の趣旨についてですが、この税
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は、都市計画区域内で実施する都市計画事業や土地区画整理事業により同エリア内の土地や建

物等の価値が高まり、生活環境が向上することで土地や建物所有者の利益が向上する受益関係

に着目し、その所有者に対し課税するもので徴収した税も当該事業に充てることに限定され、

その事業等の実情に応じ課税するか否か、税率水準をどの程度にするかなど市の自主的判断に

委ねられている税であると認識しております。

また来年度の都市計画税の取り扱いについてですが現在、地域審議会や区長会などを通じ市

民の皆さまのご意見を伺っております。現下の状況等も熟慮の上、議員各位と議論を深め来年

度の取り扱いに関し市の考え方をまとめ、市民の皆さまにご説明してまいりたいと考えており

ます。

次に税・公共料金の引き上げ計画についてのご質問のうち、市民の可処分所得の把握につい

てですが市民の皆さまの可処分所得、将来の備えについては現在、把握してはおりません。

次に平成２８年度決算と２８年度版長期財政計画との比較についてですが、歳入につきまし

ては長期財政推計の歳入が３４０億６，７００万円に対し、決算額が３４０億５，７００万円

となっており、おおむね推計どおりの結果となっております。

歳出につきましては長期財政推計が３４０億６，７００万円に対し、決算額が３２４億２００万

円となっており、総額で１６億６，５００万円の差が生じております。

次に従来の長期財政計画の試算に比べ、２８年度版はある程度改善されたと思うが今後の改

善策についてですが、長期財政推計は見込み額をベースに作成しておりますが各部局と調整す

る中で数値を精査し、より妥当な推計を作成していきたいと考えております。

次にこれ以上の市民負担増はやるべきでないについてですが、継続的に公共サービスを提供

していくためには、住民の皆さまにそれぞれの制度の趣旨に則った適正なご負担をいただきた

いと考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

再質問をさせていただきます。

まず上水道給水原価の関係でですね、笛吹市上下水道事業審議会資料には給水原価の推移と

原価急騰の原因に関する資料が付いておりません。原価高騰の原因を究明せず、原価が上がっ

たら値上げというのはあまりにも安易ではないかと感じるわけなんですけども、笛吹市上下水

道審議会にはこの推移と高騰の原因というものは、きちっと資料は出したのでしょうか。

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）

再質問にお答えいたします。

資料は提示はしておりませんが、資料を説明する中でご説明をさせていただいたところです。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。
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〇１８番議員（渡辺正秀君）

 それが大事で、原因を究明せずしてですね、ただ上げればいいというのはあまりにも安易だ

と指摘せざるを得ません。

 私たち日本共産党は最初の原価高騰の原因、琴川ダムの水利用について笛吹畑かんの余剰水

を上水に使えば琴川ダムを造る必要はない。無駄なダムであり、水道料の値上げになると主張

しました。案の定、約７千立米の受水に３億円、ダム負担金等を含めると３．４億円もかかっ

ております。また御坂浄水場建設に際しては、リニアトンネルから湧き出した水を使えば建設

費に３０億円も使わず数億円で必要な水が確保できる。御坂浄水場より年間経費を１億円も減

らすことができると主張しました。ところが計画だからといって見直しはなされませんでした。

このことについて今時点で思うところはあるかどうか、今の思いを聞かせていただきたいと思

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。

 ただいま渡辺議員がおっしゃったように当時、リニア水の利用をということで提言をいただ

いたところではあります。当時の答弁といたしまして、御坂浄水場の建設に着手しているとい

うような状況から将来的にですね、受水できるかどうか検討していきたいというような答弁を

されたかというふうに記憶しております。

今回ですが、すでに市民の皆さまに安心・安全な水を半永久的にですね、供給できるという

ところで整備が整っているというふうに考えております。これにつきまして、リニアの水がど

こまで湧水が確保できるかということは不透明な部分もありますので、現在、整備が整ったと

ころでリニアのほうは考えづらいというふうに考えております。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

全国のトンネルの湧水を見ても大体２、３年すれば確実に安定してくるということでござい

ます。そのへんもよく調べてみてください。今から調べても遅いのかもしれません。言い方は

きついのですが、計画だからやって、あとは値上げすればよいということになっている。こん

なことはやっぱり認められないわけです。

次に給水原価引き下げの決意と現時点での考え方、対策の考え方、このへんについて伺いた

いと思います。

先ほど深井戸の廃止というのが１点入っておりましたが、それ以外に検討していることがあ

りましたら、あるいは考え方がありましたらご紹介ください。

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。

先ほど答弁でもお話しましたが、深井戸のほうは１７施設を廃止しております。これにより

まして動力費等につきましては、１，２００万円ほど軽減することができました。また効率を
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図ることで２，５００万円ほど縮減することができております。さらにですね、今後、効率化

を目指しまして、そこのところを縮減していきたいというふうに考えております。また２９年

４月から料金業務担当のほうを委託したということを答弁させていただいたわけですが、そこ

のところにつきましても人件費の削減が若干ではありますが図られております。このところに

つきましても、さらに効率よくですね、人件費を含めた中で縮減を図っていきたいというふう

に考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 深井戸の廃止等をさらに進めていただきたいと思いますが、さらにポリエチレン管のダクタ

イル鋳鉄管以外にですね、ポリエチレン管の使用の拡大とか、さらに大胆に御坂浄水場の運転

停止と新たにリニア湧水の活用の財政比較などが考えられると思いますが、そのへんの検討は

なさるつもりがあるか伺います。

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。

 リニア水の再利用という件でありますが現状、笛吹市全体で必要とする水道水の量は賄えて

おりますし、将来的にも賄えるというふうに考えております。現状を考えますとこの先、リニ

ア水の利用というところに、また設備投資という部分を考えますとこの先、導入はしづらいの

かなというふうに考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 お金だけのことを考えれば、リニア水を使って運転停止してやったほうが数年に一度の心臓

部の取り替えとかいろいろありますので、そのほうがたぶん安いのではないか、ご検討くださ

い。

次に下水道料金について伺います。

 最初から計画どおりの下水道事業をやったら財政は耐えられないと指摘してまいりました。

２８年度決算で一般会計からの補助金は１７億円、国の交付税にかかる基準財政需要額算入額

は約９億円であるから、それとの比較で約８億円の一般会計からの過重負担であるというふう

に感じます。

こうした中で平成２８年度決算の建設費が３億６千万円であったものを２９年度以降、引き

続き５億円とする計画であります。維持管理費も将来２億円以上膨らむとしております。下水

道事業費用の縮小を抜本的に検討せず、値上げに頼るのはいかがなものかと思いますがいかが

でしょうか。

〇議長（海野利比古君）

公営企業部長。
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〇公営企業部長（遠藤正文君）

再質問にお答えいたします。

下水道事業ですが当然、３２年度に向けて見直しを図っていくわけですが住宅密集地、先ほ

ど答弁もさせていただきましたように住宅密集地につきましては今後、推進させていただくと。

また密集していないところにつきましては、合併浄化槽で効率よく図っていくというようなこ

とで対応していき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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 市町村設置型合併処理浄化槽事業というのは、これは国の補助率も一番高くて、さらに事業

に対して交付税算入される起債も可能だと。それでそれぞれのご家庭での建設費に対する負担

は約１割ということになって最も有利なものでありますし、またコスト全体としても安上がり

にできるものであります。と同時に個人補助型の合併処理浄化槽、これは管理の点でも非常に

難しくて汚水処理ということで、汚水をきれいにしていくという点でも非常に問題があるわけ

ですね。これはやっぱり一括して市町村設置型で料金を取って管理していくという方式、これ

を積極的に引き続き検討していただきたいというふうに思います。その点については、再度答

弁をいただきたいと思います。

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。

 ただいま渡辺議員がおっしゃったように維持管理の面につきましては、市町村設置型という

のは市で管理するわけですから、しっかりした管理ができるというふうに認識はしておるんで

すけれども、やはり施工の段階で市が浄化槽の設置、そして各ご家庭で配管の施工ということ

で一体的にですね、工事を進めるというところに難点があるというふうに解釈をしております。

また答弁でも申し上げましたように市の事務量が増大するということで、人員の増員をしてい

かなければならないというところが考えられます。また、ただいま個人負担が単独浄化槽の場

合、合併処理浄化槽、個人型にいたしますと個人負担が６割、そして市町村設置型ですと個人

が負担するところが１割というところでありますが、市町村が負担する率が上がってしまいま

す。そちらの財政負担が大きくなり運営困難になっていくということが懸念されるために当面

は個人型の合併浄化槽で対応していき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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 財源問題については今、そういう答弁がくるとは思いませんでしたから手元に持っていませ

んけども、国庫補助率が最も高いと。それからそういうことも含めて、もう一度見直していた

だきたいというふうに思います。

さて、最初から大変な財政圧迫となることを承知で進めてきた下水道事業、そしてこの機に
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値上げというのはちょっとひどいじゃないかというふうに思うわけですが、今、言いましたよ

うにこの汚水処理経費を減らすために引き続き努力して、その上で財政的な検討を行っていた

だきたいというふうに思っております。

次に市民の暮らしと笛吹市一般会計について伺いますが、そもそも水道事業も下水道事業も

極めて公共性が高いものであります。一部税金を使って運営することは、なんら問題がありま

せん。企業会計だから全部料金で賄うべきだという議論は、上下水道事業の公共性を否定する

ものではないかと思いますが、この点についてはどういうふうにお考えでしょうか。

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）

再質問にお答えいたします。

 今回、水道企業会計の、本来であります独立採算というところでありますが、今回の値上げ

をいたしまして、いきなりそちらのほうへ完全に移行できるわけではございません。当面、あ

くまでもその一般会計からの繰り入れをいただきまして、赤字の分を減少させていきたいとい

うところで、今回の値上げのほうをさせていただければというふうに考えているところであり

ます。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 企業会計というのは独立採算だという建前で、そちらへの一般会計からの負担はですね、と

もかく減らす道具にしようというようなものかなというふうに感じておるわけですが、しかし

もう一方では、下水道事業に関しては一般会計の基準財政需要額の中に９億円が算入されてお

り、これが市の一般会計の経費としてその程度のものがあるということは国も認めているとこ

ろなんですね。このへんに矛盾があると思うんですけども。そのことはさておいて現在、水道

企業会計３億円、下水道企業会計へ１７億円の補助金を出しながらも一般会計決算の実質単年

度収支は雪害の年を除いて毎年、黒字を継承し基金残高は過去最高の１６５億円に達しており

ます。

 将来負担比率は平成２８年度には９２．１％に上昇すると言ってきましたが、決算では７０．

４％に縮小しております。それでも長期財政計画初年度分は前年度繰越金や交付税確定額を反

映したために見込みと実績の差は縮小しました。ところが長期財政計画、２年目以降は実績見

込みではなく相変わらず予算ベースでつくられており、そのために極端に悲観的な財政見通し

となっております。不適切な長期財政推計をもとに財政が大変だ大変だといって都市計画税を

課税する、あるいは上下水道料金を４割以上値上げする、これはいかがかと思いますが答弁を

求めます。

〇議長（海野利比古君）

 財政課長。

〇財政課長（雨宮昭夫君）

 では財政推計の立場、つくる立場としてお答えしますけども、先ほどの質問の中に今後の改

善策というふうな質問があったわけですけども、これにつきましては、ずっと渡辺議員さんか
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ら何年も何年も引き続きお話をされているわけでございまして、この答弁にもあるようにより

妥当な数字を研究してつくっていき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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 ぜひそうしていただきたい。そしてしっかりした数字に基づいた冷静な判断が必要ではない

かと思っております。市民の暮らしは大変苦しいと。計画したらそれは引っ込めない、変更し

ないという昔からの行政体質は変えなければなりません。新しい条件、新しい技術にも目を向

け、事業の直前であっても途中であってもそれが不利であるならば勇気を持って変更する、そ

の大胆さが必要だと思いますが、この点についてのご見解を伺いたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 市長。

〇市長（山下政樹君）

 大変、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。私、市長に就任してからまだ

１年ということでございます。過去の議論の部分に関してはですね、まだすべて承知している

わけではございません。ただ１つ言えることは今、市の現状というものがどうあるかというこ

とだけは私、間違いなく承知しておりますので、それに対してどういうふうに対応していくか

というのが私の仕事ではないかなというふうに思っております。今、議員がおっしゃるように

ですね、計画をつくったら必ずそれを完結するまでやるとか、もっと良い素晴らしいものが生

まれたのにあとちょっとだからと、こういうことでやめる勇気があるかということでございま

すので、計画を必ずですね、完結しなければいけないというふうなつもりはございませんので

今回、先ほど下水のことでもお話したように、いわゆる下水道計画をですね、少し見直してい

こうではないかというふうなことを考えていたりですね、また料金の部分に関してはたしかに

負担増なのかもしれません。ただその代わり、これから考えなければいけないのはですね、公

共料金の施設の見直しを考えさせていただいています。それなりの税を納めていただいた分、

それなりにしっかりですね、施設の利用というものが有効的に使えるような形に直すとか、そ

ういうものにこれからですね、転嫁していく、バランスを持ったですね、市政運営というのが

必要ではないかなというふうに私は考えていますので、そういったですね、転換というのは大

いに考えながら進めていきたいというふうに考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

先ほど都市計画税についての考え方がありましたけども、非常に的確な表現ではなかったか

なと私なりに感じております。そうしますと例えばなんの都市計画もないところまで含めて現

在、都市計画区域だということで課税するとなっております。これはもう、一からこれは適切

でないということだと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

小澤総務部長。
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〇総務部長（小澤紀元君）

都市計画税の課税のことにつきましては現在、審議会また区長会等でご意見をいただいてい

るところでございます。そういうふうなところを総合的に判断いたしまして、然るべきときに

市長のほうからご判断をさせていただくというふうなことでございますので、ご理解いただき

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）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 大変な値上げストップという立場で頑張ってまいります。

〇議長（海野利比古君）

以上で渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。

関連質問を行います。

（ な し ）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

笛新会の北嶋恒男です。

 今日は２本、用意させていただきました。最初の質問ですけども、障がい者が生きやすい環

境づくりをつくってくださいという内容でございます。

笛吹市では今年の３月、平成２９年度から平成３２年度までの障害福祉施策の基本的な方向

性を定めました。その内容は障がいのある人もない人も同じ地域の一員として共に充実した生

活が送れる環境づくりのために、障がいのある人の目線に立ってそのバリアを解消していくた

めの取り組みを行っていくことであると謳っております。そして、そのための個々の主要施策

は１１０項目に分けられまして、これらの実行への取り組み方法が示されております。ついて

は、これらの実行が今後さらに充実した活動支援となるよう以下、内容について伺います。

 １としまして障害者相談支援センターはどこにあるのか、どういう仕事をしているところな

のかというアンケートを行いまして、ほとんどの人が知らないと答えております。宣伝が行き

届いていないのではないかと思いますが、周知する今後の方策は何か。

 ２としまして外出手段の確保として市内ではデマンド交通、市内運行の山梨交通、富士急バ

スが運行しておりますが、車いす対応の低床バスやバリアフリーに配慮した車両はどのくらい

の割合で導入されているのか、お伺いいたします。

 ３としまして、現在の障がい者は福祉充実が悪影響して外に出なくてもよい環境をつくり出

しているので車いす外出の方をほとんど見かけることが少ないですが、どうすれば障がい者自

らが外に出掛けるようになるのかということをどのようにお考えになっているか、お伺いいた

します。

 ４としまして、市内公共施設のバリアフリー化の現状についてはどの程度達成されているの

か。八代支所の、この２階ですけども議場を含むエレベーター設置および移動手段の検討はど

うなっているか。
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 ５としまして社会参加・交流の場として、市内４カ所にある現在の地域活動支援センターは

それぞれ特色ある活動拠点となっておりますが、よい環境であれば新しい利用者の希望もある

と思いますので、通常はどのような勧誘方法を取っているのかお伺いいたします。

６としまして、ボランティアとして活動しやすい環境の整備はできているのか。障がい者は

ボランティア活動を生きがいづくりと考えている方々が多いです。車いすでもボランティア側

にまわれる人も多いです。そのためには、いつもゆったりとしたスペースが必要になると思い

ます。本市公共施設における現状はどうなのか、お伺いいたします。

７としまして、障がい者の生きやすい社会をつくれば誰もが生きやすい社会になると思いま

す。そのためには、どうしても拠点となる障がい者や高齢者の施設整備が必要になります。市

内中心部の交通機関の良好な場所への仮称、笛吹市障害者交流センターというような構想を要

望いたしますがいかがでしょうか。

 以上です。

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）

北嶋恒男議員の一般質問にお答えをいたします。

はじめに障害者相談支援センターの周知についてですが、平成２８年度のアンケートでは基

幹相談支援センターを知らない人の割合が約８割、困ったときの相談場所が分からないと答え

た方が約３割となっております。

 基幹相談支援センターについては平成２７年度に設置し、センターの周知と利用の促進のた

め窓口での啓発チラシの掲示・配布、それから市のホームページや広報ふえふきに毎月、障害

者基幹相談支援センターだよりを掲載して活動状況等をお知らせしているところでございます。

 相談件数の増加など徐々に成果が見えておりますので、引き続き啓発に取り組んでまいりた

いと考えております。

 次に市内の公共交通の低床バスやバリアフリー対応車輌の割合についてですが、デマンド交

通につきましては、車いす対応の低床バスやバリアフリーに配慮した車両は導入されておりま

せん。また、市内の路線バスにつきましては、車いす対応の低床バスやバリアフリーに配慮し

た車両が全車両の５割以上を占め運行しているところでございます。

 次にどうすれば障がい者自らが外に出掛けるようになると考えているかについてですが、第

３次障害者基本計画の基本目標として外出手段の確保を掲げておりますが、重度障がい者の外

出支援はその多くを家族の方などが担っているのが現状です。

 障がい者の行動範囲を拡大し、社会参加を促進すると同時に日常的に介護をする家族等の負

担を軽減するために社会参加支援事業による移動支援、福祉タクシー券の交付、介助用自動車

購入費助成事業や自動車改造費助成事業など外出支援サービスの周知に努め、利用の促進を図っ

てまいります。

 次に市内公共施設のバリアフリー化の現状についてですが、市内公共施設、特に庁舎や市民

文化系施設、子育て・福祉施設、学校等では車いす用スロープ等による段差解消や多目的トイ

レ整備等の取り組みなどは比較的進んでいるものの市営住宅、消防防災施設、上下水道施設等

も含めた公共施設全体では、スロープ整備で見ますと４分の１程度に留まっている現状です。



１０８ 

 また八代支所へのエレベーター設置等の移動手段の検討ですが、今ある施設で工夫をし、で

きるだけ有効的に活用する方法を考えております。特に議会の視聴につきましては支所の１階

にモニターを設置し視聴できるスペースを確保することで調整を図っており、今後も障がい者

にやさしい環境づくりに努めてまいります。

 次に地域活動支援センターは、どのような勧誘方法を取っているかについてですが、市内に

は障がい者の自立した地域生活を支援する場として、社会福祉協議会に運営委託する地域活動

支援センターが４カ所、ＮＰＯ法人が運営する地域活動支援センターが２カ所あります。

 市内の障害福祉サービス事業所等にチラシを配布し周知を行うと共に、基幹相談支援センター

をはじめ障害者相談支援事業所が相談の窓口となり、当事者の特性や相談内容によりそれぞれ

のセンターにつないでおります。

次に障がい者がボランティアとして活動しやすい環境整備についてですが、多くの市民が利

活用される市内の公共施設や公園につきましては出入り口スロープや点字ブロック、多目的ト

イレなどの福祉設備を設置し、車いす利用の方でも活動できる環境の整備に努めているところ

です。

 ボランティア活動の拠点となる市民活動・ボランティアセンターについては、現状では十分

に対応しているとは言えず、今後のあり方を検討する中で配慮してまいりたいと考えておりま

す。

次に生きやすい社会の拠点となる仮称、笛吹市障害者交流センター構想についてですが、現

在、障がい者や高齢者の方の集える場所としては御坂、八代、春日居地区に福祉センターが設

置されております。また交流する場として、障がい者では地域自立支援協議会の当事者・家族

部会や社会参加事業への参加が、高齢者では地区サロンや介護予防事業などへ参加が考えられ

ます。

 ご提案いただきました仮称、笛吹市障害者交流センターにつきましては、福祉センターの再

配置を進める中で研究してまい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。

北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

 以前に、数年前ですかね、私もこの問題でちょっと質問したんですけど、その当時となんら

変わっていないなと。今はですね、世の中、障害者差別解消法というのが、法律が出ておりま

して、それによりますと全然対応していないなということでがっかりいたしました。というの

は、今日の質問の趣旨は、車いすの利用している障がい者ですか、社会へ出ていきやすい環境

づくりを身近なところでできているかどうかということを確認するお答えでございました。

 まずですね、デマンドタクシーですけども、時々見かけますけども空席が非常に多いという

ことなんですけども、デマンド交通に、じゃあ障がい者とか足の不自由な方とかですね、特に

また最近は８０歳近くになりますと運転免許証をあげちゃいますけど、そういった方がもし車

いすでどこかへ出掛けたいというときには、老老介護でも車いすを押しながらこういった交通

があるからそこへ連絡すれば、そこへ時間に行けば乗せられるんだなということになれば、市

内とかいろいろ行けると思うんですよね。せっかく、もったいないなと思います。それはスロー
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プを付ければですね、ちょっとすれば運転手１人でも対応できるんではないかなと。ぜひこれ

はですね、そうしないと、なんの意味もないことになってしまいますから、これは有無を言わ

ずにですね、経費とかどうかではなくて、デマンドタクシーも車いすの方も乗れますよという

ことを広報等でやりまして、そして大勢の方が、どなたでも乗れるような形にすべきだなと思

います。

 それから支所の会議室、ここの場合のエレベーターの件ですけども、こういった大きな会場

があって、また会議室もありますけども、そこでエレベーターがなくて障がい者が１人でも行

きやすい場所になっていないということ自体が不思議でございます。公共施設を庁舎のほうを

見ても、みんなエレベーターが付いていますよね。工夫してぜひ、それはですね、していかな

ければいけないなと思います。例えば昨日、事務員さんのご質問にですね、奥さんもこちらへ

会場に来られたということで、それへ私もはっと気が付いて、私の女房をここへ連れてくるに

はどうしようかなと思って。だけど車いすが、呼吸器を付けていますから人間が乗りますと大

体８０から９０キロぐらいになります。そんなことでね、そういう方を視点に置いた上で誰で

もここへ来れるようなものが障害者差別法の解消法ですから、それができていないということ、

それはまた検討のしようがないという考え方自体がもうちょっと福祉のお考えとしてはおかし

いんではないかなと思います。

それから障害者交流センターの、それについて、デマンド交通のそういったバリアフリーの

対応と、それから２階へのエレベーターの設置について、もう一度、対応をどうするかお聞き

したいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 経営企画課長。

〇経営企画課長（小宮山和人君）

それではデマンドタクシーのことについて、お答えをさせていただきたいと思います。

 現在、利用しているのは運行事業者が所有しております１０人乗りのワゴンというか、いわ

ゆるジャンボタクシーというタクシーを利用して運行しているところであります。障がいの方、

車いすの方がご利用できないということではないと思います。介助者が付いて、そして同乗し

ていただければそれでできるわけですが、議員がおっしゃっているように車いすをそのまま乗

せるということについてはですね、当然それなりの車両の改造等をしなければですね、その安

全を確保できないということになりますので、これについてはですね、本来デマンドタクシー

というのは地域の交通空白地域をカバーするということが大きな目的として運行しているわけ

でございますので、そういった改造をすることによって、やはりそれなりの人数を確保できな

い、少なくなってしまうというところもございます。ですが、先ほど説明をさせていただいた

ように介助者を付けていただければご利用できるということ、それから運行事業者についても

ですね、それについては介助できるようなことをですね、仕様書の中では要求をさせていただ

いているわけですが、車両の改造まではですね、当然、事業者の負担もかかるわけでございま

すので、そこまでについては今のところは要求はさせていただいておりません。

 以上のことから、それから介助者については、基本は登録ということが原則になるわけでご

ざいますが、介助者というのはそれぞれ変わる場合がございますので、介助者については登録

をしなくてもですね、同乗できるような、そういった部分も配慮させていただいているという

ような状況でございます。
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 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

それではここの八代庁舎２階に関するエレベーターのお話でございます。

 当然、障がい者の差別解消法の中では差別をするなというふうなことは当然、行政として守

らなければいけないというものでございます。しかしながら今現在のところ、その差別解消法

の中でも合理的な配慮の中で実施をするというふうなことで、地方自治体に求められていると

ころがございます。その観点から現在ではすぐにというふうなことではございませんけども、

まずは第一歩といたしまして、現在こういうふうにやっている中継ですとか、そういうふうな

ことを、例えば下のフロアのところですぐにリアルタイムで画像に映して見ていただく、そう

いうふうな第一歩を行うこと、そして今、できる範囲で職員等によりまして車いすの皆さんを

２階へというご希望があればそういう体制を取っていく。まずはそこから対応をしながら庁舎

全体のいろいろな施設の統廃合等々がございますので、そういうふうな中でエレベーターとい

うふうなことは検討してまいりたいと、そのように考えております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

 そもそもね、だからそういうどこか下へモニターを置いて見るということ自体がもう差別し

ているということなんですよ。もうとにかくここへ上げてくれなければ駄目なんですよ。この

議場も直さなきゃいけないんですよ。もうそうしないと、日本中探してもそんなことはないと

思います。じゃあ調べてくださいよ。それはあんまり、まだまだちょっと徹底していないなと

いうように思います。そんなことでご検討をよろしくお願いしたいと思います。

じゃあ次の議題へ入りたいと思います。質問に入ります。

市内高校生の模擬議会の開催についてでございます。

市内在住の高校生が議員を務めて市長や市幹部に質問する市高校生議会を検討してほしい。

小中学校生の模擬議会は実施例がありますが、高校生は初めてだと思います。現在の高校生は

立派な社会人であるので生徒は関心ある身辺な問題や市の課題について質問されると思います。

例えば１８歳の選挙権のこととか政治のこと、議会って何かな、地域のまちづくり、また平和

について等々どんな考えを持っているのか、私たちも非常に興味があります。

 韮崎市の事例では今年８月１日、市内在住者や市内高校に通う計５校の１から３年生と市側

からは市長など幹部職員が出席して開催されたと新聞報道がありました。参加した高校生たち

は内容を練って質問したことで市への関心が高まった。また自分の意見を市に伝えるよい機会

だった。今後も積極的に声をあげたいなどと感想を述べております。笛吹市でも地元高校生の

意見をどう行政に反映していくのか、よい機会になるので開催を要望いたします。

以下、内容検討についてお伺いいたします。

 高校生との調整を行う場合は、どの部署が担当するのか。また、毎年実施できるような体制

づくりなど具体的な検討する意思があるのか、お伺いいたします。

また高校生議員の参加は笛吹高校単独か、市外高校への通学生も含めるのか、学校の都合も
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あるので柔軟対応が必要であると思いますが、市はどのようにお考えかお伺いいたします。

〇議長（海野利比古君）

答弁をお願いいたします。

 経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

北嶋恒男議員の一般質問にお答えします。

模擬議会への参加は笛吹高校単独か、市外高校への通学生も含める柔軟対応が必要であるか、

また担当部署はについてですが、平成２８年６月から選挙権年齢が１８歳に引き下げられてお

り、市内高校生の模擬議会については高校生自らがまちづくりについて考え、市政への参加意

識を高める機会になろうかと思います。

仮に実施するとしましたら、この４月に包括連携協定を締結した笛吹高校の生徒を対象とす

ることが妥当であると考えます。その際には包括連携協定を所管する経営企画課が担当し、市

と笛吹高校とで構成する連携推進会議において協議することになります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

 この問題につきましてですね、私もやっぱり１年から３年まで、３年生になりますと受験も

控えて大変だと思いますけども、やはり継続していくためには１年生から何人、２年生から何

人、３年生から何人、また男性も女性もということですね、ということをしていけば、また２年

生は１年生に教えることもできるということで、ぜひ大変だと思いますけども、ぜひこれはやっ

ていけば、当然このことによってご本人もそうですけど、父兄だとか、それから学校、市役所

への関心というものも出てきますし、本当に、ただ、いきなりこれを実施しようとしてもうま

くいかないと思いますので、ぜひ適当な議会のときにですね、６月ごろの議会でこちらのほう

へ傍聴に来てもらってですね、そして議会ってどういうものかなということを学んでもらうの

がいいんではないかなと思います。そんなことで、例えばやるということでございますから、

ぜひ計画のほうでですね、また教育委員会のほうも、その教育の関係ですから、それは関係し

ないんでしょうか、ちょっとお伺いしたいと思いますけども。

〇議長（海野利比古君）

教育部長でいいですか。

 教育部長。

〇教育部長（野田昭人君）

お答えいたします。

教育委員会のほうでは、小中学校につきましては管轄しておりますが高等学校となりますと

県の教育委員会になりますので、経営企画課のほうで担当していただきたいというふうに思っ

ています。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

経営政策部長。
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〇経営政策部長（深澤和仁君）

北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。

まずですね、模擬議会を実施すると今、議員おっしゃいましたけれども、相手もあることで

すので、先ほど答弁しましたが連携推進会議においてですね、協議のほうをさせていただきた

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）

 北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

 そうですね、たしかに押し付けるわけにはいきませんけど、高校生、当事者、それから学校

の当局もですね、ぜひ積極的になっていただくようにですね、うまく説明をしていただきたい

と思います。

それから今、笛吹高校が地元で大きな高校があるわけですけども、ぜひこの市内にはですね、

地元には、峡東には日川高校もございます。そんな話をしたら、日川高校もぜひ含めてくれな

いかなという意見もございます。最初からうまくいくかどうか分かりませんけども、この２１名

の議場がありますから、２１名を選定をしていただいて、そしてその前に徐々にですね、議会

と高校生とのいろいろの交流といいますか、議会ってなんだということを、話し合いの場をもっ

ていただければということで、徐々にそんな形で関心を持っていただくようにしていただけれ

ばありがたいと思いますけど、やるとなればですね、そういった笛吹高校だけでなくて、ほか

の高校へ行かれている生徒さんにも呼びかけるという形で、そんな考えはいかがでしょうか。 
〇議長（海野利比古君）

 経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。

先ほども答弁いたしましたけれども、まずですね、実施するとしましたら包括連携協定を締

結しております笛吹高校からはじめることがですね、妥当であると考えますので、仮に実施す

るとしたらですけども、その成果を見ながらですね、広げてまいるというような形になろうか

と思います。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 北嶋恒男君。

〇１０番議員（北嶋恒男君）

よろしくお願いいたします。

先ほどの障がい者の車いすの対応なんですけども、今現在ですね、甲府、笛吹からもそうな

んですけど、新宿、それから羽田、成田、それから名古屋、大阪までは車いすの対応できるバ

スがございます。そしてその障がい者の車いすの人は半額のことでですね、遠くへ出かけるに

もバスへ乗っていただければですね、半額で本当に安価に行かれるということで、まさしく障

害者差別解消法の一環ではないかなと思いますので、ぜひ今日の障がい者の車いすの方もです

ね、誰でも同じような対応ができるような形を、ぜひ笛吹市でも取っていただきたいなと思い

ます。これで質問を終わります。ありがとうございました。
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〇議長（海野利比古君）

以上で北嶋恒男君の一般質問を終了します。

関連質問を行います。

（ な し ）

関連質問を終わります。

一般質問を続けます。

２番、武川則幸君。

〇２番議員（武川則幸君）

 笛新会の武川です。議長の許可をいただきましたので、平成２８年度決算と財政健全化につ

いておよび道路照明施設など整備についての２件について質問いたします。

 まず最初に平成２８年度決算と財政健全化についてでありますが、私ども笛新会の神宮司議

員が代表質問で総合的な質問を行いましたので、私は少し掘り下げて具体的な点について伺い

たいと思います。

これからの市政運営につきましては少子高齢化の進行による社会保障費の増加、公共施設の

老朽化による改築・修繕など義務的経費の増加、また福祉・教育・環境問題などの経費が見込

まれる中で、合併特例債の打ち切りや社会経済状況の閉塞による各種収納率の低下などが懸念

され、ますます厳しい財政運営になることが予想されます。

 笛吹市では、平成２９年度当初予算を対前年比２１億１，５５６万円、６．４％減の３１１億

１，３４３万円としました。義務的経費である人件費や扶助費が増加する中で総額を削減した

ことは評価させていただきたいと思いますが、私は近い将来、当市を担ってもらう子どもたち

の保護者の皆さんに現状の財政状況と取り組むべき課題を提示し、市執行部と議会が問題意識

を共有していることが必要であると思い、次の４点について質問をいたします。

 １つ目は第３次笛吹市行財政改革大綱の推進について、事業実施にあたってどのような事業

内容の見直しや実施方法の改善などに取り組み、計画や目標に対する検証・評価を行い、類似

の公共施設の統合整理や事業の必要性を見直し、効率的な執行を行ったか伺います。

 ２つ目は平成２８年度において、市税および各種料金などの収入未済額と収納率向上や収入

未済額の解消に向けて、どのように取り組んだのか伺います。

３つ目は平成２８年度決算において実質収支額は１５億５，４４６万円となり、平成２７年

度１５億１，１８６万円から４，２６０万円改善されましたが、地方公共団体の財政破たんを

防ぐために地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化法に基づく実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率を伺います。

４つ目は、水道事業会計と公共下水道会計で不足する約３億円と約５億円の金額が一般会計

から補填財源で処置されていますが、笛吹市上下水道審議会の答申と市の対応を伺います。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、深澤経営政策部長。

〇経営政策部長（深澤和仁君）

武川則幸議員の一般質問にお答えします。

はじめに第３次行革大綱の推進にかかる事業内容の見直しや実施方法の改善等の取り組み・

類似の公共施設の統合整理や事業の見直しについてですが、第３次行革大綱の推進にあたって
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は大綱に定めた改革の視点を参考に職員の適正配置等４９の実施計画を作成し、年度ごとに定

めた目標の達成に向け取り組んでおります。また、改革項目所管課にて自己評価を行うと共に

進捗状況表による中間報告および最終報告を行い、行革推進本部会議および行革推進委員会に

おいて進捗状況の確認等検証を行い、次年度改善の取り組みに生かしております。

 公共施設の整理統合等については、平成２８年度に安全で持続的な公共施設サービスを確保・

提供していくことを目的とした笛吹市公共施設等総合管理計画を策定し、消防出張所３カ所を

２カ所に統廃合、指定管理保育所の民設民営化、老朽化が進行している市営住宅の統廃合等の

事業が進行しているところであります。

次に平成２８年度における市税および各種料金等の収入未済額と収納率向上や収入未済額の

解消についてですが、平成２８年度決算における税および各種料金等の収入未済額の主なもの

は市税８億９，４００万円、国民健康保険税５億４，１００万円、保育料１，７００万円、介

護保険料５，１００万円、後期高齢者医療保険料３００万円、住宅使用料１，８００万円、水

道料金１億２，４００万円、下水道料４，８００万円となっております。

次に収納率向上や収入未済額の解消に向けての取り組み内容でありますが催告書の送付、個

別納付相談の実施、納付誓約に基づく分割納付の推奨などを常時行っております。

また悪質な滞納者に対しては、預貯金をはじめとする財産の差し押さえや給水停止などの処

分も積極的に行っているところであり、このような取り組みにより、ほとんどの税・料金にお

いて前年度より収入未済額は減少しているところであります。

次に平成２８年度決算における財政健全化比率についてですが実質赤字比率、連結実質赤字

比率については企業会計を含む全会計において黒字となりましたので、数値は算定されており

ません。

次に実質公債費比率については０．３ポイント改善いたしました。改善の主な要因としては、

基準財政需要額に算入される災害復旧費等や標準財政収入額が増加したことが挙げられます。 
次に将来負担比率についても７．２ポイント改善しました。改善の主な要因としては、公営

企業債全体の残高が減少していることや充当可能基金の増加が挙げられます。

両数値とも早期健全化基準を下回っており、前年度より改善をしております。

次に笛吹市上下水道事業審議会の答申と市の対応についてですが現状、上下水道事業とも毎

年多額の一般会計からの基準外繰入金により賄っている経営状況です。上下水道事業審議会の

答申は住民負担を考慮しつつ、この繰入金を徐々に減らしていくため、２段階に分けて料金改

定を行うという内容であります。

この答申内容を踏まえ地域審議会、区長会合同説明会でご意見をいただいたところです。今

後まちづくり座談会を開催し、最終的な上げ幅について市の方針をお示ししてまいります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 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。多くの事業で内容の見直しや計画に対する検証・評価を行い、事

業を執行してきたとのことですが、引き続き適切な見直しや統合整理にあたるよう求めたいと

思います。
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 ２つ目の市税および各種料金などの未収額については、市税の収入未済額は８億９，４００万

円というふうに答弁がありました。昨年度に比べ１億５，５００万円の減。各種料金などの収

入未済額は５１０万円の減。合わせて９億４，１００万円で１億６，００２万円の減少だと思

いますが、税の公平負担の面から収入未済額の縮減に一層の徴収努力を図る必要があると思い

ます。

伺います。改めて市当局の収入未済額の削減に対する意気込みといいますか、決意のほどを

伺います。

〇議長（海野利比古君）

 総務部長。

〇総務部長（小澤紀元君）

お答えいたします。

先ほど答弁いたしましたとおり未収額、ここにあるとおり大きな額となっております。税に

つきましては当然これは国民、また市民の納税は義務でございます。こういうふうなことから

して、きちんと納めるというのが前提でございます。ただしその反面、生活に厳しい人、最低

限の生活は保障していかなければなりません。そういうふうな人を除きまして税を納めない人

につきましては時効で消滅する、そういうことはあってはなりません。一人ひとり、すべての

財産をチェックして厳しい対応を今後とも行い、そして税を納めなくて得をするというような

ことがないように一生懸命納めてくれる人の気持ちをしっかり汲みながら、しっかりした対応

をもって税の徴収に当たっていきたいと、このように思っております。

以後、徴収率がさらに上がるよう努力をさせて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）

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。３つ目の実質公債費比率ですけども、これは公営企業などを含め

て現在、市がどれだけ借入金の返済に追われているかを表すもので、借入金、地方債の返済額

およびこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標とも言えます。平成２８年

度は１３．１％で対前年度比０．３％減との説明でしたが、この比率が大きいほど財政運営は

厳しい状況であり、２５％を超えると財政健全化団体、３５％を超えると財政再生団体となり

ます。また将来負担比率とは市が将来負担しなければならない借入金などに対して市に借金を

返済し続ける体力があるかどうかを表すもので、この比率が大きいほど将来の市の財政を圧迫

することが見込まれます。

伺います。笛吹市の平成２７年度実質公債費比率の指標数値は県内２７市町村中、どの位置

にあったか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 財政課長。

〇財政課長（雨宮昭夫君）

 ただいまの実質公債費比率、県内市町村２７市町村のうち笛吹市は２５番手の位置におりま

す。

以上でございます。
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〇議長（海野利比古君）

 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。実質公債費比率は今、答弁で２５番目ということで大月市、都留

市に次いで２５番目のワースト３でありました。ちなみに比率が高いほど財政構造の硬直化が

進んでいることを表す経常収支比率も平成２７年度は甲府市、大月市に次いでワースト３でし

た。いずれの指標も自治体における早期健全化基準を下回っているとの説明がありましたが、

私が言いたいのはこれらの指標ができるだけ改善し、次の世代の人たちにツケをまわすことが

ないように取り組むべきであるということであります。

次に４番目の水道事業会計と公共下水道事業会計について。

 水道事業会計では給水原価に対し供給原価が１立方メートル当たり４７．４円不足で一般会

計からの基準外繰入金に依存している現状です。また未収金が１億２，４８９万円あり、回収

の取り組みが必要です。独立採算による経営に近づけていき、健全経営に努めていかなくては

なりません。

また公共下水道事業会計では使用料単価に対し、汚水処理原価は１立方メートル当たり１００．

８円不足して経費回収率は５２．２％であり、平成２９年８月２５日に開催した御坂地域審議

会・区長会合同説明会に参加しましたが、二度にわたる上下水道事業審議会の答申に対し見送っ

たことへの質問などあり、さらに丁寧に市民の皆さまへの説明と広報を求めたいと思います。 
以上で平成２８年度決算と財政健全化についての質問を終わります。

次に通告２番目の道路照明施設等整備について伺います。

平成２８年５月に供用を開始した御坂町成田交差点から八代町北地区への市道１－２６号線

と、これに接続する幹線農道１号線によって国道２０号線から笛吹市南部への連絡強化が図ら

れ道路交通の円滑化・環境改善、地域の交通利便性が大いに向上いたしました。

今後はますます通行車両などの増加も見込まれますが、笛吹高校の生徒などの通学路として

も重要な路線であり、道路管理者である笛吹市として夜間の照明灯具を設置し連続的に照明し

て事故防止を図る必要があると思いますが対応を伺います。また、みさかの湯西交差点への信

号機設置について併せて伺います。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、杉原市民環境部長。

〇市民環境部長（杉原清美君）

武川則幸議員の一般質問にお答えいたします。

この路線は、市道と農道により国道２０号から八代町へ接続するもので昨年５月に供用を開

始いたしました。

 道路への照明につきましては、御坂町ならびに八代町の地域審議会をはじめ八代町北地区よ

り照明施設の設置の要望をいただいているところです。道路施設としての照明につきましては

国道・県道交差部などの主要な交差点への設置に向け、関係機関と協議を進めてまいります。

また市道部分の道路照明につきましても、地域の実情を把握しながら検討してまいります。

 利用者の防犯的な意味合いが強い照明につきましては、市で行っております防犯灯設置事業

により対応をしてまいります。この事業は安心して暮らせるまちづくり推進のため行政区と協
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力して行政区からの要望により防犯灯を市が設置し電気料金などを区にお願いするものです。

 当該個所の照明につきましては今後、要望書の提出により対応してまいりたいと考えており

ます。

 次に、みさかの湯西交差点への信号機の設置につきましては、周辺地域からの要望により早

期実現のため市からも意見書を付し、笛吹警察署に要望しているところであります。

 一方、市といたしましても、供用開始後の事故状況などから事故防止のため各種路面標示に

よる注意喚起を行ったところであります。その後、事故は減少しており、交通安全意識による

一定の効果が表れているものと推測しております。

今後も信号機の設置に向け、関係機関へ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。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

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。この道路につきましては、平成１７年４月に市道整備に関する要

望書が御坂町の成田区、下成田区、国衙区、下井上区、二之宮区および石和町日の出区の各区

長の連名で提出をされました。伺います。防犯灯を設置する場合、全体で何基程度必要と見込

まれるか伺います。

〇議長（海野利比古君）

 市民環境部長。

〇市民環境部長（杉原清美君）

お答えいたします。

 全体で何基程度というのは市全体の設置数ということでよろしいでしょうか。

〇２番議員（武川則幸君）

市道と農道を含めて。

〇議長（海野利比古君）

 今の区間はどこかという質問ですが。

〇２番議員（武川則幸君）

 区間については市道と農道を含めて、全体で何基程度必要かということです。

〇議長（海野利比古君）

今の道路のということですか。

 市民環境部長。

〇市民環境部長（杉原清美君）

お答えいたします。

防犯灯につきましては各行政区からの申請に基づいてお受けいたしますので、また行政区と

の話し合いのもとで何基必要かということは検討していきたいと思います。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

武川則幸君。
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〇２番議員（武川則幸君）

 そうですね、防犯灯の場合は区から、各区から地元から要望ということになるということで

設定はできないということですけども、市で電気代を負担する交差点などへの局部照明といい

ますか、道路法なんかでよく使う局部照明を取り入れることなどを検討していただいて、通過

する地元区などの負担が軽減になるように、夜間の照明灯具について八代町や境川町の自転車

や徒歩での通学生の安全確保のため、ぜひとも早期に設置することが必要であると申し上げま

して、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）

以上で武川則幸君の一般質問を終了します。

関連質問を行います。

（ な し ）

関連質問を終わります。

以上で暫時休憩といたします。

再開は午後１時３０分といたします。

休憩  午後１２時０７分

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

再開  午後 １時３０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。

１７番、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す。

 議長の許可をいただきましたので通告に従いまして質問させていただきますけども、昨日の

代表質問等々で重複する点も多々あろうかと思いますけども、通告してありますので通告順に

従いまして質問させていただきます。

まず最初に、子育て支援についてをお尋ねいたします。

近年、人口減少・高齢化の進展による社会保障経費の増大や税収の落ち込み、地域産業の弱

体化が懸念されるなど特に地方を取り巻く政治経済の状況は一段と厳しさを増し、地方創生の

取り組みを展開することによる安心で活力ある地方自治体のまちづくりが必要となります。

 こうした中で、笛吹市が市民から住んでよかったと感じられるハートフルタウン笛吹の施策

を展開し未来への投資である出産・子育ての支援をしっかりと打ち出していくことが重要であ

ると考えます。以下、子育て支援の取り組みについて本市のお考えをお伺いいたします。

 まず周産期や産後ケアの取り組みを充実し、出産・子育てのために笛吹市を選んでもらえる

ような取り組みを強化していく考えについて当局の見解を伺います。

 次に出産、子育てをしていく中で健やかな子どもの成長を支える地域医療の役割は子育て環

境を充実させていく上でも重要だと考えられます。病気やケガ、予防接種、健診、子育てに関

する心身等のさまざまな相談など、子どものみならず親の健康も含めたサポート体制の充実が

望まれると考えますが、本市の地域医療におけるライフステージを通じた本市の子育て支援の

あり方をどのように考えていくのか、お聞かせください。
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運用が始まっている子育てクラウドの利用状況についてお聞かせください。また子育て支援

にどのように生かされているのか、この点についても伺います。

最後に本市の学童保育の利用状況や課題や今後の展開について、どのように考えているのか

伺います。また夏休みの学童保育を終え、課題や改善点をどのように分析、評価していくのか

お考えをお聞かせください。

 以上、１問目の質問といたします。

〇議長（海野利比古君）

当局の答弁を求めます。

 答弁を、風間保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

前島敏彦議員の一般質問にお答えをいたします。

はじめに周産期、産後ケアの取り組みを充実し出産・子育てのために本市を選んでもらえる

取り組みについてですが、本市の子育て支援の取り組みは出産前の不妊治療支援から母子保健

サービスとして、母子健康手帳交付時の全妊婦面談や相談をしやすくするための担当保健師の

見える化、初妊婦へのマタニティースクールのほか全妊婦に対して担当地区の保健師が中心と

なって子育て支援課ほか関係機関と連携した切れ目のない支援を行っております。

 平成２８年度に４カ月、１歳６カ月、３歳児の各健診で行ったアンケートでは「この地域で

子育てをしていきたい」と答えている親の割合は９６．５％でした。また４カ月健診で「産後、

退院してからの１カ月程度、助産師や保健師からの指導・ケアを十分に受けることができた」

と回答した親の割合が９０．９％でした。こうした評価を踏まえ、より本市を選んでいただけ

るよう研究してまいりたいと考えております。

 次に地域医療におけるライフステージを通じた子育て支援のあり方についてですが、本市で

は切れ目のない子育て支援を行うため、妊婦期から専門的かつ具体的に医療支援を受けられる

よう取り組んでいます。

 各種乳幼児健診においては市内や隣接市の医療機関の協力のもと、４カ月から５歳までの健

診を小児科医師に依頼しております。また妊婦健診、産婦健診、新生児健診につきましては母

子健康手帳交付時に必要な健康診査票を交付し、医療機関等で受診をすすめております。さら

に予防接種については定期接種以外におたふくかぜ、ロタウイルスワクチンの補助を行ってお

ります。

 市医師会等のご理解を得ながら、子育て支援につながる医療環境が整えられているものと考

えます。

 次に子育てクラウドの利用状況は、子育て支援にどのように生かされているかについてです

が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４月から開始をしております。８月末のユーザー登録の数は２６４人で利用

者数も徐々に増加をしております。

 子育て支援センターや児童館、図書館などの身近なイベント情報から児童手当などの制度に

関する専門的な情報を一括して取得できることや育児記録、育児相談など使う方の状況に即し

た使い方ができるので子育て家庭の利便性の向上が図られております。

 また、子育てガイドブックの閲覧や地図アプリと連動して子育て関連施設や医療機関へ誘導

する機能も備えておりますので、子どもの疾病時など、いざというときの不安解消にも役立っ
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ております。

 今後は電子母子手帳機能を強化することにより、さらなる充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

 次に学童保育の利用状況、課題、今後の展開、また夏休みの学童保育の課題・改善点につい

てですが、学童保育の利用状況は年度当初１，１３４人の定員に対し１，１９４人の申請があ

り、御坂地区と春日居地区において高学年児を中心に３６人の待機児童が発生しました。

 ９月１日での登録児童数は１，１１９人で、全体としては利用定員を１５人下回っておりま

すが地区別に見ると御坂地区で１人、八代地区で２人の新たな待機児童が発生しております。

待機児童の解消には学童保育室の拡大や学童支援員の増員が必要となりますが、毎年夏休み

終了後には多数の退所児童が発生する傾向もありますので、今後の入所児童数の推移を検証し

ながら、既存の公共施設や放課後利用できる学校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。

次に夏休み中の学童保育についてですが、今年度は試験的に夏休み中の学童保育クラブの利

用開始時間を３０分早めて午前７時３０分からの早朝保育を実施いたしました。早朝保育の利

用者数は１７９人で利用率は全体利用者の約１６％でした。

課題としては、利用許可を受けたが実際には利用しないなど利用者モラルの問題や利用者負

担の必要性、それから実施期間中の支援員の増員・確保などがありますが、利用者アンケート

を実施し検証する中で今後の運営に反映させ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。

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

先ほど答弁の中でクラウド化の利用状況もここのところ、また増えているということで大変

ありがたく思っております。

学童保育についてを再質問したいと思います。

ただいま答弁の中で夏休み中の早朝保育、本市は果実と温泉という中におきましては大変あ

りがたいことではないかなと思っておりますし、早朝保育の利用者が１７９名ですか、という

ことであります。学童保育クラブの内訳等をできましたらお教えいただければ、各学校ごとで

すか、地区ごとというか、伺いたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

再質問のほうにお答えをいたします。

 今年度実施をした早朝学童保育の実績でございますけども、先ほどご案内のとおり１７９名

でございました。学童保育クラブ、児童クラブごとにご説明いたしますと石和南小学童保育ク

ラブが７名、石和東小学校が１６名、石和北小が７名、富士見小が２７名、石和西小が２３名、

御坂学童保育クラブが３４名、一宮が９名、八代が１４名、境川が１３名、春日居が２９名で

ございました。
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〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

３０分早めていただいたことにより成果も出たと思っております。今後ですね、このへんも

ぜひ進めていただければと思います。

次にですね、先ほどもちょっと待機児童の件がございました。待機児童が発生している状況

に対し今後、既存のですね、公共施設や学校教室の利用を検討するとのことでありますが、具

体的な計画はあるのか、これについて伺いたいと思います。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

お答えをいたします。

 学童保育の待機児童が発生している状況につきましては、先ほど答弁をしたところでござい

ますけども、今後の既存の公共施設や学校教室の利用等を検討するということの具体的な計画

でございますが、その年度によって発生状況がだいぶ異なっているということで、計画的なと

いうわけではございませんが、待機児童が発生した地区別に見ますと御坂、八代、春日居など

が今年度はございました。御坂地区につきましては、第４学童保育室として隣接する保健セン

ターの２階を現在、利用をしております。公共施設等の総合管理計画の今後の整合性と言いま

すか、状況を見ながら保健センターのほうの利用拡大の検討をしていきたいというふうに御坂

地区では考えております。

それから八代地区におきましては隣接するふれあいセンター別館での第２学童、それから八

代小学校の教室をお借りしている第３学童がございます。当面は現状、現施設の利用を基本に

して支援員の増員等を検討していきたいと考えております。

それから春日居地区におきましては、第２学童保育室として保健センターのほうを利用して

おりますけども、そちらのほうもすでに利用拡大が難しい部分もございますので、今後、学校

の利用、教室利用等も含めて改めて検討をしたいと考えております。

 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）

 ちょっと聞くところによりますと、石和富士見地区の小学校におきましては学校の教室を利

用して学童保育と、放課後子ども教室での学習支援を一体的に行っていただいておるというこ

とで、保護者の皆さま方からも大変評判のいいお話を聞いております。このような学校の教室

を利用した子育て支援の取り組みを市内全域におきましても行えば学童保育の待機児童解消と

放課後の子どもの居場所づくりの両方に効果があると考えますが、このへんにつきましてのご

答弁をお願いしたいと思いますけど。

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。
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 今、ご紹介、ご案内があったように石和の富士見地区の富士見小学校、西小学校では学童保

育と放課後子ども教室の学習支援等、学校内の教室を使って並行して行っているという状況で

ございまして、石和のほかの学校につきましても今、検討というか進めているところでござい

ますけども、これについては教育委員会と保健福祉部が連携をしまして放課後子ども総合プラ

ンの運営委員会を立ち上げまして、放課後子どもたちの安全な居場所の確保について事業を推

進しているというものでございます。市内全域に進めるにつきましては、それぞれの地区の課

題もございますので、今後その運営委員会の中で検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

そのへんにつきましてもよろしくお願いしたいと思います。

２問目の質問に移らせていただきます。

２問目につきましては、地域福祉の取り組みについてを伺います。

地域福祉は高齢者福祉のみならず広く地域住民、障がい者、生活に課題を抱える方、単身者

など、すべての子どもからお年寄りまでが住み慣れた地域で共に支え合い、人として尊厳を持

ち自立して生活していくことができる、わがこと丸ごとの地域づくりを目指していく考え方と

いえます。そこで以下について質問いたします。

 この地域福祉という政策課題に対する本市の優先順位、重要度をどのように考えているのか

伺います。

 次に３月議会でも笛政クラブ、議員の一般質問で提案し、第３次障がい者基本計画にも盛り

込まれ、差別解消や権利擁護などのための条例制定について伺います。

 障がい者に関わる（手話言語を含む）コミュニケーション確保をはじめ不利益取り扱いの禁

止、社会的障壁の除去のための合理的な配慮、相談体制、不利益取り扱いに関する助言・あっ

せん、共生社会の実現に向けた施策の推進等を盛り込んだ条例制定について、検討状況はどの

ようになっているのか伺います。

最後に本市のように面積が広く、地域公共交通の利便性が高いと言われていない地域におい

て医療や介護における移動支援や送迎等の必要性は高い状況にあります。市では市内の福祉施

設等における福祉運送の現状を把握しているのか。また、福祉運送における課題をどのように

考えているのかについて伺います。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

前島敏彦議員の一般質問、２問目のほうにお答えしたいと思います。

 地域福祉の政策課題に対する本市の優先順位、重要度をどのように考えているかについてで

すが、平成２９年３月に笛吹市地域福祉計画を策定をいたしました。社会的課題でもある少子

高齢化や核家族化の進行、人口減少や近隣住民とのつながりの希薄化に加え、本市の特徴とし

て生活困窮者の自立支援など地域社会を取り巻く環境の変化を踏まえ、住民主体の地域福祉活

動の促進、利用しやすい福祉サービスの仕組みの構築、誰もが安心して暮らせる地域づくりを



１２３ 

基本目標として６つの重点施策を体系付けております。

 それぞれが重要な取り組みとして位置づけており、社会福祉協議会が策定した地域福祉活動

計画と共に地域、市民と行政が計画の実現に取り組むことが重要であると考えます。特に行政

の取り組みとして地域福祉推進の仕組みづくりに重点を置いてまいりたいと考えております。

次に障がい者に関わる条例制定の考え、検討状況についてですが平成２９年３月に策定した

笛吹市第３次障害者基本計画の基本目標の１つに情報アクセシビリティの推進を掲げ、手話言

語条例の制定に向けた環境整備として、地域自立支援協議会当事者家族部会の活動の中で検討

しておりますが、障がい者の特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の構築

だけでなく、障がいのある人もない人も分け隔てなく理解し合い、互いに一人ひとりの尊厳を

大切にし合う共生社会を推進するため、本市に合った条例制定を目指していきたいと考えてい

るところでございます。

 今後、当事者家族部会、地域、市民の皆さまとの認識の共有を図りながら取り組んでまいり

たいと考えております。

 次に市内の福祉施設等における福祉運送の現状を把握しているか。また、福祉運送における

課題をどのように考えているかについてですが、福祉施設等における福祉運送については、介

護事業者等がサービスの一環としてとして利用者を送迎する無償運送、医療法人や社会福祉法

人等が事前に名簿登録している要介護者や障がい者を自家用自動車で送迎する福祉有償運送、

訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送および福祉輸送事業限定タク

シー、いわゆる介護タクシーがあります。

無償運送についてはほとんどの通所介護事業所で実施しており、デイサービス利用者等の送

迎等を行っております。

また、市内では福祉有償運送は社会福祉法人１者が、訪問介護事業所の訪問介護員等による

自家用自動車の有償運送としては医療法人が運営する訪問介護事業所１者が、福祉輸送事業限

定タクシーとしてはタクシー会社等が運行をしております。

 なお、福祉有償運送については、公共交通による運送サービスを補完するものとして今後、

需要が高まっていくものと考えますが、実施事業所の不足などが課題となっております。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

 前島敏彦君。

〇１７番議員（前島敏彦君）

福祉についてもですね、笛吹市としてはいろんな事業展開等々もされておりますし、社会福

祉協議会と共存でいろんなことも進められていることも認識しておるところでありますけども、

地域福祉の取り組みについてを再質問させていただきたいと思います。

地域福祉という政策課題に対する本市の優先順位、重要度について６つの重点施策のうち行

政の取り組みとして地域福祉推進の仕組みづくりに重点を置いていくという答弁でありました

が、共助や協働ということがこれからの地域福祉の推進によって、これまで以上に重要な課題

と思います。仕組みづくりを具体的に行政としてどのような取り組みを行っていくのか、内容

や方針等がございましたら、ご説明をいただければと思います。

〇議長（海野利比古君）

保健福祉部長。
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〇保健福祉部長（風間斉君）

再質問にお答えをいたします。

 仕組みづくりを具体的にどのように取り組んでいくのかということですが、先ほど答弁の中

でも申し上げましたが、笛吹市の地域福祉計画において重点施策として地域福祉の仕組みづく

りを挙げております。この中では８つの施策取り組みについて掲げているわけですが、１つは

地域福祉推進の活動の場の提供紹介ということで、市民活動ボランティアセンターなどを活用

し、またそのボランティアニーズとどうマッチング、コーディネートしていくのかというとこ

ろについて取り組んでいく。

 ２番目に民生児童委員、区長会、あるいは老人クラブ、消防団等々の地域組織の活動支援を

行いながら、その連携強化を図っていく。また市役所内の総合相談窓口の充実ということで相

談から支援へのネットワークを構築していく。それから地域課題の取り組みの充実ということ

で、現在抱えている、先ほども申しましたが地域福祉の課題、問題点の解決につきまして社会

福祉協議会等と連携しながら取り組んでまいる。また繰り返しのような話になりますが福祉、

それから健康、教育の庁舎内での連携体制を強化していく。専門職員の養成や資質向上にも取

り組むと。それから情報発信ということで福祉情報の提供を住民に幅広く提供していく。また

地域福祉情報の共有マニュアルというふうなものを作成をいたしまして、これからの地域福祉

を取り組む上での課題となります個人情報等の適切な管理に取り組んでいくというものでござ

います。

 いずれにいたしましても行政がリーダーシップを取りながら社会福祉協議会、また地域や市

民の方々と一緒になって取り組んでいこうというものでございます。

 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）

福祉というのは大変幅広くですね、あろうかと思いますけども、そういった中におきまして

は来年ですか、地域包括支援センターも、今までは１カ所だったものを各地区を選定した中で

開いていただくということで、大変高齢の方々等も、いろんなコミュニケーション等々も図り

ながらですね、こういった施設を利用してですね、福祉関係、特にこれから高齢化社会の中で

はそういった方々のですね、いろんなご意見等もあろうかと思いますけども、ぜひ包括支援セ

ンターをご利用なさってですね、ぜひ地域の、また高齢者の声等も聞いていただければと思い

ます。

大変、時間もありますけども、われわれの会派でも関連もさせていただきますので、私のほ

うからは以上とさせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（海野利比古君）

以上で、前島敏彦君の一般質問を終了します。

関連質問を行います。

１５番、大久保議員。

〇１５番議員（大久保俊雄君）

 すみません、それでは前島議員の関連ということで、福祉地域公共交通の利便性を高めると

いうことで、当然その介護、ハンディキャップをお持ちの方の輸送という部分でですね、福祉
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輸送。今言う介護事業者の無償輸送ですとか、事業用自動車福祉輸送事業ということで、簡単

に言いますと届け出をすれば白ナンバーでも福祉輸送、ステッカーを貼ればお金が取れるのが

福祉輸送でありまして、今、答弁にですね、補完する、事業者が不足しているので補完という

説明のみに止まりましたけども、当然やはり人を運ぶということはですね、安全性の担保が一

番必要なわけですし、そこらへんの見解をですね、一歩踏み込んだ課題ということで、なんで

もタダだからいい、安ければいいという部分で説明を求めたいと思います。いかがでしょう。 
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）

 答弁をしたいと思いますが公共交通による輸送、福祉有償運送につきましては、公共交通に

よる輸送サービスを補完するものであるというふうに答弁させていただいたということで、中

身につきましては移動サービス等に関わる関係法令ということで、これは手元にあるのは関東

運輸局の資料でございますが、この中で輸送事業についての定義がございます。当然ご案内の

ように一般のバスやタクシー等の事業等もございまして、その２番目に福祉輸送事業限定タク

シー、それから３番目には先ほどもご案内しました訪問介護事業所の訪問介護員による自家用

自動車の有償運送の許可基準、それから福祉有償運送について等々がございます。

 こういった法規範によりまして当然、安全・安心な輸送等について基準が設けられていると

いうふうに理解はしておりますが、われわれのほうも野放図にと言いますか、単純になんでも

あればいいというふうに考えているわけではございませんので、当然、一般の輸送事業者の基

準に則った形で安全が確保されるべきだというふうに考えております。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 大久保議員。

〇１５番議員（大久保俊雄君）

 それで本市の今、地域公共交通ということで福祉輸送というこの話がありましたけれども、

当然、今日午前中、話があったようにですね、健常者交通空白地域の公共交通等、やはり福祉

輸送という部分、このバッティングする部分が多ければ本来は市が目指す公共交通システム制

度というものが利便性を増すわけですけれども、そこらへんの市の、これも踏まえた公共交通

制度というものをですね、一歩踏まえて、もう少しリンクさせながら検討すべきだと思います

けれども、そこらへんいかがでしょうか。

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。

 議員おっしゃるようにですね、現在の公共交通というのは交通の空白地域を、移動手段を提

供するということが大きな目的でやっているということでございます。福祉的な部分について

はですね、どうしても福祉の、重度な方から軽度な方もいらっしゃると。その障がいの程度に

応じてですね、すべてをカバーするということは公共交通の中では無理だと、限界があるとい

うふうに思っております。ですからそのへんはそれぞれの区別というものをしっかりしながら

ですね、移動手段というものを確保する必要性があるというふうに考えております。
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 以上です。

〇議長（海野利比古君）

ほかに関連。

 １３番、志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

それでは前島議員の一般質問の関連質問、私のほうからもお願いいたします。

今、地域福祉のほうからありましたので地域福祉の関係で１つ、地域福祉推進の仕組みづく

りという中に、やはりこの地域福祉を担っていただくいろんな方々が市内には大勢いらっしゃ

るということで挙げられていました民生委員さんや区長会、老人クラブ、消防団、愛育班、食

生活改善推進委員とかというふうな方々があるわけですけども、その中でも取り分けて民生委

員児童委員の方々、今年で制度創設１００周年というふうに聞いていますけども、これが定数

が平成２５年に厚労省の定める基準から参酌基準になって、２６年に県条例で笛吹市は２０５名

というふうになっています。大勢の方に本当に法令上、無休で本当に必要な費用弁償等の対応

の中でさまざまな市民生活の相談等に乗っていただいているということでありますけども、や

はり今、各地区で、石和地区は６５名、御坂、一宮というふうにそれぞれの地区で配置をお願

いしているという状況にありますけども、どうしても人口の世帯が多い地区に置かれている人

数と、それからそうでないところとの差が開いてきているというようなところもあって、一部

の民生委員さんにだいぶ負担もかかっていると。次のですね、また任期が改まるようなときに

は、そのへんも含めて市民の方々が民生委員さんにアクセスしやすいような、世帯が多いとこ

ろには少し多めに配置をしてもらう中でですね、笛吹市内の中でそのへんのちょっと調整もし

ていただけたらと思いますけども、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。

 議員のご指摘のとおり、すでに笛吹市の場合は２０５名の民生委員さん、旧、合併前のもの

をベースにしながら各地区ごとの割り振りというようなものが決められております。地区によっ

ては小さい地区であるがために２つの地区をまたいで民生委員さんが分担する地区もあれば、

また人口増加をしているところでは、以前から１名であったからすでに何百人というふうに膨

れ上がっているけれども１名であるとか、あるいは２人であるけれども、すでに１千人を超え

るような地域もあるというようなところで、民生委員さん方からもその負担感というのはご意

見をいただいているところです。これにつきましては、昨年の更新をした際にもですね、県の

ほうにもその旨のご相談をして解消ができないかということをしたわけですが、山梨県全体の

定数等の中で笛吹市については２０５名という定数がございました。その中で笛吹市の中で内

部調整をしてくれというようなお答えがありまして、時間的にもあまりない中で十分な議論等

もできなかったという経過でございます。ご指摘のとおり３年後にあります次回の改正までに

そういった議論をして備え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）

志村直毅君。
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〇１３番議員（志村直毅君）

よろしくお願いします。それから子育て支援関係ですね、学童、夏休みの学童、早朝学童３０分

拡大していただいたということで、これは人的配置とかですね、人件費等の対応も必要になっ

たんではないかなと思うんですけども、そのへんのところはいかがでしょうか。

〇議長（海野利比古君）

 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（風間斉君）

 夏休みの対応については、先ほどご報告といいますか、答弁の中でお話したとおりでござい

まして、まだ十分な検証はされておりません。今回は事前に取り組んでいただいております学

童の各現場の先生方と事前協議等をしながら受け入れをしていただきました。その中では、先

ほどもちょっと触れましたが、適切な利用を図るというふうな点できちっとした公平性を担保

するためにいろんな手立てを検討すべきではないかというふうな意見や、それから今回は先ほ

ど紹介したように各地区ではこういう人数にもバラバラに差がありましたけども、場合によっ

てはその事業所の中でシフトを変えたりするだけでは対応できない部分もあったのではないか

というふうなところもございます。今後、検証をする中で対応については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）

 志村直毅君。

〇１３番議員（志村直毅君）

 今年やってみて、また来年は利用者さんからの負担もということも検討されているかと思い

ますけども、実際問題、登録は１７９名でもですね、１日１７９名、すべての児童が利用して

いるわけではないということで、例えば石和南学童保育クラブで７人というふうになっていま

しても、この日は２人とか１人。それでも支援員は必ず配置しなければならないし、朝、カギ

を開けていただかなければならないし、３０分早く出てくるというのは、支援員さんにとって

も結構大変なことで、夏休みの場合は学童の利用料金も５千円ということになっていますけど

も、それでもやはり中でやり繰りするのは、また直営のところと指定管理のところといろんな

違いもあると思いますので、そのへんの対応をしっかり検証していただいて、例えばですけど

も、１０地区全部の学童保育クラブでやるのではなくて、利用者が少ないところはどこかでそ

の時間帯やって、あとを送るとか、そういったこともぜひ検討していただけたらと思います。 
 以上です。その点について、じゃあいかがでしょうか。

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）

 いろいろとお気遣いをいただきましてありがとうございます。先ほど申し上げましたように

早朝の取り組みについては今年度初めて取り組んだところで、３０分でございましたが希望す

る方が非常に多かったというところでございます。ただ、先ほどもちょっと触れましたし、今、

議員からもご指摘というかご紹介がありましたように、登録はしたけれども利用をしない方、

もしくは登録していないのに勝手に置いていってしまう方というふうな利用者の側のモラルの

部分もまだまだ不確定であったというふうなところもございます。また先ほどもちょっと触れ



１２８ 

ましたが、指導員の配置等について負担が生じるようなケースがあったのかどうかというよう

なところの検証、それから利用者自身の利用に際しての声というものも今後アンケート等を実

施する中で、今後の実施の検討といいますか、方向性について検討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）

以上で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。通告に従って質問させていただきます。

私は今日、最終質問者でございますがしばらくの間、よろしくお願いいたします。

今まで各議員さん等も財政、福祉、教育、子育て等の質問をしてまいりましたが、私は違う

観点から１つの質問をさせていただきます。

農工団地（工業立地）の促進と雇用についてを質問させていただきます。

 農工団地（企業立地）は笛吹地域で昭和４６年度から策定し、最近では平成２０年度に変更

しました農村地域工業等実施計画書により５年計画で進められてきましたが、今の現状はどの

ように変化しているのでしょうか。今後、笛吹市の将来のため、子どもたちの未来のためにも

最優先で進めるべき重要施策だと思います。笛吹市の１０年前の１農家当たりの平均耕作面積

は８０アールで総農家戸数は４，５２０戸で、そのうち専業・兼業農家を合わせると３，８００戸

でありました。果物は笛吹市の基幹産業でもあり日本一の果物産地でもあります。近年は後継

者不足、高齢者労働により遊休農地、耕作放棄地が増えていることが現実であります。

ちなみに２０１５年農業センサスで見ると農業戸数は４，０６０戸で、２０１０年から５年

間の間に４６０戸減少しています。ただし農業生産法人が４２社と増えていますが、農業セン

サスで見ると２０１０年の農業センサスで農業専業家族農業者戸数は１，５６０戸でありまし

たが、２０１５年の農業センサス統計によりますと１，１５０戸とやはりかなりの減少をして

いることが見受けられます。

 笛吹市の世帯数２万６，２００世帯、農業世帯割合は１６％で専業農家に当たっては４．５％

であります。笛吹市の農業生産売上高は総額１８６億円で、果物が９０％定める１６０億円と

なっております。

 遊休農地、耕作放棄地も５５０ヘクタールと農業耕地面積の１６％を占めています。面積で

比較してみますと東京ディズニーランドの１０倍の面積が耕作放棄地になっていることが見受

けられます。これからは農業生産人口がこの数字から見るとますます減っていくと見受けられ

ます。

 さまざまな状況とこれからの市の状況、財政から見ても農工法を山梨県と協議をする中で活

用し、また山梨県でも資源が豊富がこの笛吹市です。山下市長には１３市のリーダーシップと

なり活力あるまちづくりを進めていただきたいと思います。わが笛吹市を誇れる日本一の果物

と温泉と産業工業の三本の柱でしっかりと行政も進めていただきたいと思います。それについ

ては私も協力は惜しみません。それでは以下、質問いたします。

１つ目は、農業地域工業等導入実施計画のこれまでの進捗状況と現状はどうなっているのか
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お伺いいたします。

 ２つ目といたしまして、市内の農工団地指定区域は何カ所あるのか。また入居企業者数と入

居企業状況と空き状況をお伺いいたします。

 ３番目といたしまして、農工団地に入居企業の雇用者数はどのくらいあるのかお伺いいたし

ます。

 ４番目といたしまして、人口減少に伴う将来の定住人口と農工団地（企業立地）促進と雇用

との関係をどのように考えていますか、お伺いいたします。

 ５番目に笛吹八代スマートインター周辺を今後どのような位置につけて考えているのか、お

伺いします。また農工団地指定区域の考えはあるのかもお伺いいたします。また、そのほかの

地域を農工団地指定区域にする考えはあるのかをお伺いいたします。

 ６番目といたしまして今後、笛吹市が活力ある経済地域に、またさらなる発展をするために

農工法などによる工業団地整備を進めることが雇用問題、定住人口につながると考えますが市

の考えをお伺いいたします。

 ７番目に第２次総合計画検討を進める中で、改めて重要な農村地域工業導入実施計画の位置

づけと取り組みについてをお伺いいたします。

８番目に今後、農工団地（企業立地）の重要性と方向性についてをお伺いいたします。

 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。

答弁を、雨宮産業観光部長。

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します。

 はじめに農村地域工業等導入実施計画のこれまでの進捗状況と現状についてですが、本市の

農村地域工業等導入実施計画は、安定した就業機会の創出と地元雇用の拡大による兼業農家等

の就業確保などを目的として、合併前から旧町村においておおむね５年に一度の見直しを行っ

てきました。

合併後は平成２０年度に変更を行い、その後は直近で平成２７年２月に見直しを行ったとこ

ろでございます。

 次に市内の農工団地指定区域の個所数と入居企業数および空き状況についてですが、既存農

工団地は９団地で、若干ではありますが分譲可能区画が存在するのは八代町米倉団地と境川町

石橋団地となります。残る７団地は全区画が分譲済みとなっております。

 現在２７の企業が立地しており、平成２９年８月現在の雇用者数は約２，４００名となって

おります。

 次に第２次笛吹市総合計画を進める上での農村地域工業導入実施計画の位置づけと取り組み

等の質問についてですが、本年、農村地域工業等導入促進法、農工法でございますが、は農村

地域への産業の導入の促進等に関する法律（農村産業法）と本法の題名を変え、６月２日に公

布、７月２４日に施行されたところであります。ただし制度改正に伴う国の基本方針が８月２５日

に示されたばかりであり、県の基本計画につきましては、まだ策定されていない状況でありま

すので、市では県の策定を待って実施計画の見直しを行う予定であります。

新制度につきましては参入業種の拡充等が主なものとなっておりますが、国・県の動向を踏
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まえる中で、市として第２次総合計画をはじめ、まち・ひと・しごと創生総合戦略、都市計画

マスタープラン、農業振興地域整備計画等々と整合性を図りつつ本計画の目的である安定した

就業機会の創出と地元雇用の拡大を図り地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。

また、計画を策定する上で八代スマートインター周辺をはじめとする各エリアの拡大等に関

しましては事業者の具体的な立地ニーズ、事業見通し等を的確に捉えると共に優良農地の確保

を考慮する中で総合的に判断し、区域の見直し等を検討してまいります。

 以上、答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

再質問を行います。

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

ありがとうございます。今の農村地域工業等導入実施計画、これは昭和４６年からやってき

まして４回ほど変更になりまして、今の話だとつい最近というか、２７年に見直ししたという

ことなんですけど、それについて２０年度のときと２４年変更、この中で５回の変更の中で大

幅に、どのような内容が盛り込まれたのか、変更されたの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）

 合併前にですね、それぞれの旧町村で農工計画をつくっておりました。それぞれの地域の工

業団地が個別にありましたのを平成２０年度に、合併後にすべて統合してまとめて新しい計画

をつくりました。これが平成２０年度の変更の計画でございます。その後ですね、各エリアの

ですね、農工団地の中の企業が拡大等を希望した場合、それからですね、石橋工業団地におき

ましては新たな企業が大幅に事業拡大等を行いましたことに伴って農工団地のエリアの拡大、

これが主な変更の理由でございます。最終的にはやはり平成２７年に企業からの拡大の要望が

ございましたので、併せて変更を行ったのが最終的な変更でございます。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

 ありがとうございます。今この現状の農工団地、非常にありがたい話というか、県では企業

の撤退等がここ数年、進んでいるということの中で笛吹市の場合、私のところにも何社かそう

いった笛吹市内でないかということの要望、話を受けておりますが、今年の４月にも境川の工

業団地、私も１社、話をしまして操業を開始しております。そういった中で石橋の工業団地も

今、空いているところ、ほとんどなくて、先ほども今、２社、３社かな、希望があるというこ

との中で進めておられると思います。そういった中でぜひ積極的に、今、現状している企業も

拡大しているところもあると思いますが、そういったこともぜひ踏み入れながら積極的に進め

ていただければと思います。

 その中で石橋工業団地は結構ですが、石橋工業団地の隣に大坪の工業団地がありますが、こ

れはこの中に入っているのでしょうか。
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〇議長（海野利比古君）

 産業観光部長。

〇産業観光部長（雨宮良秋君）

石橋工業団地と言っておりますけども、隣接の大坪も合わせての石橋工業団地という形で９つ

の団地のうちの１つでございます。石橋工業団地につきましてはまだ１カ所、空き区画がござ

いますので、企業の入居の希望、それから要望、それからいろんな地権者の状況等も考えて今

後計画の見直しを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）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

 今、大坪の工業団地、区画があるということなんだけども、話によるとそこに施設栽培して

いる農家があって、そこに希望者があったんだけど、そこに施設栽培の要するに建物、ハウス

の補償が相当多額な補償を請求されたということで断念したということなんですけど、そういっ

たこともぜひまた市も一緒になってそういったことをなるべく、せっかく農工団地にしている

地域の中でそういったことが、なるべくスムーズに進むようにまたやっていただければと思い

ます。

 それからですね、雇用も先ほど言いましたが２，４００名という雇用があるということで、

できれば私はこの倍ぐらい、せめて５千名ぐらいの雇用をできれば笛吹市の将来も明るくなる

かなというような感じも見受けますので、ぜひ市長、そのへんはよろしくお願いいたしたいと

思います。

 農工団地については、これは法整備とか県との協議とか国との協議があるから非常に難しい

問題はあると思いますが、これは市長の手腕でぜひよろしくお願いいたしたいと思います。

あと先ほど笛吹八代スマートインターが開通したということで、あそこかなりの利用者が増

えているということの中で、あそこの地域、要するに笛吹八代スマートインターのまわりの地

域、今、非常に優良農地ということで農業をやられておりますが、非常にこれは東京と名古屋

の中間地点ということで非常に期待を持てる地域だと思います。そういった中で、そこの地域

も、ぜひあそこをなんとかそういった地域にしてもらえばという要望も私も受けておりますが、

それは先ほど言いましたが、これは国、県の法整備といろいろ問題がありますけど、それを早

い時点で進めていかないと３年、５年はすぐ経過しますので、そのへんはぜひよろしくお願い

いたしたいと思います。

最後に市長にお伺いしますけど、市長も先日の開会のときに、行政報告の要旨の説明の中で

企業誘致に触れていましたが、積極的に進めるという考えをお聞きしましたが、ここでもう一

度、今後、笛吹市の農工団地、企業誘致立地についての事業性と方向性についてぜひ市長の考

え方をお聞きしたいので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）

発言の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。

私がこの議会で、行政報告でもお話させていただきました。農業、そしてまた観光という２つ
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の大きな柱があるわけでございます。荻野議員、今、質問の中で言われたように三本の矢だと。

ここにもう１つ、産業というものを入れてですね、活性化を図っていただきたいというお話で

ございます。まったく私もその考えでございます。

 先ほどから農工団地のお話が出ていますけれど、当然これから県と協議をしていくわけでご

ざいます。県のほうも非常にですね、高い評価をいただいて、かなりいろんな事前にですね、

大坪あたりの工業団地を少し検討してみたらどうだという話も伺っておりますので、いよいよ

これから県の指針が出てきますから、先ほど部長からお話がありましたように全体的な、総合

的にですね、整合性を合わせながら、この地域をですね、ひとつ、先ほど２，５００人を倍に

したいなんて話もありました。そういうふうに私もそのぐらいの勢いでですね、なんとか広げ

ていきたいなというふうに思っています。

 また笛吹八代のスマートインターチェンジに関しては、非常に優良農地ということもござい

ますから、必ずしも地権者の皆さんとよく相談をしなければいけませんし、必ずしもすぐ近く

だけがいいというわけでもないかと思います。少し離れたところでも可能性がある場面が、ま

た地権者の皆さんからそういうお話があるようでしたら、積極的に進めていきたいというふう

に考えています。

 笛吹市のこれからの将来図を考えていくと、やはりずっとこの就任して１年ちょっと経ちま

すけど、やっぱりできるだけ定住人口を増やそうではないかと、人口を増やそうではないかと、

そのためには何が必要なのかとなってくると、やはり若い人たちにできるだけ働く場をつくっ

ていくんだということは、この議会で共通認識ではないかなというふうに思っておりますので、

そういった若い人たちにまず仕事をつくれるようなですね、そういった施策を一つひとつ進め

ていきたいというふうに考えておりますので、ご指導をいただきたいと思います。よろしくお

願いします。

〇議長（海野利比古君）

 荻野謙一君。

〇９番議員（荻野謙一君）

 ありがとうございます。今、ちょっと市長のほうから話が出ましたけど、私もちょっと、以

前に知事と会う機会がありまして、今まで山梨県の場合は甲府から西側がそういった工業とか

そういったものが盛んになっているから、ぜひ峡東地域もぜひそういったものが県としても考

えてくれということを言いましたら、それはぜひ市を通じてまた言っていただければ、また県

としてもぜひそういうことは考えたいということを言っておりましたので、そんなことでぜひ

よろしくお願いいたします。これ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、荻野謙一君の一般質問を終了します。

関連質問を行います。

８番、岩沢正敏君。

〇８番議員（岩沢正敏君）

 先ほどの荻野議員の質問の中で境川の石橋工業団地、大坪工業団地の話が出ました。それか

ら部長の答弁の中で農工法が国でもって改正されて、７月２４日ですか、公布され、８月２５日

に国からその内容が示されたというような話ですけれども、今まで境川村の時代からの併進と

いうことで、ああいう工業団地をつくってやってきたわけですけども、やはりその農工団地の
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入れる業種が農工法によって、やはり製造業をはじめとして５つか６つの業種しか入れなかっ

たんです。それで今回のこの国の改正によって、おそらくかなりの業種が入れるようになると

思います。それは部長、どのくらいの業種の幅が出てきましたか。数だけでいいですけども、

業種も言わなくてもいいですけども、かなり大幅に緩和されたと思うんですけども、いかがで

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） 

 議員さんのおっしゃるとおり、以前の農工法におきましては製造業を中心に５業種と限定さ

れておりまして、企業さんのほうからお話があってもそれはここに入れる業種ではないよとい

うことで、かなりお断りした経過がございます。今回の改正におきましては、業種を撤廃され

ました。基本的にはどの業種でも入れますが、やはり県、市の計画の中で市として入ってほし

い業種、市として誘致したい業種、これを計画のほうに盛り込んでいくということで、なんで

もかんでもいいということではなくて、今後県の計画を見ながら市として望ましい業種をこの

中に加え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） 
 そうするとやはり工業団地、大坪のまだ空いているところに関しては今からその期待が持て

るわけですけれども、先ほども市長が答弁したように、あそこの大坪の工業団地に新しく企業

が来ますけれども、雇用が２００人以上採用されるというようなことでございます。やはり定

住するにしても仕事がなければ定住もできませんので、そういう仕事場の確保、農業、果物、

温泉、そしてこの産業ということを先ほど三本の矢というふうにおっしゃいましたけども、や

はり笛吹市の今からの人口減少に対しては非常に重要な政策になると思います。そのことを期

待いたしまして関連質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（海野利比古君） 

 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で関連質問を終わります。 
 お諮りします。 
 明日９日から９月２９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９日から９月２９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９月２９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。 
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 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時４１分 
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笛 吹 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会
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平成２９年笛吹市議会第３回定例会

１．議 事 日 程（第４号）

平成２９年９月２９日

午後 ２時３０分開議

於 議 場

日程第 １ 議案第６４号 笛吹市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第 ２ 議案第６５号 笛吹市職員等の旅費に関する条例の一部改正について

日程第 ３ 議案第６６号 笛吹市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の

一部改正について

日程第 ４ 議案第６７号 笛吹市福祉センター条例の一部改正について

日程第 ５ 議案第６８号 笛吹市立保育所条例の一部改正について

日程第 ６ 議案第６９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 ７ 議案第７０号 平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第７１号 平成２９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成２９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１０ 議案第７３号 平成２９年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１１ 議案第７４号 平成２９年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１２ 議案第７５号 平成２９年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第７６号 平成２９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１４ 議案第７７号 平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予

算（第１号）について 

日程第１５ 議案第７８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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第７９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

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１７ 議案第８０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

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１８ 議案第８１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

特別会計補正予算（第１号）について
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日程第１９ 議案第８２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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第８３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

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２１ 議案第８４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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２２ 議案第８５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

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第８６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

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第８７号 平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２５ 議案第８８号 平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算(第２号)

について 

日程第２６ 議案第８９号 平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２７ 議案第９０号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第２８ 議案第９１号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第２９ 議案第９２号 平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３０ 議案第９３号 平成２８年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第３１ 議案第９４号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３２ 議案第９５号 平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３３ 議案第９６号 平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３４ 議案第９７号 平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３５ 議案第９８号 平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３６ 議案第９９号 平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３７ 議案第１００号 平成２８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３８ 議案第１０１号 平成２８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３９ 議案第１０２号 平成２８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４０ 議案第１０３号 平成２８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について

日程第４１ 議案第１０４号 平成２８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４２ 議案第１０５号 平成２８年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

日程第４３ 議案第１０６号 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計決算認定について 

日程第４４ 議案第１０７号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 

日程第４５ 議案第１０８号 市道廃止について 

日程第４６ 議案第１０９号 市道認定について 

日程第４７ 議案第１１０号 平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第４８ 発 議 第 ３ 号 北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイルの発射及び核実験等度重なる

暴挙に抗議し、国の断固たる対応と国民の安全・安心の確

保を求める意見書の提出について 

日程第４９ 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
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３．欠席議員

（ な し ）

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２０名）

市 長 山 下 政 樹 副 市 長 雨 宮 寿 男

教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 小 澤 紀 元

経営政策部長 深 澤 和 仁 会 計 管 理 者 須 田 富 士 男

市民環境部長 杉 原 清 美 保健福祉部長 風 間  斉

福祉事務所長 飯 島 尚 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋

建 設 部 長 雨 宮 茂 貴 公営企業部長 遠 藤 正 文

教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹

経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫

消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 相 川 幸 夫

代表監査委員 横 山 祥 子 農業委員会会長 赤 岡 勝 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名）

議会事務局長   菱 山 一

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   横 山 慶
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再開  午後 ２時３０分

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

〇議長（海野利比古君）

ただいまの出席議員は２１名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

直ちに日程に入ります。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

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

〇議長（海野利比古君）

  日程第１ 議案第６４号から日程第４６ 議案第１０９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おります案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。

 総務常任委員会委員長、古屋始芳君。

〇総務常任委員長（古屋始芳君）

 それでは、議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報告い

たします。

 去る９月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について９月１３日、

１４日ならびに２０日、２１日および２２日の５日間の日程により委員会を開会しました。全

委員出席のもと関係当局の出席を求め、審査いたしました。

審査にあたり質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。

議案第６４号 「笛吹市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」

総務部総務課の審査において、この条例の一部改正は臨時職員にも準用されるのかとの質問

に対し、現在の臨時職員の多くが地方公務員法第２２条を根拠に任用しており適用されないと

の説明がありました。

 また一部改正にかかる該当者はいるのかとの質問に対し、現在、直接対象となるお話しはい

ただいていないとの説明がありました。

 議案第６６号 「笛吹市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部改正につい

て」

総務部税務課の審査において、この条例の一部改正について、固定資産税の課税免除となる

対象事業のうちソフトウェア業が農林水産物販売業に改正されることにより、対象となる事業

者はどのくらい増えるのかとの質問に対し、芦川地域においては、おごっそう家、沢妻亭がこ

の業種にあたるが両施設とも土地、家屋、償却資産が市の所有であり、固定資産税が非課税で

あるため、現時点で改正により対象事業者となるものはない。今後、芦川地域において本条例

改正項目を含めた対象３事業を新たに始めた場合、または増設した場合は対象事業となり、家

屋および償却資産、施設の底地になっている土地の固定資産税が最初に課税すべき年度から３年

度分免除されるものであるとの説明がありました。

議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」

総務部防災危機管理課の審査では、防災体制整備事業における山梨県地震防災訓練に伴う毛



１４１ 

布等リパック代とはどのような内容かとの質問に対し、現在、防災用に備蓄している毛布１万

３千枚についてはアルミ箔で圧縮しており、これにより１０年間、虫を寄せ付けない形でたく

さんの毛布が備蓄可能となっている。１１月に予定されている山梨県地震防災訓練において、

ここから２５０枚の毛布を使用する予定であり、訓練終了後に消毒等を行い、またアルミ箔で

リパックして再度備蓄するものであるとの説明がありました。

 総務部管財課の審査では、庁舎等維持管理事務における一宮支所改修工事について、トイレ

の改修方法、２階旧事務室の改修後の使用方法はとの質問に対し、トイレについては和式を洋

式に改修するものであり、２階の旧事務室はカウンターを外して壁を設置した上で１つの会議

室として使用する予定であるとの説明がありました。

 また、これだけお金をかけるこの建物の耐震性は担保されているのかとの質問に対し、耐震

性は担保されているとの説明がありました。

 消防本部の審査では笛吹市消防署仮眠室増室工事に関し、改修するこの４部屋は窓がありま

せんが大丈夫ですかとの質問に対し、事前に設計業者と相談させていただいて法的にはクリア

できると確認してありますとの説明がありました。

 また、笛吹市消防本部には女性の消防士はいるのかとの質問に対し、現在はおりません。募

集はしておりますが、今年度もありませんでした。県内では甲府、東山梨、都留にそれぞれ女

性消防士がいるとの説明がありました。

 経営政策部経営企画課の審査では、遠距離通学定期券購入について１０月１日からの事業で

すが周知の方法は考えていますかとの質問に対し、作成した制度案内をもとにホームページや

広報等で周知していきたいとの説明がありました。

討論について報告します。

 経営政策部の審査で議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）につ

いて」において、反対討論として議員よりふるさと納税について税の趣旨から逸脱しているの

で反対するとの発言がありました。

議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」

総務部および支所の審査では、総務課の審査において参議院議員通常選挙委託金として２，

８００万円余りの歳入があるが参議院議員選挙事務における市の負担はとの質問に対し、基本

的には委託金で賄うことになるが、備品購入費等に関しては９分の５が国の負担で残りの９分

の４が市の負担となるとの説明がありました。

 また管財課の審査では、公共工事検査事務において嘱託職員の２名の報酬が支出されている

が公共工事検査の実績はとの質問に対し、前年度において建築・工事合わせて１１８件の検査

を実施している。建築工事においては専門知識を有する市職員が少ないため、嘱託職員には検

査以外に施工段階からの相談やアドバイスをお願いしているとの説明がありました。

 経営政策部の審査では、経営企画課の審査において境川では新潟県胎内市との地域間交流、

春日居では新潟県佐渡市（旧相川町）との地域間交流で笛吹市を紹介するためにパンフレット

等を配布したのかとの質問に対し、パンフレット等を配布して宣伝していますと説明がありま

した。

 また情報政策課の委員会資料の中で、用語の説明文を付けていただき非常に分かりやすいと

いう意見がありました。

反対討論として議員よりやはり、この場でもふるさと納税について、税金が寄附金に変わっ
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てしまう制度はあり得ないとの発言がありました。

消防本部の審査では、出張所庁舎整備事業の公有財産購入費における東部出張所および西部

出張所の建設予定地の面積と買収単価はとの質問に対し、宅地化後の登記面積は東部出張所が

１，２８６．３８平米、西部出張所が１，５９３．８８平米、１平米当たり買収単価は東部出

張所が１万円、西部出張所が１万３千円である。

 なお、西部出張所については、公の道水路を宅地に付け替えた面積が登記面積に含まれてい

るとの説明がありました。

 市民環境部の審査では、戸籍住民課の審査においてコンビニ交付機が設置している店舗数は

との質問に対し、笛吹市内ではコンビニ交付できるのがセブンイレブン、ローソン、ファミリー

マートの３つの店舗ですので、合計で３２店舗あるとの説明がありました。

 また、市民活動支援課の審査では、輝け男女ふえふきフォーラム講師謝礼の内容を教えてく

ださいとの質問に対し、辻村深月さんの講演の講師謝礼ですとの説明がありました。

 議会事務局の審査では、政務活動費について情報開示はありましたかとの質問に対し、電話

での問い合わせは何件かありましたが、情報開示はありませんでしたとの説明がありました。 
以上、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。

 なお、平成２９年請願第３号 「治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）の制定を求める意見

書の提出を求める請願」については継続審査となりました。

それでは、審査結果を申し上げます。

議案第６４号 「笛吹市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第６５号 「笛吹市職員等の旅費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６６号 「笛吹市過疎対策のための固定資産税の免除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７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）についてのうち総務部お

よび支所所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

経営政策部所管項目について、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。

市民環境部所管の項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

消防本部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち総務部所管

項目について」は、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

各支所所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

経営政策部所管項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

消防本部所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

議会事務局所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

以上、総務常任委員会委員長報告といたします。

〇議長（海野利比古君）

以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
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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 ） 

質疑を終結いたします。 

委員長は席にお戻りいただいて結構です。 

これより討論および採決を行います。 

この際、申し上げます。 

議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」および議案第

８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」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６４号から議案第６６号までを一括議題といたします。

お諮りいたします。

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可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６４号から議案第６６号までは原案のとおり可決されました。

次に教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、委員長から審査結果の報告を求

めます。

 教育厚生常任委員会委員長、荻野謙一君。

〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君）

 ただいま議長より教育厚生常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告

いたします。

 去る９月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について９月１３日、

１４日ならびに２０日、２１日および２２日の５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をいたしました。

審査にあたり、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。

 議案第６８号 「笛吹市立保育所条例の一部改正について」では、保健福祉部所管の子育て

支援課の審査において、保育所民営化について指定管理・民間の場合と公立との市の関わりの

違いはとの質問に対し、指定管理については設置は市が行い運営は指定管理事業者が行う。民

間の園は設置・運営ともに園が行うが、児童福祉法には保育に関する市町村の責任が明記され

ており、指導監督する立場は変わらないとの説明がありました。

 議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」では、保健福

祉部所管の生活援護課の審査では、生活困窮者自立相談支援事業について今後も増加傾向にあ

るのかとの質問に対し、生活困窮者自立相談支援事業については生活保護に至る前になんとか
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支援する事業なので、この事業が延びると生活保護の件数が減少していくことが見通せるとの

回答がありました。

 長寿介護課の審査では、地域支援事業において認知症カフェの開所にあたっての状況はとの

質問に対し、初回については事前予約とし人数を把握した上で１０人から２０人での開催を目

指し、地区にも周知をする中で準備を進めているとの説明がありました。

 教育委員会所管の学校教育課の審査では、学校給食総務事業において購入する備品について

新たな給食センターが完成した折にはどのような取り扱いになるのかとの質問に対し、他の学

校給食調理施設で使用できる規格のものを購入する予定との説明がありました。

 生涯学習課の審査では、オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致事業について、購入す

る備品についてはどこへ設置するのかとの質問に対し、いちのみや桃の里体育館を予定してい

るとの回答がありました。

 議案第７７号 「平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予算（第１号）に

ついて」では、市民環境部所管の環境推進課の審査において、かねてより要望事項であった施

設への看板設置はどうなっているのかとの質問に対し、今回の補正予算の地域振興施設事業の

中で対応するとの説明がありました。

議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」

 保健福祉部の審査では、福祉総務課の社会福祉総務事務事業において障害者基本計画のアド

バイザーは誰でアンケート調査の集計整理作業の依頼先はどこかとの質問に対し、アドバイザー

は武蔵野大学の渡辺裕一先生にお願いし、集計整理についてはその研究室に依頼したとの回答

がありました。

また健康づくり課では、がん検診事業についての傾向と現況はとの質問に対し１９歳以上で

職場での検診を受診する機会のない市民を対象に実施し、国の受診率の指針よりは肺がん・結

核・乳がん・肝がんは越えているが、胃がん・子宮がんは下回っている傾向であるとの回答が

ありました。

 市民環境部の審査では、環境推進課の塵芥処理費において生ごみ処理機等購入補助金につい

て申請状況や今後の方針はとの質問に対し、申請状況はほぼ横ばいの状況であり、今後も周知

活動等を行い、生ごみの再資源化を進め、可燃ごみの減量につなげていきたいとの回答があり

ました。

 教育委員会の審査では、文化財課の文化財活用事業について笛吹市偉人展の終了後、その後

の方針や作製したパネル等の活用はとの質問に対し、写真集のような冊子にし学校などを通じ

て教育に活用していきたい。パネルについても市内施設や学校等で展示を検討していくとの回

答がありました。

以上で主な説明および質疑・意見等については報告いたしました。

それでは、審査の結果を申し上げます。

議案第６７号 「笛吹市福祉センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。

 議案第６８号 「笛吹市立保育所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６９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。
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 議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）についてのうち保健福祉

部所管項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

市民環境部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

教育委員会所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

議案第７１号 「平成２９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（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７２号 「平成２９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（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７３号 「平成２９年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第７４号 「平成２９年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第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７７号 「平成２９年度笛吹市境川観光交流センター特別会計補正予算（第１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８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち保健福祉部

所管項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

市民環境部所管項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

教育委員会所管項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

議案第９０号 「平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９１号 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９２号 「平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９３号 「平成２８年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。

 以上、教育厚生常任委員会委員長報告といたします。

〇議長（海野利比古君）

以上で教育厚生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７０号および議案第８９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６７号および議案第６９号を一括議題といたします。

お諮りします。
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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６７号および議案第６９号は原案のとおり可決されました。

それでは議案第６８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６８号に関して反対討論を行います。

 この第６８号は八代御所保育所の完全民営化を行うためのものであり、笛吹市立八代御所保

育所を市立保育から除くものであります。

保育を築いてきた担い手は公立保育所と社会福祉法人です。ですから一概に公立がいいとか

社会福祉法人がいいとかというものではありません。しかし新聞でしばしば報道されている保

育所の事故や営利目的の不祥事のほとんどは私立保育所で起こっております。

 一方、笛吹市においてはいくつかの福祉法人が大変熱心な保育を進め笛吹市や県内の保育を

リードしてまいりました。一概にどちらがいいとは言えないゆえんでございます。

 ところで今回の八代御所保育所の完全民営化の計画、完全民営化の良し悪し以前に大問題が

あります。それは保育所、保護者、地元区長会への説明資料が間違っていたことであります。

完全民営化すれば市財政への効果が３，５１０万円になるというものでした。これが本当なら

すべての公立保育所を完全民営化すれば、単純計算で年間４億４千万円もの市財政が助かると

いうことになります。それを信じた市民の中にはことの良し悪しに関係なく早く完全民営化す

べきという方々が生まれても不思議ではありません。

 しかし、私の公立保育所の存在に伴う交付税が財政比較に入っていないという指摘を受け、

市は当初の説明資料の誤りを認めました。ならば当初の資料を撤回し、正しい資料を作り、そ

れに基づいて説明をやり直すべきです。

 もう１点、誤りを認めたものの新たな財政効果に関する試算がやはり正しくないと指摘せざ

るを得ないのであります。市は私の指摘を受け、基準財政需要額が完全民営化で３，８００万

円減ると試算し、一方ならば交付税もほぼ３，８００万円減り、市立保育園の完全民営化の国

県負担金３，５１０万円と相殺され、公立も完全民営化も財政的には中立だという私の指摘に

対し、市は財政力指数が５１％だからマイナス分は１，９００万円だと言いました。それは間

違っております。完全民営化による市財政への影響、まずプラス効果としては完全民営化で国

庫負担金、県負担金、合計３，５１０万円が新たに交付されます。マイナス効果は笛吹市立保

育園が減ることによって交付税が減るということであります。どの程度、減るかということで

あります。基準財政需要額、マイナス３，８００万円、これは財政課が試算した数値でござい
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ます。普通交付税マイナス３，７９７万円、これは交付税算定台帳によるシミュレーションで

あり、財政課においてこれは間違いないという確認済みでございます。普通交付税は算定台帳

どおり交付されるものであります。したがって財政効果はプラス効果３，５１０万円、マイナ

ス効果３，７９７万円、イコールマイナス２８７万円となります。多少の違いはありますが交

付税というものはそういうものでございますので、市の財政にとって笛吹市立でも完全民営化

でもほとんど変わらないというのが結論ではないでしょうか。市は改めて正しい財政試算を行

い、説明資料を訂正し説明をやり直すべきであると主張します。誤った資料説明に基づく公立

保育園の完全民営化は認められません。

 以上、反対討論といたします。

〇議長（海野利比古君）

次に賛成討論を許します。

ございますか。

（ な し ）

ないようですので、討論を終結します。

これより議案第６８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６８号は原案のとおり可決されました。

次に議案第７１号から議案第７４号までおよび議案第７７号を一括議題といたします。

お諮りします。

本５案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

お諮りします。

本５案についての委員長報告は可決です。

本５案は、委員長報告のとおりに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７１号から議案第７４号までおよび議案第７７号は原案のとおり可決されま

した。

次に議案第９０号を議題とし、討論を許します。

討論ありませんか。

（ な し ）

討論がなければ、討論を終結します。

これより議案第９０号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
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（ 起 立 多 数 ）

起立多数です。

よって、議案第９０号は原案のとおり認定されました。

続いて議案第９１号を議題とし、討論を許します。

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９１号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定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９１号は原案のとおり認定されました。

次に議案第９２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９２号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。

数を確認するまで、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９２号は原案のとおり認定されました。

続いて議案第９３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９３号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定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９３号は原案のとおり認定されました。

続きまして建設経済常任委員会に付託してあります案件について、委員長から審査結果の報

告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告をいたし
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ます。

 去る９月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査について９月１３日、

１４日ならびに２０日、２１日および２２日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出

席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。

審査にあたり、質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。

議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」

産業観光部農林振興課の審査では、農業用機械補助事業５００万円の補正において、農業の

将来を担う認定者等に対しとの説明があったが認定者等とはとの質問に対し、認定農業者をは

じめ新規就農補助金受給者および認定農業生産法人などを対象としている。なお、本市の認定

農業者は現在９５０名を超え、これまでの補助金交付者は４００名である。また、この補助事

業に伴う農機具の購入方法には何か縛りがあるのかとの質問に対し、購入に当たっては市内業

者に限るとしているとの回答がありました。

 建設部まちづくり整備課の審査ではアスベスト対策事業２５万円の補正に伴い、ホテル・旅

館に対する市としての対応について尋ねたところ、アスベストの使用した建築物については県、

市における建築確認で、ある程度特定でき該当する建物には県から検査を進めるように通知が

送られている。市としても状況を把握しているので、今後はその所有者の相談に乗りながら対

応をしていきたいとの回答がありました。

議案第８８号 「平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について」

公営企業部の審査において、マンホールポンプ交換工事３９５万円の補正について詳しい説

明を求めたところ、市内１２０基のマンホールポンプのうち今回、交換工事を予定しているの

は石和西小のところにあるマンホールポンプであり、設置が平成１６年で絶縁抵抗値が通常

１００で動くものが２．５まで下がっており、このままでは機能しなくなる恐れがあるとの説

明がありました。

議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」

産業観光部観光商工課の審査では就職ガイダンスの取り組みについて説明を求めたところ、

市と県およびハローワークで行っている事業で昨年度参加した企業は２６社、参加者は２８名

で内定につながったのが２名であった。今後は参加企業を増やすことやハローワークと連携を

密にし、参加者を増やす取り組みをしていきたい。

 また若い世代への積極的なＰＲを行っているのかとの質問に対し、現在、企業誘致に力を入

れており、来年操業予定の企業においては食品を扱うので、笛吹高校の生徒の受け入れも含め

企業および高校と協議を進めているとの説明がありました。

 現在、企業誘致に力を入れており、来年操業予定の企業においては地元雇用を予定している

ことから、市内高校生の受け入れも含めて企業と協議を進めているとの説明がありました。

 建設部まちづくり整備課の審査では、空き家等対策推進事業で２８年度に実態調査委託業務

８７２万円を実施し、空き家台帳を作成したとの説明があったが、今後の活用について尋ねた

ところ個人住宅における空き家の調査を行い、空き家の所在および写真、地図等が入った台帳

を取りまとめた。その結果、対象となる住宅は３０６件あり、これを４つにランク付けし、Ａ・

Ｂランクについてはまだ住める住宅であり、移住定住に情報提供し活用してもらう。Ｃランク

は住むには難しく、所有者には適正・安全な管理をお願いしていく。Ｄランクは６件あり、今

後は空き家対策計画を策定し、それをもとに協議会において対応を検討していくとの回答があ
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りました。

 公営企業部の審査では地区水道事業で小規模水道負担金に伴い、その現状について尋ねたと

ころ市内には地区の組合として１０件があり、各組合から負担金をいただき、その負担金で水

質検査委託し実施している。今後、この組合が市の水道に移管することは、各地区事情等があ

り難しいとの回答がありました。

 なお、９月１３日には議案第１０８号、第１０９号の「市道廃止・認定について」に伴う現

地調査を行いました。

以上、主な説明および質疑・意見等について報告いたしました。

それでは、審査結果を申し上げます。

議案第７０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）についてのうち産業観光

部および農業委員会所管項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

建設部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

公営企業部所管項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

議案第７５号 「平成２９年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第７６号 「平成２９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１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７８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補正予

算（第１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７９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補正

予算（第１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８０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補正予算

（第１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８１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補正予

算（第１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８２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補正予

算（第１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８３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補正予算

（第１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８４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補正予

算（第１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８５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補正予

算（第１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８６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補

正予算（第１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８７号 「平成２９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。

 議案第８８号 「平成２９年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。
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 議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち産業観光部

および農業委員会所管項目について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

建設部所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

公営企業部所管項目について、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

議案第９４号 「平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９５号 「平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９６号 「平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９７号 「平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９８号 「平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳出

決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第９９号 「平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１００号 「平成２８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０１号 「平成２８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０２号 「平成２８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０３号 「平成２８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０４号 「平成２８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０５号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０６号 「平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計決算認定について」、賛成全員

で原案のとおり認定すべきものと決定。

 議案第１０７号 「平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。

議案第１０８号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。

議案第１０９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、建設経済常任委員会委員長報告といたします。

〇議長（海野利比古君）

以上で建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

なお、委員長はその場でお待ちください。 

質疑ありませんか。 
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（ 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７０号および議案第８９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７５号から議案第８８号までを一括議題といたします。

お諮りします。

本１３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１３案についての委員長報告は可決です。

本１３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７５号から議案第８８号までは原案のとおり可決されました。

次に議案第９４号から議案第１０４号までおよび議案第１０７号を一括議題といたします。 
お諮りします。

本１２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１２案についての委員長報告は認定です。

本１２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９４号から議案第１０４号までおよび議案第１０７号は原案のとおり認定さ

れました。

次に議案第１０５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、水道事業会計の決算認定に対する反対討論を行います。 
平成２８年度笛吹市は水道料金を平成３０年に２４．７％、平成３４年に２０％、計４４．

７％の値上げという市民の暮らしを顧みないとんでもない値上げ計画を、作業を進めてまいり

ました。私はここで値上げの原因である給水原価の高騰、なぜ高騰したのか、その分析、反省、

改善策が検討されていないことをまず指摘します。

そしてもう１つは２８年度決算、予算の執行において、この給水原価を安くするための取り
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組みが極めて薄弱であったことを指摘します。まず給水原価でございますが合併から平成１９年

度まで１立米当たり１２０円台だったものが現在１７０円台になっております。この原因は琴

川ダム水の受水、御坂浄水場の建設などであります。日本共産党は琴川ダム建設をやめ笛吹市

畑灌の余剰水を使い、御坂浄水場建設をやめリニア御坂トンネル湧水を使えば建設費は約３０億

円、毎年度経費は１億円安くなるなど、ことあるたびにコスト縮減の提案を行ってきました。

ところが聞く耳もたず計画ありきでことを進め、その結果、給水原価の大幅アップを招いたわ

けでございます。このことの分析も反省も改善策もないまま、コストアップは料金値上げで賄

えばいいということになっているのではないかと思います。２８年度の予算の執行、決算にお

いてもコスト縮減、市民負担軽減の努力のあとが見えないことを指摘します。

加えて今回の値上げ計画案、本来、水道料金の値上げに反映しないとされてきた前期前受金

戻入額に相当する額が減価償却費から差し引かれておらずコストに算入しているなど、計算上

も過大な値上げ計画になっていることを指摘します。

こうしたことを進めてきた、平成２８年度の水道会計の予算執行および決算認定に対して反

対討論といたします。

〇議長（海野利比古君）

次に賛成討論を許します。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第１０５号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定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１０５号は原案のとおり認定されました。

次に議案第１０６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、反対討論を行います。

 もともと下水道事業は、財政見通しのないまま進められた事業でありました。笛吹市の下水

道建設の総事業費は５８５億円。処理区域内戸数が１万５，９０１戸でございますので、汚水

桝までの建設費は１戸当たり３６８万円であります。平成２８年度は３億８，２００万円かけ

て処理区域内戸数が１２４戸増えました。したがって平成２８年度建設費は１戸当たり、１戸

につなぐために３０８万円かかっているということであります。こんなことでは下水道料をい

くら値上げしても追い付かない。私たちは合併以前から下水道事業を市町村設置型合併処理浄

化槽事業のこの２つのすみ分けを提案してきましたが、平成２８年度もまともな検討がしてい

ただけませんでした。公営企業会計に移行して早々に下水道料引き上げが検討されてきました。

値上げのための公営企業会計移行だったのではないかと思う次第です。下水道会計予算執行お

よび決算認定に対して反対討論といたします。
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〇議長（海野利比古君）

次に賛成討論を許します。

ございますか。

（ な し ）

討論を終結します。

これより議案第１０６号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。

そのままお待ちください。

（ 起 立 多 数 ）

起立多数です。

よって、議案第１０６号は原案のとおり認定されました。

次に議案第１０８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１０８号は原案のとおり可決されました。

次に議案第１０９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認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定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１０９号は原案のとおり認定されました。

以上で各常任委員会に付託され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７０号 「平成２９年度笛吹市一般会

計補正予算（第２号）について」を議題といたします。

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。
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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７０号は原案のとおり可決されました。

次に議案第８９号 「平成２８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」を議題とし、

討論を行います。

 （ な し ）

討論を終結します。

これより議案第８９号の採決を行います。

本案に対する委員長報告は認定です。

本案は、委員長報告のとおり認定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８９号は原案のとおり認定されました。

ここで、暫時休憩といたします。

再開を午後４時１０分といたします。

休憩  午後 ３時３９分

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

再開  午後 ４時１０分

〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

 ただいま市長より追加議案１案が、また会議規則第１３条第１項の規定に基づき議員より発

議１件が提出されました。

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４７ 議案第１１０号を議題とし、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）

今回、追加提案いたします補正予算案について概略を申し上げます。
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議案第１１０号 「平成２９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」であります

が既定の予算額に歳入歳出それぞれ４，３３７万円を追加し、歳入歳出予算総額を３１９億１，

９３６万円とするものであります。

内容は昨日、衆議院が解散したことに伴う１０月２２日執行予定の衆議院議員総選挙にかか

る事務費として第２款総務費、第４項選挙費４，３３７万円追加するものであり、その財源は

県委託金と普通交付税を充てることとしております。

 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（海野利比古君）

市長の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

（ 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議案第１１０号については、会議規則第３６条第３項の規定

により討論および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、議案第１１０号は討論および委員会への付託を省略することに決定しました。

これより議案第１１０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１１０号は原案のとおり可決されました。

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

〇議長（海野利比古君）

  続いて日程第４８ 発議第３号を議題とします。

 提出者より提案理由の説明を求めます。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

議長の許可を得ましたので、ただいまより発議第３号の提案理由を説明いたします。

発議第３号

平成２９年９月２９日 提出

笛吹市議会議長 海野利比古殿

提出者

笛吹市議会議員 古屋始芳

賛同者

笛吹市議会議員 荻野謙一

  〃    保坂利定
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 北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイルの発射及び核実験等度重なる暴挙に抗議し、国の断固たる対応

と国民の安全・安心の確保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

このたびの北朝鮮における相次ぐ弾道ミサイルの発射および核実験等度重なる暴挙は安全を

脅かす重大な脅威であり、断じて許すことができない。厳重に抗議し、断固とした措置を求め

るために本意見書を提出するものである。

意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

提出者の説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑ございませんか。

野澤今朝幸君。

〇１１番議員（野澤今朝幸君）

 この意見書は非常に今、国際情勢の上でわれわれも市民の安全を考えるという上では非常に

時宜を得た意見書だというふうに考えています。しかし私の考えるところ、多くの市民もです

けれど、圧力圧力というのは最終的に戦争になるんではないかと、このような危惧を多くの市

民も持っているわけです。

 この意見書で最初の提案理由でも断固とした措置、そして意見書の内容でもですね、対話と

いう言葉が１カ所、最後のほうに裏のほうに出てきますけれど、すべての核兵器および核兵器

を放棄し国際的な対話の席に着くということですから、なかなか現実的に放棄してから対話と

いうのは難しいんじゃないかと。これだけの対話、いろいろな形の、段階的にそういうことも

必要かと思いますけれど、ちょっと対話というですね、圧力だけでなく対話ということも必要

ではないか、むしろその対話のほうを強調すべきではないかというふうに私は考えます。

 ちなみにですね、１つ、歴史的事実のほうを参照までにお話しますとご存じのように太平洋

戦争の開戦がですね、１９４１年１２月８日ですけれど、ハワイのパールハーバー、真珠湾の

攻撃ということで始まりましたけれど、そこまでの過程が非常に今の状況と似ているというふ

うに言われています。だいぶ前のほうからですけれど、端折ってですね、４１年の７月に日本

が南部フランス領のインドネシア、ここに進駐を開始しました。そしてそれに対してアメリカ

が在米日本の資産の凍結、そしてもっとこれがひどく聞くんですけれど、対日石油の輸出の全

面的な禁止。当時、ご存じのように日本はアメリカの石油にほとんど依拠していました。そう

いうところで全面禁止。さらにですね、いわゆるＡＢＣＤ包囲陣といいまして、Ａはアメリカ

ですね。Ｂはブリティッシュ、イギリス。Ｃはチャイナ。そしてＤはダッチランド、オランダ、

こういうものの包囲網が経済制裁ということで完全に日本を閉鎖していくと。それが良い悪い

ではなくて、そういう中でほとんど外交努力、対話ということがなくなっていく。そして日本

のほうは、このままでは日本の経済はじり貧になって経済的に屈服せざるを得ないというよう

な考えのもとが１つのパールハーバーの攻撃になっています。

 こういうような歴史的事実もあります。そして私が１つ考えなくてはいけないのは、北朝鮮

にもわれわれ日本人と同じように一生懸命生きている人たちが２，５００万人います。それは
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トップはいろいろというか大きな問題を抱えているにしても。戦争になったらわれわれ、朝鮮

半島、そして日本だけでなくて朝鮮半島といわれる韓国、北朝鮮の人々も非常に大きな犠牲を

強いられる、これは目に見えているわけです。そういう意味からも対話はたしかに難しいです。

でも対話をしていくしかない。今みたいにエスカレートしてですね、一方で圧力をかける、一

方でそれに対して弾道弾ミサイル、あるいは核実験をする、これは最後はどこかで火がつくと

いうふうに思います。ぜひ、ちょっと対話というところを強調していただいた、こういう意見

書であるべきではないか、このような意見を持っていますが、これについての答弁をいただき

たいというふうに思います。

 以上です。

〇議長（海野利比古君）

それでは提出者の答弁を求めます。

 古屋始芳君。

〇６番議員（古屋始芳君）

ただいまの質疑に対してお答えをしたいと思います。

今の国際情勢の中でもう、どの国からもこの問題については論議されている問題であります。

国連なんかの会議の中においても対話を重視してやるということはすべての、全世界の人たち

が承知している中でございます。そういう危機感をもって私たち笛吹市議会でも議員間の協議

の末、３常任委員会の委員長の名前で私が提出者になって、この意見書を衆議院議長、参議院

議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣等に海野議長の名前で提出しようとするものであり

ますから、意見書の内容を見ても対話の文言も謳ってありますし、強い危機感をもってさらな

る外交努力を展開するように強く要望するということでまとめてありますので、以上で今の質

問に対しての答弁といたします。

〇議長（海野利比古君）

それでは、以上で質疑を終結いたしたいと思います。

（「議長、動議。」の声）

渡辺正秀君、何の動議でございますか。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

 発議第３号に対して修正動議をいたします。

〇議長（海野利比古君）

 ただいまの渡辺正秀君の動議につきましては、会議規則第１６条の規定に基づき発議者を含

め３人以上の賛成が必要となります。

この動議に賛成の方の起立を求めます。

（ 起 立 ３ 名 ）

この動議は３人以上の賛成者がありますので成立しました。

それでは、発議第３号に伴う修正動議についての案を備えた提出を求めます。

ここで暫時休憩といたします。そのままでお待ちください。

休憩  午後 ４時２４分

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

再開  午後 ４時４１分
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〇議長（海野利比古君）

再開いたします。

それではお諮りします。

ただいま議題となっております発議第３号については、会議規則第３６条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

よって、発議第３号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。

ただいま発議第３号に伴う修正動議が提出されました。

これより提出者からの説明を求めます。

渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

議長より許可をいただきましたので、発議第３号に対する修正動議の説明を行います。

 上記の動議を地方自治法第１１５条３および笛吹市議会会議規則第１６条の規定により別紙

のとおり修正案を添えて提出します。

提案理由

北朝鮮における相次ぐ弾道ミサイルの発射および核実験等度重なる暴挙は断じて許すことが

できない。厳重に抗議し、国へ対して断固とした措置を求めるために北朝鮮の相次ぐ弾道ミサ

イルの発射および核実験等度重なる暴挙に抗議し、国の断固たる対応と国民の安全・安心の確

保を求める意見書（案）が提出された。

 核兵器廃絶の国際世論を無視し、朝鮮半島とわが国をはじめ世界の平和に脅威をもたらす北

朝鮮の核・ミサイル開発・実験に反対することは当然である。

 同時に北朝鮮問題が武力衝突・戦争に発展することが危惧されているが、万が一戦争になれ

ば空前の惨劇がもたらされ、その最大の被害地域は朝鮮半島と日本だといわれている。軍事衝

突、戦争は絶対起こしてはならない。

 そのためには核兵器廃絶と平和を求める国際世論と圧力、そして対話が必要である。国連安

保理決議も世界の圧倒的多数の国々も北朝鮮に対する経済制裁とともに対話による事態の打開

を求めている。唯一の被爆国、平和憲法を持つ日本、そして戦争になれば朝鮮半島とともに最

大の被害を受ける日本、核兵器廃絶平和都市宣言を行っている笛吹市の意思に基づいて戦争を

避けるための米朝対話や多国間会話のイニシアティブ発揮を国に求めることが必要である。そ

れらを盛り込むことを求め、動議を提出する。

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 ２ ９ 日

笛吹市議会議長 海野利比古殿

提出者

笛吹市議会議員 渡辺正秀

賛成者

笛吹市議会議員 野澤今朝幸

  〃    河野智子

修正箇所の説明を行います。次のページを見ていただきたいと思います。修正（案）でござ
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います。

１．意見書（案）表題の次のように修正する。

「国の断固たる対応と」のあとに「武力衝突を回避し、」を挿入する。

本文を次のように修正する。

イ．本文１０行目「懸念する周辺国をあざ笑うように、」を削除する。これは感情的な言葉

は排除するほうがいいという意味です。

 ロ．本文１６行目に「このような度重なる北朝鮮の行為は、」の次に「国連で採択された核

兵器禁止条約や」を挿入する。

ハ．本文１６行目から２２行目の段のあとに新たな段「北朝鮮の核・ミサイル開発問題によ

り万が一、武力衝突に至れば、その惨劇は空前のものとなり、朝鮮半島および日本は最大の被

害を受けることになる。国連決議や各国が主張するように経済制裁とともに米朝対話や多国間

対話を実践することが必要である。」を挿入する。

ニ．本文２３行目から２５行目の「取り組んできており」までを次のように修正する。

 「広島、長崎への原爆投下による被ばくを経験した唯一の被爆国である日本、アジアの人々

２千人を殺し、日本人３００万人が犠牲となった悲劇を体験し、悲惨な戦争を二度と繰り返し

てはならないと平和憲法を制定した日本、北朝鮮をめぐる武力衝突ともなれば朝鮮半島ととも

に最大の被害を受ける日本は核兵器廃絶と武力衝突回避の先頭に立つべきである。」

ホ．２枚目４行目、「また、政府においては、」のあとに「戦争の回避、」を挿入する。

ヘ．５行目「国際社会との連携」の前に対話を求める国際社会の連携、「対話を求める」を

挿入するということです。

意見書全文は別紙２のとおりでございます。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

提出者からの説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑はございませんか。

志村議員。

〇１３番議員（志村直毅君）

それでは提出者に３点質問します。

まず修正箇所と提案されているハの最大の被害を受ける根拠は何か。

それから２つ目としてニの中にある「アジアの人々２千万人を殺し」の主語とその数字の根

拠は何か。

そして日本人の犠牲者数の根拠は何か。

 ３点、お答えください。

〇議長（海野利比古君）

 渡辺正秀君。

〇１８番議員（渡辺正秀君）

まず第１番目に戦争になった場合には朝鮮半島、そして日本が最大の被害を受けるだろうと

いうことは、これはどの識者も指摘しているところであります。

 それから２つ目がアジア太平洋戦争、第２次世界大戦です。
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 それから２千万、３００万というのは、私の読んだ本では都留文大の笠原先生の本によるも

のでございます。またその以外でも通説としてそのように言われております。

 以上でございます。

〇議長（海野利比古君）

以上で質疑はよろしいですか。

（ な し ）

質疑を終結します。

では渡辺議員、自席へお戻りください。

それでは、これより討論を行います。

はじめに発議第３号に伴う修正動議についての討論を行います。

討論はありますか。

（ な し ）

討論がなければ、発議第３号に伴う修正動議についての討論は終結いたします。

次に発議第３号原案についての討論を行います。

討論はありませんか。

（ な し ）

討論を終結します。

発議第３号の討論は終結します。

これにより、これより発議第３号に伴う修正動議について採決をいたします。

本修正案について賛成の方の起立を求めます。

（ 起 立 少 数 ）

起立少数です。

よって、発議第３号に伴う修正動議は否決されました。

これより発議第３号原案について採決します。

原案について賛成の方の起立を求めます。

（ 起 立 全 員 ）

それでは起立全員でございます。

よって、発議第３号原案は可決されました。

それでは発議第３号が可決されましたので、追って意見書を関係機関に送付いたしたいと思

います。

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

〇議長（海野利比古君）

  日程第４９ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。

お諮りします。

本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。

（異議なし。の声）

異議なしと認めます。

よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。
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以上で本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。

市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。

市長、山下政樹君。

〇市長（山下政樹君）

平成２９年第３回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。

 本議会は９月５日から本日まで２５日間の日程で開催され、その間、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

つきまして慎重なる審議に努めていただき感謝を申し上げます。

本議会中には臨時の全員協議会を開催していただき、行政課題であります上下水道料金の改

定、都市計画税の取り扱い、支所機能の見直しについて方針案をお示しさせていただきました。

 また８月と９月に各地域で開催した地域審議会、区長会において皆さまからさまざまなご意

見をいただきました。それらを踏まえ私の考えを整理の上、方針を決定し１０月に予定してい

るまちづくり座談会において市民の皆さまに丁寧な説明をしてまいりたいと考えております。 
 さて、秋の笛吹物語はぶどうとワインが中心となり、数多くのイベントが開催されておりま

す。

 ８月２４日からぶどうＥＸＰＯ２０１７が開催されておりますが、新たな取り組みとしてファ

ミリーレストラン味の民芸の全国４９店舗において、笛吹市産シャインマスカット等の食材を

使用した期間限定メニューフェアが９月２７日まで開催され、笛吹市産の食材の魅力を存分に

アピールできたことと思います。

 ９月１８日には市内外で活躍しているＡＷＡＫＥマーケットと笛吹ワイン会のコラボによる

本市の特産品を中心としたＡＷＡＫＥマーケットイン笛吹が笛吹みんなの広場において開催さ

れました。台風の影響もあり日程変更や出店数の減少もありましたが、盛況いただいたところ

であります。

 今後も笛吹みんなの広場については、皆さまに使用していただき活用策のアイデアを膨らま

していただきたいと思っております。

 また１１月２日のヌーボーｄｅ乾杯カウントダウンを皮切りにワインツーリズム山梨、山梨

ワインタクシーなど深まる秋の景色や味覚を満喫していただける事業が予定されており、県内

外から大勢の皆さまに訪れていただける観光地を目指します。

秋はスポーツ、文化・芸術の季節であります。

 自転車イベントとして１０月１日に第３回富士河口湖笛吹フルーツライドが、１１月１２日

には峡東３市を周遊する第２回ＣＹＣＬＯＧワインリゾートイン山梨が行われます。

１１月２６日に今年で４回目となる石和・春日居温泉郷富士山眺望トレイルラン＆ウォーク

も開催され、笛吹市を舞台に盛り上がりを見せてくれることと思います。

 第７０回山梨県体育祭りにおいては卓球男子、ラグビーをはじめ６種目において優勝を飾る

など素晴らしい成績を収めていただきました。総合順位は念願の優勝に一歩届かなったものの

準優勝となりました。

 選手の皆さまの日ごろの努力と大会での健闘を称えるとともに関係者の皆さまのご支援・ご

協力に感謝を申し上げます。

 文化・芸術では１０月から１１月にかけて文化協会主催による文化祭、芸術祭が市内各地域

で行われ、市民の皆さまの日ごろの文化・芸術活動の成果をご披露いただけるものと楽しみに
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しているところであります。

 また今年で２１回目を迎える小学生・中学生俳句会ですが今回から俳句の里山梨県、笛吹市、

全国小学生・中学生俳句会と名称を変更し募集いたしました。

 全国各地から昨年を１万句近く上回る４万６，３６２句の作品の応募がありました。今後、

慎重に審査を進め１２月の表彰式で入選作品を発表いたします。

 １０月１２日、市制施行１３周年の記念式典を挙行し、市政の進展にご尽力いただきました

市政功労者、公職退職者の皆さまを表彰し、その功績を称えたいと思います。

 １０月１４日には市民の手で運営される手作りのイベント、第４回笛吹市民祭りが開催され

ます。今年は１０月ということもあり、ハロウィンを取り入れた企画も予定しており、清流公

園ではステージ講演や飲食物、市民活動団体による啓発、体験ブースも出店されます。

結びに彼岸を過ぎ朝夕めっきり涼しくなり、これからいよいよ本格的な秋を迎えます。議員

各位、ならびに市民の皆さまにおかれましてはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍され

ますことをお祈りし、閉会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

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３回定例会を閉会といたします。

 大変ご苦労さまでございました。

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

閉会  午後 ４時５９分
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。

   笛吹市議会議長

   会議録署名議員

   会議録署名議員

本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。

議会事務局長   菱 山 一

議 会 書 記   小 林 匡

議 会 書 記   横 山 慶
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