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１．議 事 日 程（第１号） 
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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 
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日程第２９ 議案第２５号 平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第３０ 議案第２６号 平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第３１ 議案第２７号 平成２７年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第２号）について 

日程第３２ 議案第２８号 平成２８年度笛吹市一般会計予算について 
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日程第３８ 議案第３４号 平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３５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

別会計予算について 

日程第４０ 議案第３６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

特別会計予算について 

日程第４１ 議案第３７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

会計予算について 

日程第４２ 議案第３８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

別会計予算について 

日程第４３ 議案第３９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

別会計予算について 

日程第４４ 議案第４０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

会計予算について 

日程第４５ 議案第４１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

別会計予算について 

日程第４６ 議案第４２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

別会計予算について 

日程第４７ 議案第４３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

会特別会計予算について 
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日程第４９ 議案第４５号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 

日程第５０ 議案第４６号 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計予算について 

日程第５１ 議案第４７号 笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
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 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
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 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫 消 防 長 長 田 正 夫 

 教 育 委 員 長 里 吉 和 子 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 
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 議会事務局長   三 沢  久 

 議 会 書 記   小 林  匡 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 立春碓氷を過ぎ、まもなく３月を迎えるこの時期になりますと、わがふるさと飯田龍太先生

の「いきいきと３月生る雲の奥」、この句が思い出されます。友人から甲州に旅してみたいが２月

がいいか３月がいいかと問われ即座に３月にしなさいと答え、雲の広さ、ヨモギの薄緑、３月

ほど待ち遠しい季節はないとの句であります。 

 わが笛吹市も２月１２日には石和温泉駅グラウンドオープン、２月１４日にはハウスの桃園

オープニング、いよいよ観光シーズンの到来となり温泉と果実を最大限ＰＲし、一人でも多く

の方に来ていただき一年中フルブルーム、満開であらんことを切望するとともに笛吹市も新年

度予算が明確になり、市もまち・ひと・しごと創生総合戦略、計画段階からより一層の具体性

を帯びる中で地域をよく知る市民、住民、一人ひとりが住んでいる地域の将来を真剣に考え、

行政もそのフォローアップのための行政サービスの効率化と質の向上は待ったなしであります。 

 本定例会は新年度当初予算審議の議会、国や県の制度設計も矢継早に変化する中で、アベノ

ミクスの効果を実感できないまま景気のあおりを受けることのないよう全議員、数字の隅々ま

で精査し、プラス政策提言を行う強い決意であります。 

 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。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   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１番 神澤敏美君および 

 議席第２番 神宮司正人君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 
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 本定例会の会期は、本日から３月２５日までの３２日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から３月２５日までの３２日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、小宮山福祉事務所長より欠席届が、第４番 古屋始芳議員より遅刻の届が提出され、

これを受理しましたので報告いたします。 

 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。 

 次に監査委員から平成２７年１１月分から平成２８年１月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長および委員に出席を

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

 なお、議会関係の出席状況等についてはお手元に配布しました活動報告のとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第５４ 議案第５０号まで

を一括議題とし、提出案件に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２８年第１回定例会の開会に際し所信を申し述べます。 

 先月末、日本列島が強い寒気に覆われ、各地で記録的な大雪や寒さとなりました。県内でも

初雪が大雪警報となり、一昨年の雪害の記憶がよみがえり不安を覚えた方も多くいたことと思

います。市内の農家もビニールハウス内の温度を上げるなど、雪への対策を取っていたようで

あります。それまで暖冬であったことから冬の備えを怠っていた面がないか、行政としても十

分に再点検してまいりたいと思います。 

 また一昨年の雪害についてでありますが、再建を希望したすべての農家の復旧が完了しまし

た。 

 景気回復が遅れていることに加え消費税の増税も予定されている中、日銀が追加金融緩和策

としてマイナス金利の導入を決めました。住宅ローンや企業向け融資の金利が低下し、設備投

資や個人消費が活性化するとの狙いの決定でありますが、この間の推移をみると円高、株安の

急速な進行が進み世界経済の不安定も手伝い、わが国経済の先行き不安は増幅されているといっ

て過言ではないと思います。 

 このような経済情勢が市民生活に与える影響を考慮し、都市計画税の課税については議会の

ご議決を受け１年見送ることといたしました。当初見込んでいた都市計画税５億３千万円が入

らないことにより非常に厳しい財政運営が求められることとなりましたが、経費削減を図るな

ど職員の努力もあり、新年度予算を編成することができました。引き続き健全な財政運営のた
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め、公共施設や事務組織の見直しにも取り組んでまいります。 

 このような厳しい経済環境のもと全国的な課題となっている人口減少に対応し、市民生活を

守る活力ある市政運営を行っていかなければなりません。 

 平成２８年度の市政運営に当たっては、昨年策定した笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の４つの基本目標を柱に据えつつ、第１次笛吹市総合計画後期計画に盛り込まれた諸事業と

即時的な対応を迫られているさまざまな課題に対応すべく、積極的な事業展開を図ってまいり

ます。 

 第１は総合戦略の第１に掲げた結婚から子育てに至るまでの継続的なサポートです。 

 従来から国や県の制度に乗りつつ充実を図ってきたところでありますが、今年度からは県の

産後ケアセンターが市内に設置されたという有利性を生かした連携の取り組みを図ってまいり

ます。 

 笛吹市における取り組みの目玉は、情報ネットワークシステムを駆使して子育てに関する情

報を一元化し、いつでもスマートフォン等から必要な情報が取得できる子育て支援システムの

構築で、これは全国の最先端をいく取り組みです。 

 この分野では「縁結び」も重要な課題です。従来から取り組んできた結婚相談活動、婚活イ

ベントに加え、インターナショナルな縁結びにも取り組む計画です。 

 第２は地域産業の活性化と雇用の創出です。 

 まず魅力ある観光地づくりです。 

 笛吹市の観光の最大の課題は「笛吹市をもう１日楽しんでいただく」ことにあります。この

ためには利用価値の高いＮＴＴ用地を購入し、市民と訪問客の憩いと安らぎの交差空間へと磨

き上げることです。用地については現在、購入に向け最終調整を行っております。協議が整い

次第、契約締結の同意案件を今定例会に提出させていただきたいと考えております。 

 具体的な活用方策につきましては、市民をはじめ幅広い皆さまのご意見をお聞きしながら、

目的に合った土地利用が図れるよう計画を進めてまいります。用地周辺のアクセス道路および

第二平等川に架かる労報橋の架け替え工事については、平成３０年の完成を目指し整備を進め

てまいります。 

 先日、石和温泉駅の南北自由通路のオープニングに合わせ、観光案内所をリニューアルオー

プンしました。全国初のワイン試飲コーナーが目玉ですが、併せて外国語併記や観光アプリの

運用など、外国人観光客への対応も着々と進めております。 

 これら受け入れ準備に取り組むとともに、海外に出向いての集客に引き続き力を入れます。

２７年度に観光物産連盟に国際観光戦略監を置き、海外プロモーション活動を強化してまいり

ましたが、特に親日的である東南アジアや欧米からの誘客促進に努めております。２８年度も

引き続きトップセールスや商談会など、直接現地に出向くことで本市を強く印象付け誘致につ

なげてまいります。 

 消費刺激と地域経済の活性化を目的とし、昨年６月と１２月に実施したプレミアム付き商品

券を笛吹市商工会の協力のもと２８年度も引き続き発行してまいります。今回は市独自の事業

として発行するものであり、なお一層の景気浮揚を図ってまいります。 

 なお、子育てを応援するため子育て世帯への優先枠等も設定することとしております。 

 雇用の創出や転入者の増加を図るため、新たに企業誘致支援制度の拡充を行います。対象業

種を拡大するなど要件の緩和を行うとともに、税金の減免や補助金を交付するなど就業環境の
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整備と地域経済の活性化を推進してまいります。 

 農業振興に関しては農業経営の継続を支えるための就農支援、基盤整備等に引き続き取り組

むとともに農業機械購入助成の拡充を図ります。伝統的な農業を次世代に継承していくことを

目指す国際的な取り組みの世界農業遺産登録については、峡東３市と山梨県が一体となって取

り組んでおり、本年４月に申請を行い認定を目指します。また県民緑化まつりについては、本

年は境川町を会場に県との共催により５月に開催いたします。議員の皆さまのご協力をお願い

いたします。 

 鳥獣等による農作物の被害は毎年増加しており、近年は居住地にも頻繁に現れております。

鳥獣被害を防止するため鳥獣被害対策実施隊を設置し、捕獲体制を強化するとともに猟友会の

活動を支援してまいります。 

 第３は安心・安全な暮らしやすいまちづくりです。 

 災害に強い地域づくりに関しては、昨年発生した茨城県の水害を教訓に今後、発生が危惧さ

れる地震や水害などの大規模な自然災害に備え、地域防災力の強化を推進してまいります。笛

吹市消防団に新たに女性消防隊を発足させるとともに、市役所に防災危機管理課を新設するな

ど市民の安全・安心な暮らしを守るための事業を積極的に進めてまいります。 

 洪水の危険が大きな地域の防災対策に関しては、石和町河内・今井・砂原・井戸・東油川地

区の水路整備と５０年以上の使用で古くなった渋川排水機場のポンプ更新を行う予定でありま

す。境川町大坪地区では調整池の掘削とポンプ施設の整備を行い、平成３０年には完成する予

定です。 

 消防本部出張所庁舎については、現在の３出張所すべての庁舎が築４０年以上経過し、耐震

基準を満たしていないことから建て替えが必要であります。 

 人的・財政的に限られた中で消防力を効率的に配置するため、平成２７年度に行った消防適

正配置調査結果をもとに、実情に合った適正な場所へ出張所の整備をしてまいります。 

 次に防犯灯のＬＥＤ化であります。 

 市内には防犯灯が８，２００基ありますが、現状の蛍光灯照明からＬＥＤ照明に交換設置す

ることで消費電力を抑え、ＣＯ２の排出を削減し環境にやさしいまちづくりを推進します。交

換設置を実施する行政区に対しては補助金を交付し、事業の推進を図ります。照明器具の長寿

命化や電気代などの経費が節減され、行政区の負担軽減にもつながります。 

 第４は行きたい、住みたいまちづくりの総合的な推進です。 

 何よりも人口減少への対応としての移住受け入れの促進が重要です。移住を希望する方に迅

速に対応できる体制を整えるため、移住対策専任職員を配置し窓口を一本化します。また２７年

度に実施した空き家調査の結果を活用し、空き家対策を強化するとともに必要に応じ地域おこ

し協力隊員を機動的に活用してまいります。 

 高齢化が進む中で、特に在宅で医療や介護サービスを受けている方の情報共有を図る地域包

括ケアシステムの構築を進め、医療・介護双方の連携体制が整った誰もが暮らしやすいまちづ

くりを目指してまいります。 

 なお、最近における長寿の進展に対応し、長寿祝い金制度について実情に即したものに改善

することとしますので、ご理解をお願いします。 

 グローバル化が急速に進行する中、さまざまな面での対応が求められています。教育面にお

いては次世代を担う児童生徒の外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、スポー
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ツや文化活動を通じた、さまざまな教育国際交流事業に取り組まねばならないと考えておりま

す。平成２８年度においては、交流候補先である中国天津市との協定締結に向けた協議を実施

してまいります。 

 また、従来から交流を強めていたドイツのバート・メルゲントハイム市については、当地で

開催されるイベントへの招請に応えて使節団を派遣したいと考えております。 

 学校施設や社会教育・体育施設に関しては老朽化が進行し、修繕を要する施設が待機待ちの

状態にあり、逐次対応していくこととしております。 

 こうした中で石和町内の小学校給食調理場の大半が建築後３０年以上を経過し、施設・設備

の老朽化のみならず、改定された学校給食法に定める衛生管理基準を満たしておりません。基

準を満たし、安全・安心な給食を生徒たちに提供していくためには、現行敷地を前提としては

整備できないことから各小学校の給食調理場を統一し、石和給食センターを建設する方向で取

り組んでまいります。 

 俳句を中心とした文化活動の推進を図るため、全国の小中学生を対象とした笛吹市小学生・

中学生俳句会のほか、俳句教室・俳句出前授業等を開催してまいります。 

 飯田蛇笏・龍太両先生が生涯の活動の場としていた山蘆において、俳諧堂を復元する事業が

計画されており、支援してまいります。文化芸術活動の中心的な施設として活用するとともに

俳句の里笛吹市を全国にアピールしてまいりたいと考えております。 

 有料指定ごみ袋の導入は、ごみの減量・リサイクルの推進に向けた取り組みであります。各

家庭において、リサイクル等を意識していただきたいと考えております。また事業系ごみと区

別されることで収集作業の迅速化と効率化が進み、処理費用削減にもつながる施策と考えてお

ります。 

 導入時期については現在、境川町に建設中のごみ処理施設の稼動と併せ、平成２９年４月を

予定しております。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。 

 財政事情の厳しい状況ではありますが、市役所職員が知恵を絞り、その能力を最大限発揮で

きるような効率的な業務運営に努めてまいります。 

 議員の皆さまにおかれましては、市政推進の車の両輪としての立場からご指導・ご鞭撻を賜

りますようお願いします。 

 続きまして本日、提出した案件につきましてご説明申し上げます。 

 提出案件は条例案１９件、平成２７年度補正予算案８件、平成２８年度当初予算案１９件、

その他４件、合わせて５０案件であります。その主なものにつきまして、概略をご説明申し上

げます。 

 まず、条例案についてです。 

 笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例については地方公務員法の一部改正に伴い、外国

で勤務する配偶者と生活を共にすることを希望する有為な職員の継続的な勤務を促進するため、

条例で定めるものであります。 

 笛吹市行政不服審査会条例の制定については、行政不服審査法の規定に基づき同法の規定に

より、その権限に属された事項を処理するための機関について条例で定めるものであります。 

 笛吹市行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、行政不

服審査法の全部改正に伴い、関係する条例を整備するものであります。 

 笛吹市一般廃棄物処理手数料条例の制定については、甲府・峡東地域ごみ処理施設における
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ごみの焼却処理にかかる試運転の期間中に、笛吹市一般廃棄物収集運搬許可業者が持ち込んだ

ごみの処理にかかる手数料について条例で定めるものであります。 

 笛吹市企業等振興支援条例の制定については笛吹市への企業誘致を推進するため、企業等へ

の支援措置について条例で定めるものであります。 

 笛吹市リニアの見える丘・花鳥山一本杉公園条例の制定については、笛吹市リニアの見える

丘・花鳥山一本杉公園の管理および運営について、条例で定めるものであります。 

 笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正については、市消防団

の組織再編により団員の定数および団員の区分等について、一部改正を行う必要が生じたもの

です。 

 笛吹市職員給与条例の一部改正については、人事院の給与に関する勧告に基づく一般職の国

家公務員の給与改定および山梨県人事委員会による職員の給与等に関する報告および勧告に基

づく県職員の給与改定に伴い、一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正については、地方公務員

法の一部改正に伴い職員の分限に関する手続等について一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正については、人事院および山

梨県人事委員会による公務員の給与等に関する勧告に伴う給与改定等に鑑み、市長等の期末手

当についても市職員の給与改定および勤勉手当の改定と同様の措置を講ずるため、一部改正を

行う必要が生じたものです。 

 笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、人事院お

よび山梨県人事委員会による公務員の給与等に関する勧告に伴う給与改定等に鑑み、市議会議

員の期末手当についても市長等の期末手当の改定と同様の措置を講ずるため、一部改正を行う

必要が生じたものです。 

 笛吹市固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、行政不服審査法の全部改正に伴

い一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、

行政不服審査会および鳥獣被害対策実施隊の設置により、委員等の報酬について一部改正を行

う必要が生じたものです。 

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

棄物減量等推進審議会の答申に基づく有料指定ごみ袋の導入により、一部改正を行う必要が生

じたものです。 

 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例等の一部改正については、重度心身障害者医療費助成

制度における県の制度改正に伴い、子どもすこやか医療費助成制度およびひとり親家庭医療費

助成制度相互の助成対象要件等を見直すため、一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正については、敬老事業の見直しにより敬老祝金および長

寿祝金の支給要件について、一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市景観条例の一部改正については、笛吹市景観計画の変更により工作物にかかる届け出

を要する行為の対象として一定の規模を超える太陽光発電施設の設置について規定するため、

一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市減債基金条例の一部改正については、公共下水道事業で採用している特別会計方式を

公営企業会計方式に移行することにより、一部改正を行う必要が生じたものです。 
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 笛吹市火災予防条例の一部改正については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、一部改正

を行う必要が生じたものです。 

 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 まず平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）でありますが、既定の予算額から歳入

歳出それぞれ１億４，７００万円を減額し、総額を３５５億４千万円とするとともに繰越明許

費、債務負担行為および地方債について所要の補正を行うものであります。 

 今回の補正は国の補正に伴い、新たな自治体情報セキュリティ対策抜本的強化事業や低所得

の高齢者向け給付金事業などに対応するほか、平成２７年度各種事業費の確定に伴う減額が主

な内容であります。 

 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５会計につきまして、合計で１億２，７００万円の追加を行うもの

であります。 

 次に公営企業会計の補正予算案であります。 

 笛吹市水道事業会計では、収益的収入及び支出において３千万円を減額し総額を１６億５，

４００万円とし、資本的収入において１億１，８００万円を減額し総額を９億３，４００万円

に、資本的支出において１億１，８００万円を減額し総額を１３億５，２００万円とするもの

であります。 

 笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では収益的収入及び支出において９９万円を増額し、

総額を７，３００万円とするものであります。 

 続きまして、平成２８年度当初予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 平成２８年度当初予算については、まち・ひと・しごと創生総合戦略のもと選択と集中を徹

底し、重点施策事業協議を経て必要不可欠とされる事業について重点予算配分を行ったところ

であります。 

 内容としましては子育て支援・産業振興・防災力強化を中心に地方創生に向けた事業を進め

てまいります。また、ごみ処理場の建設や基盤整備の推進、公共施設や通学路の安全対策、防

災対策にも積極的に取り組んでまいります。さらに観光や農業の振興を図るとともに花いっぱ

いの街づくりを推進してまいります。 

 福祉、保健面では子育て情報クラウド化、ならびに医療介護情報クラウド化の確立、子ども

すこやか医療費助成や予防接種、検診への助成などに引き続き取り組んでまいります。さらに

教育・文化面においては、新たに教育国際交流の推進や子どもたちが安心して教育を受けるこ

とができるよう小・中学校施設の改修、給食センター建設にかかる調査、文化面では俳句の里

づくり事業においても重点配分したところであります。 

 まず一般会計は総額３３７億円とし、２７年度当初予算とほぼ同額であります。 

 歳入では市税が前年度比０．６％増の８２億１千万円、地方交付税９０億７千万円、国・県

支出金６１億９千万円、地方債４３億９千万円などを見込む中で減債基金、公共施設整備等基

金などからの繰入金を２２億６千万円としております。 

 また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１５０億７千万円、投資的経費は

５１億５千万円となっております。 

 主な事業について、ご紹介します。 
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 総務費においては水辺活性化事業に５億６００万円、ＬＥＤ化の補助を含む防犯灯設置維持

事業に２千万円を予定しております。 

 民生費においては子育て情報クラウド化事業、医療・介護情報クラウド化事業に１６０万円、

子どもすこやか医療費助成事業に３億２千万円、児童手当１１億９千万円、生活保護費１３億

２千万円を予定しております。 

 衛生費ではごみ減量化推進事業（有料指定ごみ袋導入）に１億５千万円、ごみ処理施設など

環境施設事業費に１４億１千万円、子どもの予防接種事業に１億３千万円を予定しております。 

 農林水産業費では世界農業遺産登録事業に２００万円、地域農業振興事業に１，１００万円、

樹園地内の農道、水路改修などに４億６千万円を予定しております。 

 商工費においてはプレミアム付き商品券発行事業に４千万円、インバウンド推進を含む観光

宣伝事業に２，５００万円を予定しております。 

 土木費においてはスマートインターチェンジ周辺道路整備事業に３億１千万円、労報橋改修

事業に１億３千万円、橋梁長寿命化や通学路整備などの道路維持管理費に５億９千万円、公共

下水道事業会計への補助金１７億円などを予定しております。 

 消防費では防災力強化推進事業に１億５千万円、消防署出張所整備事業に８，５００万円な

どを予定しております。 

 教育費では教育国際交流事業に１５０万円、給食センター建設にかかる調査費５００万円、

俳句の里づくり事業に２，２００万円、小中学校計画的改修事業に１億７千万円などを予定し

ております。 

 公債費については、今までに借金を行いました地方債の元金及び利子の償還費など４５億２千

万円を予定しております。 

 そのほか笛吹市創業支援事業委託契約締結など３件について債務負担行為を設定し、地方債

については臨時財政対策債１１億３千万円、合併特例債２９億６千万円、緊急防災・減災事業

債７，２００万円、過疎対策事業債１億９千万円などを予定し、地方債の借入限度額を４３億

９千万円に定めるものであります。 

 次に笛吹市国民健康保険ほか５特別会計の平成２８年度予算であります。 

 国民健康保険特別会計は総額を１０４億７千万円、介護保険特別会計は総額を５８億７千万

円、介護サービス特別会計は総額を１，８００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１３億

９千万円、農業集落排水特別会計は総額を４，４００万円、簡易水道特別会計は総額を１，

５００万円とするものであります。 

 黒駒山など９件の財産区特別会計につきましては、総額を４，５００万円とするものであり

ます。 

 平成２８年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ１６億８千

万円に、資本的収入を６億５千万円、同支出を１２億１千万円とするものであります。 

 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入及び支出を

それぞれ６千万円に、資本的支出を１，１００万円とするものであります。 

 平成２８年度公共下水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ１９億８千

万円に、資本的収入を１０億６千万円、資本的支出を１８億円とするものであります。 

 次に笛吹市過疎地域自立促進計画の策定についてですが、過疎地域の自立促進に必要な事業

を計画的に実施するため、平成２８年度から平成３２年度までを計画年次とする計画を策定す
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るため、過疎地域自立促進特別措置法第６条の規定により議会の議決をお願いするものです。 

 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村総合事務組合規約

の変更についてですが、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更することに伴い、

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決をお願いするものです。 

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

 以上、本定例会に上程いたしました案件につきまして提案理由をご説明いたしました。 

 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第５ 議案第１号から日程第５４ 議案第５０号までを一括議題とし、質疑を行い

ます。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨説明がありました議案第１号から議案第５０号までは、すべて所管の

常任委員会に付託することとなっておりますので、これらの案件につきましては大綱的な質疑

に留めたいと思います。 

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

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

 質問ありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 ただいま議題になっております議案第１号から議案第５０号の５０案件については、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 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２４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２４日は休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は２月２５日、午前１０時から再開といたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時１２分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 

 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 

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

のほどお願いいたします。 

 それではまず、笛新会の代表質問を行います。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 おはようございます。笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長より許可が出ましたので、通告させていただいた質問内容に沿って、これから笛新会の

代表質問をさせていただきます。 

 倉嶋市政も、また私たち議員も任期は残すところ半年余りとなりました。この期に及んであ

まりにも多くの政策的仕掛品、しかも重要な政策的な仕掛品を残しています。仕掛品というの

は耳慣れない言葉かもしれませんけれど、製造過程における完成品までのものを仕掛品といい

ます。その多くの仕掛品を完成品にするまでには時間が足りないとは思いますけれど、少なく

ともその方向性、あるいは筋道をつけておくことは倉嶋市政においても、また私たち議会にお

いてもその責務ではなかろうかとこのように思います。 

 この議会は新年度を迎える３月定例会でありますので、まずはじめに来年当初予算について、

その性格、特徴を明らかにするための質問をしたあと、ただいま申しました笛吹市が今、抱え

ている政策的な重要な仕掛品について今後どういう方向で完成品を目指すのか、その点が明ら

かになるような形での質問を順次していきたいと思います。 

 質問していく中で市民の皆さんの市政への関心と理解が、さらに自らの問題として市民自治

の意識が高まるような、このようなことを期待して質問していきたいと思います。 

 なお、今回の質問は代表質問ということですけれど、これまで私たち笛新会、いろいろなと
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ころに視察研修に行ってまいりました。その成果も踏まえての質問であるというふうにご理解

していただきたいと思います。 

 それでは６点ほど質問に入ります。 

 まず１番目は来年度、平成２８年度の当初予算について、３点質問させていただきます。 

 まず１点目は予算編成における歳入、歳出それぞれの方針はどういうものであったか、この

点であります。 

 ２点目は財政の持続可能性、とりわけプライマリーバランスはどのように今年度の予算では

保たれているか。 

 ３点目は市政の課題をどのように捉えて、今回の当初予算にそれを反映させたか。 

 以上の３点であります。 

 ２つ目の質問は桃源郷日本一、このように市長が宣言する中でこの間、取り組んできていま

すけれど、まず１点目はその取り組み、これをどのように評価しているか。 

 ２点目は、前にもこれは昨年の３月にも私、質問していますけれど、市長のこの桃源郷日本

一ということで、市長がイメージするものはどういうものであるか。この点について、先回あ

まり明確になったとは言えないと思いますので、再度質問します。 

 ３点目は今後ですね、市長のイメージする桃源郷日本一、これをよりよく実現するためには

どのような方策、こういうものを用意しているか、考えているか、この点であります。 

 ３つ目は公共施設再配置計画、これについてですけれど、これも２年ほど前から取り組んで

いるわけですけれど、この点について、まず１点目は計画のこの進捗状況および今後のスケジュー

ルはどのようになっており、当初予定したとおりに進んでいるのか。 

 ２点目は再配置計画はどのような理念、配置の枠組みですね、考え方。こういうものをどう

いうふうな考え方をもって進めているか、この点であります。 

 ３点目は中心的な公共施設である本庁および支所の配置、これをどのように考えているか。

この点についての答弁をお願いしたいと思います。 

 ４点目は都市計画税についてでありますが、まずこの都市計画税をどのような性格の税金と

して捉えているか。 

 ２点目は今回、１２月のですね、都市計画税条例の改正ということで、２９年の３月、来年

の３月まで課税猶予という形で条例改正したわけですけれど、非常に短い期間ですけれど、ど

ういう形でですね、この１年の猶予の間にこの問題を検討、審議していくか。それについてお

答えいただきたいと思います。 

 その審議、検討の中でのポイントとなるのはどのようなものであるか。どのように考えてい

るか。併せてこの点もお答えいただきたいと思います。 

 ５つ目ですけれど、ＮＴＴ用地について。これは今、市民が最も関心があるところであろう

かと思います。この間、執行部のほうも３回にわたり、この用地を考える会議ということで市

民の意見を聞こうという姿勢のもとに行っていますし、また議会のほうでも議会報告会という

ことで２回にわたり、この点についての市民の意見を、生の意見を聞くというような機会を設

けているわけですけれど、この点について３点ほどですね、お聞きしたいと思います。 

 まず１点目は、ご存じのようにこれ紆余曲折した経緯があるわけですけれど、ここには反省

すべき点がかなりあろうかと思いますので、この点。 

 そして２番目はですね、今回まだ案件としてあがってきていませんけれど、あがるというこ
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とを前提としてですけれど、土地開発基金で取得すると。このへんの理由ですね、これをよく

分かるように、背景、このへんについてのご説明を求めたいと思います。 

 さらにですね、仮に、契約案件が仮に可決されたとしましても、まだどのような形でそこを

活用するかということはまったく白紙の状態ですけれど、こういう中で市民の意向、あるいは

議会の意向、こういうものをどんな形ですね、具体的にどんな形で取り入れながらそれを決定

に持っていくか、この点についても明確な答弁をいただきたいと思います。 

 最後にですけれど、まち・ひと・しごと創生総合戦略ですけれど、これについてまず戦略と

いうような、これは国のほうからの触れ込みですけれど、戦略と謳うこの計画は従来のですね、

行政計画と決定的に違うところがあるのかどうか。このへんをまたどう捉えているのか、この

点についてですね。 

 ２番目として、とかく国で発破をかけながら、地方分権と言いながらも今までもそうなんで

すけれど、国に引き回されていないか、こういうことが非常に危惧されるわけなんですけれど、

引き回されないための市の姿勢はどうあるべきか。これはしっかりやっぱり確認しておく必要

があろうかと思います。 

 このまち・ひと・しごと、この計画ですけれど、やっぱり実現性を高めなければいけないと

思いますけれど、その方途、方向、その考え方として地政学的な戦略、これが必要ではないか

と。そういう地政学的戦略がほとんど述べられていない。ちょっと地政学的戦略というのは耳

慣れない言葉かもしれませんけれど、つまりこちらのですね、立地条件、地理的条件、そうい

うものを加味した上でですね、周りとの関係で計画をつくると。そういう極めて固有名詞的な

計画にもっていくためにはどうしてもここが必要なんですけれど、そのへんの認識はどういう

ふうになっているのか。また認識がないならば、そういう観点からの戦略を構築していかなく

てはならないんではないかと、そういうふうに思っていますので、以上大きくは６つ、細かく

は３点ずつの質問ですので、さぶろく１８の点についてですね、ご回答をお願いしたいと思い

ます。 

 以上で通告に沿った質問として、以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛新会、野澤今朝幸議員の代表質問、来年度予算の編成および重要な政策的仕掛品について

お答えします。 

 はじめに来年度当初予算についてのご質問のうち予算編成における歳入、歳出それぞれの方

針についてでありますが、平成２８年度当初予算編成においても笛吹市のさらなる一体性の確

立を図り１０年後・２０年後の発展を見据えた施策を展開していくため、歳出面では地方創生

の総合戦略に位置づけた重点事業に予算の重点配分を行いました。また、部局別枠配分方式に

より部局ごとに自主的な事務事業の優先順位づけを行い、効率的・効果的な予算編成に心掛け

ました。 

 歳入面では普通交付税の段階的縮減や都市計画税の課税猶予を踏まえ、必要な事業を推進し

ていくため、基金を昨年に増して繰り入れた厳しい編成になりました。 

 次に２８年度当初予算におけるプライマリーバランス（基礎的財政収支）についてでありま
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すが、これは財政調整基金や減債基金の取り崩しが大きな要因になり、マイナス１４億６千万

円となります。過去２年を見ましても、平成２６年度決算は地方債発行額の増嵩や基金積立金

の減少による影響でマイナス１６億８千万円と大きなマイナスに、平成２７年度当初予算ベー

スでは、これも地方債発行額が大きかったことが要因でマイナス２０億１千万円となっており

ます。持続可能な財政のために歳入面では自主財源の確保、歳出面では公共施設の再編をはじ

めとする歳出削減を行う必要があると考えております。 

 次に市政の課題をどのように捉え、どのように予算に反映させたかについてであります。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略のもと子育て支援、産業振興などを重要な課題と捉え、人

口減少対策、移住定住対策など選択と集中を徹底し、必要不可欠とされる事業について予算に

取り込んだものになっております。 

 続きまして、桃源郷日本一についてお答えします。 

 まずこれまでの桃源郷日本一の取り組みの評価についてでありますが、平成２５年４月、四

季折々の彩りに満ち人々が栄え憩いとやすらぎ、人々の笑顔が輝く理想郷を目指して努力して

いくとの願いを込めて「日本一桃源郷」を宣言し、４月１０日を桃源郷の日と制定したところ

であります。その前後の３月下旬から約１カ月間を桃源郷春まつりとして各地区において数々

のイベントを開催し、川中島合戦絵巻でフィナーレとなる、このような形になっております。

日本一桃源郷を掲げることで市のイメージアップが図られ、誘客にも大いに成果があったと考

えております。 

 次にイメージする日本一桃源郷とはどのようなものかについてでありますが、春には桃の花

が咲き、夏になると結実した桃・ぶどうの出荷に農家の皆さんが生き生きと輝く。秋になると

周囲の山々の紅葉とともにワインの仕込みに活気づく季節となり、冬になると一年の癒しに温

泉に浸り、新酒のワインを楽しむ理想郷であり、また生活的には安心して子育てができ、日々

の暮らしに安寧を与える住みやすい地であり、現在推し進める地方創生の理念とも重なる、住

んでみたくなるような郷である、このようなイメージを持っているものであります。 

 次に今後、イメージする桃源郷日本一をよりよく実現するための方策についてでありますが、

農業振興面については、日本一桃源郷のイメージの元になっているこの地域の景観や作付面積

日本一の桃・ぶどうの産地を守っていかなければならないと考えております。果樹農業が育む

景観や文化を末永く保存していくことで、交流資源としても活用し人口減少や農業従事者の減

少に取り組む施策を講じてまいりたいと考えております。 

 また観光面では、日本一桃源郷へ国内外のお客さまに来て見ていただいてその良さを知って

もらう、このための情報発信を行ってまいります。石和温泉駅のリニューアル、リニアの見え

る丘展望台のオープンなど新たな観光の拠点となる場所もできましたので、これらを利用した

観光周遊コースを設定し、桃源郷を周り知ってもらうなど知名度の向上とイメージアップに努

めてまいります。 

 続きまして、公共施設再配置計画についてお答えいたします。 

 はじめに計画の進捗状況および今後のスケジュールについてでありますが、公共施設等総合

管理計画は道路・橋梁・上下水道施設等のいわゆるインフラを含めた公共施設全般にわたり策

定することとなっており、これと並行して２９年度から移行される国の統一的な公会計制度に

対応する固定資産台帳の整備につきましても、併せて行っているところであります。 

 公共施設等総合管理計画については、今年度中に計画素案を作成した上で来年度にかけまし
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て有識者および市民代表で組織する行政改革推進委員会等のご意見を踏まえ、かつ市民アンケー

トやパブリックコメント等を活用する中で、総合管理計画を策定していきたいと考えていると

ころであります。 

 次に策定にあたっての理念についてでありますが、将来に向けた人口減少は避けられない状

況であり、財政規模の縮小が見込まれる中で現在の施設すべてを維持していくことは困難であ

ります。 

 策定にあたっては、このような中にあっても単に数量だけの縮減に留まらず、施設の機能維

持ということに力点を置いていくとともに、限られた財源の中で施設サービスの低下や市民生

活への影響を最小限度に留めたいと考えております。 

 次に本庁および支所の配置の考えについてでありますが、本庁および支所については災害時

等の拠点となることから当面、配置については現状のままと考えております。 

 続きまして、都市計画税についてお答えします。 

 はじめに都市計画税をどのような性格の税金として捉えているかについてですが、都市計画

税は地方税法により都市計画区域内の土地・家屋に市町村が条例で課すことができる税金であ

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

課税される、このように認識をしております。 

 次に平成２９年３月という限られた検討期限の中で、どのような形で結論を出していくのか

についてですが、昨年１２月の議会の結果を踏まえ適切に対応をしていくこととしており、関

係部局の庁内検討会を重ね、議論していきたいと考えております。検討内容によっては時間を

要する場合も考えられ、市として一定の方向性が出た時点において、市民の皆さまにさまざま

な方法を用いて説明、お知らせ等を行っていきたいと考えているところであります。 

 次に検討のポイントとなる点でありますが、都市計画税は都市計画事業に充当できる貴重な

財源として捉えておりますので、本市の都市計画事業について精査し、市民の皆さまに理解を

得られるにはどのような形がベストであるかなどが検討のポイントになると考えているところ

でございます。 

 続きまして、ＮＴＴ用地についてお答えします。 

 はじめにこれまでの経緯で反省すべき点についてでありますが、用地購入やその活用策につ

きましては、昨年２月から市民の皆さまや議会などに説明を行ってきたところでありましたが、

市民への説明が不十分であったと認識をしております。また、風林火山三船ミュージアム建設

に特化した土地購入に唐突感があったと、このように考えているところであります。 

 次にこの時点で土地開発基金で取得をしなければならない理由についてでありますが、用地

購入に関する協議は一昨年から重ねてきており、権利者側からも早い段階での意思決定を求め

られておりましたが、その期日はすでに１年以上経過しております。この用地は市民が集い楽

しみ、かつ経済活性化や交通網の整備に必要不可欠な土地であるとの判断から、将来の事業が

予定される土地を先行取得するための土地開発基金を有効に活用し購入していきたいと考えて

おります。 

 平成２８年度内には施設内容を決めていく計画でおりますので、基金からの買い戻しの予算

も当初予算の中に計上したところであります。 

 次に施設を決定する上での市民の合意についてでありますが、１月から各地域の区長会・地

域審議会に参加させていただき、ＮＴＴ用地の活用策についてのご意見を伺ってまいりました。
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２月には市民を対象としたＮＴＴ用地の活用策を考える会議を開催するなど、市民の皆さまか

ら意見・提案をいただいたところであります。 

 用地購入後も引き続き各種検討会議等を開催し、市民合意がいただけるよう十分な協議を行

い財政負担などを考慮する中、所期の目的が最大限達成できるような活用策を取りまとめなが

ら再度議会で十分ご議論をいただき決めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお答えします。 

 はじめに総合戦略とこれまでの行政計画の決定的な違いについてでありますが、従来の行政

計画は一般的に、各自治体にあった施策実現に向けての基本理念と方向性を定めているもので

あります。しかしながら、今回定めた戦略は国全体で取り組むべき戦略として、国が人口減少

対策に焦点を絞った戦略作成を求め、出生率の向上や都市から地方への人の流れをつくる取り

組みなど、全国地方自治体が同じ目的達成に向け作成する計画であることに相違があると認識

をしております。 

 このことに関連して、条件がありますが本計画達成のため国交付金等の支援を直接的に受け

ることも可能なものになっている、この点も違いの一つと考えております。 

 次に国に引き回されない市の姿勢についてでありますが、総合戦略の策定にあたっては、国

の大枠には即しつつ市の課題を的確に捉え、策定するよう努めたところであります。さらに言

えば国の示す方向性の波にうまく乗りながら、国の交付金や補助金を有効的に活用できるよう

に構えて総合戦略を作成し、実際すでに交付金を活用した観光対応の多くの事業に取り組んで

いるところであります。 

 次に実現性を高めるための一つの方途として、地政学的戦略が必要と考えているとのご提案

でありますが、総合戦略とネーミングされているように総合戦略の実行は戦略的でなければな

りません。それも従来の発想を超えた、例えば世界に目を向けたグローバル戦略、時代の一歩

前をいく情報クラウド戦略などであります。 

 議員提唱の地政学的発想も重要な提起であると考えております。笛吹市は都心から特急で１時

間半、車で２時間程度と近い場所に位置しており、リニア開通後には３０分程度で東京や名古

屋に行けるなど交通アクセスに有利で自然と温泉、果樹に恵まれた地域であり、首都圏、特に

多摩地域を見据えた戦略も重要であると考えているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 まず１番目のですね、当初予算に関わるところですけれど、今の市長の答弁では歳入歳出を

どういうですね、方針で決めて進めたかということがほとんど分からない。これはですね、施

政方針にも述べていないし、われわれがいただいた予算案の概要、これにも述べていない。要

するに歳入にはどのような課題があり、また歳出にはどのような課題があるか、このへんに触

れなければ方針というものは出てこないと思うんですね。これは私が言うまでもなく歳入、こ

れはとりわけ今は地方交付税、合併による地方交付税の、かなりの増額というような形で持っ

ていますけれど、これは１５年という期間の中で歳入は縮小していくと。歳出のほうはかなり

建設費等がですね、多くなっているんですけれど、扶養費、これは漸増しているわけで、この



 ２７ 

へんの問題というのは最終的に長期的に見てどういうふうに考えるかと。その点についての言

及をまずお願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 反問権。 

 成島部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 今のご質問の中で扶養費について、扶養費という言葉はどういう。扶助費ですね。そうです

か、分かりました。 

 ではよろしいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 今、答弁の中でですね、細かいところをお示しさせていただけなかったところはお詫びいた

したいと思います。この予算編成に当たりましては、笛吹市の新年度予算に対する基本的な考

え方ということで、全体的な経済の動向とかですね、国の方針、それからそれに対してまた笛

吹市等の現状等を踏まえた中で、そのような基本的な考え方というものを出させていただいて

おります。 

 今、ご質問があった当初予算の編成に当たってということで、当然、地方交付税のほうも段

階的な削減もされる。あるいは税収に関しては若干、景気の動向、それから歳入増加が認めら

れるというところを盛り込んだところでもございます。それはこの予算の中でもそれは現実的

に予算としてなっているというところであります。 

 それからそれぞれの特に、昨年つくった総合戦略というものをしっかり取り組みをしていこ

うというところも入れたところでございます。総合計画の後期基本計画もありますので、それ

と整合性を合わせるというところもそこには盛り込んでおります。 

 それからそれぞれ歳入歳出のそれぞれの考え方ですね、そのへんにつきましても細かく出し

ております。ただ、その扶助費の考え方でありますけれども、これについてはなかなか全国的

な取り組みの中で年々増加しているわけでありますけれども、そこをさてどうするかというと

ころは非常に難しい部分であります。 

 今回、出させていただいた考え方の中でのありますけれども、扶助費につきましては国、県

の動向に十分留意して対象単価等を的確に把握し、過小過大にならないように積算することと、

その一言でですね、文言しては出させていただいておりますけれども、そこらへんは今申し上

げたですね、戦略的な部分等も含めた中で、そこと絡めながらですね、考えていかなければな

らないというふうに、相互に理解しながら予算編成に当たったという状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 いずれにしろ、これは私の申すまでもなく非常に５年、１０年後には厳しい財政状況になる

ことは明らかなわけです。そういう観点からも今年度のプライマリーバランス、基礎的財政収

支、こういうものを見ますとかなりの赤字、ショートが出ているというふうに考えられるわけ
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です。地方自治体の財政、予算というのは非常に分かりにくいわけで、というのは借金も収入

のほうに入るということで、普通の企業会計、あるいは家庭でさえそういうふうなことはない

わけで、非常にこれは難しい、つまり今回も市債として４４億ですね、そして、これではまだ

足りないということで基金のほうの取り崩しですね。家で言えば預金ですね。これが２２．６億

円。つまり３３７億の歳入のうち４４億と２２．６億、つまりそれを抜いた金額を２７０億、

これしかないわけなんです。それに対して歳出は３３７億円のうち公債費、これは今までの借

金の部分ですから、これは今回の事業でないということで抜きますと事業としては２９２億。

この差引が２１億からになると。これだけは基礎的なですね、財政収支というようなところか

ら考えてもショートしているわけなんです。赤字になっているわけなんです。このへんのこと

はですね、これからこういう形でずっと進むといえばすぐに基金は取り崩されていくと。こう

いうことの中でこのへんの関係を、あるいはこのへんに危機感を持っているのかどうか、この

へんについての答弁をいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 この今の状況の中で危機感が持っているのかという再質問でございますけども、当然、今、

笛吹市の財政の予算総額というのは非常に大きい状況でございます。議員ご指摘のとおりです

ね、プライマリーバランスのほうは本来、均衡しているということであれば、それが現状の、

今の世代の中で受益と負担が成り立っていると。釣り合っているということでありますので、

当然そこにつきましては現状の予算をしっかり削減していくということはもうしていかなけれ

ばならないということは、当然危機感を持っているところでございます。さらに行革も進める

わけですけども、そういう危機感を市としてですね、しっかり持ってそれを取り組んでいくと

いうことは当然のことだというふうに考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 しっかりですね、予算は単年度ですけれど、長期的な見通しの中で組んでいくべきだという

ふうなことで進めていただきたいと思います。 

 特にうちの場合、今回の予算書を見ますと２８年度末で地方債の残高、これが５４９億、ほ

ぼ５５０億ということですけれど、地方債ってよく交付税の措置があるからというようなこと

で割合、そういうものの付く事業をどんどんどんどん取り入れると。この５５０億円というの

は類似団体から見ても大きな金額だと思います。言うまでもなく、例の夕張市がですね、ほぼ

財政破たんになったというようなときの最終的な問題を表面に出てきた、それはどういう契機

かというと皆さまご存じかもしれませんけれど、２００４年に小泉内閣のときに三位一体改革

ということで地方交付税を大幅に削減したわけです。こういう中で地方債、つまり交付税措置

が将来できる、してもらえるというようなところが大きな打撃を受けたわけです。地方交付税

交付金の全体枠が決まっている中で当然、そういうところを削られていけば借金の多いところ

にはそのものを措置すると言いながら結局、普通交付税のほうを削られるとかというような形

で、そこだけは措置しても全体として減っていくという形になっているわけです、実際。だか
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らこういう地方交付税、地方債で賄えるからという形での安易な形は慎まなければならないと

いうふうに思いますけれど、このへんの認識についてはどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 地方債の考え方ですが、今、野澤議員のお話のとおり交付税措置がされるというものを特に

厳選して取り込んでいるわけでございますが、市の現状といたしましては交付税の身代わりで

ございます臨時財政対策債について今のところ残高が１６０億という金額を占めております。

これにつきましては普通交付税の身代わりということでございますので、満額取り組んで財政

の運営をしているというのが現状でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 つまり今回のですね、いろいろな、これからもあとでお話しますけれど、まち・ひと・しご

と、この総合戦略でも１００％だという形でどんどんどんどんやるという、現金がそのままく

るんじゃいいですけれど、非常に借金は借金ですから、これは国がどうしようもなくなればそ

こは削られるということは覚悟しなければいけないわけで、やっぱりここに対しては有利だか

らというようなことだけでなく、やっぱりそのへんをしっかり自覚した中での財政の組み立て、

これが必要かと思いますので、そのような観点から今後もしっかり組んでいっていただきたい

と思います。 

 最後にですけれど、１番目の。市政の課題ということで、先ほども言われましたように結局

は今言ったまち・ひと・しごと、これに特化したような予算編成であるというふうに、先ほど

も答弁があったわけなんですけれど、この人口というものに、こんなに人口を増やすというこ

とにこんなに特化していいのか。本当にこんなことでそれが実現できれば、まずできないと私

は思います。つまりこれは国の、ここで言えば地方自治体にパン食い競争をさせてですね、早

くパン食ったほうが勝ちだと。要するにパンを増やしてもらわないとどうしようもない。これ

は国の仕事であると。そこを市町村の尻を叩いてやって人口を取り合うようなことで、それで

結局、政策をいろいろ打っても政策増につながらないという結果になり兼ねない。特殊出生率

ですか、そういうものが今、１．５いくつですよね。それを１．８までに２０６０年にするな

んて、これを市町村に任せるような、市町村のほうに投げるなんてことはもってのほかの話で

子育て支援とか、国のですよ、あるいは、そうですね、非正規の雇用、今３分の１が非正規の

雇用と言われていますけど、こういうもの対策。あるいは教育費の大学までの無料化、こうい

うことが進まなければそれはたぶん無理な話であって、そういう意味からするとやはり市の課

題は何か。これはうちだけではないんですけれど、今、退職した６０歳から８０歳、このへん

の世代をどういうふうにこれから行政として生き生きとした形で地域に関わってもらえるか。

これの総合戦略こそ本当は必要じゃないかと。そういうやっぱり、国が人口人口と言っている

からと言ったって、これはね、たぶんうちがその中でもしかしたらうまいところへいけるかも

しれない、それはね。でもこれは総体としてはパン食い競争の話であろうかというふうに思い

ますので、このへんの、私は６０歳から８０歳、ここの世代ですね、この世代をしっかり地域
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に統合していく、そういうことが重要であろうかと思いますけども、この点についてはどうで

しょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまの再質問にお答えいたします。 

 人口減少というのはまさしく国全体の課題でありますし、地方で戦略を練ろということなの

で、われわれとしてもこれはこれなりに大事なことだということでしっかり取り組んでいくと

いうのは当然ではなかろうかというふうに思っております。議員ご指摘のようにパン食い競争

というのか、パイの奪い合いというのかですね、全体が大きくならないのは、なかなか大きく

ならないのにそれぞれが取り合うという、なかなかこれも厳しい話だというふうには認識して

おります。国の方針でございますので、私ども当然取り組みますが私自身、一番大事なのは現

にこの笛吹市に住んでおられる方の幸せの向上というのが一番大事だろうというふうに思って

おります。住みよいまち、住んでいる人がみんな幸せになれば当然人も寄ってくるであろうと

いうことが、そういう考え方が大事ではないかと、このように考えております。住んでいる人

ということになれば、当然、６０歳とか７０歳とか８０歳とかそのような方が多いわけであり

ますので、そういった人たちが生き生きと活躍できるような笛吹市をつくっていく、このこと

は大事だというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 市長もほぼ認識が同じということで、非常に重要だと思います。この世代をうまく言葉でで

すね、前、実年世代とかというようなことも出ましたけど、これは５０歳から６０歳くらいを、

６０歳から８０歳くらいですね、ここをうまく言える言葉さえないと。必要だと思います。今

まで老人クラブとか高齢者という、やっぱりこれはそぐわないというふうに思いますので、例

えば年配世代とかですね、いろいろあろうかと思います。私、調べたら銀の卵世代とかという

ようなものがありまして、これはちょっと遊びの部分もあろうかと。でもそこの世代を概念的

につかまえて、そこにしっかり集中と選択での計画、これが必要だろうと。そしてここをしっ

かりすることによって財政の、先ほどの扶助費の問題ですね、こういう問題もかなり私は解決

できる。つまり見られる立場になるか、見る立場になるか、地域から支援される立場になるか、

支援していく立場になるか、ここをしっかりですね、戦略的にやるということが今後非常に重

要で、そこで笛吹市のしっかりした特色を出していくということが今後必要かと思います。 

 次にですね、桃源郷日本一の問題ですけれど、これは前々から私が、そしてうちの会派のほ

うでも言っているんですけど、今回ですね、例えばインバウンド、もういいです、これもいい

です、物事にはちょっと古い言葉で不易流行という言葉がありますね。不易、不可能の「不」

に貿易の「易」で不易ですね。不易流行。流行は普通の。要するに物事は流行の部分と不易、

変わらない部分ですね、これをやっぱりバランスよくしていくということが非常に重要で、時

流に乗るというのもいいです、それは。今のインバウンド、これにしっかり乗ってやるという

ことですけれど、それではうちの観光の不易の部分は何か。ここがですね、従来の観光からやっ
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ぱり確立されていないうちの弱さがあろうかと思います。そういう意味でしっかりですね、桃

源郷日本一というふうに謳っているわけですから、毎回言ってまたかと言われるかもしれない

けど、やっぱり東京駅あたりからですね、列車に桃源郷日本一というようなラッピングの電車

を走らせるとか、やっぱり先ほどですね、それなりにいろいろ取り組んで、市長は評価してい

ると、この間の。でもやっぱりね、外に対するアピール度は弱いと思います。この点は１点、

やっぱりそのくらいのことをしていってですね、四季折々にその桃源郷へ行く列車を走らせる

というような取り組み。 

 もう１つは、やっぱり桃源郷日本一というからには、今までの桃・ぶどうのこの畑が荒廃地

になるということではこれはまずいわけで、今年度もですね、農業機械、この購入の関係で１千

万円ほどですね、これは去年の５００万円に比べて倍額、そしてあるいは新規就農者の支援事

業として７４０万円ほど盛っていますけれど、これではやっぱり不十分だろうと。先ほどの私

の実年世代なり年配世代、こことの関係で言いますと、やっぱり６０歳以降の農業、今まで実

家は農家だったけどもサラリーマンをしていた人たちの、そのへんのですね、やっぱり６０か

ら８０くらいまで農業ができると。ただやっぱり年をとった人のやる農業にはそれなりの支援、

あるいは初めて、うち、今まで見ていたけれど、なかなか自分は実際にやっていないというよ

うな人に対してはやっぱり講習期間とかそういうことも必要かと思います。この世代をやっぱ

り農業においてもしっかり位置づけていかないと、桃源郷が実際は守れないだろうと。もちろ

んそれだけで守れるわけではないですけれど、やっぱりくどいようですけれど、そこの世代と

いうのは非常に地域を、今後どういうふうな地域になっていくかを左右しようというふうに思

いますので、この点についての農業政策とも関わりますけれど、そちらの考え方を聞けたらと

思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 野澤議員の今後の農業施策も含めた桃源郷というふうなことでありますけども、やはりこの

日本一という名を謳ったことでありますので、その景観を維持していくための農地の確保とい

うのは非常に大事になってくると思います。その農地自体も遊休農地から今は耕作放棄地といっ

た方向に言葉も変わってきていると思いますので、このへんの具体的な方策としましては今、

貸し借りの中での貸し手のほうへの補助金ですとか、また担い手につきましては定年就農といっ

た制度もございますので、そのへんの発信といいますか、コーディネートがいまいち足りない

のかなといったところもございますので、そのへんをしっかりとやってまいりたいと思ってお

ります。そういった中で観光地としても桃源郷といった部分をさらに売り出してですね、ＰＲ

をして誘客のほうにつなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 すみません。今、定年就農ですね、そういうこと、やっぱりこの定年就農というのをもっと

見える形でですね、しっかり、さすが笛吹でやっているなという形までやっぱり持っていかな

いと、一般的な定年就農というのは分かりますけれど、やっぱり笛吹独自のですね、組織的な
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やっぱり対応というのをここしていくべきだと思うし、これはですね、もちろんいい農産物を

生産するということも重要ですけれど、まず農地を守っていきながらこの景観を守り、そうい

うとこでの桃源郷日本一、そういうブランドの中でまたいいものはより高く売れるというよう

な形に持っていく。いずれにしてもここの世代への集中的なですね、やっぱり施策、こういう

ものが必要であろうかと思います。 

 時間もあれですが、次にですね、公共施設の今、総合管理計画ということを進めている、非

常にこれ膨大な量の作業ですから時間がかかるのは最もですけれど、例えばこの間にですね、

今これから言うＮＴＴの用地の問題とか石和小学校の給食の問題とか、あるいは石和の四日市

場の市営住宅の問題、こういうものもみんな公共施設に含まれるわけで、そういうのろのろと

は言いませんけれど、スピード感を持ってやらないと、あらゆるものが計画から、計画する前

に順次出てきちゃって全体としての、そのつくったときにはかなりの部分が、形が、方向が決

まっているというようなことでは全体的な、総合的な計画、配置計画をつくる意味が非常にそ

がれてしまうと思いますので、このへんはもっともっとスピード感を持って進めてもらいたい。 

 特にですね、本庁・支所の問題に限って再度質問させてもらいますと、本庁・支所を単なる

行政サービスの機関、こういうものと将来考えていくか。あるいは市民と行政の協働の場、こ

ういうものと考えていくかでかなり違うと思います。この点はまだそこまで検討が入っていな

いということですから、私たちの会派の考え方、この間、前には大阪府のですね、池田市、あ

るいは今回は、これは常任委員会のほうで行きましたけれど、岐阜の関市と長野の安曇野市、

こういうところでいろいろ聞いてきました。例えばですね、大阪の池田市の場合は各地域に１千

万円からの、前にもこれは報告、説明したと思いますけれど、１千万円からのこの補助金を出

す中で市の独自の形を市民が考える中で、それぞれの地域で考える中で地域づくりを進めてい

くと。あるいはこの間、つい最近ですけれど、常任委員会で行ってきました関市では地域ごと

に３００万円ずつ。これはどういうあれかというと宝物、地域の宝物を磨く宝物磨きというネー

ミングをしているそうですけれど、これに３００万円出しながら、やっぱり地域で自分たちの

地域をつくっていく、こういうふうな取り組み。もう１つ、安曇野市では参考になったのは、

長野はご存じのように公民館活動というのが盛んなわけですけれど、その支所に自治区と公民

館で協働して地域づくりの拠点にしていく。そういう考え方で今、再配置計画を練っていると

いうことです。 

 これからのやっぱり支所のあり方は、行政サービスを中心に置くでなく市民の、先ほども、

これも先ほどの私たちの考え方と同じなので、やっぱり６０歳から８０歳の人たちがそういう

ところで地域に関わってボランティアをしていただく。市民ができることは市民にしてもらう。

市民のできないことを行政がするというような、そういう大きな将来を考えながらしないと、

これからの先ほどの財政の問題もそうなんですけれど、立ち行きいかないということになろう

かと思いますけれど、これはですね、まだ計画が進んであまりいないということですから、こ

ういう考え方を参考にしていただきたいと思います。 

 あと都市計画税についてなんですけれど、施政方針ではね、ちょっとこの認識が、こういう

認識というのは甘いんじゃないかと思うんですけれど、こういうふうに書いてありますね。市

政方針では経済情勢が市民生活に与える影響を考慮し、議会が議決したので１年見送ることと

したと。こういう認識なんですよね。そうではなくて、今までの課税延期の場合はいろいろそ

ういう事情、リーマンショックとかあるいは大雪とかこういう問題があったわけなんですが、
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今回はしっかりなぜ課税するのか、これを市民が納得いくところで１年間検討しようというこ

となんですけれど、そういう条例の改正になっているというふうに考えるわけなんですけれど、

この点についてまず確認をしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 議員のおっしゃるとおり、１２月議会で都市計画税については猶予というようなことで結論

が出ておりますので、市長の施政方針の中にもありますように市内の情勢やら何やらを考えな

がら検討してまいるところですけども、区域についてとかいろいろな付帯事項等もございます

から、それらも併せて今後、担当部局等の連携を取りながら検討させていただくということで

少しお時間をいただければと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 そういう認識でお願いしたいと思います。 

 そして特に来年ですね、予算に組むといえば最低１２月には条例、要するに方向が出なけれ

ば予算も組めないと思いますので、先ほど市長も時間を要する話になるかもしれないというこ

とですけれど、それはまたしっかり議論する中で時間を有するものはしょうがないと思います。

これはこれで。ただそういう中でしっかり議論ですね、そしてこれは目的税ですのでやっぱり

税金を納めるほうの納得ということはやっぱり重要なことだと思います。大変ですけれど、やっ

ぱりそういうことをしっかり、それにはですね、いわゆる都市計画区域になっている、やっぱ

り市民の方を交える中、あるいは都市計画税のそもそもの始まりが非常に地価の高騰というよ

うなことを背景にもしていますので、そういうことも踏まえる中でやっぱり専門家のですね、

税制に対するやっぱり専門家の意見も聞く中で進めていただきたいと思います。やっぱり良い

都市をつくっていくにはそれなりのお金が必要ですし、課税してもらえるものはしていくとい

うような考え方もあろうかと思いますし、私はそういう考え方に今、立っているわけなんです

けれど、そこではそこに住んでいる市民、あるいは事業をしている方々の了解、納得というこ

とも必要かと思いますので、そんな形で進めていただきたいと思います。 

 次にＮＴＴの用地についてなんですけれど、１番目にこの反省すべき点ということで私、問

いかけたわけですけれど、反省があまり市長から聞けなかったと。このしっかりした反省に立

たないとですね、今後の進め方もこれは危ういものになろうかと私は思います。市民への説明

不足とか唐突感とか言いましたけれど、そのレベルではないと思いますよ、今回の。やっぱり

これは執行部の私たちへのおごり、あるいは議会軽視とまでは言いませんけれど、そういうと

ころがあったのではないかと。とりわけですね、もし具体的にどういうことかと言いますと９月

の定例会において土地の買収の予算案があがっていて、議会でまだ審議しないうちに三船ミュー

ジアムの説明会をですね、市民に行うと。そういう過程がありましたよね。チラシまで配って

しまう。やはりこれはね、反省してもらわないと。議会があとで、いやがらせにやったみたい

な話にも、市民はよく分かっていない、情報が限られていますから。そうではないと思うので、

このへんについての市長のしっかりしたですね、やっぱりこのやり方の問題、そのへんの反省、
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それをしっかりした言葉でまず聞きたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 ちょっと半年前の話なので正確な記憶はございませんけれども、基本的にですね、私どもが、

私が考えているのは常に市民に対して説明をしなければならない、市民に対して説明をしなけ

ればならないと、ここのところは基本的にございまして、そのあたりが議会の皆さま方との多

少、考え方の違いがあのときにあったのかなというふうには思ってはおりますけれども、基本

的な立場は今、申し上げたようなことで進めてきておりますので、そこはご理解を願えるもの

であればご理解をいただければというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 理解できません。それは。これはたぶん反対した議員はもちろんですけれど、賛成した議員

もこの点に対しては憤りを感じていると思いますよ。これは。議会に、議会でまだ土地の購入

さえしていないのに、そこに造る三船ミュージアムについて市民に説明する。触れ込む。これ

は議会がそれは賛成しろと言っているように、議会の議員に賛成しなさいとそういう圧力をか

けている。もしそういうふうに市長が感じられないとしたら、それは市長、かなり鈍感だと思

いますよ。市長がわれわれの立場になって考えてみてください。 

 行政ですから先へ先へをやらなくてはならないということはわれわれも分かっています。た

だ一番重要なのは、われわれの議会の議決というのがまずあって施行できる話ですので、その

へんはやはり踏み外していると私は思いますけれど、もう一度そのへんについてのご答弁をお

願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 地方自治と国政というのは大きな違いはあろうかというふうには思いますが、なんと言いま

すかね、執行側、国で言えば行政機関と立法、こちらで言えば執行部と議会、この関係という

のは民主主義の世の中では基本的には同じではないかと、このように考えております。 

 今のお話を聞いて思い出したのは、それはすり替えではないかと言われればごめんなさいと

言わざるを得ないんですが、昨年、安保法制が非常な議論になっているころに安倍総理がテレ

ビに出て安保法制についてこういうような絵を使って、パネルを使って説明をしておりました。

あれはまさに国民の方は、皆さんはこれは論議中の話であるというふうに理解をするわけです。

議論中の話であって、別に決まった話じゃないけどもということで、あれは国民の皆さんは反

対の人でも、まあいかがなものかという人はいたかもしれませんけれども、私はそれはまった

くけしからんというふうな声は上がらなかったのではないか、それは言ってみれば民主主義の

世の中のそれぞれの立場におけるそれぞれの立場での主張だと。私は安倍総理の映像を見てそ

のように思ったところであります。私は同じように今回の案件につきましても、基本的には同
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じものだというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 すり替えだと思いますよ、それは。やっぱりもっと厳しく言えばですね、じゃあそのときに

印刷物で出したその経費ってまるで無駄だったわけなんですよ。それは行政のやることで、例

えば計画でもいろいろ計画を練る段階ではですね、予算付けをしてもらって最終的にはその計

画が、ものをつくる場合でものにならないこともあって、そういう無駄はあります。これはあ

る程度、調査とか研究してみなければならない。今回の場合はですね、もうそこの次の日、次

の日くらいに議会でそのことについて可決されるか否決されるか、そういう時点でああいうチ

ラシを配って説明会まで行うと。これはね、二元代表制の、われわれのほうに対するやはり一

種の、一元を代表するほうに対するね、言葉を厳しく言えば冒涜だと思いますよ、それは。やっ

ぱりこの認識がないと、それはもう一度、市長にそのへんに立ち返ってですね、答弁を願いた

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ご指摘はしっかり受け止めまして、今後は皆さまからこのようなご叱責を受けないようにしっ

かり進めてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ぜひ、この事業もまだ緒にもつかないところですので、しっかりやっぱり反省すべきはして

ですね、私は行政の無謬性なんていうものはこれっぽっちも信じていません。間違いは間違い

でしょうがないと。やっぱり間違ったところで間違いを認める。認めないというのが本当に間

違いだという論語だかにもありますけれど、やっぱりそれはしっかりしていただきたいと思い

ます。 

 私は今回、当初予算に５億円からの土地取得の予算をですね、総務費の企画費に盛ったこと。

これはこの１年間であの土地の整備方針、どういう方向に持っていくか。施設の内容等につい

て、１年間でスピードを持ってやるという意思の表れかというふうに思いますけれど、この点

についての確認ですけれど、お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ２８年度予算で５億円でありますけれども、今、野澤議員がおっしゃったようにですね、や

はりその１年という中での予算という考え方でありますので、いろいろな要因が、この２８年

度はあろうかと思いますけれども、そうはいっても笛吹市のこれからの発展ですね、そういう

ことをしっかり捉える中で行政として遅滞なくですね、スピード感を持ってやるということを
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この時点で明らかにしていくということは基本に考えておりますので、そういう取り組みの中

で進めたいというように思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ぜひそういう方向で積極、大変ですけれど、ここまで乗りかかってきた船ですからしっかり

進めていただきたいと思います。 

 とりわけですね、今回のこのことに関しては目的も決まっていないのに買いとろうとか、あ

るいは財政の面から買うべきではないか、ないというような意見も説明会、われわれの報告会

で出ています。それはそういう観点もあることは確かです。しかし大方はですね、やはりあの

土地に対する期待、これは非常に大きいものがあります。そういう視点からですね、あの土地

を、やっぱり先回もちょっと間違ったのは最初から観光拠点施設みたいな括りの中でちょっと

考えすぎているんじゃないかと。やっぱりまず市民、そういう視点も重要であって、なかなか

日本の投票制度はそうですけれど市民一票ですから、事業者には一票ないわけなんです。市民

としてはありますけれど。市民の税金を扱って仕事をしている以上はまず広く市民、そういう

ものの意見を聞く中で考えていくべきだろうと。われわれ笛新会も具体的な方策を持っていま

す。それは前にも明らかにしたとこですけれど、やっぱり市民の意向もしっかり汲む中で進め

ていただきたいというふうに思います。 

 それでは最後にですけれど、ひと・まち・しごとのとりわけ地政学的な戦略ということで、

先ほど非常に積極的な答弁をいただいたんですけれど、この間ですね、八王子市のですね、観

光関係、そして副市長さんにお会いしてですね、いろいろ相互の考え方も交えたわけなんです

けれど、たまたま副市長さんが山梨にゆかりのある人です。そして芦川村に特にゆかりがある

と。生まれは市川大門です。そして甲府南高校を卒業していますので、うちの会派の２名ほど

南高校の卒業生がいるわけです。そういう意味で非常に縁があると。こういう機会にですね、

しっかり東京の西部、多摩地区、ここを地政学的な戦略から縁をつけながらやっていく。とり

わけ防災と観光ですね。向こうのほうではやっぱり首都直下地震が想定されておるわけで、１万

人くらいの収容能力のあるわれわれの笛吹市、これはすごく向こうにとってはいろいろ期待で

きるところだと思いますので、そのへんへの考え方、もしありましたらお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょう。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 今、議員のそういう提案、私どもちょっと恥ずかしい話ですけども存じなかったということ

でありますから、そういう地区があるのであれば今後防災担当、専門部署を設けますので検討

の材料ということで考えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 じゃあ、ありがとうございました。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で笛新会の代表質問を終了いたします。 

 引き続きまして、誠和会の代表質問を行います。 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 誠和会の中村でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表しまして通告しました６問について質問を

させていただきます。 

 質問数が多いので早速、質問に入ります。 

 まず最初は２年連続、総額３３７億円規模となった平成２８年度予算編成方針、ならびに重

点施策についてお尋ねをいたします。 

 ２７年度から地方交付税の一本算定となり、歳入においては平成２８年度地方交付税交付金

は３億７千万円の減額となり、さらに５年間で順次削減されることになります。また自主財源

である税収の伸びも期待できない中、２８年度から予定した都市計画税５億円もさらに１年間

の課税延期としたことで、歳入が見込めず基金からの繰入金の増額で予算編成をする非常に厳

しい財政運営や予算編成ではなかったかと思われます。 

 そのような中ですが、倉嶋市長が就任して４回目の当初予算編成となり、倉嶋市政の総仕上

げの予算編成となったことかと思います。その予算編成方針や重点施策などについて伺います。 

 １点目は、２７年度から重点施策の趣旨選択を目的とした従来の総合計画に掲げる施策別予

算編成方針から部局別予算編成方針に変更したが、その成果はどうであったのか。またそれを

受けて平成２８年度予算編成方針の特徴とは何か伺います。 

 ２点目は総合計画やまひと・まち・しごと創生総合戦略を中心に取り組む重点施策の事業、

目的、また数値的な成果目標を設定しているのか。予算額はどうなっているのか伺います。 

 ３点目は、予算総額についてのお考えをお聞きいたします。合併時には２５０億円程度の予

算規模でしたが、現在では８５億円以上多い３３７億円の予算案であります。県内同規模の他

市に比べて笛吹市の予算規模は７０億円から１００億円も大型予算となっております。その原

因は何か、また国が示す各市町村に適した基準財政収入額と需要額とは相当開きがあると思う

が予算額をスリム化する方法はどのように考えているのか伺います。 

 次に行財政改革の進行状況についてお聞きいたします。 

 本市の行財政改革は平成１７年度から取り組み、第１次行財政改革ではスリムで魅力的な市

政を実現する。第２次では大胆な経費節減や財源確保に取り組む。現在は第３次行財政改革と

して平成２６年度から２９年度までの計画で今までの改革項目を継続しつつ、新しい公共のあ

り方による行財政改革を推進する取り組みを行っております。計画では必要に応じ見直すこと

になっていますが、中間年にあたりその取り組み状況について伺います。 

 １点目は計画策定中間年にあたり見直しを行ったのか。見直す項目はあるのか。２年間の実

施計画の検証結果はどうであったのか伺います。 

 ２点目は、６５件の指定管理者の指定施設や委託業務などで職員や臨時職員は何人減少して

きたのか伺います。 

 ３点目は合併以降、議員数は定員適正化計画により順調に減少していると聞いておりますが、

職員数と再雇用職員数、臨時職員数と総数の変化はどのようになっているのか伺います。でき
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ましたら１８年、２５年、２８年４月１日現在の数を示してください。 

 ４点目として、各市町村で公表している平成２６年４月１日現在の職員数が笛吹市は６２２名

でありますが、同規模である甲斐市の職員数は４４７名であります。消防職員を除いて９０名

程度、笛吹市のほうが多いが臨時職員数を含めてその訳を伺います。 

 ５点目は地方債残高、いわゆる市の借金について伺います。笛吹市は地方債残高が平成２６年

度決算時には４２０億円と県下１３市で甲府市の７３７億円に次いで第２位であり、３位は北

杜市が２７９億円、その次が甲斐市の２６８億円でありますが、同等の他市と比較してだいぶ

多額だとは思いますが、その理由と今後の方針について伺います。 

 次にミズベリング事業についてお尋ねをいたします。 

 賑わいのある水辺空間をつくり出すことによってまちづくりを目指す市町村を支援する国土

交通省のかわまちづくり支援制度を受けるため、平成２７年４月３日付き、国土交通省からか

わまちづくり計画の認定登録を受け、１年を経過しようとしております。市ではミズベリング

構想により笛吹川の活用を進めることとしていますが、観光の活性化のためＮＴＴ用地の利用

が先行しており、市が認定を受けた計画の事業実施年度計画、具体的な実施計画はどのように

なっているのかをお聞きいたします。 

 １点目として、国直轄事業の親水護岸整備と子どもの川流れ体験・水辺の楽校の実施計画は

どのようになっているのでしょうか。 

 ２点目として市が実施する事業として鵜の飼育・見学施設の整備、ゴムボートでの川下り、

川床などの実施計画と財源内訳はどのような計画になっているのか、伺います。 

 ３点目として、今年度整備した石和温泉駅前のイルミネーションと近津用水沿いの桜並木へ

のイルミネーションは地方創生交付金事業として整備しましたが、いずれも整備した距離が短

く、せっかく整備をするならもっと距離を延ばすとか、にぎやかにする必要があったのではな

いかというような声も聞きます。 

 近津用水沿いはピンク色のＬＥＤをもっと多く使い、桃生産量日本一の市にふさわしい工夫

装飾にするとか、イルミネーション事業の今後の延長計画はあるのかを伺います。 

 次に世界農業遺産登録について、お聞きします。 

 世界農業遺産は国際連合食料農業機関が認定するものとされ、日本でも平成２３年に能登の

里山、トキと共生する佐渡の里山を皮切りに静岡、熊本、大分、最近では昨年１２月に長良川

のある南田辺の梅、高千穂郷・椎葉山などの８地域が認定されております。 

 昨年から峡東３市において農業遺産登録を目指した取り組みを行っており、この農業遺産登

録についてお尋ねをいたします。 

 １点目として、世界農業遺産の認定を受ける目的は何か。認定を受けたのちには峡東地域の

農業はどのようになるのかを伺います。 

 ２点目として認定を受けるためには本市の取り組み、ＪＡ、農家の対応はどのようにするの

かを伺います。 

 ３点目として峡東地域世界農業遺産推進協議会が設立されましたが、その後の認定までのス

ケジュールはどのようになっているのかを伺います。 

 次に下水道会計の企業会計移行の財政計画、見込みでありますがお尋ねをいたします。 

 昨年の１２月議会で条例制定され、平成２８年度から公共下水道企業会計に移行することに

なりました。国・県の指導では平成２７年度から３１年度までの間に公営企業会計適用に移行



 ３９ 

するよう指導されていますが、本市ではいち早く特別会計から企業会計に移行するが、特別会

計の中でも特に自主財源の厳しい下水道会計が企業会計への移行ということで、次の点につい

てお聞きいたします。 

 １点目として特別会計と企業会計の違いとは何か。資産の管理はしっかりできているのかを

伺います。 

 ２点目として、企業会計として長期財政計画は作成できるのか。自主財源が厳しい会計です

ので、しっかりした財政処理で企業会計の趣旨に合った財政運営の処理、健全な運営ができる

か伺います。 

 ３点目として、平成２８年度当初予算を見ると維持管理費として峡東流域下水道への使用負

担金４億円、事務総務費８千万円、管渠など維持管理費７千万円の５億５千万円に対して受益

者からの負担使用料を５億８千万円の計上であり、減価償却費の１０億円は全額一般会計から

の補助金で補うように見えますが、企業会計としては自主財源が不足していると思われます。

適切な企業経営、経済性の発揮はできるのかを伺います。 

 ４点目として、収益的収入で一般会計からの補助金は国の基準である補助基準の範囲での補

助が企業会計の基本ではないかと思います。国の示す基準内と基準外はどのようになっている

か伺います。 

 次に継続懸案事業の進捗状況についてお尋ねをいたします。 

 倉嶋市長が就任前からの継続中の事業があります。その進捗状況についてお聞きをいたしま

す。 

 特に倉嶋市長が選挙公約としてきた大型事業は凍結や中止とした事業ですが、６事業中、多

機能アリーナ、バイオマスセンターの２事業は公約どおり中止となりました。石和温泉駅舎、

ふるさと公園の２事業は継続・完成しました。砂原橋架け替え・周辺道路整備、大坪浸水対策

の２事業は当初計画ではすでに完成予定でありますが、いまだに事業が継続中であります。そ

の他の継続事業と併せて進捗状況をお尋ねいたします。 

 １点目ですが寺尾地区と同時進行を約束し、行政責任とされてきた八千蔵・高家地区の問題

ですが、市長就任時には災害廃棄物ストックヤード案があり、県より事業認定が困難であるた

め別の対応案の検討とされてきました。 

 寺尾地区のごみ処理施設の完成が見えてきましたが、八千蔵・高家地区の３年半の間での協

議会、幹事会の開催回数と経過は。また今後の対応と予定を伺います。 

 ２点目ですが、砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業については砂原橋は完成しましたが

前後の道路が接続されず、今年の１月からは旧砂原橋撤去工事のため迂回路による通行となり

ました。私も昨日、通ってきましたけども、この道、迂回路が狭く本当に曲がりにくい、案内

も分かりにくい道だと思います。当初の計画の２６年度完成からは大幅な遅れとなっています

が遅延理由と供用開始予定を伺います。 

 ３点目ですが、大坪浸水対策事業については２６年度、多額の工事費の予算を減額し、再度

２７年度、当初予算付けするなど事業中断をしていましたが、当初計画は平成２２年度から２５年

度完成予定でした。大幅な遅延ですが、その理由と完成予定を伺います。 

 ４点目ですが、平成３年度から事業名も変更されるなど長い期間をかけてきた基幹農道整備

事業東八中央地区、第２農免ですね、あと一息のところで工事が止まっております。巨額の工

事費を投入しており、市民も早急な開通と利用を望んでおります。今後の予定、供用の見通し
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について伺います。 

 ５点目として八代・天川橋西から三和リースまでの県営農道がほぼ完成しており、当初は平

成２５年度の市道改良で完成予定でしたが、現在は工事が止まっており着工しないためか以前

は通行できましたが、現在は通行できないような状況であります。この道路は笛吹高校生の生

徒の通学路として危険な笛吹川沿いの道路ではなく、安全に進学できるため少しでも早い供用

開始を望まれます。遅延理由と供用の見通しについて伺います。 

 最後に６点目として、市長が選挙で訴えました地域活性化総合特区制度を活用する中で活性

化の方向を考えていきたいと訴え、就任後は構造改革特区制度を併用した検討会を立ち上げ具

体化したいとのことでしたが、現在４年目となり公約だったトップ制度も現在も内閣府におい

ては毎年３回程度、認可が出ているような状況であります。検討会などの取り組みはどうであっ

たのかをお尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 誠和会、中村正彦議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに平成２８年度予算編成方針、ならびに重点施策についてのうち２７年度から部局別

枠配分方式に変更した成果、およびそれを受けた２８年度予算編成方針の特徴についてであり

ます。 

 ご質問のとおり、平成２６年度までは総合計画の後期基本計画に掲げる２５施策をベースに

施策別枠配分方式を採用し、施策別に財源を配分した中で予算編成を行いました。しかし、施

策体系によっては部局を横断した予算調整が必要となり、時間と負荷がかかることなどから部

局別枠配分方式に変更し、部局長を中心に自主的な事務事業の優先順位付けを行い、効率的・

効果的な予算編成が行えるよう変更したところであります。平成２８年度予算編成も部局別枠

配分方式を採用し、部局ごと事務事業の優先順位付けと主要事業に予算の重点配分を行い、効

率的・効果的な予算編成に努めたところであります。 

 次に総合計画、総合戦略で取り組む重点事業についてでありますが、平成２８年度予算編成

にあたりましては総合戦略に位置づけられた施策の推進に重点を置き、経済活性化対策、結婚

から子育てまでの継続したサポート対策、誰もが暮らしやすいまちづくり施策、移住定住に効

果のある施策を掲げ予算編成を行いました。 

 また、総合戦略では事業ごとに事業の達成状況が数字で評価できるような数値を定め、常に

ＰＤＣＡの考え方に基づき事業展開を行うこととしております。 

 なお、重点事業として掲げました今年度の事業予算の総額は１７億５千万円となります。 

 次に予算規模の大型化の原因と基準財政収入額と需要額の開きをスリム化する方法について

であります。 

 ご指摘のように合併以来、予算規模は趨勢的に拡大してきており、平成２６年度当初予算

３５３億円でピークに達し、それ以後は減少傾向にあります。予算規模拡大の原因は合併特例

債を活用した普通建設事業費や公債費の増加、社会保障関連扶助費の増加などが挙げられます。 

 また、基準財政収入額と需要額の開きをスリム化する方法についてでありますが、収入額に

ついては産業の活性化による税収の確保などによる自主財源の拡大、需要額については公共施
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設の再編や事務事業の見直しなどが考えられるところであります。 

 続きまして、行財政改革の進捗状況についてお答えします。 

 はじめに中間年までの見直しの実施、見直す項目、２年間の実施計画の検証結果についてで

ありますが、第３次行財政改革大綱においては２５の改革項目について４８の実施計画を作成

し、目標達成に向けて日々取り組むとともに毎年１０月と３月に中間報告、年度末に最終報告

を行っております。これらの推進に関しては、庁内組織の推進本部会議および市民中心の推進

委員会において進捗状況の確認等を行っているところであります。 

 検証結果でありますが検証基準は達成、順調、ほぼ順調、遅延、達成困難の５段階となって

おり、平成２７年１０月の中間報告での検証結果では全計画中、順調３３％、ほぼ順調６７％

となっており、目標に向かってほぼ順調に進んでいると、このように考えております。 

 なお、現時点までの見直しはありませんが毎年度、検証結果により必要に応じて見直しを行っ

てまいります。 

 次に合併から現在まで、指定管理施設や委託業務で職員や臨時職員など何人減少したかにつ

いてでありますが、平成２７年４月１日現在において指定管理者導入施設は６８施設あり、指

定管理導入により正職員４７名、臨時職員等７５名の削減効果がありました。 

 なお、委託業務につきまして、その内容や業務が多岐にわたりますことから、委託業務につ

きましての職員削減への直接的な効果をお示しすることは難しい状況でございます。 

 次に合併以降の職員数と再雇用、臨時職員数および総人数の変化についてでありますが、正

職員数につきましては芦川村を含めた平成１８年の合併時は７２１名、平成２５年４月１日現

在で６２７名、平成２７年４月１日現在で６２２名と推移しております。再任用職員につきま

しては平成２６年度は７名、２７年度は継続、新規を含め１４名であります。常態的に勤務し

ている臨時、嘱託職員につきましては各４月１日現在で平成１８年は２５８名、２５年は３５５名、

２７年は３７５名であります。このことから正職員、臨時職員等を含めた総数は各４月１日現

在で平成１８年は９７９名、２５年は９８２名、２７年は９９７名となっております。 

 次に職員数が同規模の甲斐市に比べて多い理由についてでありますが、正職員数につきまし

ては平成２７年４月１日現在で本市は消防職員を除き５３６名、甲斐市は４３９名であります。

また週２０時間以上勤務している臨時職員数は平成２７年４月１日現在で本市３７５名、甲斐

市は３５３名と把握しており、消防職員を除いた総数では本市が９１１名、甲斐市は７９２名

となっております。 

 本市職員が多い要因としましては、まず支所を含めた施設数が多いことが考えられます。本

市は現在６支所、甲斐市は２支所であります。また公立保育所、学校給食の調理場につきまし

ても本市の方が多い状況です。次に組織体制の違いが考えられます。本市では甲斐市と比べ設

置されている課が細分化されており、これらが職員数の差異の原因として考えられます。 

 市では業務の見直しを行う中で効率的な組織再編を進め、第３次笛吹市定員適正化計画に沿っ

た定員管理を行ってまいります。 

 次に地方債残高が多額の理由と今後の方針についてですが、本市の平成２７年度末地方債現

在高見込み額は４５２億円であり、合併特例債や臨時財政対策債が多くを占めております。残

高の多い理由といたしましては合併特例債を活用した大型の普通建設事業の執行、基金造成に

よるものであります。 

 今後でありますが、臨時財政対策債は普通交付税の縮減に合わせ減額していくものと考えら
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れます。合併特例債につきましては平成３１年度まで活用可能ですので、引き続き事業を精選

した中で有効活用していき、その後は起債の発行を抑えていきますので残高は段階的に減少す

ることとなります。 

 続きまして、ミズベリング事業についてであります。 

 はじめに親水護岸整備、子どもの川流れ体験、水辺の楽校の実施計画についてですが、親水

護岸整備につきましては現在、国土交通省による測量などの調査が始まりましたが、事業実施

の年度計画につきましては調査結果および国の整備方針を受け、今後具体的な実施計画が示さ

れてくるものと期待をしております。 

 子どもの川流れ体験につきましては平成２８年度に民間事業者と協力し、その手法等調査・

検討してまいります。 

 水辺の楽校につきましては、親水護岸の整備を待ち実施に向け検討に入ってまいります。 

 次に市の実施事業として鵜の飼育・見学施設整備、ゴムボートでの川下り、川床などの実施

計画と財源内訳についての質問でありますが、鵜の飼育・見学施設については関係者と今、検

討しているところであります。川下り・川床についても検討会議の中で話し合いを行っており

ますが、地域の住民や事業者が主体となり実施する事業であると考えていますので、地域の声

を聞きながら事業実施に向け検討してまいります。 

 財源につきましては可能な限り国の交付金・補助金を活用し、具体的事業内容が煮詰まって

いく中で明確にしてまいります。 

 次に近津用水沿いのイルミネーション事業の今後の延長計画についてでありますが、ご案内

のように今年度、近津用水のイルミネーションにつきましては、石和温泉郷にふさわしい色・

デザイン・時期などを検討する試験的意味合いも含め国の地方創生交付金を使い、約４２０メー

トル整備を行いました。 

 来年度以降は事業の検証を踏まえ、イルミネーションの色、延長計画等について引き続き検

討してまいります。 

 続きまして、世界農業遺産登録についてお答えします。 

 はじめに世界農業遺産の認定を受ける目的、認定後には峡東地域の農業はどのようになるか

についてでありますが、世界農業遺産は社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくら

れてきた農業上の土地利用や伝統的な農業、農業に関わって育まれた文化、景観、生物多様性

などの保全と持続的な活用を図ることを目的に制定されたもので、峡東地域の農業に即してい

えば夏の桃、秋のぶどう、冬の干柿、さらにはワインと四季を通じて果樹農業が展開し、そこ

からさまざまな文化や宗教行事が生まれ、景観が形成され、連綿として今日に至っているとい

う世界でも稀有な地域であるという点に着目し、これを後世に伝えていくべきであるという目

的を中心に据えて取り組んでいるものであります。 

 世界農業遺産への認定は日本一の桃、ぶどうの産地である峡東地域の農村景観、文化を末永

く保全していくための大きな弾みとなるとともに海外での知名度が向上し、輸出拡大や外国人

観光客の増加につながっていくものと期待されます。 

 次に本市の取り組み、ＪＡ、農家の対応についてでありますが認定推進活動は地元の盛り上

がりが重要であります。このことから峡東地域レベルにおいては山梨市・甲州市および山梨県

と連携し、ＪＡ・農業者の代表も構成員となり峡東地域世界農業遺産推進協議会を設立し、シ

ンポジウムや勉強会の開催など登録に向けた活動を行っております。 
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 本市においてもＪＡ・農業者の代表も構成員に笛吹市世界農業遺産市民会議を立ち上げ、地

元の盛り上げに努めているところであります。 

 次に認定までのスケジュールについてですが、平成２８年４月を目途に申請書を作成し、国

へ提出したあとは、まずは国の専門家会議において一次審査である書類審査が行われます。今

回、峡東地域以外にも認定を目指している地域は前回、承認を見送られた地域も含め複数あり、

国の審査は厳しいものと思われます。専門家の審査を経て農林水産省の承認を得た上で国連食

糧農業機関（ＦＡＯ）へ認定申請を行います。 

 ＦＡＯでは現地調査やプレゼンテーション等の審査を行い、おおむね２年に一度開催される

ジアス国際フォーラムにおいて認定の可否を決定することになります。 

 なお、ジアス国際フォーラムの開催予定については平成２９年度となっております。 

 続きまして、下水道会計の企業会計移行の財政計画についてお答えします。 

 はじめに特別会計と企業会計の違いおよび資産の管理についてですが、現行の特別会計は予

算とその執行状況に基づき現金取引を経理する単式簿記方式であり、公営企業会計は一般の企

業で用いられている複式簿記の経理に予算制度を加えた会計方式であります。 

 企業会計では資産が発生し、複数年度で費用として償却いたします。そのため移行にあたり

ましては平成２６年度から２カ年をかけ、すべての資産の調査・整理を行い、しっかりとした

固定資産台帳の整備を行っております。今後も資産の現状等を把握し、適切な資産管理に努め

てまいります。 

 次に長期財政計画の作成と財政運営の処理、健全な運営に関してでありますが、下水道管路

やマンホールなどの設備の老朽化に伴います更新投資の増大や人口減少等に伴う料金減少が見

込まれるなど、公共下水道事業を巡る環境は厳しさを増しつつあります。こうした中で公共下

水道事業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくためにも、公営企業会計

への移行により経営の明確化や財務内容の透明化を図るとともに、中長期的な視点に立った財

政計画を策定し、経営基盤の強化と財政マネージメントの向上、経営の健全化に取り組んでま

いります。 

 次に維持管理費と使用料についてでありますが、これまで、公共下水道の維持管理費は管路

延長や使用者が増加している中でも費用の増加は低く抑えられてまいりましたが、来年度から

峡東流域下水道の維持管理負担金の処理単価が大幅に見直されることになっております。 

 一方、使用料は大都市を除きほとんどの団体で使用料単価が汚水処理単価を下回った状態で

あり、本市におきましても使用料単価は１１８円、汚水処理単価は２２６円となっており、今

後維持管理費の増加が見込まれる中で、適切な受益者負担の状況ではないと考えております。 

 次に基準内繰入金と基準外繰入金についてでありますが、平成２６年度実績では一般会計か

らの繰入金１８億円のうち基準内繰入金が１１億８千万円、基準外繰入金が６億２千万円となっ

ております。 

 続きまして、継続懸案事業の進捗状況についてお答えします。 

 はじめに八千蔵・高家地区の経過と今後についてでありますが、平成２５年度以降、７回に

わたる幹事会を行い検討してまいりましたが、４市共通の認識で整備できる公共施設整備案の

作成は大変厳しい状況になっております。このため首長による協議会の開催は行っておりませ

ん。引き続き、その整備手法等につきまして検討してまいります。 

 次に砂原橋の架け替え・周辺道路整備についてであります。 
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 仮供用につきましては、ご不便を掛ける地元住民には事前に説明会や通知等で周知してきま

したが、周辺道路の整備が進む中、仮供用のルートも随時見直しをしていきたいと考えており

ますのでご理解をお願いします。 

 砂原橋の遅延理由でありますが、管理が国直轄の一級河川笛吹川にかかる橋梁工事ですので

国交省との協議や許認可に時間を要したことがあげられます。 

 また用地取得については市の計画にご理解をいただく中、事業を進めてきましたが交渉がま

とまらない方、複雑な権利関係によりその処理に時間がかかっている方がそれぞれ若干名おり

ます。 

 事業全体の完成については用地交渉などの不確定要素はありますが、平成３１年度当初の供

用開始を目指しております。 

 次に大坪浸水対策事業についてですが、調整池掘削による発生土について、処理コストを抑

えるためスマートインターチェンジの盛土材として使う計画でありますが、スマートインター

チェンジの工事に遅れが生じており、遅延しているところであります。完成予定は平成３０年

中を見込んでおります。 

 次に基幹農道整備事業東八中央地区の今後の予定、供用の見通しについてであります。 

 ご承知のように現在この第二農免は、御坂町竹居地内で約７２メートルの未施工区間があり、

用地買収困難箇所として長きにわたり事業主体の山梨県・峡東農務事務所および市とで交渉に

当たってきた経過がございます。このたび、県では土地収用法による代執行に向けた手続きを

進めており、土地収用事業認定の結果を待った上、具体的に代執行工事に向けて動いていく計

画であります。今のところ順調に進むと平成３０年４月には供用される計画と知らされており

ます。 

 なお、今後地権者の合意が早い段階で得られれば代執行によらず、早期に工事が実施される

とのことですので、並行して用地交渉に協力をしてまいります。 

 次に八代・天川橋西から成田交差点までの市道改良区間についてですが、この路線は県道藤

垈石和線と国道２０号をつなぐ全長約１，７００メートルの路線で整備済みの農道区間約１，

２００メートルと同農道と国道２０号とを結ぶ市道１－２６号線、約５００メートルからなり

ます。市道側の成田交差点付近が現在施工中となっております。 

 この路線が供用開始になることにより、事故が多く危険な国道２０号の成田交差点について

は側道の閉鎖等交差点改良が必要になり国交省、警察との協議に時間を要しております。この

協議が整い、現在施工中の工事の完成により平成２８年度当初の供用開始を目指しております。 

 次に地域活性化総合特区制度についてですが、同制度については平成２５年４月の第４次指

定申請の受付時に当面、以降の指定は行わないとされ、現在も継続的にその状態であることか

ら、地域活性化総合特区と併用した構造改革特区を活用した活性化策の検討は進んでいない状

況であります。 

 今後は昨年１０月策定した笛吹市まち・ひと・しごと総合戦略に基づく事業実施や来年度、

国が創設する新型交付金による事業推進に必要となる地域再生計画の策定に取り組む手法等の

検討を行い、地域活性化が図れる地方創生事業に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問は午後からといたしますので、ご了解のほどお願いいたします。 
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 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時０５分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 誠和会の再質問を行います。 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 再質問をさせていただきます。 

 細かくポイントを絞って質問をしたいと思います。 

 最初に３３７億円の大型予算案の中でたくさんの事業があると思いますが、事業が確定して

いないもの、また継続を予定しているものはあるのかお尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 当初予算で確定していない事業、また継続予定の予算というところでございますけれども、

現在まだ確定していない部分でありますけども、消防署のですね、出張所、老朽化している中

でそこの庁舎整備をしていくというようなことが２８年度予算の中でも出されておりますけれ

ども、そこにつきましては適正配置の調査の結果に基づきまして用地選定、あるいは取得に向

けていくということで、その用地選定等は確定していないというところでございますけれども。 

 それから学校関係で給食センター、石和のですね、学校給食センターを建設したいというこ

とで施設統合していこうという検討を始めることになっています。それが継続的に予定してい

るものというような内容になります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ２８年度の最重点施策の水辺活性化事業ですが、土地開発基金でＮＴＴ用地の取得を予定し

ていますが、取得日はいつを予定しているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ＮＴＴ用地の取得につきましては、今議会の中で最終日に仮契約案件を議会において議決い

ただくということを前提にして考えておりますので、取得日としてはその議決後、直ちにとい

うことで考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ２８年度予算は可決後、何日から執行が可能となりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ２８年度予算につきましては４月１日からの執行ということになります。２８年度内で執行

ということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 先ほどの答弁の中で３月２５日に、予算議決後にあの土地を、基金で所得した土地を４月１日

から予算執行が可能ということであれば土地の買い戻しができますが、なぜ１週間や１０日ぐ

らいの間でそのようなあれにしたんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ２７年度中の土地開発基金での買い取りにつきましては、これはあくまでも現状においてそ

この用地を使った活用、事業そのものが決定していない。これから２８年度において、それを

しっかり事業内容、それから市民の皆さんのお声、そういうものを聞きながらしっかり計画を

つくっていきたいと。ずっと先ほどの質問、これまでの質問の中にありましたようにスピーディ

に２８年度の中で行っていきたいということでありますので、それは４月１日から執行すると

いう意味合いではございませんので、２８年度の中でしっかり協議した中でそこを詰めた段階

で取得するという意味合いでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今回の土地開発基金で購入すれば基金の１億円弱でありますが、すべてが土地の保有となっ

てしまいますけども、現在、保有している４万平方メートル分を先に利用とか処分すべきだと

は思いますが、そのへんのお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 現在、土地開発基金のほうでご質問にありましたように４万２千平方メートルほどの土地を

保有している状況ではございます。それぞれその土地開発基金で購入した理由があろうかと思
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いますけれども、２３年の１２月議会のときにある程度、土地開発基金で保有していた財産に

つきましては、行政財産として利用されているものに関してはもう整理したという経過がある

わけでございます。現在、保有しているものにつきましても、これから行政財産に可能なもの

もございますし、その国の補助制度、認定等を待って行政財産とするというものもございます

けども、そこの使い道というものに関しましては現在、ＮＴＴ用地自体に関しては兼ねてから

ご説明させていただいているような使い道を考えた中で、そこを購入したいということでござ

いまして、そのほかの土地につきましてはまた別途の活用方法、またそういう方法を考えてい

く、あるいは今後、その活用方法に基づいた取得をするというようなことになっているものも

ございますので、今回の中ではここの土地を処分するという、今現在の保有の土地を処分する

というところには至っていない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（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 土地開発基金で取得した土地、普通財産を行政財産として一般会計予算で事業用として買い

戻す場合の条件は条例、規定ではどのようになっているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 土地開発基金で取得した土地につきましては、行政財産として活用する、その移し替える必

要が生じたときに基金から購入するということになります。その際の購入に当たってはですね、

歳出予算のほうへ計上していくということになります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 私も土地開発基金条例のほうにもちょっと目を通させてもらいましたけども、また改めて部

長のほうも９条の２項あたりのとこらへんに、また目を通してみてください。 

 今回、買い戻し予算５億円の財源は何を充てるのかお尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今の計画でございますと公共施設整備等基金を予定しております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今の答弁だと公共施設整備基金のところに充てるというような答弁でありますけども、以前

はＮＴＴ用地は有利な特例債で購入するというふうな説明があったと思うんですけども、その
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へんはどういうことでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 完全な目的が決まったところで財源の更正をして合併特例債を活用したいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今回の予算には公有財産購入費、土地代だけで５億円というような予算計上でありますけど

も事業整備費がないのにどのような計画で買い戻しを計画しているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 今回、盛らさせていただきました５億円につきましては、まず予算の組み立てというところ

になろうかと思います。この笛吹市のＮＴＴ用地、あるいはその周辺を使いまして活性化、あ

るいは市民のためにということで、２８年度中にしっかりそこを市民の皆さまとともに活用方

法等を考えた中で整備計画を立てていきたいということでお話しさせていただいておりますけ

れども、そのような中でしっかりそこをやるんだと。金額的にはすでに５億円以内ということ

で交渉のほうは大体詰めておるところでございますので、その５億円以内という中でそこを購

入できるという状況でございますので、もう当初予算の組み立てる中でしっかりそこを必要な

経費として、２８年度中に執行したいという中でその予算を盛らせていただきたいというのが

今回の経過でございますので、そこを改めてその予算の範囲内でですね、そこをまた必要に応

じた使い道に対して、それをまた決めていくということでありますので、そのへんご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 先ほどの冒頭の質問の中で予算計上した全事業、まだいくつか確定していないものもあると

いうような説明でありましたけども、買い戻し事業が示されず土地代だけの計上では土地開発

基金管理運用規定にいかがなものかと思いますけども、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 その事業そのもののその内容につきましては、まだそこの、これからの計画づくりというこ

とになりますけれども、そこの全体をどうしていこうかというところはそういう今、申し上げ

たとおりのことでございまして、そこを活用するということに関してはもうすでにその金額の

範囲内でこれを執行していくんだということでありまして、その２８年度の中で行政財産とし

て活用するということを決めて、そしてそのための土地を購入するということでありますので、
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それは決して問題ではないというふうに捉えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今の答弁の中で問題はないというようなことですけども、そのへんは解釈の違いはあるとは

思いますけども、やっぱり土地開発基金条例、本当に私も隅から隅まで目を通させてもらった

中で私なりの見解も述べさせてもらっているんですけども、くどいようですが今一度、よくこ

のへんは目を通していただきたいと思います。 

 続いて、この９月議会の補正予算で土地取得費５億円を提案し三船ミュージアム、駐車場、

公園などの具体的な提案であったとは思いますけども、否決となり、改めて今回の当初予算で

は事業も決まっていない土地購入だけの予算案ですので、事業が決まってから補正予算対応が

適切だとは思いますが、このへんはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 先ほどの答弁のほうにもありましたように２８年度中において、もうすでに執行予定という

中で想定されるものをしっかり盛ったというのが今回の当初予算でございますので、補正予算

そのものが緊急的、あるいは災害等がある、それから新たに国の制度等によるものが緊急に出

てくる、そういうことに対しての補正予算という考え方がその予算としての考え方、編成上の

考え方というふうに捉えておりますので、補正予算だという考えではございません。 

 以上、答弁とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 １２月議会の中で用地内に基礎などの構造物があって、取り扱いを協議中というようなこと

でしたけども、撤去費の負担、またそれにかかる経費というのはどのくらいなのか、どちらが

撤去費というようなのを持つのか、そのへんの説明をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 その１２月のときに埋設物の撤去とか、そのへんが課題になりましたので触れさせていただ

いたところでございますけれども、その撤去費につきましては、まだある程度のＮＴＴ側から

ですね、そこに埋設されているであろうというものに関しましては明らかになっている部分を

出していただいております。その費用のじゃあ負担、どのようにするかというところでござい

ますけれども、いくつかの方法はあろうかと思いますけども、現在、私どもとしてもその撤去

すべきものについての撤去費用の試算も、ＮＴＴ側でもするであろうし、われわれとしてもし

ていかなければならないということになりますので、そのへんを試算した中でその買い取り価

格の中からそこを減じてですね、その必要とされる金額を減じて買い取るのか、あるいはすべ



 ５０ 

てをＮＴＴ側のほうで撤去してから買い取るのかと、そのへんは現在、交渉中でございます。

いずれにしてもまだ金額的なものは今、調整中という段階でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今の答弁だと５億円の予算を、５億円盛っときながらまだこのへんには、最終的な詰めがで

きていないという解釈ですね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ５億円以内ということで説明させていただいておりますけれども、５億円というのが最高の

額の状況でございますので、そこから埋設物の状況によって減額になるということもあります

けども５億円以内ということでの予算立てでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今回、予算計上している２款総務費、１項総務管理費の科目はどのような経費を計上する科

目と考えているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 総務費の総務管理費につきましては市の全体な管理事務費、企画調整費、財政財務管理事務

に関する経費、共通的経費でほかの款に区分できない経費等を計上しております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 さらに細目の５目企画費には、どのような経費を計上するでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 ５目への計上でございますけども、５目は企画費でございます。企画費は政策的な経費や各

部局間との調整を要する経費、臨時的業務として特に予算を計上する必要があるものなどが計

上されております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 
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〇８番議員（中村正彦君） 

 水辺活性化事業の事業予算の５億円の土地への事業も総務費に計上して事業執行するのは間

違いないでしょうか。また事業実施する課はどこの課で行うんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 実際の事業がですね、公園とか誘客施設とかですね、調整ができ次第、順次該当する課や所

管課に移管をしまして、必要な事業費につきましては補正で組み替えを行ってまいります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 すでに水辺活性化事業で実施したイルミネーション設置は、どこの課で実施しましたか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 近津の温泉通りにつきましては、商工・観光の科目で設置をいたしました。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 議会や市民ミーティングで説明している中で５枚ほどの計画図、公園を中心とした案であり、

市の公園整備事業は建設部所管、またスポーツ施設は教育委員会の予算執行だと思うんですけ

ども、総務費で事業を行うのが適切でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 事業が確定しましたところで、それぞれの予算項目に移し替えて執行をしてまいります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 基金で購入して事業が示されないまま、総務費への土地取得費だけの予算というようなこと、

またそれが確定すればまた部署へおろすというような説明ではありますけども、今の状態の中

だと私はルールも条例、規則も関係ないような予算計上のやり方だと思うんですけども、適切

な予算づけだと思うでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 先ほどもお話をしましたが、とりあえずの用途がはっきりしていないということで総務費に
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おいて、その後確定したところで適切な所管課、款に組み替えるということでご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 議会が執行のチェック機関であれば、今もちょっと答弁の中でありましたけども用途がまだ

決まっていない、こんなような予算づけ、私としてはやっぱり納得できないところはあります。 

 次の質問にいかせていただきます。次に職員数について、お尋ねをいたします。 

 最初の市長の答弁の中で支所が、職員数についてですけども支所が多い、また各市町村が公

表している部門別職員数の状況では、同規模の甲斐市と比較すると具体的には土木部門だけ職

員が８人少なく、このためか砂原橋・大坪浸水対策や道路供用ができないなど土木事業の遅れ

の原因ではないかと思われます。それ以外の部門ではすべて笛吹市のほうが多くなっておりま

す。総務部では１７人、税務関係では１０人、民生部門でも２１人、衛生部門でも６人、農林

水産部門でも３人、商工部門でも４人、教育部門でも１４人、水道部門でも９人、下水道部門

でも４人と各部門とも笛吹市の職員数のほうが多くなっております。総数で９０名ほど職員が

多くなっていますけども、この現状はどのように捉えているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 甲斐市とのですね、笛吹市との比較なんですけども、今、議員がですね、おっしゃったとお

り甲斐市に比べて笛吹市の職員数が多いという実情がございます。各部門それぞれですね、や

はりそれぞれの自治体の行政の実情がございますので、場合によっては笛吹市のほうが多かっ

たり、中には笛吹市のほうが少ないという部分もあるのも事実でございます。 

 それでやはりですね、一番大きな要因はもともとですね、甲斐市の場合、合併した市町村が

３つ、町が３つの町の合併であると。それから笛吹市の場合は７つ、ご存じのとおり７つとい

う中で、もともと甲斐市は合併前の職員が合併したときに５００名だったんですよね。それに

対して笛吹市はですね、消防職を除きますと６３６名ということで１３６名、もともと多かっ

たという中で、これまで甲斐市より積極的にですね、職員の削減を進めてはきております。甲

斐市が現在４３９名ですので、６１名の削減に対して本市はですね、９９名の削減を進めてき

たということもございますので、今後ですね、甲斐市を見習いましてできる限りの効率化を進

める中で適正なですね、職員数にもっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 最初の答弁の中で、指定管理などで１２０人ほど減少している。また職員数は２０名増加と

なっておりますけども、今後の職員数、臨時職員の減員はどのように行っていくのかお考えを

お聞かせください。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 先ほどですね、市長の答弁の中で申し上げたとおり職員の削減はですね、進んでおりますが

一方ですね、臨時職員の数は増加しているという実態がございます。合計で見ますとほぼ横ば

いの職員数という実情でございます。まず正規職員のほうについて申し上げますと、定員適正

化計画に基づきまして、今、平成３０年の４月には５９８名という職員数を計画にもっており

ますので、それを目指していきたいということです。あと臨時職員につきましては、人数は増

えてはおりますけども、いわゆるですね、今まで職員が専門性を高めながら対応していた部門

を臨時職員のですね、この補助的な部分だけでも対応できるように事務の効率化が進んでいる

という中でございますので、数は増えておりますけども、そういった部分では事務の効率化に

よってですね、そういう経費的な部分では削減が進んでいるというふうに考えています。そう

は言いましても臨時職員が無暗に増加していくということは、決して好ましいことではござい

ませんので、臨時職員、また再任用職員の任用という部分もございますので、そのへんを合わ

せながらですね、そのへんもできる限り削減に努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（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 以上で誠和会の代表質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で誠和会の代表質問を終了いたします。 

 引き続きまして、公明党の代表質問を行います。 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 公明党の渡辺清美です。 

 公明党を代表しまして４点、質問させていただきます。 

 はじめに、地方版総合戦略の策定についてお伺いいたします。 

 地方版総合戦略は計画段階から本格的な実施段階に移りつつあります。地方創生は人に対し

て視点を置き、女性や若者が生き生きと活躍できるまちづくりを期待しております。 

 観光や農業など地域の魅力を生かした仕事をつくり、人の流れをつくるための地方版総合戦

略の策定についてお伺いいたします。 

 ２点目としまして、軽減税率制度についてお伺いいたします。 

 軽減税率制度においては、来年の４月の消費税引き上げと同時に導入されます。お酒類や、

そして外食を除く食品全般に対象となります。この軽減税率制度は、消費税が社会保障のため

に上がらざるを得ないとしてもせめて食品だけは軽くしてもらいたいとの生活者の声に応えた

ものです。制度導入の観点というか、制度導入の意義とか利点についてのご所見をお伺いする

とともに円滑な導入ができますように中小、小規模事業者に対する相談窓口の設置なども必要

ではないかと考えますが、この点におかれまして併せてご所見をお伺いいたします。 

 ３点目としまして、一億総活躍社会実現へについてお伺いいたします。 
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 公明党は政府が掲げた一億総活躍社会とは女性や若者、そして障がい者、すべての人々が輝

き活力ある生活を送れるようなことを定義づけております。そしてその取り組みを加速化する

ことによって、希望と活力ある日本の再構築をしていかなければならないとしています。 

 政府は一億総活躍社会の実現を目指して希望出生率１．８、介護離職ゼロを掲げました。子

育て支援と介護の充実に向けての対策が重要になってまいります。 

 希望する人数の子どもを持てない状況や介護をきっかけに職を辞さなければならないように

なった状況、そういったものに対してそれを改めることは一人ひとりの活力を支える上で欠か

せない取り組みであると考えます。また子育てやそれと同時に親の介護が重なる問題も深刻で

す。そのために非正規労働者の待遇改善や、そして子育て・介護と仕事の両立を可能にする働

き方改革が不可欠であります。 

 長時間労働の是正と短期間勤務、またテレワークなど柔軟な働き方の推進、介護休業や看護

休暇など取得率向上に向けての制度の改善、また育児・介護のそういったことを理由に人事評

価が不利益に扱われることの予防、そしてまた子育て、介護に対する職場の理解が乏しいため

に制度の利用を断念せざるを得ない状況を改善するため、管理職をはじめとする職場内の意識

改革が重要です。また職場内の支え合いの構築、普及についても取り組んでいくべきと考えま

すが本市の取り組みをお伺いいたします。 

 また子どもの貧困を断ち切り、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されない社会の構築

は一億総活躍社会の実現にとって、とても大事なことです。２０１３年に子どもの貧困対策推

進法が制定され、翌年に子どもの貧困対策大綱が策定され教育支援、生活支援、保護者の就労

支援、経済的支援が着実に進んでいます。今後はひとり親世帯、多子世帯への取り組みが重要

と考えますが、本市の取り組みを併せてお伺いいたします。 

 最後に防災、減災対策についてお伺いいたします。 

 ３月１１日には東日本大震災発災から５年を迎えます。自然災害に対するハード、ソフト両

面においての防災、減災の強化が求められています。 

 今後、起こり得る巨大地震などに備えてインフラの老朽化対策は喫緊であります。そこで本

市の国土強靭化基本法における国土強靭化地域計画の策定についての取り組みをお伺いいたし

ます。 

 以上４点、お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 公明党、渡辺清美議員の代表質問にお答えいたします。 

 はじめに地方版総合戦略の策定についてですが、地方創生はご案内のように人口減少への対

応が最大の課題であり、議員ご指摘のように人に視点を置いて取り組むべきテーマであります。

笛吹市の総合戦略においても、住んでいる住民が生き生きと暮らせるまちづくりを基本に置き

ながら作成しております。 

 具体的には女性や若者が生き生きと活躍できるように、結婚から子育てまでの継続的支援を

第一に掲げるとともに観光面においては多彩なツーリズムの推進、イベントの開催、インバウ

ンド戦略やミズベリング構想に基づく施策実現を目指しております。また、農業では新規就農
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者に対する技術・資金両面での支援や生産性の向上、６次産業化など所得向上を目指す取り組

みの支援を進めることとしております。また、笛吹市の素晴らしさを実感してもらうための二

地域居住やお試し居住施策の推進も図ってまいります。 

 続きまして、軽減税率制度についてお答えします。 

 消費税には、低所得者の負担感が重くなる逆進性の問題を抱えています。この逆進性を解消

するための軽減税率の導入であるというふうに捉えております。 

 制度の導入にあたっては、国においては中小の小売事業者等に対するレジの導入・システム

改修支援等の予算が計上されておりますが、対象となる食料品の区分など制度の理解が不可欠

でありますので、市といたしましても市内事業者が消費税の複数税率へ円滑に対応できるよう

商工会と連携して対応していきたいと考えております。 

 続きまして、一億総活躍社会の実現についてお答えします。 

 ご質問は働き方の改革と子どもの貧困対策の２点かと受け止めましたが、前者につきまして

は労働市場の規制緩和に関わる問題という側面が強く、国において主導的に対応すべき課題か

というふうに認識をしております。 

 後者の子どもの貧困対策についてですが、県においてはやまなし子どもの貧困対策推進計画

が策定される運びであり、その計画では市町村や社会福祉協議会、ＮＰＯ法人と連携・協働し

て子どもの貧困対策に取り組むものとしております。 

 本市においても庁内の横断的連携を密にし、県や支援団体と協働して取り組んでまいります。

その１つといたしまして、来年度から生活困窮者自立支援事業において生活保護受給者の中学

生を対象に学習支援員による訪問型の子どもの学習支援事業を行います。 

 また、保育料についても保護者の収入により減免および軽減措置を行っておりますが、来年

度からは国の軽減制度が拡大されます。県で予定している保育料軽減事業に取り組む中で、さ

らなる保育料の軽減拡大を図ってまいります。 

 さらに市単独事業のひとり親世帯への支援といたしましては、母子福祉資金貸付利子補給事

業や母子相談員事業などに引き続き取り組んでまいります。 

 続きまして防災、減災対策についてお答えします。 

 国土強靭化地域計画の策定に向けた本市の取り組みですが、国は平成２５年１２月に国土強

靭化基本法を制定し、その中で市町村においても地域強靭化計画を策定できることとしており

ます。 

 地域強靭化計画は、いかなる大規模自然災害等が発生しても人命の保護が最大限図られ、さ

まざまな重要機能が機能不全に陥らず迅速な復旧復興を可能にする等を内容としており、総合

計画の指針と位置づけられております。 

 本市においても、あらゆるリスクに対応するために国が作成したガイドライン等を参考に策

定について検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。では１問目の地方版総合戦略策定のほうの質問をさせていただき
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ます。 

 周辺市市長さんとの連携のあり方については、どのように行ったのかお聞きします。そして

地方移住の推進についての現状と今後について。そして結婚、出産、子育て、教育の環境整備

の現状と今後について。地域産業の競争力強化について。１つずつで結構です。すみません。

お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 今、いくつかご質問をいただきましたので、それぞれ関係するところで答えさせていただき

たいと思います。 

 私のほうからは周辺との連携というところでございますけれども、今回、策定させていただ

いた総合戦略の中では広域連携による経済の活性化というところが１つ、掲げているところで

ございます。広域のツーリズムをつくると。その中で主な取り組みの部分でありますけれども、

例えば現在、すでに進んでいる県を中心としたワインツーリズムの関係がございます。それか

ら世界農業遺産ですね、そのへんについては継続して取り組んでいくということで今、詰めて

おります。それからあと峡東３市の中でもしっかり、合同してですね、１つのツーリズムをつ

くっていくと、そういう広域的なツーリズムをつくっていこうと。それからあと笛吹市版のＤ

ＭＯ形成を推進ということがございます。これ１つの地域全体で観光マネージメントをするよ

うな、そういう着地型の観光を目指すような、そういう組織を指しておりますけども、ＤＭＯ

自体がですね、そういうことをしっかり取り組めるように進めていきたいと。その２点が広域

的な部分では総合戦略で掲げているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営企画課長。 

〇経営企画課長（小澤紀元君） 

 それでは移住定住の関係でございますけれども、来年度から私どものところでも専門部署を

配置をいたしまして、そこに当然、職員と、それと地域おこし協力隊の皆さんにもご協力をい

ただきながら活動をしてまいります。その内容といたしましては、当然、県内外から笛吹市に

来ようとしている皆さんに一元化にワンストップで情報を提供したり、また農業ですとか、そ

して空き家の状況をご紹介したりとか、そういうふうなことをやることが１点。 

 そしてもう１点は地域の皆さんのところに入っていったときに、そのコミュニケーションを

つくるための地域の皆さんにお手伝いをしていただく、そんな組織づくりもやっていかなけれ

ばいけないということが１点。 

 もう１点、最後になりますけども当然、東京のほうで笛吹市とはまだ決めていない多くの移

住の希望者もございます。こういうふうな皆さんにつきましては、やまなし暮らしセンターの

ところの専門の方もいらっしゃいますので、そういう方と協力をして連絡を密に取り、そして

笛吹市の魅力のあるパンフレット等もしっかりお示しをしながら笛吹市のほうに目を向けてい

ただく、そんな取り組みも併せてさせていただくというふうなことで頑張っていきたいという

ふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 教育の関係につきましてですけども、具体的な取り組みの中では結婚から子育てまで切れ目

のない支援と女性の活躍推進という部分で、未来を創造する教育の充実ということで生きる力

を身に付けた子どもの育成、それから未来を担う学生との連携を推進していくという取り組み

と、それから誰もが暮らしやすいまちをつくるという基本目標の中でですね、誰もが活躍でき

る地域の交流づくりを推進するというところで、市民の生涯学習を推進していこうという部分

で取り組みを行ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 切れ目のない子育て支援ということで、本市の今戦略の目玉といたしましては地域子育てク

ラウドのシステムということで、子育て支援をしている関係の事業所や、あるいは機関等がそ

の世帯の情報を共有してスムーズな支援をしていくというものを目指すものです。それと併せ

て子育ての情報発信を今まで以上に保護者の皆さんに取りやすくしていくということで、現在

進めているところです。またこのクラウド化だけではなくて、すでに本市にありますさまざま

な子育て支援策、妊娠、出産から、それから教育につながる部分でございますが、健康づくり

課で行っている予防事業であるとか相談事業、また児童課で行っているさまざまな支援サービ

スというものを具体的に見える化して、切れ目のないものとして認知できるようにしていきた

いというふうに考えております。またこれは支援課のほうになりますけれども、出会いの場づ

くり等も併せて行っていくという考えでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 私のほうから産業の競争力強化というふうな点からお答えをさせていただきます。 

 観光面につきましては集客力、宿泊客の確保、また入込客の確保といった点から引き続きイ

ンバウンドについての戦略を展開していきたいと考えております。また農業面につきましては、

やはり担い手の確保といったことと農用地の確保といったことを中心にそのための機械器具の

補助ですとか、後継者についての補助金等の支給といったことを中心に展開をしてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。次に県の２８年度当初予算の中で、大村先生のノーベル生理学・

医学賞を受賞したことを契機としまして青少年をはじめ県民の科学、芸術等に対する理解と関
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心を一層深め、その豊かな感性を養い、および想像力を培うことによって次代を担う人材の育

成を図るということで基金が制定されましたけども、この取り組みについてお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 基金の詳しい内容は私もしっかりつかんでいないところでございますけれども、そこには研

究者の育成とかですね、そういうところが中心になりながらも県内の高校生とか大学生とか、

そういうところに対する支援をしっかりしていこうと。そういうのが基金の目的だというふう

に考えています。そのへんはその内容をしっかりつかむ中で、笛吹市としてどういうことがで

きていくのか、そんなところもまた今後の検討材料ということで答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。続きまして子どもさんたちの育成ということでもって、今回のスポ

少の件でもっていろいろな学校がありましたけども、本市として結局どういうような形になっ

たのか。施設の使用料の面等および多くの方々から、今までは５時からやれたのが７時からに

なってしまって、小さいお子さんなんかは本当に寝なければならない時間帯にもなってしまう

のでという声もあちらこちらで聞いておりますが、それは何かそうではないのなら徹底してそ

んなことはないと言っていただきたいんですけども、それらについてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 まずスポ少の使用料の件についてでございますけども、基本的な考え方といたしましては利

用する人としない人の公平感の確保、それから受益者負担の原則と、そういった部分は教育委

員会としても考え方は引き続き持っていきたいというふうに思っておりますけども、今回、さ

まざまな市の施策の中で子育て支援という部分もございますので、４月からのスポ少への負担

をかけていくということは、ちょっと適切ではないのかなというふうに考えておるところでご

ざいます。その点で当面スポ少については、負担はかけないという方向で進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 また施設の使用時間の件でございますが、今回、条例改正をしましておそらく昼間の使用の

時間帯が８時半から５時まで、夜の部分が７時から１０時までというような内容になっていて、

その間の５時から７時までの使用ができないというような解釈をされているんじゃないかと思

いますけども、それについては規定を読んでいただきますとその間も使用ができないわけでは

なくて使用ができる規定になっておりますので、安心して夕方また使っていただきたいという

ふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。じゃあ３点目の一億総活躍社会に関して再質問させていただきます。 

 多子世帯の保護者の負担軽減についてお伺いいたします。多くの子どもさんがいる関係の家

庭の負担ですけど。お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 多くのお子さん、多子世帯ということで多子世帯の方々に伴います負担軽減でございますが、

保育料の場合は２子、３子のところで半額や全額免除の部分がございます。これは就学援助の

ほうでも同じような取り組みがございますけれども、この部分については過日、国や県のほう

がそこのところでも第１子の年齢のところを、条件を撤廃するというような形で拡大を考えて

いるということで県のほうでもそれに上乗せをしてというふうな紹介がされました。この部分

を市のほうでも受け止めながら新年度の対応をしたいというふうに考えておりますが、まだ具

体的なところがまだ分かっておりませんので、こういったところについてはこれからというふ

うになります。あとは国の制度としまして、児童手当だとか児童扶養手当のところで多子のと

ころに対する負担軽減というわけではございませんが、加算等の考え方がございます。私ども

のほうで把握しているのは、そんなところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 多子の関係の、年齢には今度関係なくなったとかそういうようなことはどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保育所の多子に関する考慮といいますか、ところにつきましては第１子の年齢が小学校３年

生までということがあったものが国のほうで年齢にかかわらず第２子、第３子のほうを半額、

ゼロ円にするというふうな対応がされるということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。次に女性の活躍、地域女性活躍推進交付金による取り組みについて

本市ではどのようになさったか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 制度については新たな制度ということで、まだ具体的なものは示されていないということが

ありますし、市とすれば女性に対する支援というのは支援課のほうで強力的にやっております

ので、それについて、笛吹市にそれが適切かどうか、いろんなものを研究する中で活用できる

ものはしていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 申請の請求、提出期限が２月１９日で終わってしまいましたから、またこのようなことがあ

りましたらぜひお願いいたします。 

 そしてあと不妊治療の関係の補助というか、そういうことについて詳しく教えていただきた

いですけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 不妊治療につきましてはたびたびご質問いただいているところでございますが、笛吹市の本

市の取り組みといたしまして、来年度の予算の中でも継続して行っていくという考えでござい

ます。不妊に悩む方の金銭的な負担について、不妊治療費の費用の一部を助成するということ

で本市に１年以上、戸籍上の夫婦として住所があって医療機関で不妊治療が必要だというふう

に診断をされた方の費用でございます。１回当たりの補助金額について１０万円を限度として

行うということで申請回数については１年度に月２回、通算５年間の補助ということでござい

ます。これは男女について区別はございません。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり子どもを産み育てることが本当にしやすい、そういう笛吹市にしていただきたいと思

います。２８年度からは助成の対象年齢は４３歳未満の方がいろいろありますけども、対象年

齢も変わってきていると思いますけども、１回１０万じゃなくて１５万とかそういう格好でもっ

てよりよく子どもを産める体制に整えていきたいと思います。 

 最後のほうの防災、減災のほうの再質問をさせていただきます。 

 なかなか防災無線が聞き取れないという、そういうお声もいただいております。今は家の中

が密度が高く、ちゃんと外の音が聞こえないような家庭も多くなっていますし、年々、やっぱ

り高齢化して一人住まいの方も増えております。何を言っているのか、飛んでいって開けて聞

いたんだけど、よく分からない。なんとかこれを議会の質問で取り上げてくださいということ

をちょっと受けまして、今回またこの中でやらせていただいておりますけれども、やはり防災

無線の関係で、無線の本当に災害ラジオというか、そういった本当に山とかなんとか、山間地

でもどんどん聞こえるような、そして例えば防災無線とか全国的なそういった災害に対する連
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絡がきたときに、例えばスイッチを切っていてもそれが自動的にまたついて聞こえるようにな

る。大きな最大の音で聞こえるようになる。またこれは危ないというそういう連絡については

赤いランプがつくと。そういうのを取り入れている行政もありますけれども、ぜひ山間地だけ

に限らずお年寄りの一人住まいの方とか希望するところがあったら、ぜひそれをそういったい

ろいろ交付金がありますから、どうかそれを活用していただいて安心して暮らせるような笛吹

市にしていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 防災無線にはいくつも塔が立っております。難聴地域におきましては、戸別受信機という装

置もございますから、そういうところは調査をした折に設置をしている個所が数カ所ございま

す。笛吹市の全世帯へ１つなしに入れるというのはとても予算がかかるというものでございま

すので、ちょっと今のところは難しいかとは思います。そしてあと災害が起きた場合にはサイ

レンとか音に関しましては非常に大きな音で、防災訓練等の折にはそれらを活用して訓練で鳴

らしたりもいたしますけども、瞬時に市民の皆さんに分かるようにはしているところが現実で

ございます。 

 いろんな情報につきましてはそういう防災無線、それからあとはラジオ、テレビ等を通じな

がら情報も入ってきますので、まず災害が起きた場合には市民の皆さま自らが情報を招集する

というのも１つの災害に対しての心構えだと思いますから、今後、難聴地域等においては再度

調査も重ねてまいりますので、併せて検討はしてまいりたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。平地の聞こえるようなところかもしれないけど、耳が遠い方もいらっ

しゃいますので、どうか希望者にはポケットベルと同じような、そういった周波数だそうです。

ＦＭラジオ機能付きですごい音が出るそうですから、どうかそういった良い機能のあるものも

出回っておりますので、検討していただきたいと思います。 

 そして国土強靭化の地域計画の件につきましてはさまざまな省庁と結びつき、そしてしっか

りとそれを計画立てることによって、何かあったときに本当にパッと対応できますので、どう

かまたそれもしっかりとまた進んでいきたいと思います。 

 以上で私の質問は終わります。本当にありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は午後２時５０分からといたします。 

休憩  午後 ２時３５分 

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

再開  午後 ２時５０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 引き続きまして、笛政クラブの代表質問を行います。 
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 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 ４番バッターということで、大変重複する部分もあろうかと思いますけども、一応通告に従

いまして質問させていただきます。 

 笛政クラブの前島でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして笛政

クラブを代表して平成２８年度当初予算案、ならびに市政全般についての質問をいたします。 

 国においては、平成２８年度予算は歳出改革の取り組みを強化するとともに施策の優先順位

を洗い直し、無駄を徹底し排除しつつ予算の中身を大胆に重点化するとしております。 

 日銀甲府支店の発表では、山梨県金融経済概観においても県内景気は回復の動きが一服し横

ばい県内で推移しているとしております。県内短観では依然不安定な状況下になっております。 

 また地方行財政改革として地域の活性化、地方創生を目的に新型交付金を創設、活用すると

しておりますが、一方では従来の国庫支出金等のあり方を見直すとしており、地方財政への影

響が懸念されております。平成２８年度においてもこれからの国の経済財政運営の考え方や社

会保障・税一体改革、平成２８年度からの普通交付税の段階的縮減など本市の行財政運営にも

大きな影響を与え、厳しいものとなることが予想されておりますので取り組みをしっかりと注

視し、適時適切に対応していく必要性があります。 

 さて本市の平成２８年度当初予算編成では、基金からの繰り入れを行わないと難しい状況で

あると。必要な事業を推進していく上には、自主財源の確保に向けた取り組みが重要となりま

す。また限られた財源を必要な事業に重点配分するため、行政関与の必要性が高く緊急性が高

い事業、より費用対効果の高い事業を優先するなど考慮しながら採択を行うことに努めなけれ

ばなりません。それでははじめに平成２８年度の予算編成と重点施策、事業についてお尋ねい

たします。 

 まず新年度予算編成について、今年度と比較して予算規模はどうなのか伺います。 

 次に新年度予算における重点施策および事業は何か。また限られた財源の中で、事業の選択

はしっかり行われているのか伺います。また財政状況が厳しい中、経費節減等、職員の意識改

革はどのように考えているのか伺います。 

 続いて、ミズベリング事業についてお尋ねいたします。 

 平成２６年度にミズベリング構想を公表し、石和・春日居温泉の活性化につながる整備を展

開するために、労報橋の架け替えおよびアクセス道路の拡張、誘客拠点施設建設のためのＮＴ

Ｔ用地購入が昨年の９月議会で否決となりました。 

 そこでＮＴＴ用地の購入はどう進めていくのか。また今後の計画はどのように考えているの

かを伺います。 

 次に農道整備事業と砂原橋架け替え事業についてお尋ねいたします。 

 まず一宮南部地域高規格農道整備事業について、一宮町市之蔵から石まで１１地区から地域

要望として計画され、調査費の予算計上がされております。今後の計画はどのようになってい

るのか伺います。 

 また先ほども説明がありましたけども、砂原橋についても現在どのような状況になっている

のか伺います。 

 次に旧町村時代に建設された公共施設の維持管理と事務組織の見直しについて、お尋ねいた

します。 
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 公共施設の老朽化に伴う見直しが進められており、一宮福祉センターは取り壊しとなりまし

た。今後、更新費用の不足が想定される中、統廃合や縮小はやむを得ない側面もありますが、

廃止した施設の機能を代替えするなどの視点も必要であります。公共施設の再配置計画の検討

状況はどのようになっているのか。また社会体育施設利用料の条例を改正しましたが、１２月

の議会でのスポーツ少年団の利用に配慮を求める質問や保護者からの要望を受け、どう対応し

ていくのか伺います。 

 次に合併後、事務組織が幾度ともなく見直され、そのたびに課の名称も変更となりましたが、

市民は混乱していないでしょうか。また見直しについて十分な検討はされているのか伺います。 

 次に災害への取り組みについてお尋ねいたします。 

 ５年前の東日本大震災をはじめ、火山の噴火や各地の集中豪雨等による河川の氾濫や土砂災

害など自然災害が発生しております。このような災害が市民生活や産業、経済に及ぼす影響は

計り知れないものがあり、将来大規模な地震の発生や富士山の噴火の可能性も懸念されており

ます。 

 そこで本市においても十分な備えをしていると思いますが、今後は市だけではなく、市民の

防災対策意識も必要となってまいります。自主防災力の強化対策の取り組みについて、どのよ

うに考えているのか伺います。 

 昨年度、笛政クラブの一般質問で総合的な危機管理対策を担い得るような人員増も含めた防

災担当部署の強化を提案し、新年度からの事務組織の見直しの中で防災担当課として設置する

こととなりましたが、その概要や業務の内容について伺います。 

 次に産業振興についてお尋ねいたします。 

 本市の農業は果実を中心として特に桃・ぶどうの生産量日本一の笛吹市として、また観光都

市として産業振興は重要な施策であります。このような中で、今年度の本市の農業と観光につ

いて取り組みについて、成果、現状についてをお尋ねいたします。 

 はじめに農林業事業者の高齢化や後継者の減少、遊休農地の増加など農林業を取り巻く環境

は厳しい状況にありますが、桃・ぶどう日本一の郷を維持していくための取り組みについて伺

います。 

 また笛吹ブランドの確立は、どのように進んでいるのか。 

 次に国内外へのトップセールスや観光プロモーションによる誘客促進、販路拡大などその手

ごたえや成果について検証はどのように行っているのか。また費用対効果についても伺います。 

 次にトップセールスの訪問先はどのようにして決定しているのか。それに伴う戦略はどのよ

うにつくっているのか伺います。 

 最近、中国人をはじめ外国人が日本へ旅行に訪れております。富士山が世界文化遺産に登録

されてから山梨県にも多くの外国人観光客が訪れ、本市にも宿泊をしています。そこで旅館組

合、観光協会など外国人を受け入れる態勢は十分であるか。旅館、ホテル、観光施設での言葉

の問題、国内観光客と同様のおもてなしが十分できているのか。またトップセールスに行くだ

けではなく、それを受け入れる態勢づくりを旅館組合、観光協会をはじめ観光施設と連携して

行う必要があるのではないかと思います。市のお考えを伺います。 

 次にさまざまな観光イベントを開催したとき、旅館・ホテルへの宿泊者、観光施設への来客

者の状況はどうか、検証はできているのか伺います。またイベントは開催するだけではなく、

その後の検証をしっかり行い、検証結果の良くないイベント等の見直しはできているのか伺い
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ます。 

 次に子育て支援、高齢者支援についてお尋ねいたします。 

 笛吹市においても大きな問題である少子高齢化による社会保障費の増加や市民ニーズの多様

化などの的確な対応が迫られております。 

 ここ数年、核家族化や共働き、ひとり親家庭の増加により多様な子育て支援サービスが求め

られておりますが、本市の状況は近隣他市と比較して十分なサービスが行われているのか。ま

た本市ならではの子育て支援サービスはあるのか伺います。 

 また高齢化や核家族化により高齢者のみの世帯が増加しております。老老介護等の心配はな

いのか。またそれを防ぐ対策は十分なのか伺います。 

 次に近年、新聞やニュース等で幼児虐待が頻繁に取り上げられております。本市では虐待の

現状は把握できているのか。また、それを防ぐための対策は行われているのか伺います。 

 最期に文化、教育についてお尋ねいたします。 

 生涯学習講座が実施されておりますが、定期的に講座の見直しは行われているのか。また市

民の声にもあるように仕事をしている人も多く参加できるような、土曜・日曜や夜間の講座の

充実は図られているのか。後期基本計画にもあるようにいつでもどこでも誰でも学べる環境づ

くりは行っているのか伺います。 

 次に笛吹市は甲斐国千年の都であり、この歴史文化を知っていただき魅力を感じていただく

ための整備が必要と考えております。 

 甲斐国分寺跡、甲斐国分尼寺跡の今後の計画と現在の進捗状況について、以上、笛政クラブ

の１回目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに平成２８年度予算編成と重点施策、事業についてお答えします。 

 まず新年度予算編成について、今年度と比較しての予算規模についてでありますが、平成２８年

度一般会計は３３７億２，９００万円となり、２７年度より１，５００万円の微減となりまし

た。 

 各特別会計・企業会計を合わせた総予算は５８３億５，３００万円で、２７年度より１１億

１，１００万円の増額となりました。これは下水道事業を特別会計から企業会計に移行するに

あたって、下水道施設を償却資産として予算化するためであります。 

 一般会計予算については市税や地方消費税交付金など増加が見込まれますが、収入が増える

分、普通交付税は減少し、また３０％の段階的縮減も影響して地方交付税と臨時財政対策債を

合わせると５億４，２００万円の減額により非常に厳しいものになっております。 

 予算規模は２７年度とほぼ同額ではありますが、歳入予算を確保するため２７年度より６億

円以上、基金からの繰り入れを増額して収めた厳しい予算編成となりました。 

 次に新年度予算における重点施策および事業についてですが、平成２８年度予算編成にあたっ

ては地方創生総合戦略に位置づけられた施策の推進に重点を置き、経済活性化対策、結婚から

子育てまでの継続したサポート対策、誰もが暮らしやすいまちづくり施策、移住定住に効果の
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ある施策を掲げ予算編成を行いました。 

 次に財政状況が厳しい中での経費節減等、職員の意識改革についてですが予算編成に当たっ

ては職員に対し行政関係経費の削減を徹底したところであります。消耗品、燃料および光熱水

費など価格の変動を見据え、積算に注意を払うとともに一部の経費については管財課に一括計

上するなど節減に心掛けたところであります。また臨時職員にかかる経費についても、勤務時

間や日数の再精査なども行い、経費節減に努めたところであります。 

 続きまして、ミズベリング事業についてお答えします。 

 はじめにＮＴＴ用地の購入についてであります。 

 石和温泉駅と温泉街の近くで２万５千平方メートルという広さのＮＴＴ用地購入については、

低迷する地元経済活性化を呼び起こし、いつでも市民が憩い楽しめる場所として、さらには労

報橋の改修と周辺道路の拡張による安全な交通網の構築のため、市にとって必要不可欠な土地

であります。このためＮＴＴ東日本とは、土地埋設物の対処法や安価での購入の最終協議を行っ

ているところであり、協議が整い次第、土地開発基金を活用して早期に購入してまいりたいと

考えております。 

 次に今後の計画につきましては、今年に入り各地域の区長会・地域審議会においてイメージ

図を示すなどしながら用地の活用策についてご意見を伺ってきました。２月には市民を対象と

したＮＴＴ用地の活用策を考える会議を開催しましたが、この中では多くの皆さまから早期の

土地購入を求めるご意見をいただき、また活用策のご提案もいただきました。 

 今後はさらに市民の皆さまから多くの意見・提案をいただく場を設け、議会や関係機関とも

十分協議を行いながら、道路・橋梁整備など計画が煮詰まったものから整備してまいりますと

ともに、その他の活用策につきましても継続的に協議を行い市民合意を図りながら進めてまい

ります。 

 続きまして、農道整備事業と建設事業についてお答えします。 

 はじめに地域要望による一宮町市之蔵地域への高規格農道整備についてであります。 

 昨年１１月２０日付けで、一宮町南部地域高規格農道整備について要望書の提出がありまし

た。要望は、石地区と市之蔵地内で分断された第二農免道路を狐新居・金沢地内の花見台付近

を通過する形の高規格農道として整備する等の内容であります。市としてはこの要望を受け、

平成２８年度予算に調査費を計上し、費用対効果を中心に道路整備の実現性について総合的に

検討してまいりたいと考えております。 

 次に砂原橋の現在の状況についてですが、砂原橋の橋梁本体は昨年に完成し、今年１月から

仮供用を行い、現在旧橋の撤去工事を進めているところであります。 

 本線、外周道路については笛吹川左岸側の一部約３００メートルが完成しており、現在も引

き続き左岸側の工事を進めているところであります。右岸側につきましては再度、１月に地権

者説明会を行い現在、用地交渉を進めております。 

 なお、道路計画にご理解をいただいていない方もおりますので、引き続き交渉等を進め平成

３１年当初の供用開始を行いたいと考えております。 

 続きまして公共施設、事務組織の見直しについてお答えします。 

 はじめに公共施設にかかる再配置等の検討状況についてであります。 

 本市の公共施設に関しましては現在、道路・橋梁・上下水道施設等のいわゆるインフラを含

めた公共施設全般にわたる総合管理計画を策定しているところであり、今年度中に計画素案を
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作成した上で、来年度にかけまして有識者および市民代表で組織する行政改革推進委員会等の

意見を踏まえ、かつ市民アンケートやパブリックコメント等を行っていきたいと考えていると

ころであります。策定にあたっては、施設の機能維持およびサービスの維持ということに力点

を置くことが重要だと考えております。 

 一例として、議員ご指摘の旧一宮福祉センターは本計画の典型になるだろうと思っておりま

す。機能を維持するため一宮支所を複合化し、２階・３階部分を有効利用していく。また桃の

里文化館の各研修室等を代替施設とするなど、限られた財源の中で市民生活への影響を最小限

に留めつつ老朽化した施設の縮減、整理統合を進めていきたいと考えています。 

 次にスポーツ少年団の利用に配慮を求める１２月議会の質問や保護者らの要望を受け、どう

対応するのかとのご質問についてですが、公共施設の使用料の統一は合併以来の課題でありま

した。合併協定項目にあります施設使用料の算定基準の統一化、施設の規模、内容に応じた適

性料金について、スポーツ推進審議会に諮問を行い、受益者負担に関する基本方針および使用

料についての答申をいただきましたので、これに基づき使用料や減免基準の見直しを行ったと

ころであります。 

 受益者負担は、利用する人と利用しない人との間の公費負担の公平性確保にあるという基本

原則でありますので、その点についてご理解いただきたいと思います。 

 スポーツ少年団につきましては、使用料負担を検討する中で子どものスポーツ推進という配

慮から、体育協会などと同率の５割負担ではなく３割負担に軽減した上で利用者にお知らせを

してきたところであります。 

 しかしながら人口減少への対応が重点課題となる中、子育て支援の一環として今以上に子ど

もたちがスポーツに親しみやすい環境づくりをしていく必要があることから、スポーツ少年団

の負担増とならないよう配慮してまいりたいと考えております。 

 次に事務組織の見直しについてであります。 

 平成２８年度におきましては、子育て支援を促進するために保育課と児童課を子育て支援課

に、高齢者対策を促進するために高齢福祉課と介護保険課を長寿介護課として再編いたします。

また総務課消防防災担当を防災危機管理課として独立させ、防災対策を強化してまいりたいと

考えております。 

 いずれの再編も効率的、また効果的な組織となるよう検討を重ねるとともに混乱が生じない

ことに配慮し、市民の皆さまにとって分かりやすい名称を選定いたしました。 

 続きまして、災害への取り組みについてお答えします。 

 はじめに自主防災力強化への取り組みについてですが、災害発生時において被害を最小限に

抑えるためにはまず自助、共助の考え方に基づき地域に強力な自主防災組織をつくることが重

要であると考えています。 

 自主防災組織の機能を維持し高めていくためには、防災や災害対応に関し十分な知識を持っ

たリーダーの存在が不可欠であると考えますので、市では県と連携しながら自主防災組織リー

ダーの養成に取り組んでいるところです。 

 行政区長をはじめ多くの方に養成講座を受講していただくことで、徐々に効果を上げている

と考えておりますが、今後この取り組みが自主防災力の組織的な強化につながるものとなるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 また自主防災組織整備費補助金制度により、地域における防災機械器具や訓練・啓発等に使
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用する用具等の充実を図っていただきながら自主防災力の強化を進めているところであります。 

 次に事務組織の見直しによる防災担当課の設置についてですが、平成２８年度より総務部に

防災危機管理課を設置いたします。管理職として課長を置き、当面は防災担当と消防担当の２担

当体制の中で防災、消防団、防犯に関することを主な業務といたします。 

 新体制においては昨年の常総市の例にみられるような大水害への備え、富士山噴火時の避難

者の受け入れ態勢の整備等、喫緊の課題に取り組むとともに青色防犯パトロールの運営や警察

との連携による防犯対策も強化し、市民の安全・安心のための備えづくりを推し進めてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、産業振興についてお答えします。 

 はじめに桃・ぶどう日本一の郷を維持していくための取り組みについてですが、第１の柱は

担い手の育成であります。担い手には新規就農者、農家後継者、定年就農者など多様な形態が

あり、それぞれに対応した技術講習会、就農支援として国、県の補助金に加え、笛吹市独自の

単独補助事業を行っています。第２の柱は農業基盤整備であります。国、県の補助事業による

農道、水路、圃場整備のほかに市単独事業として毎年、地区要望をお聞きし、優先順位や実現

性等を考慮して順次整備をしております。そのほかに遊休農地対策や農業経営の効率化のため、

市単独で農業用機械購入補助金を交付しております。 

 また近年、イノシシやシカが居住地にも頻繁に現れ被害が広範にわたっているため、来年度

から鳥獣被害実施隊を組織し、鳥獣の追い払いに迅速に対応します。これらの事業を組み合わ

せて桃・ぶどう日本一の郷を維持、発展させていきます。 

 次に笛吹ブランドの確立はどのように進んでいるのかについてですが、笛吹ブランドの確立

は合併以来の課題とされてきました。しかしながら、旧町村のブランドが市場に定着している

こともあって、スムーズには進んでいないのが実情です。 

 しかしながら、昨年４月に全国桃サミットを開催したことから笛吹市としてのまとまりが大

事であるという思いは強まったと感じられますし、世界市場に打って出ていく際にも笛吹市と

しての統一ブランドが何といっても重要であることから、さらに一歩進めるべきと考えており

ます。 

 ＪＡにおいては箱の統一を進めておりますし、市とＪＡが共同で実施しているトップセール

スにおいては、笛吹市を前面に押し出して宣伝しています。この消費宣伝を繰り返すこと等を

通じて笛吹ブランドの確立につなげてまいります。 

 次に海外トップセールスの手ごたえおよびその成果、検証、費用対効果についてですが、昨

年度は台湾の台北において、今年度は台湾の台中、高雄市においてシャインマスカットの販売

と観光宣伝を行いました。笛吹市産の農産物については果実の形状、大きさ、味等、品質と安

全性について非常に高い評価を得て、国内価格より高価な価格でも飛ぶように販売され大きな

手応えを得てきました。行政とＪＡのトップが自らセールスを行うことによって産地の本気度、

熱心さが伝わると手応えを感じております。 

 検証および成果についてはＪＡの販売数量、販売額等で確認しており、昨年、一昨年の台湾

では新規の販売店やバイヤーとの契約が締結されるなどの成果がありました。また、台湾政府

の農林省関係の高官と会談が実現し、今後の笛吹市と台湾の友好や輸入体制、観光、農業交流

などが話し合われました。 

 輸出については台湾、香港、シンガポール、タイに桃、ぶどう、柿などを輸出しています。
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観光面では経済発展とともに大幅に増加が予想される中国、東南アジア各国を中心にトップセー

ルスを実施していますが、これまでの成果としてベトナムからはツアー客３００人、チャーター

客２００人の来日があり、石和温泉に宿泊していただきました。また、フィリピンアルバイ州

から州内の５市の市長を含む４３名の訪問団が本市を訪問し、石和温泉に宿泊しています。 

 今後も中国天津市との教育交流やミャンマーとの農業研修交流等の話も進め、外国人の誘客

に努めてまいります。 

 次にトップセールスの訪問先の決定方法、それに伴う戦略についてですが、農業関係では富

裕層や中間層の拡大など、果実の消費拡大が見込まれる地域を選定しＪＡとともに決定してい

ます。 

 観光面では中国および将来のマーケットとして有望な地域である東南アジアのベトナム、フィ

リピン、マレーシア、ミャンマー、インドネシア等に的を絞って国内外で商談会を行い、誘客

につながる情報交換や笛吹市の魅力の紹介に努めております。 

 次に旅館、ホテルなどの外国人受け入れ態勢についてですが、本年度は市内の観光施設など

を案内する多言語による一人歩きマップやホテル、旅館の紹介パンフレットなどを作成し、観

光案内所や宿泊施設で配布しました。また多言語の観光防災アプリを開設し、笛吹市を訪れた

国内外の旅行者に対し観光情報の提供を開始したところであります。さらに外国人旅行者の情

報発信に必要な無線Ｗｉ－Ｆｉ機材の設置に対する支援事業を実施しました。 

 史跡や建物の案内や紹介看板、紹介パンフレットなどの多言語化、通訳の養成や観光施設で

働く従業員やタクシー運転手など、外国人旅行者に数多く接する人たちの語学力の向上は立ち

遅れており、関係者と密接に協力して多言語対応を強力に推進してまいります。 

 次に観光イベント開催時の来客状況と検証についてですが、桃源郷春まつり期間は平日でも

多数のお客さまに宿泊をいただいておりますし、夏季のイベントにおきましては花火大会当日

は宿泊はほぼ満員となり、夏休み中の土日も石和鵜飼などで多数の宿泊をいただいております。 

 県の観光客調査による４月から６月期の石和温泉の宿泊者数は平成２３年、２４年は２０万

人、２５年２５万人、２６年３０万人と年々増加し、７月から９月期は平成２３年２２万人、

２４年３４万人、２５年２９万人、２６年３９万人と増加傾向にあります。 

 イベントの検証につきましては、イベント実施主体である笛吹市観光物産連盟において開催

時期、運営の方法、入り込み客数、継続するか否かなどを検証し、より効果的かつ有効なイベ

ントの実施に努めております。 

 続きまして子育て支援、高齢者支援についてお答えします。 

 はじめに本市ならではの子育て支援サービスについてですが、本市では平成２７年度から５カ

年の笛吹市子ども・子育て支援事業計画を策定し、子ども・子育て支援法に定める地域子ども・

子育て支援事業の実施に取り組んでおり、近隣他市に比べても十分なサービスが行われている

と認識しております。 

 具体的には、本市ならではの子育てサービスとして妊娠届出時から相談がしやすいように地

区担当保健師を設置し、人間関係づくりに取り組んでおります。特に発育・発達に気がかりな

点のある子に対する二次相談事業は、他市に比べても充実した取り組みとして評価されていま

す。さらに、市内７カ所の子育て支援センターの設置や県内に先駆けて２７年度より行ってお

りますホームスタート事業、ファミリー・サポートセンター事業における利用料の一部を助成

のほか予防接種のおたふくかぜ・ロタウィルスワクチンの補助など、他市よりも充実した内容
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になっております。 

 また、平成２８年度には子どもを産み育てる環境支援として産婦健診費用の助成を予定して

います。併せて、こうした本市の進んだ子育て支援施策を効果的に行うとともに子育て全般を

画期的に底上げするため、子育て世代に分りやすく使いやすい地域子育てクラウドシステムの

構築に取り組んでおります。 

 次に老老介護等の心配、それを防ぐ対策についてですが、ご指摘のとおり本市においても老

老介護が心配される高齢者のみの世帯が年々増加傾向にあります。 

 高齢者世帯でのいわゆる老老介護が抱える問題としてはサービスや人の関わりがなく、虐待

や命に関わる事案につながる危険性があります。その原因には経済的問題や制度への理解不足、

地域コミュニティからの孤立などがあると指摘されています。 

 本市の高齢者で構成されている世帯の状況は、平成２７年４月時点で６，８７２世帯となっ

ており、全世帯に占める割合は２４．２％で前年度から６２２世帯増加しています。 

 これらの世帯に対し介護慰労金などの制度対応や家族介護教室の開催、地域包括支援センター

による介護相談や指導・助言等を行っており、地域においても民生児童委員や区の役員、社会

福祉協議会など関係機関と協力し見守りネットワークの輪を広げております。さらに高齢者世

帯や老老介護を見守るためには地域包括ケアシステムの構築が急務であり、平成２７年度より

医療・介護情報クラウドシステムの構築を進めており、安心して暮らせるまちづくりの実現に

向けて取り組んでおります。 

 次に幼児虐待を防ぐための対策についてでありますが、市では増加する子どもの虐待に的確

に対応するため、平成１９年度から笛吹市要保護児童対策地域協議会を設置し、虐待の早期発

見・早期対応を図るとともに、虐待の恐れのある家庭の見守りや支援を行い虐待防止に向けた

取り組みを実施しております。 

 毎月開催する定例ケース会議では、虐待およびその予備軍と思われるケースについて庁内関

係課、児童相談所による情報共有を図り、解決に向けた役割分担を行っており、毎月２０件ほ

どにのぼります。 

 さらに幼児虐待の未然防止策として、母子健康手帳交付時から虐待要因となる世帯状況や経

済状況などを把握し庁内連携による対応を行っており、乳幼児健診時においても保護者の悩み

や子どもの心身状況を確認し、育児不安の解消等に努めております。 

 続きまして文化、教育についてお答えします。 

 はじめに生涯学習講座の見直しなど、いつでもどこでも誰でも学べる環境づくりについてで

あります。 

 生涯学習講座は本年度前期・後期の２期に５５講座を開催し、１，１７１名が受講しており

ます。 

 講座内容につきましては、毎月生涯学習コーディネーター会議を開催する中で講座の市民ニー

ズに合った企画や運営について検討をしております。また本年度の土曜・日曜日、夜間、平日

の講座数は土曜・日曜日１０講座、夜間９講座、平日３６講座となっております。講座開催期

日、時間については市民の声を聞きながら企画し、広く市民の皆さまに受講していただけます

よう努力してまいります。さらに地区公民館を利用したスコニティ講座も積極的に実施し、い

つでもどこでも誰でも学べる環境づくりを推進してまいります。 

 次に国史跡の甲斐国分寺跡、甲斐国分尼寺跡の今後の計画と現在の進捗状況についてお答え
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します。 

 史跡甲斐国分寺跡および尼寺跡はともに主要建物跡を中心に史跡全体のおよそ７割がすでに

公有地化されております。 

 史跡等土地買い上げにつきましては文化庁と県との協議を経て、平成２８年度に事業を再開

するべく国に対し補助金の交付申請をこのほど行いました。 

 史跡整備につきましては整備の具体化に向け、整備基本計画策定委員会を教育委員会内に設

置し、今年度中には整備の基本方針をまとめた計画が策定できる運びとなっております。 

 平成２８年度においてはこの基本計画をもとに文化庁および県教育委員会、庁内関係各課、

学識経験者との協議を行い、整備のための基本設計および実施設計に向けた準備を行いたいと

考えております。 

 なお、史跡の環境保全につきましては、これまでに一宮町観光協会や一宮町内の保育園の協

力を得ながら花の植栽を行い、花と緑に彩られた甲斐国分寺跡および尼寺跡をＰＲしてまいり

ましたが、今後も同様に取り組んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 何点か質問させていただきたいと思いますけども、まず３問目の高規格農道整備についてで

あります。 

 市長もあの地へ住み慣れてですね、十数年が経ったということで、まさしく桃源郷のど真ん

中に在住していることと思いますけども、あの当時と比べて大変にこの、先ほど言われた石か

ら市之蔵までという間がですね、有害鳥獣の問題、そして旧町村時代でありましたけども、あ

の上には花見台なんていう立派な花見会場がありました。まさしくこの桃源郷の景観の一番素

晴らしい場所である。そういった中におきましてはやはり縦の道路はあるんですけども、横に

連携した道路がないということで、地区要望、１１地区の皆さんからですね、昨年の暮れに要

望があったわけでございますけども、このへんについての調査費を出していただけるというこ

とですけども、今後ですね、あの地域をどのような形でいくのか、ちょっとそのへんをご説明

いただければと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 昨年の要望なされた一宮南部地区の高規格農道でありますけども、今年度ご指摘のように調

査費を計上いたしました。その結果を踏まえた中で今後どうするかといったことの検討に入る

ということで、まず第一歩として今年度調査費を計上させていただいたというところでありま

して、その結果を見ての検討になりますので今のところどういうふうなことというふうなこと

ではございません。今後の調査の結果を見た中での進展を考えていくということでございます。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 端的に部長のほうで調査費を計上していただいたということですけども、市長の、もしその

へんに考えがあればですね、ぜひお聞かせいただきたいと思いますけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 議員ご指摘のように私も日本一桃源郷の、そのまた桃源郷たる一宮に住んで１６年ほどにな

ります。花見台というお話がございましたけれども本当に良い場所でありますし、またこれも

旧一宮町時代にあそこに、そばに公園も造ったわけなんですが、これはあんまりうまく活用さ

れていないということにも、昔、私もちょっと何をやっているんだと、こういう思いがござい

ましたし、活用できればいいなというふうには今は思っております。ただ何分、言わば山岳道

路でありますので、なかなか途中には大きな沢がございますので、大きな橋を架けたりという

ことでかなりの建設費がかさむのではなかろうかというふうに思っております。とても市単独

でできるような仕事ではございませんので、最近、農水省の農道事業も非常に世知辛い制度に

なっているという現実がございますけれども、何か良い制度をしっかりと見つけてきて実現で

きたらいいなということで、今後とも調査結果等を踏まえて取り組んでいきたいと、こういう

ように思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 前向きな答弁を、ぜひ日本一の、まさしく私も市長が４月の１０日ですか、日本一の桃源郷

宣言ということの中で大いに評価したところでもありますし、ぜひ桃源郷に名のふさわしい場

所ですので、ぜひともそのへんのこともですね、頭の中に入れていただきましてですね、開発

によろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして４番目の公共施設についてのご質問、再質問をさせていただきたいと思います。 

 公共施設の見直しの中ですね、今現在は市の公共施設白書が作成されましたけども、この経

緯につきましてですね、今は旧ＹＬＯ福祉センターですか、取り壊しが終了したところであり

ますけども、これについて地域審議会、ならびに各検討委員会もですね、十数回やっておられ

てですね、これについて分かる方はこの部長さんの中でも少ないかと思いますけども、あの検

討の中でですね、建て替えするのか、それとも耐震補強するのか、いやいやそうでなくてとい

うことの中で今は撤去したような形ではありますけども、そういう中にありましてずいぶん意

見が出たのはですね、支所を利活用していく上には利用者の方々の中でですね、ぜひエレベー

ターをという話がありまして、当時、倉嶋市長の前の荻野市長のときだったと思います。無心

等もしたりしたわけでございますけども、このへんについてですね、今の鶴田市民環境部長が

いらっしゃいますので、本来では保健福祉部長と思いましたけども、当時の経過等々も踏まえ

た中でですね、ちょっと答弁していただければと思いますけども。設置に向けての方向性とい

うことで。 



 ７２ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 それでは私のほうから、申し訳ございませんが私のほうからお答えをさせていただきます。 

 一宮のＹＬＯにつきましては、ご案内のとおり３．１１の折に非常に耐震の心配というふう

なことが出てまいりまして、老朽化もしていて、また地盤の沈下もあるというふうなところか

ら利用者の方々と説明会等を重ねながら、今、議員がおっしゃられたように地域審議会にも説

明し、検討会をたびたび開いてまいったというふうに存じております。 

 そうした中で議員ご指摘のように地域の中で、ある施設を利活用していくということで、Ｙ

ＬＯを使っていた方々に、ではそのあと、どこを使っていただくのかというふうなことも検討

する中で、支所の複合的な利用というふうな提案をされ、そしてそちらに進んできたというも

のでございます。 

 ご案内のように本年度、ＹＬＯ会館につきましては取り壊しが終了し、今、末木区の公民館

のほうの改修がそろそろ終わるというところでございますけれども、そうした中で利用されて

いた方々によりご不便をかけないようにということで、一宮の桃の里文化館や、それから支所

の２階、３階のほうをうまく使えるというふうなことでそちらの利用を願ったところですが、

どうしても一宮の支所全体を改修するにあたりましては、避難路の確保等々の防災上の制約も

あるということで、エレベーター等の設置がですね、すぐにできないという中で早期に使いた

いということでしたので、一部開放のほうをすでにさせていただいてご利用いただいていると

いうふうに存じ上げております。エレベーターの利用というか、エレベーターの設置について

のご要望があったというふうなことについては十分認識をしております。今後、支所の複合活

用の中でそういった意見については検討させていただくということになろうかと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 今、部長のほうから設置に向けた考えもあるということで解釈をさせていただきたいと思い

ますけども、よろしいでしょうか。 

 このへんもですね、利用者の間には、大変、特にあそこは３階ということの中で非常に、だ

んだん足の悪い方もおりますし、そういった今までの経過を踏まえた中で利用者の間からもで

すね、前向きに検討していただいた今回の撤去であったと思いますので、そのへんもぜひ前向

きにお願いしたいと思います。 

 次にですね、スポ少に対しての再質問をちょっとさせていただきます。 

 先ほどの市長は３割負担、受益者負担という観点からはという思いもあるわけでございます

けども、いろんなスポ審の中でも当然、議論してきたことだと思いますけども、とはいうもの

の市の施策ではやはり子育て支援というものに趣を置いているわけでございまして、未来を託

す子どもたちのためにですね、この利用料につきましては有料をぜひ外していただきたいとい

う父兄もですね、たくさんいますし、これからはやはり笛吹市ではこの何年かは無償で提供し

ていただきたいと思いますけども、このへんについてちょっと、先ほど渡辺議員のほうでもちょっ

と答えがあったようですけども、このへん再度部長のほうからお願いしたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど渡辺議員のほうからも再質問で同様な質問があったわけですけども、こちらは当初の

通告にもありましたのでそれなりの準備もしてまいりました。少し丁寧にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 これにつきましては１２月議会の際にも古屋議員、小林議員からもスポ少は免除にすべきと

いうようなお話がありました。その間、教育委員会でも検討を重ねてきたところでございます。

また市長への手紙やですね、スポ少本部からの署名等も、市外の方も含めてですけども２千人

を超える免除にしてほしいというような署名も上がってきているようなところでございます。 

 受益者負担の考え方につきましては、先ほどもありましたけどもスポーツ推進審議会で３年

間、十数回の会議を重ねる中で審議を重ねていただき、利用をする人としない人の負担の公平

性、受益者負担の原則といった部分、これを教育委員会でも引き続き尊重はしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 またこの考え方については、今後もスポ少利用者のほうに理解を求めていきたいというふう

に考えております。しかしながら市長の答弁にもありましたように人口減少への対応、それか

ら子育て世代の負担軽減を進めていこうとしている中で、この４月からスポ少の父兄に対して

負担を求めていくということについては適当ではないのではないかという判断でございます。

その検討を重ねてきた結果ですね、一応、スポーツ少年団につきましては特例というような形

で３年間について負担が掛からないというようなことで配慮をしてまいりたいというふうに考

えております。その後については、また子どもを取り巻く環境の変化を見ながら対応をしてい

きたいというふうに思います。 

 具体的に使用料を免除する方法につきましては、補助金の方式とそれから規則の附則を改正

する方式が一応、２点について検討しているところでございます。補助金につきましては使用

料をいったん納めていただいて、その納入額に応じて補助金を支給していくという方法、それ

から規則の附則の改正については、現在の規則では２８年４月１日からスポ少についても負担

ということになっているわけですけども、スポ少の部分につきましては３年間の猶予というこ

とで３１年の４月からというような形に変えていこうということで、現在その２点について調

整をしているというようなところでございます。これについては最終的には教育委員会の規則、

あるいは教育委員会の補助金交付要綱ということになりますので、教育委員会の中で意見を聞

きながら調整を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（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 今、部長のほうから２つの方法を検討しているということでございますけど、このへんにつ

きましてもですね、本日、教育委員長さんお見えでございますので、できましたら答弁をお願

いしたいと思いますけども。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 里吉教育委員長。 

〇教育委員長（里吉和子君） 

 前島議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 議員が非常に具体的にですね、ご指摘をされております。私どももそれに応えるような活動

をしてまいりたいと思っております。したがいまして、スポーツ少年団のご負担増にならない

ようにですね、今後、市長と協議をさせていただきまして前向きに善処をしてまいりたいと思っ

ております。前向きに善処させていただきたいと思っておりますので、どうぞご理解をよろし

くお願いします。 

 それから今後ともですね、青少年のスポーツ少年団の育成のためにですね、一層のご尽力を

賜りますよう心からお願いを申し上げたいと思います。 

 私のこれで答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 その点も長い間、スポ少の審議会ですか、等々でもずっと諮ってきていただいたりですね、

そのへんも委員長さんのほうからもぜひ、こんなこともあったということでお願いをしていた

だければと思います。 

 スポ少の活動についてはですね、利用料の負担についても県内、他市の事例でも半分近くは

５割の負担、また条件付きの全額免除という例もあります。自治体によって対応は同じであり

ません。笛吹市では子育て支援、青少年の健全育成という観点からも当事者の意見も踏まえて

全額免除という形になるわけでありますけども、これを機にですね、スポ少の指導者の方やで

すね、保護者の方々にもですね、施設の適正な利用や他の利用者との調整といった部分でもで

すね、節度ある利用などにも十分留意していただく必要があると考えております。 

 例えば利用者が無料であるからといってですね、多くの日程を仮予約したりですね、キャン

セルの連絡もないといった事例もあると伺っておりますし、また文化協会や高齢者の方々の利

用に際してもスポ少との兼ね合いというところで、子どもたちの利用を優先してくださってい

るという話も聞いております。そういう運営をしっかりした利用のルールや全額免除といって

も修繕や維持管理費に費用がかかることも理解した上で、今後の利用を求めていくことが大事

であります。教育委員会としてもですね、指導者や保護者の方々にもそのような状況も伝えて

いってほしいと思います。もちろんわれわれ議員もそういうお話はしていくつもりであります。

最後にこのことについてご見解をお願いしたいと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 この点につきましては、私どもも幾人かの方からそういった話も伺っておりますので、節度

ある利用についてのルールの徹底等を図っていきたいというふうに思います。またスポ少の会

議、あるいは利用調整会議等の折にもそのようなお話をさせていただきたいというふうに思っ

ています。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 時間がありませんから。 

 ４番目のですね、事務組織の見直しについてということで再質問させていただきます。 

 組織を見直すに当たり、実際には業務に従事している担当職員だけではなくですね、その他

幅広く意見や課題等を聴取しているのか。また議論する場を設けているのか、このへんについ

てちょっとお伺いしたいと思います。と申しますのはやはり企業は報告・連絡・相談と、「ほ

うれんそう」と言うんですけども、こういったものもですね、特に今後は職員の削減等々も計

画しておりまして、なかなかこのへんが割と縦割り行政というかですね、部局横断的にお願い

したいと思いますけども、まずこのへんについてのちょっと見解をお聞かせいただきたいと思

いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えさせていただきます。 

 事務組織の見直しにつきましては、具体的には先ほどですね、市長の答弁にあったとおり主

なものとすれば、その子育て支援を充実するために保育課と児童課を一本化するとか、高齢福

祉課と介護保険課を一本化して長寿介護課にするといったようなものが具体的には主なものな

んですけども、これもですね、市の重点施策であります子育て支援、あるいは高齢者対策、あ

るいは防災対策といったところを強化するためにはどうしたら、どういう組織体制がいいのか

という議論の中でですね、こういった一体の中でそれぞれの施策に取り組んでいくというのが

一層効率的でありますし、効果的であるんではないかという結論のもと、こういう組織をつく

ることになりましたので、そういった意味では内部的な議論ではございますけども、そういっ

た検討を重ねてきたというところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 最近は支所のほうも人数がだんだん少なくなってですね、やはり行ってもなかなか対応とか

そういう面の話もですね、一般市民の皆さんからも聞いたりしております。そういった中でで

すね、やはりある程度、支所にも行政のプロですから、そういったもののある程度のものに関

してはですね、事務所で対応していただきたいということで以上で質問とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。答弁を求める。 

 （はい。の声） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 先ほど総務課長のほうで答弁したとおり、子どもさん方の関係、それからお年寄りの関係、

それから地域の防災等に関しましては、一本化して市民の方にも分かりやすいというようなこ
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とで対応してまいりたいと思いますし、職員自体もそれぞれ市民のために働くというような意

欲で仕事をしてまいる所存でありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で笛政クラブの代表質問を終了いたします。 

 引き続きまして、日本共産党の代表質問を行います。 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして、日本共産党の代表質問をさせていただきます。 

 ５時間５５分待って、ようやく順番がまわってきました。 

 最初に当初予算に見る市長の政治姿勢を伺うということについて質問いたします。 

 市長も施政方針の中で述べておりました、日本の経済の先行きは不安だと述べておりました。

まさしく私も市長が述べたとおりであると思います。アベノミクスの悪循環がいよいよ鮮明に

なっているのではないでしょうか。大企業が儲かっても働く人の実質賃金は４年連続で減少す

る大変厳しい状況では個人消費はますます落ち込むばかりであります。三本の矢だとか新三本

の矢だとかというふうに言われても、笛吹市内に住む市民や企業の中にどれほどの人がこのア

ベノミクス効果を実感できているでしょうか。実感できないまま景気悪化のあおりをもろに受

けてしまうのが地方であり、そして中小零細企業ではないでしょうか。 

 そうした中で日本の相対的貧困率は上昇を続けておりまして、１６．１％、６人に１人が貧

困ライン以下にありまして、特に子どもの貧困率は１６．３％にものぼるということでありま

す。世界第３位の経済規模を持ちながら日本はまさに貧困大国であります。しかし安倍首相は

日本は貧困かと言われれば決してそんなことはないとか、世界の基準から見ればかなり裕福な

国だと国会で答弁しておりました。一地方都市の倉嶋市長がまさかこの安倍首相と同じような

見解を持っているとは思いませんけども、きちんと現実を直視して市民が貧困に陥らず、そし

て貧困から抜け出せる対策を市としても強めることが大事ではないでしょうか。このことを求

めて以下伺います。 

 １つ目として日本の相対的貧困や子どもの貧困、ひとり親家庭の貧困は笛吹市でも例外では

ありません。日本の貧困に対して市長はどのように認識しているか、まずお答えください。 

 貧困対策として、２８年度当初予算ではどのような施策を予定しているか伺います。 

 ３つ目に特に子ども、ひとり親家庭の貧困対策として当初予算ではどのような施策があり、

予算はどのようになっているか伺います。 

 市民の間にも貧困や格差が広がっております。そんな中で今以上の市民負担増は容認できま

せん。負担増に対する市長の見解を伺いたいと思います。 

 まず都市計画税についてでありますけども、１２月議会で４回目の徴収延期が議会で決まり

ました。これは、もうこれ以上の負担はできませんという多くの市民の民意の反映だと私は考

えております。廃止を今こそ市長は決断すべきと思いますが、見解を伺います。 

 そのほか社会体育施設、社会教育施設等の公共施設の有料化、料金統一なども市民にとって

は大きな負担増であります。このことを知った文化協会やスポーツ少年団に関わる市民から懸

念の声があがっております。有料化は人々のつながりが後退する中で、その中で培ってきた笛

吹市の文化活動やスポーツ活動に水を差すものでありまして、コミュニティ壊しにもつながり

兼ねないと思います。条例があります。それに基づいて市長の判断、裁量で使用料減免団体等
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を拡大すべきというふうに思いますが見解を伺います。 

 ２つ目に市長に就任してから市民の声、願いが届き施策に反映された市政が展開されてきた

かという点について伺います。 

 倉嶋市長の今期の任期も、通告文書には「今期」が抜けておりました。「今期」ということで

あります。もしかしたら４年９カ月かもしれませんということもありますので、今期の任期も

残すところ９カ月であります。２０１２年の市長選で市民は今度こそ市民の声の願いを真摯に

受け止めてくれる人をと倉嶋市長を市民の力で誕生させました。さて、そのときの思いどおり

の市政になっていますよとどれほどの市民が実感できているでしょうか。こういうはずではな

かったという思いを抱いている市民は少なくないというふうに考えております。特にここにき

てミズベリング構想や三船ミュージアム構想が出て、そんな思いが一気に高まったというふう

に思っております。この間、市民との対話や市民とのつながりがもう絶対的に欠けていた、少

なかったということがその主な要因ではないでしょうか。以下、伺います。 

 市長は市のリーダーとして市長に求められる資質はどのようなことと考えているか伺います。 

 これまでの市政運営において、リーダーかつ市のトップとしての手法に課題や懸念があった

と考えることはなかったか。あったとすれば、どういうようなことだったでしょうか。また市

政運営は上位解脱や鶴の一声に陥ることなく組織的に行われてきたか、伺います。 

 ３つ目として職員が萎縮することなく、生き生きと働ける職場づくりをすることは市民のサー

ビス向上とか利益にもつながるというふうに考えております。そうした職場をどうつくり、ま

た職員の提案、企画が生かされてきた職場だったでしょうか。また市民のために頑張る職員の

努力が正当に評価されてきたか伺います。 

 ４つ目として市民の声、願いがしっかりと届く市政が展開されてきたと市長は考えているで

しょうか、伺います。 

 ５つ目として、今期の残りの任期で市民とのつながりや市民との対話活動をどのように展開

していくつもりか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 日本共産党、亀山和子議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに任期４年の最後の当初予算に対する政治姿勢についてお答えします。 

 まず日本の貧困に関しての認識についてですが、平成２５年国民生活基礎調査によりますと

議員のおっしゃるとおりの貧困率であります。また子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は１５．

１％ですが、大人が１人の世帯で相対的貧困率を算出すると５４．６％となります。大人が２人

以上いる世帯においても昭和６０年以降、増加しています。貧困がわが国における深刻かつ重

大な課題であることは論を待ちません。とりわけ子どもの貧困対策は喫緊の課題と考えており

ます。 

 次に当初予算での貧困対策の施策についてでありますが、本市の貧困対策としては生活困窮

者自立支援法に基づく就労支援員等による自立相談支援事業や住居のない生活困窮者に対して

の一時生活支援事業、また離職などにより住宅を失った困窮者への家賃補助を行う住宅確保給

付金事業を平成２８年度においても継続して行うこととしております。 
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 またフードバンクの取り組みや生活福祉資金の貸し付け等へのつなぎも社会福祉協議会と連

携して取り組んでおり、生活保護に至る前段階のセーフティネットとして取り組んでおります。 

 次に子ども、ひとり親家庭の貧困対策についてですが、子どもの貧困対策は本市にとっても

重要な課題であります。 

 現在、県において策定中のやまなし子ども貧困対策推進計画に基づき関係団体等と連携・協

働して取り組んでまいりたいと考えております。 

 市の事業としては来年度より生活困窮者自立支援事業において、生活保護受給者の中学生を

対象に学習支援員による訪問型の子どもの学習支援事業を行ってまいりたいと考えております。 

 また保育所などの保育料につきましては、保護者の収入により減免および軽減措置を行って

おりますが、来年度からは国の軽減制度が拡大されます。県で予定している保育料軽減事業に

取り組む中でさらなる保育料の軽減拡大を図ってまいります。 

 さらに市単独事業のひとり親家庭への支援といたしましては、母子福祉資金貸付利子補給制

度事業や母子相談員事業などに引き続き取り組んでまいります。 

 貧困への対応は自治体のできることには限界があろうかと思いますし、プライバシーの問題

もあり個別的なアプローチが難しいといった問題もありますが、どのようなことができるのか

継続的な検討課題として取り組んでまいります。 

 次に市民の負担増に対する見解についてのご質問のうち都市計画税についてですが、都市計

画税の課税猶予は議会議員発議により条例改正が議決されたことを受け、その徴収を２８年度

中猶予したものであります。 

 しかしながら今後、遅れている都市的インフラ整備を進めていく上で目的税としての都市計

画税の意義は大きいと考えております。厳しい状況下にある地方自治体が限りある財源で質の

高い行政運営を行っていくための貴重な自主財源としての位置づけは変わっておりませんので、

都市計画税の廃止を行うことは考えておりません。 

 次に各種公共施設の使用料減免団体の拡大についてですが、今回の利用料金の統一は合併以

来の課題に取り組み、審議会でのご議論を踏まえつつ受益者負担の原則、負担の公平性の原則

を基本に実施しようとしているものであり、その基本のところはご理解いただきたいと考えま

す。使用料の減免につきましては使用団体の性格、利用目的に応じて判断してまいりたいと考

えております。 

 続きまして市民の声が施策に反映され市政が展開されてきたかとのご質問のうち、市のリー

ダーとして市長に求められる資質についてでありますが、このような問いへの回答は人によっ

てさまざまであると考えます。強力なリーダーシップと答える人もいるでしょうし、さまざま

な人の意見をじっくりと聞き熟慮断行が大事と答える人もいるでしょう。一概にこうだと言え

るものではないと考えます。 

 次に市政運営において市のトップとしての手法に課題、懸念があるか、市政運営は組織的だっ

たかとのご質問についてですが、議員が何をご懸念になっているのか反問したいところであり

ますが、この間の市政課題としては先ほど来、取り上げてきておりますように都市計画税の問

題、ＮＴＴグラウンド跡地の活用の問題、公共施設使用料の統一、ごみ袋の有料化等、難しい

課題が山積しておりました。 

 その処理に当たって庁内関係者が議論を重ね、その中から最善の方向を選択して取り組んで

きたと考えておりますので、特段の懸念や課題の認識はありませんし、組織的に取り組んでき



 ７９ 

たと考えております。 

 次に職員が生き生きと働くための職場をどうつくり、職員の企画・提案を生かし職員の努力

が評価されたかについてですが、私は市政運営の立役者は市役所職員であるべきと考えており

ます。市のトップが変わろうと揺るぎなく市政を展開していくことが大事であり、その意識を

持つように語りかけてきたつもりであります。どんどん企画し、提案すべきと訴えてきたつも

りであります。会議においては談論風発、大いに意見を発すべしと訴えてきました。人事にお

いては当然そうした日常が反映されるよう評価すべきと考え、実行してきたつもりであります。 

 市に職員提案制度がありますが、このところ生かされていないようなので先日も担当者に活

用方策を指示したところでございます。 

 職員の評価につきましては地方公務員法の一部改正により、この４月から人事評価制度が本

格導入されますので、市民のために頑張る職員がきちんと評価されるよう、その適切な運用に

努めてまいります。 

 次に市民の声、願いがしっかりと届く市政が展開されていたと考えるかとのご質問ですが、

市民の声が反映される行政を行うことが私の理念であります。施策実現にあたっては、さまざ

まな方のさまざまなお声に耳を傾け施策遂行に心掛けております。しかしながら、将来の笛吹

市を見据えた施策実現には、時として苦渋の選択を行わなくてはならない施策も含まれている

ことは否めません。 

 次に残りの任期で、これは今期のことでありますが市民とのつながり、対話活動をどのよう

に展開していくかについてですが、今後も各種重要施策の実現には議会議員や市民の皆さまの

ご意見を十分にお聞きし、必要に応じて市民説明会や共に考える会議等を開催してまいります。 

 またご要望のある団体等には市民ミーティング等で意見交換を行い、市民の皆さまと共に政

策議論を十分行いながら、残された１期目の任期を特色のある笛吹市の創生にまい進してまい

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 まず貧困対策のことについて伺います。 

 答弁では生活困窮者自立支援法に基づいて、３つの事業をやるつもりだということでした。

これは２７年度からこの事業が始まっているわけですけども、この２７年度、１年間、この３つ

の事業でどのような成果があったのか。そして支援が効果的に働いて自立につながった人はど

のくらいいるのか、まず伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 今年度、２７年度から始まりました生活困窮者自立支援制度につきましては年度途中でござ

いますので、まだ全体の締めというものがございませんが、担当課のほうから新規相談といい

ますか、自立支援制度の相談の内訳というふうなものをいただいてきておりますので、そちら
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をご紹介をさせていただきます。 

 生活困窮に関わる相談については、１月までのところで３１件の新規相談がございました。

住宅確保に関しましては１１件の相談。また就労関係では１６件の相談。それからフードバン

クにつながる相談としては２１件。これは新規の部分でございますけども、それから家庭内の

問題等で８件。社会福祉協議会の貸し付けにつながるような相談が１２件。その他で２０件と

いうことで全体で１１９件ほどの相談を受けております。このうち実際にその事業につながっ

ております方については１月末で５５名の方でございまして、その中で２５名の方については

なんらかの支援に生活保護の受給であるとか、あるいは就労であるとかというふうなものに結

びついているということでございます。若干、内訳を申しますと２５名の方の、就労している

２５名の方のうち９名が生活保護の受給に結びついていると。また就労については９名。他の

給付に対して２名等でございます。 

 なお今現在、支援を継続している方については３０名というふうに伺っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ２７年度、まだ途中でありますけども、１年間この事業を行ってきて、２８年度に向けた課

題とかはどういうふうに考えておりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ２７年度から始まりました事業の中で、現状でまだ総括というところまでいっておりません

ので、担当課と具体的な話し合いについては行っておりません。ただ現在、専任の体制をつくっ

た中で、これまで社会福祉協議会が行ってきた部分、それが市のほうの事業として行うという

ところでは協力体制や連携のところで若干、齟齬があったというふうに感じておりますし、ま

たフードバンク等の取り組みにつきまして、年間では先ほど２１件というふうに言いましたけ

れども、延べでは１２０件の取り組みをしておりますので、こういったところでは社会福祉協

議会や関係団体との連携をさらに深めていく必要があるというふうに感じております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ありがとうございました。特に子どもの貧困対策についてお伺いいたします。 

 貧困状態にある子どもとそうでない子どもとの間にはどのような、子ども特有のどのような

格差が生まれるというふうに認識しますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 子どもの貧困対策についてでございますけども、貧困にある状態にある子どもとそうでない

子どもの格差という部分では、数字的にはっきり出ているわけではないわけでございますけど
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も、たしかに塾等に貧困の場合には行けないとか、そういったことはあるというふうに思って

います。また修学旅行とか、当然就学援助とかでフォローしているわけでございますけども、

そういった中でもちょっと行けない子どもが出ていたりですね、また食生活等にも通常の子ど

もと違う状況があって、それが不登校につながったり、また健康面で学校を休んでしまったり

という部分もあるのではないかなというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁にあったとおり、子ども特有のやっぱり貧困による格差というのはそういう

ふうに、本当に栄養に富んだ食事が食べられないことによる食事格差というか健康格差とか、

あとやっぱり教育格差というのがやっぱり子ども特有にみられる格差だというふうに考えてお

ります。答弁ではその教育格差の是正について、来年度から生活保護受給者の中学生を対象に

訪問型の学習支援を行うということでありました。これは今、考えられる対象生徒はどのくら

いになるのか。また学習支援というのはどういう方が支援員になるのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 来年度からの学習支援の該当者ですが今現在、就学児童、中学生ですが、いる世帯が１６世

帯あります。そのうち中学生の該当する年齢の子どもがですね、１０名ほどいらっしゃいます。

今、考えています２８年度からの学習支援につきましては、ＮＰＯ等に委託する中でそれぞれ

の家庭に訪問して、そして学習指導を行っていくという内容でございます。年間４８回で９人

ほどの教員のＯＢですとか、または大学生等を活用する中でそういった教育支援をしていく予

定でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私、以前の本会議で貧困対策として学習支援を求めたという経過があります。生活保護世帯

の子どもの中学生を対象にしたということでは、何しろ足を踏み出したということでは評価は

できるというふうに思うんですけども、これで十分だというふうにお考えですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 子どもの貧困というのは以前にもお答えして、なかなかつかみにくいところもございまして、

実態の部分というのは掘り起こしがなかなか難しいというところもございます。 

 今回の事業につきましては、困窮者支援法の中でまずどこからいくのか、手をつけられるの

かということで、実態といいますか、実数の把握のできる生活保護世帯から開始をしていこう

という今、議員のほうがおっしゃったとおりでございます。 

 今後、生保以外の困窮世帯等の取り扱いや掘り起こしといいますか、そういったところが課
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題となってまいりますので、十分検討して取り組んでいきたいというふうには考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 先ほども申し上げました、足を踏み出したということは評価できますけども、今、部長の答

弁のとおり大変まだまだ不十分な支援策だというふうに思います。どのような支援策をするに

しても、さまざま支援策を講じるにしてもまず笛吹市内の子どもたちがどのような状況にある

のか、実情をつかむところから始めなければならないわけですけども、現在のところこの実態

把握はほとんどできていないということでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 実態把握の部分につきましては、学校現場におきましては先生方が普段の子どもたちの様子

を見る中で、この子の家庭はちょっと生活に困っているかなというような状況がうかがえるよ

うな部分については家庭訪問をしたり、する中で実態を把握していけるという部分があるわけ

でございますが、すべてを漏れなく把握するということは、なかなか難しいのではないのかな

というふうに思っております。またプライバシーの問題等もございますので、そちらのほうも

含めて今後どのようにやっていくかというのが１つの課題であるかなというふうに捉えており

ます。 

 以上、答弁とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 先月の２月８日に市内の女性団体が子どもの貧困対策を求めて、実態をぜひ把握してほしい

というような要望もしております。担当課ではなかなか難しいんだというふうな答弁でしたけ

ども、難しいというふうに思います。しかし本当に子どもの貧困をなんとかしたいという思い

があればいろんな方策が出てくるんではないでしょうかというふうに私、考えます。例えば今、

部長が答弁したように学校の教師にお願いして実態を調査してもらうとか、保育所の保育士さ

んにお願いするとか、主任児童委員にお願いするとかさまざまな方法が、やろうと思えばでき

ないはずはないというふうに私、考えております。ぜひここでね、実態把握について約束して

いただきたいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 実態把握というのをどういうふうにまた捉えて説明するのかというのが非常に難しいところ

があると思います。と申しますのは今、議員がおっしゃられたように先ほど雨宮部長が答弁し

たような学校現場の中では先生方が実態をつかんでいらっしゃると思います。それから保育所

につきましても、各保育所においてお迎えに来る保護者の方々の様子や子どもさんの様子を見
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ながら、その実態というのはつかんでいる。ただそれをどこへ結び付けていくかというふうな

システムをつくっていくことが重要かなというふうに思いまして、それを実態としてデータ化

するというところにまではまだ至っておりませんけれども、そういったところは今後取り組ん

で支援のネットワークの中に共有できる、あるいはそれを生かしていけるというふうなフロー

といいますか、システムをつくっていく必要を感じております。実態把握というのはそういっ

た中で個別のケースとして行っていくというふうに認識して、努力をしてまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひお願いしたいと思います。昨年の夏にフードバンク山梨で夏休みの子どもたちに食料支

援をしたことがありますけども、その活動に参加した一人は本当に訪問してみてこんなひどい

実態にあるとは考えもしなかったという意見も述べておりました。ぜひともですね、早いうち

に実態の把握について努力していただきたいというふうに思います。 

 あと私、以前の本会議でこの貧困対策として非婚ひとり親のみなし寡婦制度、税制上のみな

し寡婦制度の適用を求めた経緯があります。この制度適用について、今、進捗状況どうなって

いるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 以前の議会の中で求められまして、その取り組みについて検討してまいるというふうに答弁

をした記憶がございます。この取り組みにつきましては、議員ご指摘のように寡婦控除のみな

し適用ということで、ひとり親の中でも未婚の方については税法上の寡婦控除がされないとい

うところをみなしとして善処していくというふうな取り組みでございまして、本市におきまし

て適用についての検討会というふうなものを横断的な各課にお集まりいただいて、実施をした

ところでございます。この中では現状としてその所得税、住民税の寡婦控除の実態、それから

ひとり親であります児童扶養手当の受給者のデータから実際、未婚の方がどのくらいいるのか

というふうな数字の洗い出し等を行っておりまして、これらの方に対しまして他市で、県内に

はありませんけども、県外のほかの市で行っているみなし寡婦控除の適用事例等を参考に拾い

出しを行っている、今、取りまとめているところでございます。 

 それから国のほうでも、日弁連等が国に対する申し入れをしているというふうな実態のほう

についても把握をさせていただいておりますし、また国交省におきましても１０月からですか、

公営住宅法の一部を改正するというふうなことで、このみなしの取り扱いを行っていくという

ふうな指針が出されたということでございますので、こういったところも参考にしながら本市

の内部の取り扱いについては、今、検討がされているという実態でございます。具体的に今、

いつこういうふうにしますということはまだ決定しておりませんので、現状ではそういった状

況でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁は、みなし寡婦控除の適用をするという方向で進んでいるという解釈でよろ

しいんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 私どももこのみなし寡婦控除のされているひとり親の方、されていない方との差というふう

なものを実際に整理をして、なんとか考慮をしたいという気持ちではおります。ただ具体的に

は今、決まっているというものではございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最後の念押しで、ぜひ前向きな方向で進めてほしいというふうに思います。 

 次に施設の利用料のことについて再質問いたします。 

 何人かの人からもうスポ少のことは出ておりましたので、スポ少が３年間、どういうことに

しろ負担ゼロになるということであります。このことがやっぱり知られるようになってから、

やっぱりスポ少の人からも大変相談がありましたし、文化協会のほうからも大変相談がありま

した。特に文化協会では今までの負担ゼロから５割負担になるわけですよね。５割負担になる

ことによって文化協会の人が負担しなければならないというのは２６９万７，９００円でした。

２６９万７，９００円の負担。今までの負担ゼロからなるということであります。ぜひこの文

化協会の負担についても、５割負担についても私はなんとか善処していただきたいというふう

に思いますし、それから施行規則によりますと減額５割が、市内の障がい者による文化振興の

場としての使用、その障がい者が使う場合も５割負担となっております。この、今、急に言わ

れても大変かと思いますけども、市内の障がい者による文化振興のときの５割負担というのは、

見込みとしてはどのくらいの収入になっているんでしょうかということと、やっぱり障がい者

の場合もやっぱり全額免除ということを考えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 文化協会につきましては、たしかにスポ少と同じようにこれまで施設の使用料については免

除というふうな形で活動を行ってきたというような状況にあるということです。今回、有料、

５割負担ということにさせていただいた経過の中には先ほどから言っているように受益者負担

という部分の原則的な考え方ということと、それから体育協会との比較ということで体協につ

いてはこれまで５割負担でやってきていただいたということで、文化協会にも同じようにお願

いしたいというようなことで、４月からはそういう内容でお願いをしたいということで進めて

きたものでございます。基本的なそういった受益者負担の考え方については、ご理解をいただ

きたいというふうに思っております。 
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 これからどのような、いわゆる公民館の使用状況とか施設の使用状況、いわゆる料金を上げ

たことによってどういうふうに変わっていくかということも今後見ながら、そのへんについて

はまた新たな検討課題となるのかなというふうには思っております。 

 また障がい者の部分については、ちょっと今、どのくらいの試算になるのかというのはちょっ

とデータがありませんので、また調べてお伝えをし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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 障がい者も全額免除になりませんかというご質問をしました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 障がい者の部分についても今のところ議論する中で決めてきた部分でございます。現行の規

則に基づいて、また使用の内容等によりまして、また免除の方法も変わってくると思いますの

で、そのへんを検討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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この施行規則にはですね、全額免除のところと５割減額のところに最後にその他、市長が特

に必要があると認める者というふうな項目があるんですけども、これはどういうふうな事例が

考えられますか。減免申請書にもね、その他というふうなところがあるんです。どういうこと

が考えられますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スポーツ施設のほうは利用団体、それから利用目的等がそれほど大きく広がっている、多様

化しているわけではありませんけども、社会教育施設については施設の規模とか、その施設の

種類とかいろいろございますし、またその活動内容も多種多様ということで、実はこの規定の

中でちょっと判断しきれない部分もいくつかございまして、今、担当のほうでそれに基づいて

内規をつくって、それぞれ免除できる部分か、免除できない部分かの判断をさせていただいて

いるところでございます。具体的な部分というのはちょっと、今、資料がすぐに見つかりませ

んので、また資料のほうお渡しをしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 社会体育施設も社会教育施設も今まで一般ということで利用してきた人が、これからは有料
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になるんです。やっぱりそういう人たちから有料化に対しては大変懸念な声が出されているわ

けです。ですのでこのその他、市長が特に必要があると認めるものということを適用されると

ころはどういうところなのかということをやっぱり早く市民に示してほしいというふうに思い

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 そのへんにつきましてはできるだけ早く精査をいたしまして、またお示しをしたいというふ

うに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ２問目の答弁の１番目のところで、市長は市長に求められる資質はそれぞれ違うんだという

ことで、なかなか答弁をいただけませんでした。私は市長自身がどういうふうに思うのかとい

うところをお聞きいたしました。市長個人の考え方でよろしいんでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 そうですね、私はそんなに強力なリーダーシップでも振るうようなタイプでもありません。

どっちかというとじっくり、いろんな人の意見を聞いてということでやっていくタイプであり

ますので、資質についてうんぬんと問われるとそういったようなイメージで私は考えておりま

す。 

 ただですね、じゃあ市民の意見をただただ聞いていればいいのかと、こういうことでもない

というふうに思います。市民の意見はさまざまでありますので、それをしっかり受け止めなが

らも、例えば先ほど来の施設の利用の問題なんかについて言えば、やはり受益と負担の原則と

か、あるいは公平性の原則とかこういったような原則に照らして考えねばならないでしょうし、

いろいろ施策を講ずるにしても財政の長期的な見通しはどうなのだと、こういったような観点

も考慮しながら決めていかなければならないということでありますので、なんと申しましょう

か、ただ単に人の意見をしっかり聞いていくということではなしに、さまざまな要素を勘案し

て決定をしていくというのが一つ大事な資質なのかなと、このように考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ５番目のところでですね、ご要望があれば出掛けていくみたいなことをおっしゃっておりま

したけども、私、ご要望がなくても何かご要望はありませんかということで積極的に市民の中

へ入っていただきたい、そういう市長をやっぱり市民は求めているんだというふうに私は考え

ております。今後の残りの任期の中でどのようにされていくのか、再度伺います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 逃げるわけじゃないんですけれども、私は人と、いろいろ訪ねてきたり、会合するときには

必ずといっていいぐらい最後には皆さんね、ぜひね、市長室に来てくださいと。私も一人でさ

みしい、あの部屋にいてさみしいんですよとこういうことを言っているんですけども、何かな

かなか敷居が高いのか何かしれませんけども来てくださいません。そういったことはこれから

も訴えていきますし、今、議員からご指摘のあったように決して出不精というわけではないん

ですけれども、私の今期の残された期間、一生懸命市民の中に出ていくようにしたいと、この

ように思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 敷居が高いです。私たち議員にとっても市長室は敷居が高いです。ぜひ自分から出掛けてく

ださい。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で日本共産党の代表質問を終了いたします。 

 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、２月２６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。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時４３分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会へは７名から１２問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

 なお当局の答弁も簡明率直にされまして議事進行にご協力をお願いいたします。 

 質問時間については１人１５分以内といたします。 

 また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承知願います。 

 なお、関連質問については先例により答弁内容に答弁漏れ、不足、または不明確な点があり

当局に答弁を求める必要がある場合としますので、こちらもご承知おきください。 

 それでは順次、質問を許可いたします。 

 まず１番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 笛新会の神澤でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問をいたし

ます。 

 まず１点目に笛吹市観光振興をお伺いいたします。 

 昭和３６年、石和町に涌出した温泉は青空温泉といたしまして全国に発信され注目の的とな

り、春日居温泉涌出とともにこれまで農村地帯であった地域の起爆剤となり、各企業の進出を

呼び全国的温泉観光地として農産物の流通、飲食店の繁栄、公共施設の充実に寄与してきたこ

とは歴史が物語っております。 

 合併１２年を迎え、笛吹市総合計画後期基本計画（５年）も２５施策の展開の方向付けが示

され、残り２年となりました。現状と課題、基本方針を明記する中で先人たちが培われてこら

れた郷土は全国にも誇れる美しい景観と果樹地帯、歴史文化遺産を育み各地域は伝統的まつり、

イベントを継承し地域の活力となってきました。笛吹市の基幹産業である観光振興にこの恵ま
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れた資源が温泉と共有した観光誘客に生かしきれていない、もったいない現状に笛吹市観光振

興構築についてお伺いいたします。 

 １点目、笛吹市桃源郷花まつりの誘客と成果についてお伺いします。 

 笛吹市桃源郷花まつりも３年目を迎えます。これまで各地域で育んで地域の活力となり心の

ふるさと、心の拠りどころとなってきました桃の花まつりを一本化にして７町の観光協会の協

力のもと開催されております。観光に従事する桃栽培農家は地域的に、また時期的な問題が重

なり苦慮しております。地域で行う祭りには限られた予算の中、開催され、ふるさとを離れて

いる方たちにも多数戻られ大変喜ばれ１泊、２泊と地域の祭りを楽しんで帰られます。笛吹市

桃源郷花まつりの誘客と成果についてお伺いします。 

 ２点目といたしまして、ふるさと創生観光に魅力ある地域文化の活用について伺います。 

 合併前、各地域では先人たちが育んでこられた歴史文化を継承され、魅力ある文化となって

観光と地域の活力と賑わいをふるさとに育んできました。小中学生は半日で終わり、教師も子

どもたちと一緒に地域の祭りを楽しみました。春日居中学校では一昨年、学生が県指定無形文

化財民俗芸能に取り組み、坂下祭におきＰＴＡの皆さまに発表され好評でございました。子ど

もたちが魅力ある地域文化の大切さを重んじ、活用と継承に取り組むことによって定住とふる

さと移住に寄与するものと考えますが伺います。 

 ３番目といたしまして、観光資源として癒しのトレーニング施設の設置について伺います。 

 ２０２０年東京オリンピック、パラリンピックが開催されます。またリニア中央新幹線も山

梨県まで供用開始となる予定でございます。関係する近隣自治体ではこのスポーツ大イベント

を観光資源の主要施策と捉え英知を結集して取り組んでおり、笛吹市におかれても各スポーツ

イベント開催により観光および農産物の拡販に寄与しております。春日居町は恒例となってお

ります新春のプロ野球日本ハム選手による自主トレにおいて旅館組合、タクシー会社、お食事

処のご協力のもと県内外から６日間、延べ１千人を超す応援隊が訪れ協力団体から喜ばれ、選

手からも来年の確約もいただいたところでございます。観光資源として市民とアスリート、癒

しのトレーニング施設を設置し、子どもたちから高齢者および観光客に健康と触れ合いを提供

すべきと考えますが伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに笛吹市桃源郷花まつりの誘客と成果についてでありますが、平成２５年４月「日本

一桃源郷」を宣言し、４月１０日を「桃源郷の日」に制定したところであります。 

 春の訪れとともに眼下に広がる桃源郷は、本市の観光における最大の魅力であります。桃源

郷春まつりも八代ふるさと公園をメイン会場とし、回数を重ねるごとに認知度も高くなり、多

くの観光客の方に訪れていただいています。 

 近年の宿泊者数はインバウンドの影響もあり１００万人を超え右肩上がりの推移を見せてお

ります。また４月から６月期の石和温泉の宿泊者数は平成２３年・２４年は２０万人、２５年

には２５万人、２６年には３０万人と着実に増加しています。 

 石和温泉駅の南北自由通路開通、北口広場の開設、リニアの見える丘の展望台のオープンな
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ど新たな観光の視点となる場所もできましたので、これらを利用した観光周遊コースの設定や

峡東地域のワインリゾート構想およびミズベリング構想等も積極的に推進し、誘客につなげて

まいりたいと考えています。 

 次にふるさと創生観光に魅力ある地域文化の活用についてでありますが、学校において地域

との関わりを持ちながら学習活動を進めていくことは、大切なことと考えております。市内の

多くの小中学校では、春日居中が学園祭で山梨岡神社の太々神楽に取り組んだように一宮のお

みゆき祭、石和二十日祭後陣屋太鼓など地域のお祭りへの参加や文化祭への出展などに取り組

み総合的学習や社会科の授業の中では地域の民話や行事、暮らしなど伝統文化を学んでいます。 

 これからも地域を愛し、地域を大切にする心を持てるような子どもの育成に努めていきたい

と考えています。 

 次に観光資源として癒しのトレーニング施設の設置についてですが、本市では桃の里マラソ

ンや壮年ソフトボール、トレイルランなど年間を通じて各種スポーツ大会を官民挙げて開催し

ています。各大会には市内外から多くの参加者があり、石和・春日居温泉への宿泊者数の増加

と果物やワインの販売促進につながっています。 

 観光資源としての癒しのトレーニング施設の新設は現段階では考えておりませんが、既存の

施設を利用する形で、市内外のお客さまに健康をキーワードとした観光案内を提供できるよう

検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。１点目の八代の公園の花まつりでございますけども、イベントをす

るとき各観光協会でもって出店を希望するんですけども、春日居からはちょうど時期的にです

ね、観光協会の方たちも桃農家が多いものですから、金魚とかいろいろ特殊なものを企画をし

てやって昨年も好評だったんですけども、子どもたちがどうしても集まらないから何かほかの

ものの飲食というか、焼きそばとかそういう物産のこともいいんじゃないかということをちょっ

と聞いていただきたいということも伺ったんですけども、そのへんのほうは保健所関係の関係

はどんなふうになっているのか、ちょっと１点お聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 お答えいたします。 

 保健所の許可につきましては、事前にそういったものの取りまとめをいたしまして許可を取っ

ている状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひその方向でもってですね、金魚は生き物でございますからなん
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とか無駄ができないようにお願いいたします。 

 観光的なことの全般としてですね、市長にお伺いしたいと思います。 

 ２月１２日にですね、石和温泉駅竣工となり、南北の観光資源が点から線に結ばれました。

葛飾北斎もさぞ満足しているでしょう。中腹に東屋を設置し、休憩場所で多少の雨宿りもおつ

なものでございますが、もう少し道路が広ければ夜景もきれいでございます。観光客の癒しの

空間となります。大蔵寺山、物部神社、山梨岡神社、御室山、笈形焼き、それから長谷寺、深

草観音、兜山というコースの富士眺望散策道路建設ができれば一大観光スポットとなりますが、

そのへんのご検討ができるかどうかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ご指名いただきましてありがとうございます。 

 私も石和温泉駅の北口をベースにした大蔵経寺山、それから長谷寺、あのあたりというのは

非常に良い場所だというふうに思っております。歴史の歴史的ないろんな要素もありますし、

眺望もいいということなので、いいハイキングコースになるかなとは思っております。 

 ただわれわれが、私はいつも申し上げているんですけれども、物事を考えるには全国的な視

野で、全国的なランキングで一体どのぐらいに位置するんだろうという、そういう立場で考え

ないと一人合点、夜郎自大的な発想に陥りますよということは常々申し上げているところであ

ります。 

 ハイキングコース、私もハイキングはずいぶんやりました。東京にいたころは本当に毎週の

ように丹沢に行ったり、高尾山に行ったり、あるいは奥多摩に行ったり。ところが山梨に一歩

入るとコースは非常によろしくないし茶店もないし人気もない。もうここは歴然たる差なわけ

なんですね。これは一体どういうことなんだろうと常々思ってきておりました。よい循環を生

み出して、お金も落ちるようになってくれば茶店も建つし、茶店ができれば茶店がメンテナン

スをするという、そういう循環が生まれてくるんですけれども、なかなかそういう循環にいっ

ている地域が山梨県、このあたりではほとんどない。いわゆる茶店とか山小屋ができているの

は三ツ峠ぐらいでしょうかね。あとは中央線沿線、扇山とか百蔵山、あちらの郡内の大月のほ

うにありますけれども茶店といったものがないわけです。やはり１つは眺望がよくないんです。

ハイキングしていて。林が多くてですね、要所要所に眺望スポットといったものがないんで、

そこらあたりが、せっかく笛吹市も７大ハイキングコースということでパンフレットも作って

売り出しているんですけれども、なかなか首都圏の人に、最近それでも結構、人気が感じると

ころがありますけれども、いろいろそのへんの弱点というかですね、克服しなければならない

点がたくさんあります。ぜひ私もハイキングクラブのような組織、山岳組織といったようなも

のを強化をする中で、今言ったような山岳、せっかくの山岳コースを少しでも都会の人に親し

んでいただけるようにしたいし、私も老後、体力があれば茶店の一つもどっかに持ちたいなな

んていうことを考えているところであります。それから物部氏の歴史なんかもしっかりわれわ

れ自身が勉強し、じゃあ物部神社と大蔵経寺との関係はどうなんだと。あの裏山に眠っている

遺跡をどのように生かしていくか、さまざまな課題にしっかり市民をあげて取り組んでいく、

そういったことが大事ではなかろうかというふうに思います。ぜひ議員と一緒になって、あそ

この開発というと大げさかもしれませんけれども、賑わいづくりのための頑張っていきたいと
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かように思っています。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひお願いします。まだまだ私がですね、その茶店をつくるなんちゅ

うことは市長の口からじゃなく、まだまだ半年以上ありますから精一杯やっていただいて、元

気を出してもらって、まだ長い時間がありますからぜひお願いいたします。 

 もう１点ですね、市長、各支所が縮小され、これまで地域の住民サービスと観光振興にご苦

労されて貢献されてきた職員が退職になりますと、担当課がなくなる事態は地域の住民サービ

スと地域観光が衰退するばかりだと思っております。地域振興部門１名はどうしても臨時職員

とかそういうものよりかもこれまで糧となってきました、そういう専門職の方たちを１名は置

いていただいたほうがよろしいかと思いますけども、この点をぜひお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 これまたご指名でございますので、私のほうから。 

 たしかに今回、今、進めております支所の組織の人員配置の関係で観光の仕事がどうなるん

だと。このような声が地域で出ているということは私の耳にも入っておりますし、心配をして

いるところでございます。これにつきましては、支所によく実情を聞いてみて対処していきた

いと、このように思っております。 

 私もそれで担当に聞いてみたんですが、祭り、夏まつりとか春まつりですね。そのへんの実

行に関してはちゃんと支所に残すと。こういう形になっているということなので、そうであれ

ばそれほど大変なことになるというふうには私自身は思っておりませんけれども、そこのへん

はよくどういう、じゃあどういう仕事が一体なくなるのか、残るのかみたいなところをよく聞

いてですね、適切な対応をしていきたいとこのように思っております。 

 ただ、ここから先はちょっと余計かもしれませんが、やはり観光というのはこれはもう産業、

われわれは特に観光のまちということで取り組んでいるわけで、これは産業であります。産業

である以上はですね、やっぱり笛吹市としての戦略を持って当たっていかなければいけないと、

こういう具合に考えております。市としての戦略の旗を振っていくということになると、やっ

ぱり組織もそれなりに、なんと言うかですね、本所にまとめるべきところ、言葉はあんまり良

い言葉は思い浮かばないんですが、大本営は大本営できちんと組織するということでないと、

なかなか笛吹市としての戦略的な観光の展開というのは難しいのではないかと、このように考

えておりますので今後の市役所組織、あるいは観光の組織のあり方に関しては、そういった観

点もしっかり踏まえながら考えていかなければならないと、このように思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ぜひですね、その専門的な職員というのはですね、すぐということで民間のほうでできるわ
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けではないし、大切な、市からの補助金という大切なお金を、税金をいただいておりますので

有効的に明記できる会計というものもつくっていかなければならない、ご指導ということもあ

りますからぜひそのへんを考慮しながら前向きに対応していただきたいと思います。 

 それでは、２点目に笛吹市スポーツ振興をお伺いいたします。 

 スポーツはその時代を映す鏡と言われており、各自治体では少子高齢化社会を迎え、住民の

健康促進と世代を超えて触れ合う交流の場を提供しております。笛吹市におかれても各体育施

設の老朽化の中、厳しい財源を鑑みつつ修繕・改修に努めていることに対し評価するところで

ございます。 

 これまで既存する体育施設を活用し各種県内外大会を開催し大いに観光、交流と物流に貢献

し費用対効果は計り知れません、スポーツは目に見えない財源確保となっております。本定例

会に平成２５年、２６年に続き市体育協会より総合運動場建設と各施設の修繕について要望書

が提出され、議会で受理されております。以下２点お伺いします。 

 １点目といたしまして、総合運動場建設の検討状況についてお伺いします。 

 ２０２０年東京オリンピック、パラリンピック開催を視野に県のスポーツ施設整備検討の動

向を踏まえ、新たな施設の整備は既存のスポーツ施設の活用を含め総体的に検討・協議を進め

るとしていましたが、現在の検討状況をお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、既存する体育施設の修繕についてお伺いします。 

 市体育協会から既存する体育施設の修繕要望施設が提示されております。当局は精査する中

で対応していくことと思いますが、新年度からスポーツ施設の使用料も上がり受益者負担とな

ります。利用者に先行投資と捉え早急な対応を講ずるべきと考えますが、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 ２問目の答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめにスポーツ施設検討委員会の検討状況についてですが、スポーツ施設検討委員会にお

きましては、新たな施設の整備について既存のスポーツ施設の活用を含めた中で早期において

整備を進めていくべき施設、また長期的な視野に立った上で総合的なスポーツ施設を整備して

いくことが必要であるとの意見が出され現在、検討・協議を進めているところでございます。 

 次に既存する体育施設の修繕についてです。 

 市体育協会の施設修繕要望についてですが、簡易のものについてはすでに補修・修繕に取り

掛かっております。その他のものにつきましては安全面や緊急性等を勘案する中で対応してま

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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 再質問をいたします。 

 県では２０年度、東京五輪を見据えて新設の要望がある総合競技場をリニア新幹線の新駅近
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郊に整備を目指すと検討しております。一昨日の県議会におかれまして、笛吹市選出の２名の

県会議員から「リニア駅近郊のスポーツ施策を推進してくりょう」ということを県のほうに提

案しております。笛吹市では八代スマートインター供用開始とともに境川地区は立地条件が最

適でございます。地域と連携する中、農業、観光、定住移住を考えるとき、また体育協会の要

望に対しても一つでも球技場誘致を図るべきと考えますが、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 この件については各種団体から芝生のグラウンド、また陸上競技場、総合運動公園といった

要望が出されているところでございまして、先ほど答弁したとおり今、検討委員会において検

討を進めているところでございます。 

 芝生のグラウンド等につきましては、短期的な中で進めていくことができないかというよう

な検討内容でございまして、また総合グラウンド、陸上競技場等についてはこれは長期的な視

野に立ってやっていくべきだろうというような今、検討の段階でございます。今年度２回の会

議を行いまして、もう１回予定をしておりますが、そこである程度、取りまとめを行いまして

来年度スポーツ推進審議会に諮る中で方向性を出していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。スポーツ省ではですね、１８年度までに各自治体のほうでそういう

要望の中、建設、その広場、スポーツ関係の施設ができるならば補助金というものは７０％か

らの補助金ということで、それで県のほうも動いていることが今、現状でございます。笛吹市

で考えるだけではなくて、県・国を通じた中の予算というものがありますから、大変莫大な予

算を投入しなくちゃならないものですから、早速そういうですね、市だけじゃなくて県・国を

通じた中で要望すべきだと思いますども、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 当然、総合グラウンドとかの大きな建設につきましては莫大な予算がかかるということです

ので、県やまた峡東地域との連携の中でやっていく、進めていくことが必要だろうというふう

には思っているところでございます。１８年という話でございますけども、時間的にはちょっ

とかなり難しいのかなというふうには考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ぜひお願いします。１８年度は県のほうでも無理というようでございますけども、それまで
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には計画、施行段階のほうへ入っていくということもやわらかみがあるかと思いますので、ぜ

ひ検討の余地に入れていただきたいと思います。 

 スポーツ振興の費用対効果はお手元に届いておりますけども、莫大なもので石和温泉のソフ

トボール全国大会の費用対効果を私が出しておきましたけども、約１，８００名からの人員が

来て２泊３日でやっぱり６，５００万から７千万。それ以上、家族というものが入っていませ

んけども、そういうものを参考資料としてですね、積極的に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 石和温泉のソフトボール大会も控えてございますけども、市の所有公共施設、特にスポーツ

施設にですね、民間企業への命名権、ネーミングライセンスですね、活用し財源確保とするこ

とにより各施設の使用料値上げに伴う受益者負担の軽減と改築・修繕に充てることが考えられ

ますが、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スポーツ施設の命名権の関係につきましては、すでに山梨県の施設とか、また南アルプス市

でもそのようなことをやっているということで、それらの状況等をちょっと調べさせていただ

く中でメリットの部分が多いということであれば、笛吹市にも施設がたくさんございます。そ

のへんについては検討してまいり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（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 春日居のスポーツ広場では、その企業から私に相談がありまして年間１０万、２０万ぐらい

ではよいという企業が２、３件あります。そういうことを鑑みてですね、積極的に取り組んで

いただきたいと思います。何よりも子どもたちがやっぱり無料で、大らかな気持ちでもって運

動できるようなことにはどうしても財源というものが必要でございますから、あらゆる知恵を

絞ってですね、教育委員会が中心となってやっていただきたいと思います。 

 以上、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で神澤敏美君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 神澤議員の観光振興を問うの中で、誘客と成果についてお聞きをいたします。 

 誘客については、特にインバウンド対策に力を入れて１００万人以上も目指して右肩上がり

で進んでいるということでありますけれども、たしかに誘客には力を入れているんですけれど

も、ただ成果という意味の中で外国人に対するおもてなしの心、石和温泉に宿泊した場合のと

きの対応を今どういう対応を取っているかということで、十分外国人観光客の方に満足を与え

ているのかどうか、そういう対応をどう取っているのかお聞きしたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 誘客の宿泊者の数につきましては、答弁のとおり増えてはいるんですけども、さてそういっ

た、来ていただいた方々がどの程度満足をしていただくということにつきましては、やはり言

葉の問題ですとか外国語の表記の問題とか案内の問題といった、いろんな点についてはまだま

だ私ども遅れていると感じております。そういう点を今後の中で接客する方々の研修ですとか

通訳といった方々の育成ですとか、外国語表記のことにつきましても今後対応していきたいと

いうことで、実はこの２月に外国人の観光アプリというものを今年の予算で開発して２月から

提供を開始いたしました。そんなことも含めて、今後ともそういった外国人の方が満足して帰っ

ていただく、また再度訪れていただくといったことを目指しながら観光のほうを進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 私どもも建設経済常任委員会の研修で北海道へ行きました。昨日は東京のほうもいろんな研

修をして外国人と接する機会が多いんですけれども、その外国人たちと生活文化の違い、ある

いは生活の違いですかね、大変浴衣で裸足でホテルの中を歩いているとか例えば石和温泉旅館

に泊まってお風呂の入り方、食事の仕方とかですね、悪い言葉で言うと外国人が日本に来てマ

ナー違反というのが大変見受けられて、外国人と日本人との摩擦が生じる可能性もあるという

ことで、そのへんの、外国人が日本に来た場合のマナーの取り方とかですね、そういうものを

おもてなしの心の中に入れながら、ぜひ対応を取っていかなければならない。京都でも大変舞

妓さんに手を触れるとか写真の撮り方が悪いとかですね、周りの方に迷惑を掛けるとかという

こともありますので、ぜひそういうマナー、外国人が日本に来た場合のマナー、石和温泉へ泊っ

た場合の、宿泊した場合のマナーの対応をぜひこれからしっかり関係部署と連絡を取りながら

ですね、対応をしっかりしていただきたいと思います。 

 もう１点ありますけども、スポーツ振興を問うということで雨宮部長から答弁をいただきま

したけれども、特に私ども笛新会はスポーツ振興に力を入れまして、スポーツツーリズムとい

うのに力を入れております。特に交流人口、あるいは市の活性化でスポーツの果たす役割は非

常に大きいと。オリンピックを控えて、リニアの開通も控えて、今ここでしっかりした施設整

備、環境整備をしていかなければならないと思っています。その中で今、答弁の中であまりに

も現在、検討協議を進めているという答弁が多すぎるような気がしますけども、私どもは２５年

の９月から、就任当時から施設の環境づくりというのはぜひ力を入れてほしいということを言っ

ているんですけれども、昨年の私ども代表質問の中でも３月までにはしっかりした協議内容を

示すということですけれども、大変財政状況が厳しい中でありますけれども、私どもが考える

に施設、老朽化を含めて新しい施設の建設も含めてしっかりした構想、方針が私どもは見えて

いない。例えばまち・ひと・しごと総合戦略の中でも人口減少社会の中でもスポーツ振興が謳

われていないと。大変寂しい感じがしますけれども、いろんな施設の利用料金の関係もありま
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すけれども、大変スポーツ団体は頑張っておりますけれども、もう少し教育長、そのへんの笛

吹市に対するスポーツに対する取り組み、施設環境づくりに対して教育長の現時点の考え方を

お聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スポーツ施設の整備に関する構想をしっかりと持てということでございます。 

 これまで過去の答弁の中でも、おそらく公共施設の再配置の中で併せて検討していくという

ような答弁をしたかと思います。教育委員会では公共施設再配置とは別にまた教育委員会独自

で事務局の中で整備に関する一応、基本的な考え方を検討して、方向性をとりあえず持っては

おります。また先ほど言ったスポーツ施設の検討委員会についても、この３月の検討委員会で

方向性を出したものを今後スポーツ推進審議会にかけていくということで、そのへんはしっか

り方向性を示していきたいと思っておりますし、スポーツ推進審議会の委員さんも優秀な方が

そろっておりますので、今後そちらの委員会もしっかり活用して今後のスポーツ施設の整備の

方向性をしっかりと出していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 倉嶋市長、時間もありませんけど一言お伺いしますけれども、前の答弁の中でスポーツ環境

整備は優先度の高い課題であると。ぜひ芝生のサッカー場をプレゼントしたい思いは強い。県

内の他市と比較してグラウンド整備は大変、未整備である。ほかの老朽化を、既存の施設は老

朽化がしてありますけれども、財政状況を検討してですね、検討していきたいということです

けれども、倉嶋市長、スポーツに対するこれからの心構え、しっかりした考えをお聞きしたい

と思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 総合戦略の中にスポーツが入っていないというご指摘がございました。今、総合教育会議で

議論している教育大綱では、大きな柱としてスポーツ振興というのを立てております。本当に

これからの子どもたちを考えたとき、あるいは市民の健康を考えたとき、大変スポーツ施設の

整備というのは大事だし、スポーツの施設がなくてもできるスポーツをもっともっとやってい

く、このことも大事だしとも思います。しかしいずれにせよですね、昨日来から私もいろいろ

考えているのは、笛吹市の場合に今一番大きなのは財政の制約かなというふうに思っておりま

す。このところ県内の各市の予算、新聞紙上に公表されているのをずっと目を通してきました

けれども、やはり一番、何と言うか、問題点、筋肉質な財政という点からいうと非常に肥満体

になっているのがわが笛吹市の財政ではなかろうかと。この点は議員の皆さま方も十分ご認識

だというふうに思っておりますので、そこのところもしっかり見据えながら考えていかなけれ

ばならないテーマだと思っております。 

 以上です。 



 １０１ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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、一般質問を行いたいと思います。 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 大きなテーマなんですけども、わずか１５分ということですが、今後も引き続いてやる、そ

の突っかかりとしていきたいと思います。 

 第１問は行政改革についてであります。 

 小泉改革以来の規制緩和や競争至上主義、公務の市場開放がさまざまな重大事故・事件を引

き起こしております。庶民から大企業、富裕層に富を移転するアベノミクスの正体も明らかに

なってきたところであります。実態経済は改善せず格差は広がるばかりであります。そうした

流れと軌を一にした地方行革、そしてその地方版がわが市では笛吹市行財政改革大綱路線とい

うものでございます。地方自治の本旨と役割を壊す行財政改革大綱路線を根本から検証し直し、

真の行財政改革を進め充実した地方自治を確立すべきだと考え、以下伺いたいと思います。 

 合併後、行政の対応が冷たくなったという感想がたくさん出されておりますが、合併だけの

せいではありません。この行財政改革大綱路線というものが原因になっているのではないかと

思います。 

 まず第１に資本の運動は利潤追求であり、政治の目的は人々の幸福の実現であります。はな

から民間企業は優れたものとの前提で「官から民へ」「民間経営に学べ」という行財政改革大綱

路線は地方自治の目的と役割にふさわしくないのではないか。 

 次に行財政改革大綱でいうＰＤＣＡは、実質的には数値目標を追うことが目的になってしまっ

ており、市民の利便性や地域づくりが二の次になっている。これは資本の論理には合致するけ

れども、地方自治の論理には合致しないと思うがどうか。 

 次に新しい公共というが実質的に役所は企画立案・指示するところ、動くのは市民というこ

とになっているのではないかと感じます。新しい公共論がむしろ市民協働を後退させているの

ではないかと心配するわけですが、いかがでしょうか。 

 次に住民を顧客と称し、住民は行政サービスを買う人。顧客の評価の基準は満足度調査。こ

れは商売の原理であり、自治体の原理ではないと思うがどうか。市民は主権者であり、地方自

治の担い手であります。 

 行政の役割を明確にしていないため、公的事業の民間への開放はほぼ無制限になってしまう

のではないかと思うがどうか。 

 次に市民のニーズの多様化というけれども、それより国が次々と繰り出す細かな細かな制度

変更と小手先の新メニューへの対応、さらには行財政改革に関わる事務が業務量を増やしてい

るのではないかと感じますが、いかがでしょうか。 

 次に本庁集中で現場の実情からかけ離れた机上の計画が増え、空回りが増えたのではないか。

市民との距離を広げているのではないかと思います。いかがでしょうか。 

 大きな２つ目として、真の行財政改革を進めるべきではないかということであります。 

 それは第１に戦前の町村制を引きずった「国・県は上、市町村は下」「官は上、民は下」とい
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う行政体質、有力者や企業と行政の癒着という２つの悪弊を克服する改革であり、第２に時代

が求める課題に応え、市民の福祉の向上を効果的・効率的に行うための改革だと考えます。行

革大綱路線を抜本的に検証し真の行財政改革に転換することが必要だと思うがどうか伺います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに行革大綱路線は根本的に検証すべきとのご質問のうち「官から民へ」「民間経営に学

べと」いう行財政改革大綱路線は、地方自治の目的と役割にふさわしくないのではないかとの

ご指摘ですが、行政改革大綱は行政の組織・事務の減量・効率化を推進するとし民営化、民間

委託など効率化を引き続き着実に推進するとされ、これを実現させるためには国および地方と

も簡素で効率的な政府であるとともに、歳出抑制により規模を抑制していくことが必要とされ

ています。 

 さらに住民ニーズに対応しながらも、健全で安定した財政基盤の構築を目指すためには行政

主導のまちづくりから市民と行政の協働によるまちづくりへの改革が必要と考えます。 

 現在の社会情勢の中、市民のニーズに応えるため必要な部分は民間から学びながら最小の経

費により最大の効果を上げることが行政改革であります。 

 次に行財政改革大綱でのＰＤＣＡは数値目標を追うことが目的となり、市民の利便性や地域

サービスが二の次になっていないかとのご指摘ですが、行政改革大綱では行政の組織・制度の

抜本的改革を進めるために行政評価システムを導入し、行政の活動を評価することとしていま

す。また政策評価制度を導入し施策および事務事業に対する行政評価も併せて行っております。 

 事業の実施後は成果に対する評価を行い、評価結果に基づき次年度の実施の有無および見直

しを行い、さらに目標を達成させることが福祉の増進につながるものと考えております。 

 次に新しい公共論が市民協働を後退させているのではないかについてですが、新しい公共と

は公共サービスを市民自身やＮＰＯが主体となり提供する社会、現象、または考え方としてお

ります。そもそも新しい公共は新規の概念ではなく、自治的には消防団や自警団または地域の

道造りなどが地域コミュニティの運営に古くより機能しているものもございます。これからの

新しい公共は発展により市民も公共サービスの提供者となることが求められます。このことか

ら新しい公共論は市民協働の推進となり、地域の活性化につながるものと考えております。 

 次に住民を顧客と称し住民は行政サービスを買う人、顧客の評価の基準は満足度調査、これ

は商売の原理であり、自治体の原理ではないとのご意見ですが、地方公共団体はその事務を処

理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに最小の経費で最大の効果を挙げるよ

うにしなければならないとされております。これは財政問題は経済問題と同じであると考えら

れ、最大の効果を上げるためには、まず住民が何を望んでいるかを常に調査・研究をして、そ

れに対応していかなければならず、それを提供するためにはできるだけ安いコストで公共サー

ビスを提供する方法を考えていくことが自治体の原理であると考えられます。 

 次に行政の役割を明確にしていないため、公的事業の民間への開放はほぼ無制限となるので

はとのご指摘ですが、一般的には定型的・機械的業務については民間委託に適している一方で
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裁量的・判断的要素を相当程度含む業務については、法令上民間委託が可能であったとしても

民間委託には適さないものと考えられています。このことから公的事業の民間への開放は無制

限に行われることはないと考えられます。 

 次に国の制度変更や新メニューへの対応、行財政改革にかかる事務が業務量を増やしている

のではとのご意見ですが、市民のニーズは社会の情勢とともに少子高齢化に伴う介護ニーズ、

男女共同参画社会の形成に伴う保育ニーズ、犯罪件数の増加や自然災害の頻発等に伴う安心・

安全ニーズなど多様化・高度化しております。 

 市民ニーズに応えるためには、自主財源の確保が難しい状況下では依存財源となる国の補助

金及び交付金を活用することが重要と考えられます。そのためにはアンテナを高く張り、国の

動きというものをしっかりと注視し、活用できるものは積極的に活用していくという姿勢が大

事だと考えます。 

 なお、社会情勢等に応じた市民ニーズに応えるためには、現在の仕組みや仕事の進め方など

を見直したり、新しい取り組みを取り入れたりすることが行政改革そのものであると考えられ

ます。 

 次に本庁集中で現場の実情からかけ離れた机上の計画が増え空回りが増えたのではないか、

市民との距離を広げているのではないかについてですが、第３次笛吹市行財政改革大綱の中で

は組織体制の再編の中で合併後の課題である支所のあり方については本庁・部局を超えた横断

的な応援体制の確立を図り、一層の組織のスリム化を検討する必要がありますとしております。 

 また実施計画では効率的・効果的な組織体系を検討する、これを目標と定めて手段として本

庁・支所の事務内容を把握し、本庁に移管可能な事務、支所に残すべき事務および職員数等を

精査するとしております。このことは、本庁機能と支所機能を整理するための行政改革であり

ます。 

 次に真の行財政改革を進めるべきではないのかとのご意見ですが、地方分権型社会では住民

に最も身近な基礎自治体である市町村が充実し、自ら特色あるまちづくりを進めるとともに住

民の福祉の向上を図っていくことが求められます。 

 この状況を鑑み、本市では平成２６年度に策定しました笛吹市行財政改革大綱にて新たな公

共のあり方の取り組みとして、行政主導のまちづくりから市民と行政が対等・協力の関係によ

り機能的・効率的まちづくりを推進するため、市民と行政の協働によるまちづくりに向けて本

来の行財政改革を進めていくこととしております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 予想されたお答えをいただきまして、これから本格的に具体的にどんな問題が起こっている

か、この行革大綱に基づいてですね、これを１つずつ詰めていきながらしっかり検証していく

ことが必要かなというふうに思います。官は駄目、民は素晴らしいとの大キャンペーンのもと

に進められた行革であります。そして行政の独自の役割と誇りを捨て、行財政改革大綱路線を

金塊玉条として突っ走っていると思います。地方自治の発展や市民の利便性、地域発展など二

の次になっている行革大綱路線を抜本的に見直し、新の行財政改革を進めることを求めて１問
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目の質問を終わりたいと思います。 

 次に２問目、支所の充実、本庁のスリム化を求めるということでございます。 

 １月２６日、議員全員協議会に「本庁および支所業務の見直しについて」という資料が提出

されました。ここまで支所機能を縮小するのかと驚きました。今まで支所で処理していた福祉

の申請などほとんど受け付けず本庁へ行ってください、取り次ぐだけだという。こんなことに

なれば支所への信頼も行政への信頼も一気になくなると思います。以下質問いたします。 

 まず行革大綱の職員削減計画から支所職員の縮小へと続く一本道を突っ走っている。他の道

があることを検討したことはあるか伺います。 

 ２つ目に私のカウントでは行政職の配置は支所６２名、教育委員会などを除く本庁市長部局

が３２２名であります。正確な数字はどうなりますでしょうか。６２名だけの支所を何人減ら

して、どこまで縮小する考えか伺います。 

 次に本庁のスリム化は以下の方法で可能だと思います。 

 まず第１．管理部門は統括機能と市長補佐機能に特化する。②本庁の福祉部門等、住民サー

ビス部門は原則統括機能だけを残し、直接サービス提供は基本的に支所に移管する。③石和関

係の業務を各部・課から独立させ石和の総合支所を設置する。このように支所充実と本庁スリ

ム化は考えなかったのか伺います。 

 次に本庁への職員の集中は、現場や地域を丸ごと知らない職員が机上で企画等の仕事をする

ことになります。その結果、市民の行政に対する信頼と親近感がなくなります。机上の空論と

なりがちで計画が空回りして非効率的な行政となる、そうは考えないか伺います。 

 信頼される支所、充実した支所つくりがまちづくり・地域づくりのカギだと思うがいかがか

伺います。 

 地縁団体を行政の末端組織、下請け組織のように規定する行政区長等設置規定を改定し、対

等な協力・協働関係とすべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 支所機能の変更は区長会等に相談し、地域審議会に諮問すべきではないでしょうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 ２問目の答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに支所職員縮小のほかの道があることを検討したことはあるかについてでございます

が、行財政改革の一環として合併によるスケールメリットを生かした組織のスリム化について

検討する中で、本市域の地理的条件などを鑑みると一定の業務については本庁に集約化が可能

であり、かつ必要であるという考えのもとこれまで検討してまいりました。 

 次に支所を何人減らして、どこまで縮小するかの考えについてですが、現在、臨時職員を含

めると支所に配属されている行政職は合計で６４名おります。計画では平成２９年度までに再

任用職員等を含め管轄する地域の規模に応じまして各支所６名から９名の体制とし、合計４８名

にしたいと考えております。 

 次に支所の充実、本庁のスリム化についてですが、地方分権の進展による地方自治体の取り

扱い業務の増大やきめ細かい新たな行政サービスの増設などその内容は多岐にわたり、また複

雑・多様化しております。 
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 限られた財源などの行政資源の中でこれらにしっかりと対応し、市民のニーズに応じた的確

な行政サービスを提供していくためには、効率的・効果的に業務を本庁に集約するとともに限

られた数の職員一人ひとりの資質や専門性を高めていかなければなりません。このことから一

定の業務を本庁に集約することが必要であると考えております。 

 また、本庁におきましてもさらに事務事業の見直しや効率化を進めながら、さまざまな地域

課題に柔軟に対応できる組織づくりを進めなければならないと考えております。 

 次に本庁への職員の集中は机上の空論となりがちで、計画が空回りして非効率な行政になる

のではについてですが、本庁へ業務を移管することで本庁職員が積極的に各地域や現場の状況

を把握しながら総合的な判断と適切な対応をしなければなりません。このことから本庁職員が

迅速で柔軟な対応ができるような体制を強化しながら、効率的・効果的な行政運営を目指して

まいりたいと考えております。 

 次に信頼される支所、充実した支所づくりがまちづくり・地域づくりのカギだと思うとのご

指摘ですが、まちづくり・地域づくりを進める上で住民が主体となる良好な地域コミュニティ

の形成は非常に重要であると認識しております。このことから支所の取り扱い業務が一部縮小

いたしますが、行政区をはじめとする地域コミュニティに関する業務は引き続き支所に存続す

るとともに地域の皆さまからのさまざまな相談に対応し、サポートできる体制を整え信頼され

る支所となるよう努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今、地方分権等によって本庁の業務が増えているというわけなんですけども、だから３００数

十名という規模、これは大変、ほかの自治体に比べても大きいわけですよね。この点について

はどう考えますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ３２２名という数字、多いかどうかということでございますけども、どこの自治体に比べて

かというようなことでちょっと私ども計り知れませんけども、私どものほうでは今、業務量等

から考えましてもこの人数でも厳しいのかなというような認識でおります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 続けて質問します。 

 住民同士の付き合いが今、大変薄くなってきて、時代の流れでしょうか、市民の孤立化が進

む一方、少子高齢社会、大災害の危機の増大などは合併のころと比べても新たなコミュニティ

の強化を求めております。支所がそのカギを握っていると思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 おっしゃるとおり地域との関わりを持つには支所が最前線でおりますから、それは非常に重

要だというふうには認識しております。しかしながら行政改革等もございます。限られた職員

の数で効率的に仕事をしなければいけないということもございますので、そのへんで検討して

皆さまにお示ししたような事柄になっております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 シニアカーで福祉の申請や原戸籍を取りに来た人に支所職員は本庁に行ってください、こん

なこと言えますか、お聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 私どももいろんな証明を、官庁ではございませんけども一般のところへも行くこともござい

ます。そうした折の対応の仕方、そういう、行ってくださいよというようなことだけで済ます

ということはできないというふうには感じております。ですけども今、私どもで考えておりま

す支所の対応につきましては、できる限り親切丁寧に市民の方には対処するということで考え

ておりますし、あくまでも証明とかそういうものにつきましても取れるような状態でおります

ので、その点についてはそんなに心配することはないというように考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 親切丁寧に本庁へ行ってくださいと。次に民生委員の方は大変ご苦労をいただいております。

いろいろと難しいケース、日々ぶち当たっております。そのとき、地域の実情も知らない本庁

職員に相談しても頼りない、合併前のように地域や人を知り尽くした保健師や民生担当の職員

がいれば血の通った対策が取れます。そうあるべきではないでしょうか。よいところは引き継

がなければならないと思います。どうでしょう。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 特にですね、民生委員さんにつきましては地域のですね、福祉の部分でご活躍をいただいて

おりまして、地域のそういった実情を把握しているという中で対応いただいているわけですけ

ども、この民生委員さんの業務につきましては、これまでどおりですね、支所にそういった業

務が残りますので、支所でもそういったご相談に十分対応できるような体制、また難しいケー

スはですね、本庁の中であらゆる施策を総合的にですね、判断しながらそういった方に対応し

ていくということも必要になるとは思いますけども、相談窓口としての支所機能というのは維

持していきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 地縁団体、市では行政区と呼んでおりますが、これは市とは別の組織でありながらコミュニ

ティと市政に最も貢献している組織でございます。特に区長さんをはじめ区役員のご苦労は大

変なものです。ところで本庁で各行政区の課題や特徴など丸ごと理解することができますか。

それができなかったら行政と行政区の協力・協働は薄っぺらなものになってしまうと思います

がいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 行政区をはじめといたします地縁団体等の関係につきましては、先ほど来、議員ご指摘のと

おりですね、この地域コミュニティの重要性というものは市といたしましても十分認識してお

りますので、そういった地域コミュニティに関するような業務につきましては支所の中でです

ね、しっかり対応できるような体制は維持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（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 地縁団体を行政の下部組織のように期待している行政区長等設置規定、これを廃止し区長会

等と協力・協働の協定を結ぶことを提案するがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 各区の行政区につきましては、決して私どものそういう下部組織というような認識はござい

ません。行政と各自治体、市民の方々、共に協働して生きていかなければなりませんので決し

てそのような考えはございませんし、各区区長さんをはじめそういうものがなければ私どもの

仕事もまわってはいきません。ですので、今のところ今の状態を維持しながら協働して市政の

運営のほうに当たるというような考えでおります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 もう一度、規定読み直してください。次にかつて八代町では保健師が社協と協力してさまざ

まなケース、特に困難なケースと格闘してきました。その活動を知る多くの町民、婦人が保健

師や社協の呼びかけに応えてかつてない規模、ボランティアを生み出しました。その過程で障

害になったのは「なんでうちのことをほっぽらかして外へ出掛けるで」という旦那や姑だった

ということでございます。そこで委嘱状を出すことにした。町からも期待されているんだと、

家族からも認められボランティアに出やすくなったということであります。現場で格闘し人的

支援のあり場所、地域の特徴など丸ごと知っているからこそ気づいた知恵ではないかと思いま
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す。こうした例は八代町に限らず境川の健康づくり、交通弱者の足の確保、あるいは春日居の

福祉活動でも御坂町の障がい者福祉などの活動でも枚挙にいとまがございません。元官僚の市

長、元県幹部の副市長は末端のこうした笛吹地域の歴史を知らないかもしれません。もし知ら

なかったらよく勉強してください。現場でのこうした格闘が知恵を生み、計画をつくる際も生

きた計画になるとは思いませんか。その点、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 合併前のそういう八代町、それから境川村、状態も私も存じております。私、境川村の出身

ですから地域医療に関しましてとか、そういうバスの事業についても携わっておりました。そ

の時点といいますか、そういうときには非常に小さなまとまりでしたからきめ細やかなことも

できるという状態でございました。しかしながら平成１６年に大きくなって７万人の市になり、

母体も大きくなったということで、なかなかそれまで特色あった、平成１８年に芦川が入って

７つになりましたけども、７つが特色を持っていたことをそれぞれが取り寄せてやるというの

は非常に困難なことでございました。でありますけども、保健師の問題にいたしましても今、

保健福祉館のほうへ集中しておりますけども、すぐに地域へ出て対応するということで地域担

当も定めておりますし、またほかの業務についてもそれぞれ地域担当を含めてすぐに対応でき

るように車等で出れば５分ですぐ現場へ到着できるというような状態をつくっておりますし、

特にこれからはそういう、今まであった地域の特色というものを取り入れながら進めていかな

ければならないとは考えておりますけども、今の進めております方針に沿って今後も進めたい

と思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 市の一体化ということで良いこともみんな駄目にしちゃうということだったと思います。私、

もう１つ分からないのがあります。例えばミズベリングに関して１０個の検討会を立ち上げま

した。１回の会議には準備連絡などに２人、会議に２人、まとめに２人ぐらい大体かかります。

１０個の検討会、それぞれ何回検討会を開き、延べ何人の職員が関わり、どのような成果を得

たのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 趣旨が所期のとは乖離していると思いますので、ほかの質問を願います。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 すみません、入っています。支所の充実、本庁のスリム化を求めるという流れでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それとですね、１０個の検討会議の開催状況というのはどういう部分で関連するんでしょう

か。 

 （「暫時休憩。」の声） 

 休憩願が出されましたので、暫時休憩といたします。 
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休憩  午前１１時１６分 

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

再開  午前１１時２２分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 先ほどの再質問、通告より乖離しておりましたので再度、再質問を行ってください。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 いきなりミズベリングという言葉が出たということで違和感を感じたということですが、本

庁の人材の活用の仕方、無駄で、これをスリム化できるのではないかという趣旨で質問したも

のでございます。お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 今、議員のほうでですね、本庁の人材の活用に無駄があるんではないかというご指摘でござ

いますけども、私ども、そういった認識は一切ございません。本庁のほうも効率的にですね、

職員を配置して効率的な業務を行っているというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私は全体が見えない、細分化されたテーマごとの１０個の検討会よりミズベリング観光活性

化検討会議を１つつくったほうがよっぽど生産的だと思っております。 

 次に労働時間調査というようなことは、やったことがあるかどうかということをお聞きした

いと思います。職員の企画時間、市民との接触時間、事務処理時間、業務人事等評価時間、会

議時間、移動時間等の調査・分析は行ったことがあるかどうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの質問の時間等についてでございますけども、時間外等についたり、あと一斉退庁

と申しまして１週間のうち木曜日は早く帰りなさいというような、そういう点の調査はしてお

りますけども、その他のものについて帰宅してからどんなふうに時間があるかとか、そのへん

の調査についてはしておりません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 市町村は住民に最も近い行政組織と言われながらも、私が職場で見た感覚では職員が住民と

接触している時間、その事務処理の時間、全職員総労働時間のほんのわずかなように見えます。

一度、調査・分析していただきたいがどうかお聞きします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 今ご提案いただきましたけども、それぞれ職員も勤務外、夕方帰ったあと、それから土曜日・

日曜日の休日等については地域で活動することも私どもも常日ごろから言っておりますので、

それらについては個々に対応しているというふうに考えますけども、そういう調査につきまし

てもどの程度必要なのかということも考え合わせなければなりませんので、今のところ私ども

のほうでは特に調査するというような予定はございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 答弁がちょっと違うような気がするんですけども、労働時間、働いている時間の内訳の分析

をどうかということです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 普段の事務の時間等につきましては、把握はしております。個々に、じゃあ何分だ何分だと

いうようなことまでは今のところ調査はございませんけども、職員それぞれ勤務時間のうちに

はしっかり仕事をしているということで把握しております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 質問に答えていないんですけども次にいきます。 

 行政組織、すなわち支所と本庁のあり方は市民、笛吹市の最大の基本問題です。区長会、民

生委員会、老人クラブなどの意見を聞くべきだと思います。特に市長さんは昨日の質問でもい

つでも部屋に来てくださいという話ですけども、やはりそういうところに出向いてですね、や

はり意見をしっかり聞かせてくださいということをしていただきたいと思います。この問題は

合併協定にかかわる問題です。地域審議会に正式に諮問すべきことだと思います。明確な答弁

をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 今ですね、ちょうど各地区の区長会、あるいは地域審議会の皆さんに、諮問ではないんです

けども、ご意見を伺っている、今ちょうど半ばのところなんですけども、やはりそういった中

でもこの支所、業務の見直しという部分ではいろんなご意見をいただいています。ですのでそ

ういったご意見をいただく中で、２９年度の特に移管につきましては、今後ですね、検討する

中で改善できるところは改善していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 行財政改革大綱を金科玉条として一路を、支所縮小路線を突っ走っているんじゃないかとい

う私、感じがします。そこでぜひお願いしたいのです。別な道、地域に寄り添う総合支所の充

実、公共施設再編との関連ではその支所を市民活動のセンター、公民館などに併設する。一方、

本庁は集中して効率化が図れる設計部門や、それから統括機能に特化してスリム化を行う。こ

うした別の道もしっかり検討に入れていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 今、議員からですね、ご提案のありました総合支所、あるいは公民館との併設したような支

所ということでございますけども、今後ですね、公共施設の再配置計画等々の検討に合わせま

して、今後のですね、支所のあり方というものは検討をさらにですね、進めていかなければな

らないというふうに考えております。 

 ただ、この公民館との併設というのは先進地の事例なんかもですね、研究してまいっている

わけですけども、旧来、昭和の大合併のころからですね、そういった支所と公民館を併設した

という長い歴史の中でそういった体制をとっているという自治体があるというのも承知してお

ります。ですので、そういったしっかりした公民館というものの位置づけのですね、土壌がしっ

かりしたような自治体についてはそういったことも可能とは思いますけども、今の本市の状況

の中では公民館との併設という部分はですね、さらに検討をしなければちょっと難しい部分も

あると考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今までの、なんですか、行革大綱にこう決められているからということで脇目ふらずに、ほ

かのことは一切考えないということはやめてもらって柔軟に、そして本当に地域の発展、町の

発展になるような行政組織、それから住民と本当に血の通う行政組織、こういうものをやって

いくということでお願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺正秀君の一般質問を終了します。 

 引き続き関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ただいまの渡辺議員の２つ目の支所の充実、本庁のスリム化を求めるということについて関

連質問を行います。 

 渡辺議員の質問の中で、石和関係の業務を各部課から独立させて石和の総合支所を設置する、
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そういう考え方はなかったかということについて、明確な答弁がなかったので関連質問したい

と思います。 

 合併以来、支所がないのは石和町だけであります。単に支所が窓口業務の仕事だけをすると

いう支所でしたら、本庁がありますのでなんの不便や問題もなく、そういうことを感じないで

石和町民、過ごしてきたわけですけども、しかし石和町の地域の実情をしっかりとつかんで、

町内の市民とかそれから町内の行政区と協力・協働していろんなことを進める。そういう部署

がないわけです。そういう意味では、よく考えてみますと石和町民にとっては大きな損失、不

幸な面があったというふうに思いますけども、この石和町に支所がなかったということから起

きる問題点なんかはどういうふうに認識しているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 石和支所の問題ですけども、私どもはですね、石和については地理的な要因ですけども、本

庁が石和町地内にあるという中でその支所的な業務も含めて、その本庁の中で対応していると

いうふうに認識しております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 たしかに窓口業務だけだったら、なんの問題もないんです。例えばですね、石和町というと

ころはさまざまな意味で旧の町村と違って、格差が大きいところだというふうに考えています。

そういうところでですね、本当にいろんな問題が抱えている市民格差の大きいところの市民、

というところのきめ細かな対応が私は必要だったんではないかというふうに思います。そうい

う意味ではどうでしょうか。支所がないということについて。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 例えば私、総務課に所属しておりますけど、私ども総務課においてですね、石和町の区長会

の事務局を担っております。そうした中で石和町独自のといいますか、そういった課題に対し

ては十分に、十分と言えるかどうか分かりませんけども、対応をしっかりしているというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 １カ所のところで丸ごと石和町のことを考える、対応する部署がないということです。みん

なバラバラなんですよ。例えば成人式だったら生涯学習課であるとか、行政区のことは総務部

であるとか、そういうふうにバラバラで対応しているので丸ごと考える、石和町のことを丸ご

と考える部署がないということです。そういう意味では、石和町民にとって大きな損失ではな
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いかというふうに私は考えているわけです。例えばね、各支所では市民と支所が協力して、そ

して今まで旧町村でずっと続けてきたお祭りとか、あるいは運動会とか体育会とか、それを引

き続き支所と市民が協力して実施する中でやっぱり旧町民のつながり、コミュニティをあまり

壊さずにやってきた、合併後もやってきたこの間だったというふうに思います。石和町にはそ

れがありません。そこを考えてくれる部署がないわけですよね。やっぱりほかの旧町村と違っ

て、石和町というところはいろんな意味で都市化が進んでいるところでありまして、最も進ん

でいるところだと私は思います。やっぱりほかの旧町村とまったく同じというふうにはいきま

せんけども、やっぱりほかの旧町村のような、やっぱり全市民参加型のそういうコミュニティ

づくりが必要だというふうに私は、特に石和町では必要だというふうに考えています。そうい

う意味でもやっぱり支所が必要だというふうに思います。 

 例えば今まで旧町村でやってきたような全市民参加型、旧石和町民全市民参加型のやっぱり

そのコミュニティづくりというふうなことなんかは、これからどういうふうに考えていくのか

ということと、そういうことがないということについてはね、私はうんと石和町民は損失をし

ていると思うし、不幸な立場にあるというふうに考えています。そういうことではどうでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 石和町地域につきましては、お祭り等につきましてはもうすでに市のお祭りとして大きな開

催等もございます。あとスポーツ面にいたしましても、そのほかの面にいたしましてもそれぞ

れ関係していた団体との事柄もございます。私の予想ですけども、合併する際にそれぞれこれ

からどうするんだということで議論がなされたんではないかと思っております。そういうこと

で取り止めになったものもあるんではないかと思います。他の地域については、このまま地域

でもしましょうよというような結論になったところもあるかと思います。石和につきましては、

地域コミュニティというのは非常に私自身も取りづらいというふうには考えております。です

けども、本庁の職員自体がそれぞれ石和の地域のためにいろんな事業、それから仕掛け等も考

えている最中でございます。お祭りにいたしましても、また生涯学習の中での学習会、それか

ら市民活動支援課のコミュニティづくり等についてもそうですけども、それぞれが石和の中の

ためにもいろんなものを考えておりますので、今、これからどうするんだというようなことも

１つの課題とは思いますけども現状のところを進めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いろいろ議論してもなかなかかみ合わないので、とても残念ですけども、だからいろいろこ

の問題だったらあそこの部署、このことだったら例えば違う部署というふうに、みんな石和の

ことを対応するところはみんなバラバラでまとまりがないということです。だからそういうこ

とでは支所があれば丸ごと石和のことが、丸ごとつかみ、丸ごと対応できるそういう支所があ

ればもっと違った石和のつくり方ができたんではないかなというふうに思うので、ぜひ支所を

設けてほしいという、そういう要望です。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 要望でよろしいですね。 

 （はい。の声） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 議長の許可をいただきましたので、通告に基づいて一般質問をさせていただきます。 

 昨日の代表質問でいろいろ議論されましたけれども、子どもの貧困対策についてお伺いいた

します。 

 子どもの貧困は子どもの将来に大きな影響を及ぼしますが、子ども本人だけではなく社会全

体にとっても大きな損失をもたらします。貧困によって満足な教育が受けられず、進学や就職

のチャンスを広げなければ、生まれ育った家庭と同様に困窮に直面する貧困の連鎖が繰り返さ

れます。公明党は生まれ育った環境で将来が左右されてはならないと、国においても子どもの

貧困対策推進法の成立をリードし、現在ひとり親の就労支援や児童扶養手当などの拡充など貧

困の連鎖解消に取り組んでおります。国においては子どもの貧困対策に対する大綱が制定され、

山梨県としても国の大綱を勘案し、子どもの貧困対策を総合的に支援するため、推進するため

やまなし子ども貧困対策推進計画の概要が出されました。笛吹市においても本格的な貧困対策

に取り組み着手すべきと考えますが、市として子どもの貧困対策をどのように捉え取り組もう

としているのか、以下の点について伺います。 

 １．子どもの貧困の実態把握するためには、関連機関との連携を図ることが重要と思います

が市の考えを伺います。 

 ２．笛吹市の生活保護世帯に属する高校進学率を伺います。 

 ３．山梨県は子どもの貧困を解消するために策定する計画の素案を示しましたが、笛吹市と

して子どもの貧困に資する推進計画などの策定についての見解を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに子どもの貧困の実態把握や関連機関との連携についてですが、子どもの貧困対策に

つきましては、本市にとっても重要な課題であると認識をしております。 

 また、貧困対策には社会福祉協議会やＮＰＯ法人など民間支援団体の支援をより実効性のあ

るものとするために連携をしていく必要があります。さらに民間支援団体同士の連携や協働、

地域社会の理解と協力等、社会全体で支え合う体制をつくっていかなくてはなりません。 

 庁内においても単独の課で子どもの貧困対策をしていくことは困難でありますので、部局を

超えた横断的連携を行うとともに各担当部署で関係団体との連携を強化してまいります。 

 実態把握につきましては、子どもの貧困対策に関する各事業におきまして実態の把握に努め

ております。 

 今後も庁内の横断的連携を強化する中で情報交換を密に行ってまいりたいと考えています。 
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 次に本市における生活保護世帯の高校進学率についてですが、現在、高等学校の学齢期にお

ける世帯員の進学率は１００％となっております。 

 次に笛吹市として子どもの貧困に資する推進計画策定の見解についてですが、現在、山梨県

において、やまなし子ども貧困対策推進計画を策定中であります。当面、本市といたしまして

は庁内や民間支援団体との連携を強化し、各施策を着実に実施してまいりたいと考えておりま

す。市の推進計画につきましては県計画策定後、その必要性を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 何点か再質問をさせていただきます。 

 先日、貧困対策に対する全庁的に取り組んでいる足立区の話を伺いました。足立区では「未

来へつなぐ足立プロジェクト」と題して貧困対策本部を設置し、平成２７年度から５年間の実

施計画を立てておりました。貧困対策に特効薬はない、だから自治体としてできる救う・予防

する・連鎖を断つを主眼に置き特に貧困の連鎖というのは貧困それ自体よりもむしろ親、子、

孫と世代が代わっても貧困状態から脱却できないところが根深い問題であると言われました。

切れ目のない支援をしたいと全庁をあげての取り組みを強化しておりました。 

 まず貧困の連鎖を断ち切るために生き抜く力を身に付けることとして、学校をプラットホー

ムと位置づけ、自分の能力、可能性を伸ばし夢に挑戦できるよう見えない学力の育成をしてお

りましたけれども、そこでお伺いいたしますが笛吹市として切れ目のない学習支援をされてい

るのかどうか、具体的な事業や学校での取り組みを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 川村議員の再質問にお答えをいたします。 

 切れ目のない支援ということになるかどうか分かりませんけれども、いくつか市の教育委員

会として取り組んでいる事例について申し上げます。 

 貧困家庭に限らず、例えば中学生対象の土曜日の学びの広場ということで希望者を御坂の環

境改善センターに来てもらって、学校の教職員ＯＢが学習支援をしているというふうなことも

１点ございます。 

 それから各校におきましては、特に日常的に学習の遅れのある子ども、あるいは希望する子

どもに教職員が放課後指導しているというふうなこともありますし、またテスト期間中に子ど

もたちがその期間は部活動が停止になりますので、先生方が呼びかけて希望者は残って学習の

遅れとか分からないところを教えてやるので勉強していきなさいとか、あるいは学習の遅れが

ちな子どもに対しましてですね、声掛けをして学習を促しているというふうなことをやってお

りますが、今後、貧困というふうなことと関連するかどうか、このへんは非常に難しいわけで

ありますが、各校とも連携を取っていきながらより有効な手立てを考えていきたいというふう

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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 さまざまな角度から学習支援を行っているということは分かりました。その中で先日、ひと

り親家庭の方にお話を伺いました。正直、食べていくのが精いっぱいで、なかなか子どもに塾

を行かせてあげる状況ではないと、余裕がないという話も伺いました。その中でね、その方が

言うには、先ほど教育部長からもありましたけども土曜日の御坂の学校教室がありますけども、

なかなか一宮からでは自転車をこいでいくには厳しいと。またそのお母さんが言うには、先ほ

ど教育長の話もありましたけども、テスト前には部活が５日間ほど休部になるそうです。ぜひ

そのときを利用して父兄にも呼びかけていただいて、子どもたちだけじゃなくて父兄のおかあ

さんたちにもこういう支援をしますよということを呼びかけていただいて、また親のほうから

背中を押して、その５日間なんとか塾に通えない子、学力的にちょっと教えてもらいたい子は

たくさんいると思いますので、さらにそこに力を入れていただきたいということがその方の要

望でした。その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 ２つ質問があったと思いますが、まずはかつてはですね、私も関わった経験があるんですが、

市内３カ所で土曜学びの広場ということを実施をしたわけでありますが、１教科やるのに、例

えば英語であれば２人の先生が必要だと。３学年ですから６名と。３会場ですと１８名の指導

者がいるというようなことで、学生などにもお願いをしながらやってきたんですが、指導者の

確保というふうなことが大変難しいというふうなこともありまして、今は１カ所でやっている

んですが、また実施してくれている団体等にもお願いをして、それが拡大できるかどうか、ま

た検討をしてまいりたいというふうに思います。 

 それから２点目のテスト期間中のことでありますが、これは今も、先ほども申し上げました

ように各学校で呼びかけをしながら実施をしているという報告は受けておりますが、今ご指摘

のように多く、また家庭にも呼びかけをしながらそういったことに取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。そのひとり親家庭の方にアンケートの集計が出ておりまし

たけども、やっぱり教育進学に悩んでいるというお母さん方、お父さん方が多かったです。そ

ういった意味では塾に通えない子の学力にちょっと思うことが、子たちが本当に勉強が好きに

なる、学校が楽しくなる、学校に行きたくなるというような形の学習支援をお願いしたいと思っ

ております。 

 それから相談体制についてなんですが、スクールソーシャルワーカーの活用についての質問

をしたいと思います。 
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 国は今後５年間で１０倍の１万人に増やすという方針が出されました。スクールソーシャル

ワーカーは社会福祉士などの資格を持ち、福祉の専門家です。いじめや不登校などの問題を抱

えている子どもや親からの虐待が疑われる子どもなどについて、校長先生から依頼を受けて家

庭の状況を調査したり、いろんな相談所とか警察に協力して解決策を考えております。そういっ

た専門家であるスクールソーシャルワーカーを笛吹市にもぜひ設置していただきたいと思いま

すけども、今後の見通しについて前向きな答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スクールソーシャルワーカーにつきましては、山梨県で何名か設置しているわけです。その

うち峡東管内、峡東教育事務所に２名が設置をされているというような状況で笛吹市と、それ

から山梨、甲州ということで１人ずつということでいると思います。 

 勤務状況についてはフルタイムの勤務ではなくて週３時間、１日３時間で４日とかそういっ

た勤務体系ですので、そういった限られた時間の中でいろいろな問題等に対処していくのは非

常に厳しい状況ではないかなというふうに思っていますので、今後県のほうでもそういった増

員をしていただければありがたいと思いますし、市のほうでも交付金等が活用できるのであれ

ばそのへんは検討をしていく必要があるのかな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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ笛吹市でも貧困だけでなくて、その問題を抱える方はいろんな分野での問題を抱えてい

る児童が多いと思いますので、ぜひ専門家であるスクールソーシャルワーカーの設置を交付金

を使って調べていただいて設置をお願いしたいと思います。 

 それから先ほど保護世帯の高校進学率が１００％と伺いました。国においてはかなり低い状

況の中でありますが、笛吹市では１００％という状況ですけども、その内容を少し教えていた

だきたいと思いますが。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 お答えします。 

 現在、高校生の学齢のお子さんがですね、市内には４名ほどいらっしゃいます。その中の内

訳としましては、どこどこ高校とは言えませんけども全日制の高校、それから定時制、または

通信制のですね、高校等をですね、そういったところに就学しながらなっているというような

状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 分かりました。それから先日の新聞では、国では生活保護を受けている家庭の子どもの高校

中退率が５．３％で、一般の世帯の中退率よりも３．５倍に値するというふうな報告がありま
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したけども、笛吹市の実態が分かりましたら伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 中退はですね、現在のところございません。ただ生活保護上、その世帯がですね、生活保護

が廃止になったというような状況のケースがございまして、そういったときに制度から外れた、

そういった方がいらっしゃいます。そんなような状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから子どもの貧困問題は多面的な、複合的な面を持っておりまして、経済的な問題のほ

か仕事、家庭、健康など寄せられるさまざまな相談に関する情報をつなげていくためにも担当

職員の方、また先生方の関わりが重要だと考えますが、そこでお伺いいたしますけども、相談

体制の連携強化についてどういった相談体制になっているのか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 相談体制の連携についてということでございますけども、例えば学校の関係につきましては

昨日、亀山議員の質問の中でもちょっと触れましたけども、学校のほうで家庭訪問ですとか給

食費の滞納の状況ですとか、また家庭状況調査等を行う中でその子どもたちのそういった生活

状況の把握等をする中で、問題というか、そういった課題等があるのであれば福祉関係の部署

への相談をしたりとかですね、教育委員会の教育相談室のほうとも連携をしたりとか、先ほど

の県のスクールソーシャルワーカーですか、そういったものを活用しながら改善に努めていっ

たような状況で連携に努めているというようなところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それからですね、昨日の質問の中にもありましたけれども、やっぱり実態を把握しなければ

その人に合った支援はできないと思うんですけれども、今後、先ほどの部長の答弁にありまし

たけども、子どもの貧困対策に関する各事業において実態の把握に努めているって、今後も横

断的に連携を強化し情報を密にしていくということでしたけれども、現段階の実態の把握はど

のように進められているのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 先ほどの答弁でも少し触れたわけですけども、学校や保育園等においてその子どもたちの生

活状況を把握するといったことが主な実態把握の状況だと思います。学校においては、先ほど

言ったように家庭訪問、それから家庭状況調査、それから給食費等の滞納状況等を見ながら何

か子どもに心配な面が感じられれば相談を受けたりとか、相談を求めたりといったことをして
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います。また準要保護の就学援助等のチラシを全家庭にお配りする中で申請があがってくれば、

その家のいわゆる状況がある程度は把握できるということで、１００％申請があがってくれば

おそらく実態は１００％近くつかめるということでありますけども、そのへんはすべての家庭

から、対象になる家庭からあがってきているかどうかということはちょっと分かりません。で

すので、ほかにもいろいろな方法があるかと思いますので、できるだけ実態の把握がつかめる

ように今後また努めていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ実態調査をしていただいて、把握していただく中での施策に結び付けていただきたいと

思います。 

 それから今年度から、昨日も代表質問のほうでありましたけども、今年度から生活困窮者自

立支援事業の中で、子どもの学習支援事業を行いますと具体的な説明がありましたけども、昨

日の答弁の中でもっと詳しくお知らせしたいというか伺いたいと思いますが、何かありますで

しょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 議員のおっしゃるとおり生活困窮者自立支援事業の中に任意事業として２８年度、来年度か

ら子どもの学習支援事業を実施してまいります。この事業を進めるにあたりましては当然、こ

の事業の実施要綱等を定める中で進めていくわけでございますが、まず対象者でございますが、

来年度につきましては、生活保護を受給している世帯の中の子どもと、それから保護者を対象

としております。というのはですね、子どものほうには学習支援をしていくと。それから保護

者のほうについてはですね、養育の支援を併せて行っていくということでございます。当然、

学習をする、そういった家庭内での環境をしっかりつくるということもその事業を進める上で

はですね、大変重要な部分だと思って考えておりますので、そういった部分では担当しており

ますケースワーカーもですね、その学習の支援員と連携を取りながら進めていくというところ

でございます。 

 具体的な事業内容でございますが、高等学校への進学等を目的とした子どもさんをですね、

個別の学習指導を行っていくということですので、中学生を対象にしたところで個別に訪問を

して、そしてその中で学習支援をしていくということでございます。 

 具体的には、週一度ぐらいの１時間から２時間程度の中で行っていくということでございま

すが年間を通して行っていくということです。ですから年間４８回ぐらいの支援を行っていく

ということでございます。個人の負担については、これは無料で行っていくということです。 

 それから、あとはこの事業を進める上では委託を行っていくわけでございますが、その委託

先としましては学習、生活支援のコーディネーターをできる方、それから学習支援、これは教

職員の免許等を持っている方、それからあとは学生ボランティア、教員を目指しているような

そういった学生をですね、協力いただきながら、そういった機関へですね、委託をして進めて

いくというような状況でございます。 
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 ただ、生活保護世帯ということが前提になっているわけでございますが、途中、自立等がさ

れてですね、生活保護の廃止、または停止があった場合でもですね、これは年間を通してその

後もですね、支援をしていくというような事業になっております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 新しい事業として私は大きな一歩だと思っております。そういった中で、なかなかそこに入

り込むというところが今後、関係をつくっていく、入り込んでいくというところでは非常にご

苦労されると思っておりますけども、実施するにあたっての課題はなんというふうに捉えてい

るでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 まず最初にこの事業はですね、そのお子さん、または世帯に対して押し付ける事業ではない

ということです。ですからこの制度の内容についてですね、十分説明をしてそして本人、それ

から保護者の方のご理解をいただくということが大前提になるということ。それから先ほども

ちょっとお話をさせていただきましたように生活支援のケースワーカーがですね、核になりま

して学習支援をする先生、あるいはですね、学校等のですね、連携、情報の共有という部分を

ですね、進めていく、包括的な支援をしていかなければならないということが求められると思

いますので、そのへんの調整についてはですね、これからの検討課題になっていくというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ大きく一歩、前進するような事業になることを期待しております。それから先ほどの答

弁の中で市の推進計画については県の計画策定後、その必要性を見て検討するということがあ

りました。特にこの貧困問題に関する内容は、各部局横断的に関わっていかないとなかなか１つ

の課では解決できない１つの施策だと思うんですけども、そういった意味でも推進計画をきちっ

と立てて、計画を立てるということはいろんな部署での話し合いをされると思うんですね。そ

ういった意味ではきちっと推進計画を立てて、目標を決めて検証していくということが大事に

なると思いますけども、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 計画については、現在の段階では県で示されている推進計画に基づいて市では各担当部署と

の連携、関係団体との連携を取りながら進めていこうとしているわけでございます。ただ、答

弁したとおり市でも定めていかなければならない、そういった必要性をこれから考えながら計

画策定についても今後検討はしてまいりたいというふうに思います。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ必要性を感じて経済的には貧困であっても心は貧困にならないぞと、そういった施策を

期待して次の質問に移ります。 

 次に子育て応援支援アプリについて伺います。 

 平成２７年度から子ども・子育て支援新制度がスタートしたことに伴い、保育をはじめとす

るさまざまな子育て支援に関する情報提供や相談、助言等を行う利用者支援事業の実施が各自

治体に求められたことがきっかけとなり、各自治体が独自の支援事業を検討する、展開するよ

うになりました。そのような中、東京都世田谷区では子育て世代に広く普及しているスマート

フォンを活用した支援事業を行っており、注目を集めております。 

 多様化する子育て家庭のニーズに沿った情報を提供するためのツールの１つとして世田谷子

育て応援アプリを公開しております。核家族化やひとり親世帯の増加、地域のつながりの希薄

化などにより保護者が孤立しがちであることから、出産や子育てに対する不安や負担は決して

軽くはありません。そこで子育て世代の多くが利用しているスマートフォンで、時間や場所に

とらわれず気軽に子育て支援に関する情報を取得できるようにすることで、子育て世代の不安

感や負担の軽減などを図ることができるアプリが有効であると考えます。 

 子育て家庭を対象とした支援情報を提供するアプリの導入について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 ２問目の答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 子育て応援アプリについてでありますが、ご指摘のとおり現在の子育て世代にはスマートフォ

ン等を活用したアプリによるプッシュ型といわれる情報配信が有効であるというふうに考えて

おります。 

 そこで本市においては、妊娠・出産・育児の子育ての情報は現状では多くの窓口でそれぞれ

情報提供を行ったり、紙ベースによる通知等で提供しておりますけれども、昨年初版を作成を

いたしました笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、若者・女性等の活動推進策と

して地域子育て情報のクラウド化に取り組み、より多くの情報をいつでもどこでもキャッチで

きるように情報提供・活用ツールの構築を進めておるところでございます。 

 このシステムは行政からの情報はもちろん、子育て支援に関わっていただいているＮＰＯ法

人や医療機関などからの情報配信も計画しております。 

 また個別の子育て支援につながるよう母子健康手帳のシステムツール化、いわゆる電子化を

行い子育てにおける不安に対して迅速にアドバイスができるよう支援システムを全国に先駆け

て考えているところでございます。 

 子育て支援アプリでは本人の意向に沿った情報配信がされるため、より子育てへの関心を高

めることができ、情報共有や支援窓口へのつなぎがしやすくなるなど、子育て負担の軽減が図

れるものと考えております。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 前向きな答弁をいただいたんですが、新規事業に取り組もうとしている中にアプリの導入は

あると理解していいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど答弁いたしましたようにまち・ひと・しごとの総合戦略の中で取り組みます。国の先

行型の交付金を受けて、今年度すでに開発に取り組んでおるところです。また本議会で補正を

お願いしております加速化交付金も活用できるということになりましたら、その活用の方向で

今、それをバージョンアップといいますか、膨らませてアプリ化まで取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。私もこの年、１年間、愛育班として地域のお母さんたちと何人か

接した中で本当に固定電話がない状況の中で子育てをしているんですね。スマホの利用率も２０代

の方で９４％、３０代では８２％のが、若年層に圧倒的にスマホが利用している中で情報はいっ

ぱい受けることができるけれども、なかなか正しい情報ばっかりとは限らない中でやっぱり笛

吹市として正しい子育ての情報をいつでもキャッチできるようなアプリにしていただきたいと

思っております。その中で世田谷のアプリというのは、子育て支援情報の手続きなどを閲覧で

きる子育て支援ナビゲーション機能、また遊び場や保育施設、おむつ替えができる施設などの

検索できる施設マップ機能、保育施設の空き情報検索ができる機能、生年月日を登録するだけ

で健康診断や予防接種の時期をお知らせできるお知らせ配信機能、保育サービスの利用や在宅

での子育てをサポートするさまざまな機能がアップされているようですけれども、今後笛吹市

においては今後、検討されると思いますがどのようなアプリを導入するのかお尋ねします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 アプリでございますけれども、アプリそのものをつくるということを目的としているわけで

はなくて、その前に情報のクラウド化ということで支援をしていくための関係者、保育関係で

あるとか子育て関係、あるいは医療機関、あるいは教育機関等々、子育てに関わる支援をして

いく方々に情報を一元化しながら、支援をスムーズにしていくということをこのクラウド化で

まず考えているところです。その部分については今年度、その取り組みを行っていると。それ

に加えまして、議員のほうでご紹介いただいたような情報配信をより、プッシュ型という形で
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アプリを使って正しい情報、正確な情報をいろんなところから取れる、あるいは自動的に送信

していただいて閲覧できるというふうなものにしていくという考えでございます。 

 アプリの中身につきましては今、世田谷のものをご紹介いただいたわけですが、これから具

体的なものはしていくんですが、保護者の方々が興味を持ちやすいもの、現時点ではアプリの

前提となるシステムの情報化のところでは、電子母子手帳というふうなものを想定をしながら

成長記録を入れてこの支援がしやすくするというところから、今度は興味を持ってもらったら

そこからいろんなものが、先ほど言われた施設の情報であるとか利用情報であるとかというふ

うなものをアプリとして加えていくということの、具体的な中身の検討はこれからになります

けれども、世田谷等のものを参考にさせていただきながら、うちとすれば支援情報とアプリと

を一体化させた進んだものにし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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 自分が質問していて、時代は変わったなというふうにつくづく思いますけども今の若者にとっ

ての最大の支援だったり、情報を得るためにはこのシステムは欠かせない事業ではないかなと

いうふうに思います。 

 そういった中で今、全国的に発達障がい児の増加がみられるということで学校のほうでも大

変、なかなか支援体制だったり医療機関につなげることができない中で今後国としても県に、

政令都市にそういった医師の研修を行っていくという情報もありますけども、笛吹市において

この制度を支援、新規事業を取り組むことによって発達障がい児に関する支援としてはどのよ

うなことが前に進むのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 発達障がいの取り組みにつきましては、現在も保健福祉部内の健康づくり課、児童課、保育

課と併せて教育委員会の相談室、教育委員会の各校の先生方との連携というのが非常に密にさ

れる様になってまいりました。これは健康づくり課で取り組んでおります５歳児健診、２児健

診のところから早期に発見をしてそれを発達障がいの認識というか、地域を共有化した仲間の

学校の先生や保育園の先生、あるいは支援機関と共有しながら、発見からお母さんの支援をス

ムーズにやっていこうという取り組みでございまして、これが今回のアプリの先ほど言いまし

た支援クラウド化の中で情報を共有することによりまして、さらに密な連携を取れるようになっ

ていくというふうに考えております。発達障がいだけではございませんけども、健康状態であ

るとか、あるいは暮らしぶり、生活の状況等についても情報が共有できることによりまして、

乳幼児のところから学歴までつながっていくという意味では、発達障がいのところはまさにこ

のシステムが生きてくるところではないか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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 新規事業が子育て支援にとって、お母さん方にとってより多く、一歩前進のできるように、

事業になることを期待しまして一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で川村惠子君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 川村惠子議員の関連質問をさせていただきます。 

 １番目の子どもの貧困対策の中で、このたび２８年度予算として生活困窮者自立支援事業と

いうことで学習支援事業を盛り込んでいただきました。昨年の９月、私も生活困窮者の対策と

いうことで質問をさせていただいた経緯もございました。中でその後ですね、生活困窮者とい

うのは生活保護に入る前の第２のセーフティネットということでございます。現状、どのぐら

いの相談者、また対応がなされているのかお伺いする中で、今、学習支援の中で今、把握され

ている未就学児、また小中学生等々の人数が分かりましたら教えていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 昨日も一部答弁の中でご紹介をいたしましたが、昨年度といいますか、今年度から始まりま

した生活困窮者自立支援に関する支援の情報につきまして、今年１月までの全体の相談件数は

延べで１１９件でございました。この中で１月末現在、５５名の方が実数としては対応したと

いうことでございます。すでに支援の終了をしておる方が２５名おりまして、この内訳といた

しましては生活保護受給に引き継いだ方が９人、また就労に引き継いだ方が９人、その他の機

関に引き継いだ方が１名、他方、ほかの給付等に引き続いた方が２名、また転出等が３名とい

うふうな状況でございます。それから死亡者が１名おりました。それから現在支援を継続して

いる方につきましては、１月末で３０名という状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 お子さんの年齢層の把握がもし分かれば教えていただければと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 生活困窮者の自立支援の相談の中でもですね、子どもの数というのは把握していないところ

でございますけども、現在、１月末での生活保護を受給している世帯での子どもの数をちょっ

と紹介させていただきますと、お子さんがいる世帯がですね、２０世帯ございます。そのうち

児童の数というのが３４名ということでございます。ただその中で就学児童、今言った児童の
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数というのは就学前の子もいるわけでございますが、実際に就学、学齢期にある就学児童の数

は２３名いる状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。おおむね２３名から３４名が今後対象になる可能性があるというこ

とでございます。現状でいきますと保健福祉部、また教育委員会、多岐にわたる中でですね、

今後支援が必要ではないかということが考えられます。先ほど川村議員も質問させていただい

ていると思うんですが、総合の見守り制度というんですかね、そういったものがやっぱり大事

になってくる。そういう部分では情報の共有化が必要になってくるんじゃないかと思われます。

ですので、この窓口としてですね、保健福祉部が窓口になるのか、生活援護課の担当が窓口に

なるのか、このへんのところはまたご協議いただく中でぜひこういった部分での連携をお願い

したいと思うんですが、その点についていかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 窓口ということで相談窓口としましては今、保健福祉部のところでは総合窓口課を図ってお

りまして、入り口でご相談をお受けしてそれぞれ直近の相談対応をしながら、また連携という

点では特に子どもの部分については児童課で相談を受けた場合、あるいは保育課で相談を受け

た場合、あるいは健康づくり課で乳幼児健診等で発見をされた場合につきましても、先ほど言

いましたように連携を取りながら支援をするということでございます。 

 ちなみに生活経済的な理由等とのことが発見された場合には、当然生活援護課の困窮者自立

支援の担当、または生活保護の担当に連絡をしながら一緒に相談を受けて対応していくという

体制を取っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。昨今の痛ましい子どもさんを巻き込んだ事故が、事件が多様してお

ります。ぜひそういった部分を含めて行政のですね、見守りも含めてお願いしたいということ

で、以上で質問を終わらせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分といたします。 
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休憩  午後１２時２６分 

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

再開  午後 １時２９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 

 はじめに地域包括ケアと医療介護連携について質問いたします。 

 改正介護保険法に基づき、介護保険料の改定や地域包括ケア体制の確立に向けた制度変更が

２７年４月から順次進められています。 

 「できる限り住み慣れた地域で、最期まで尊厳をもって自分らしい生活を送りながら人生の

最期を迎える」という多くの人々の願いを支えていくために、地域包括ケアシステムの構築が

喫緊の課題となっております。 

 そして在宅医療と介護の連携は、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業における在宅

医療・介護連携推進事業として位置づけられ、全国的に取り組みが進められることになりまし

た。 

 本市も高齢者福祉計画第６期介護保険事業計画、笛吹いきいきプランに基づいた取り組みが

進められており、総合戦略においても多世代包括ケアという観点から医療・介護の情報共有、

クラウドシステムの活用なども盛り込まれております。 

 以下、本市の具体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 平成２８年度は高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の２年目を迎えることになります

が初年度の重点施策、事業の進捗状況、ならびにその検証と今後の課題についてお示しくださ

い。 

 次に第７期において地域包括支援センターを市内３カ所に設置していく方針ですが、平成

３０年度からスムーズに運営していけるような準備、取り組みについて伺います。例えば現在

の地域包括支援センターを基幹センターとし、２カ所の増設を想定したブランチ機能の試行運

用といった準備期間を設けるなどの考えはあるでしょうか。 

 次に在宅医療・介護連携支援センター（仮称）の検討状況についてお聞かせください。 

 また医療・介護連携のためのコーディネーターのような人材の配置について検討されている

でしょうか、お伺いします。 

 次に地域包括ケア体制を構築していくための重要なポイントとなる多職種連携の場、地域ケ

ア会議、小地域ケア会議等の取り組み状況と今後における課題についてお尋ねいたします。 

 また生活支援コーディネーターの配置と具体的なコーディネーターの役割、人材育成の状況

についてお示しください。 

 最後に高齢者の地域包括ケアとともに、総合戦略で位置づけられている多世代包括ケアの取

り組みとして情報共有システムの導入が予定されており、今定例議会に追加補正も計上されて

おります。このシステムの活用にあたっての課題と現在活用されている医療介護連携シートと
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の役割分担、併用について、さらに家族も含めた情報共有による効果、子育て支援にも活用さ

れる情報共有システムの利活用の方法についてお伺いいたします。 

 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の２年目を迎えることになるが、初年度

の重点施策、事業の進捗状況、検証と今後の課題についてですが、重点施策４つほど掲げて計

画のほうはおります。この重点施策１の住み慣れた地域で暮らすための仕組みづくりでは地域

包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療と介護の連携を図るため多職種の参加により医師会

地域医療勉強会が定期的に開催されており、顔が見える関係づくりとともに意見交換が行われ

ているところでございます。 

 今後は顔の見える関係の上に、医療・介護連携を具体的に進めるツールとしてクラウドシス

テムを活用し行政と医療、介護関係者が相互に問題解決に取り組む協働の関係づくりにより施

策を推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 重点施策の２番目としまして、人生９０年時代を見据えた人づくり・環境づくりとしており

ますがシニアボランティアやいきいきサポーターを養成し、介護支援ボランティアポイント制

度の定着に取り組みました。今後は市民活動・ボランティアセンターなどと連携し、生きがい

や役割を持ち社会参加できる環境づくりに取り組んでまいります。 

 重点施策３の認知症の予防・対応ができる体制づくりでは平成２８年１月、今年度の１月に

認知症初期集中支援チームを設置し、医療や介護サービスへのつなぎを中心にした相談業務の

充実を図ったところです。今後も認知症予防から早期相談、診断、治療、ケアまでを一体のも

のとして体制を充実することに取り組んでまいります。 

 重点施策４の安心して暮らせる介護サービスの提供では、地域密着型サービスの整備計画に

基づき事業者の公募選定を行いました。また２８年４月から小規模の通所介護が地域密着型サー

ビスとなることから介護保険法に基づく実地指導などを通じ運営基準の指導徹底、利用者本意

のより質の高いサービスの提供など地域福祉を担う事業者として認識共有を行い、介護サービ

ス環境の整備に取り組んでいきたいと考えております。 

 なお、在宅医療・介護のクラウド化の中で介護サービス情報の発信をより積極的に行えるよ

うにしてまいります。 

 次にご質問の２番目ですが、第７期で地域包括支援センターを３カ所に設置していく方針だ

が平成３０年度からのスムーズな運営していけるよう準備、取り組みについてということです

が、地域包括支援センターの計画的な配置に向け、その方向性を探るべく市内の居宅介護支援

事業所に対し意向調査を実施しております。これを踏まえ、総合調整・基幹の役割を持つ地域

包括支援センターを設置するとともに、２カ所につきましては委託による設置を考えておりま

す。 

 準備段階として、平成２８年度から現在の包括支援センター内に３カ所の圏域を仮設定して

人員配置を行うとともに委託業者の選定を行い、平成２９年度には委託予定業者の職員を受け
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入れて移行がスムーズにできるよう、準備・機能強化に向けて取り組んでいるところでござい

ます。 

 次に在宅医療・介護連携センター（仮称）の検討状況についてですが、地域の在宅医療と介

護の連携を支援する相談窓口として地域の医療・介護関係者等から在宅医療、介護に関する相

談を行うというものでございますけれども現在、医師会、介護事業者との顔の見える関係づく

りを進めているところですので、センター設置の方向性についてもその中で協議を行う考えで

す。 

 次に医療・介護連携のためのコーディネーターのような人材の配置の検討についてですが、

医療・介護連携の強化を図るコーディネーターについては、在宅医療・介護連携支援センター

の協議と併せて検討してまいりたいと考えます。 

 次に多職種連携の場、地域ケア会議、小地域ケア会議などの取り組み状況と今後の課題につ

いてですが、ケア会議組織としては保健福祉部内に地域ケア中央会議を設置し、福祉総務課以

下６課、ならびに社会福祉協議会の関係職員により年数回開催しております。 

 また、地域ケア会議は地域包括支援センターが介護支援専門員からのケースを中心に毎月開

催しております。さらに市内７地域ごとに庁内関係課、社会福祉協議会の地域事務所の職員に

より地域づくりや処遇ケースの検討の実施も行っております。 

 小地域ケア会議は個別ケースに対して関わる多職種の関係者によりまして、課題解決に早期

に対応できる体制が構築されております。 

 今後、多種多様なケースへの対応が想定されることから市内の事業者、介護支援専門員など

とともに医療関係者との連携が求められていると考えているところです。 

 次に生活支援コーディネーターの配置、具体的なコーディネーターの役割、人材育成の状況

についてですが、生活支援コーディネーターは地域支えあい推進員として多様な主体による生

活支援・介護予防サービスが利用できるよう資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取り組み

のマッチングを地域で行うものとされています。 

 コーディネーター人材につきましては新たな人材を確保し、生活支援コーディネーター養成

研修等に参加していただき育成に努めたいと考えているところです。 

 次に多世代包括ケアの取り組みについてですが、多世代包括ケアの取り組みについては地域

包括ケアシステムを進める上で重要な在宅医療・介護の連携システムと子育て支援のための情

報連携システムを構築するという２つの視点を持ちつつ、相談支援の課題である世帯での情報

共有に目を向けた取り組みを進めているところです。 

 本市においては、紙ベースで情報共有を行っている医療介護連携シートや介護ノートがあり

ますが、これらの機能をシステム化することによって、より迅速かつ適切な患者・利用者情報

の共有が実現できると考えております。しかしながらシステムへの参加者である医療機関・介

護事業者、またご家族のインターネット環境がさまざまであるため、システムが取って代わる

というよりは併用して選択できるようにしながら普及・参加を進めていくこととなります。 

 一方、妊娠・出産・育児期の長期にわたる子育ての情報は、その多くが窓口での情報提供や

紙ベースによる通知等で行われております。いつでもどこでも情報をキャッチできるようにす

るために多くの方がお使いになっているスマートフォンなどの利用を可能とするとともに個別

の子育て相談支援ができるよう母子健康手帳のシステム化を導入してまいります。 

 双方のシステムともに当事者、家族を中心に置いた支援システムですので、個人情報の保護
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へのセキュリティをしっかり確保する中で、世帯としての情報活用ができるよう連携させてい

きたいと考えております。さらに離れている家族との情報共有も可能であるところから家族を

つなぐ効果も期待するところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは再質問をさせていただきます。 

 医療・介護の連携、これはこれから笛吹市も、笛吹市に限らず山梨県全体、この課題に向かっ

て取り組んでいかなければならないという中で結論的なことを言えば市民の、住民の、やはり

つながり、あるいは地域づくりへの意識というものがその成否のカギを握っているのではない

かなというふうに感じております。 

 いくら行政が旗を振っても市民、住民がそういう意識を持って地域を、自分たちの生活を守っ

ていくんだというところがなければ、これはなかなかうまくいかないんだろうなという側面も

あるのではないかなと思います。 

 具体的なその医療・介護の連携という部分でですね、県のほうでも現状の認識、あるいは課

題といったものを公表しています。特に笛吹市でも多職種連携、あるいはそういったカンファ

レンスの場を年に何回か持っていらっしゃるということでありましたけれども、それぞれの職

種間の相互の役割、あるいは機能、こういったことに対しての理解というのはそういう場を通

じて図られているのか、進んできているのかといったところについてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 多職種連携の現状の取り組みの中で、そういった役割認識や今後の取り組みについての認識

ということが進んでいるかというご質問かと理解します。 

 現状では先ほど申しましたようにご紹介した地域ケア会議であるとか、あるいは個別の小地

域ケア会議であるとか、保健師を中心とした取り組み等が、保健師を囲んでの連携としては十

分に行われているというふうに認識をしておりますが、それ以外にも介護の部分では合併来、

１８年度ころからですか、１７年から介護事業者の連絡協議会というものを設置をしまして、

介護保険が事業者間のただの競争の場だけではなくて、地域をフィールドとした地域福祉の担

い手であるという認識を持っていただくということで、笛吹市の横のつながりといいますか、

事業者間の情報交換や市からの情報発信を受け止めていただくという取り組みをしてまいりま

した。 

 そういった中で今後も新しい総合事業や多職種による新たな取り組みにつきましても、そう

いったネットワークといいますかが生きてくるのではないかというふうに考えておりますし、

また社会福祉協議会が地域福祉の担い手として地域の掘り起こし、地域のボランティアの掘り

起こしを取り組んでいただいておりますので、こういったところの活動がさらに結びついてい

くということが期待をしているところであります。 

 また先ほどもご紹介しましたが、医師会のほうでも在宅医療の勉強会という形で介護の事業
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者等も受け入れながら勉強会を開いていただいておりますので、それぞれの役割を認識しなが

らこれからさらに磨きをかけていくというところになるかと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今、医師会のほうにも私もお尋ねをしましたらそういった勉強会を始められているというこ

とで、笛吹市の立地から考えると甲府市内、あるいは笛吹市内においても割と基幹的な大きな

病院が、総合病院も含めてあるという中で在宅医療、在宅のケアをしていく環境というのは、

車や足があればですね、そういったところにまずは駆け込むというところが、方も多いのかな

というふうには思うわけですけども、そうはいっても笛吹、広いですから中山間地域や芦川も

含めて、そういった地域の方々が在宅医療を受けられる体制、これはクラウドシステムを活用

される中で、さらに強化されていくのかなと思いますけども、医療・介護、その在宅ケアを支

えるという医療・介護のチームといいますか、そういった体制というのはまだまだ人口の少な

い地方の都市においては弱いというところがあるかと思います。そのへんを第６期、あるいは

７期に向けて今後さらに強めていくためには、もちろんクリニックの先生方にもご協力をお願

いしていかなければいけないかなとは思うんですけども、特に医療の部分というのは市町村の

事務と少し離れているというところもあるので、そのへんをですね、さらに密に連携を深めて

いっていただきたいというふうに思います。さらにこういったところを強めていくというとこ

ろのお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 まさしく議員のほうでご指摘をいただきましたように、これからのその地域医療といいます

か、地域の包括ケア、在宅医療と介護の連携というものを図っていくためにはお医者さま、医

療機関の力をなくしてはなりませんし、また介護者のところと顔の見える関係という言葉が最

近流行でございますけれども、関係づくりをしながら取り組んでいく必要があると考えていま

す。行政といたしましても医療機関と介護事業者、民間、当事者にお任せしてしまうのではな

く行政がその間に入って、３者での連携を図っていくという考えで進めてまいります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今、行政が間に入ってというご答弁がありました。行政の役割というところがやっぱりある

んだろうなと思いますし、民間の、あるいは住民、市民のこの取り組みというところも必要に

なってくるかと思います。そういう意味では、これは生活支援コーディネーターの配置よりも

ですね、医療・介護連携のためのコーディネーターというほうが少し遠いかなというふうには

思っているわけですけども、今回、クラウドシステムを導入する中で教育厚生の委員会でも柏

市、それから私も個人的に福井県の坂井市にも足を運んでお話を聞いてまいりました。坂井市

では非常に在宅の取り組みが医師会を中心に取り組まれていたと。笛吹市と坂井地区、広域連
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合になっていますけども隣の市とのエリア、あるいは人口規模というところが非常に似通って

いる地域であります。そういう中でですね、医師会でそういったコーディネーターを雇用され

て、そしてその方が非常に医療と在宅を結ぶ、介護のケアを結んでいくというところの骨折り

をしてくださっていると。そしてどんな骨折りをするかというと、やはり小さなその地域です

ね、集落とか、あるいは小学校区、あるいは今の笛吹市でいえば行政区単位とかですね、そう

いった塊の中で支え合う、見守りができる、そういう体制の上に事業として介護、要支援にな

るような方の事業を引き受けるグループが出てくるとか、そういった人材が出てくるとか、あ

るいはそういった方たちを育てていくというふうなことをされておりました。 

 笛吹市においても今日もほかの方の質問でありました愛育会とかですね、今の食生活改善推

進委員とか、すでにある団体、あるいは仕事をしてくださっている方々もいらっしゃいます。

また行政区というのは行政の下請けなんて言っている方もいましたけど、そういう意味ではな

くてですね、やはり地域の住民自治というような視点から考えれば、やはり自分たちでもそう

いった地域を維持して守っていくんだという意識の中でできることは何かということを考えて

いく、そういう中でこういった在宅医療、あるいは介護の支え合いの取り組みもできるんでは

ないかなということを非常に感じております。そういったところを行政としてサポートして、

またあるいはそういった自発性を促していただくというところが、これからますます重要になっ

てくるのかな、大事ではないかなと思います。この点について１問目の再質問、最後、ご見解

をお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 先ほども答弁の中で申しましたように、地域を支え合いをする推進委員だというふうなこと

で生活支援のコーディネーターというのが役付けられていて、その中では今、議員のほうでご

紹介いただいたような地域の担い手を発掘したり、あるいはそのつなぎをしていくという役割

だというふうに認識をしておりまして、ご紹介いただきましたように笛吹市では愛育班活動で

あるとか食生活改善推進委員さん、また日赤奉仕団や民生委員さん、あるいは地区の中では独

自に地域の生きがいづくり等に取り組んでいる団体、ボランティア等が大勢いらっしゃいます。

そういう方々に今後の地域づくり、生活支援をするコーディネーターの役割を果たしていって

いただけるように取り組みの支援を考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（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは続いて市の公共施設の将来像、公共施設等総合管理計画について伺います。 

 公共施設白書の作成により市の公共施設、インフラ資産等の老朽化と更新の課題に対し財政

的な課題が明らかになってきました。現在、公共施設等総合管理計画の作成が進められており

ますが、市民の合意形成を図りながら人口減少・財政縮小の時代に向けて取り組むことが重要

であることはこれまでも何度も何度も述べてまいりました。再度、ストック・マネジメントの

重要性を市民と共有し公共施設、インフラ資産の最適なあり方を模索し続けていかなければな
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らないと考えております。 

 どこの自治体の例を見ても統廃合や移転といった場合には抵抗感も出てきます。しかし、現

状と財政課題等について十分な情報が提供され、広範なステークホルダーによる議論が行われ

ることで多くの市民は向かうべき方向性を理解し必要な代案や解決策を見出し、これを共有し

ていけるものと考えます。 

 以下、公共施設の将来に向けた取り組みについてお伺いします。 

 はじめに公共施設と総合管理計画と固定資産台帳整備の進捗状況について、お示しください。 

 次に現在、着手している事業、当初予算に計上される施設の更新等の事業などについて管理

計画の作成中ながら新規のストック取得、あるいはスクラップ・アンド・ビルドとなるケース

が生じてきていますが、全体的なストック・マネジメントとしてどのように整合を図っていく

のかご見解をお聞かせください。 

 次に施設の維持から機能の維持へとシフトしていく具体的な方向性として、市役所庁舎の活

用や文教施設、体育施設のあり方について市の見解をお伺いします。 

 次に今後の市営住宅施策について、住宅マスタープランや長寿命化計画の見直しスケジュー

ルをお示しください。併せて総合計画や公共施設等総合管理計画との整合性はどのように図る

のか伺います。 

 最後に今後、公共施設マネジメントにおける合意形成を図っていくための具体的な方法、ス

ケジュールはどのように考えているのか質問いたします。 

 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 ２問目の答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに管理計画・固定資産台帳整備の進捗状況についてでありますが、本市の公共施設に

関しましては現在、道路・橋梁・上下水道施設等のいわゆるインフラを含めた公共施設全般に

わたる総合管理計画を作成しているところであります。これと平行して２９年度から移行され

る国の統一的な公会計制度に対応する固定資産台帳の整備につきましても、併せて行っている

ところであります。 

 今年度中に計画素案を作成した上で、来年度にかけまして有識者および市民代表で組織する

行政改革推進委員会等のご意見を踏まえ、かつ市民アンケートやパブリックコメント等を活用

し策定していきたいと考えております。 

 次に新規資本ストックの取得などにおける全体的なマネジメント、整合性の担保についてで

すが、計画実現のためのシミュレーション等を行いつつ各施設担当へフィードバックしており

ます。したがいまして、新規ストック・各統合計画など部局を横断して市としての共通認識を

持っており、全体として整合性は図られるものと考えているところであります。 

 次に施設の機能維持を果たしていくための具体的方向性についてですが、議員ご指摘のとお

りでありまして各種施設に関しましては単に数量だけの縮減に留まらず、施設の機能維持はも

ちろん多機能的に利用することに力点を置くことが重要だと考えております。限られた財源の

中で施設サービスの低下や市民生活への影響を最小限に留めつつ老朽化した施設の縮減、整理



 １３３ 

統合を進めていきたいと考えております。 

 次に長寿命化計画見直しと公共施設等総合管理計画の整合性確保についてですが、住宅長寿

命化計画は上位計画である県の地域住宅計画が平成２８年度に見直されることから、これに併

せて見直しを実施する予定であります。 

 住宅長寿命化計画と公共施設等総合管理計画との整合性についてでありますが、両計画とも

平成２８年度の策定および見直しでありますので、計画の作成過程の中で調整していきたいと

考えております。 

 また、住宅長寿命化計画の見直しにより住宅マスタープランと相違が生じる場合は住宅マス

タープランの見直しを検討してまいります。 

 次に公共施設マネジメントにおける今後の合意形成についてですが、本計画につきましては

有識者および市民代表で組織する行政改革推進委員会等のご意見を踏まえ、かつ市民アンケー

トやパブリックコメント等を活用する中で策定することから、公共施設に関する市としての方

向性、総論についての合意形成は図られるものと考えております。 

 個々につきましては各地域・各用途、また各施設に関して具体的に計画を実行していく段階

におきましては用途別の専門検討部会等を立ち上げ、利害関係者を含めた検討を重ねるなど今

後も市民の合意形成を図るため、さまざまな角度からの取り組みを行っていきたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは再質問を行います。 

 全体的なストック・マネジメントとして整合性を図るというところで、市としての共通認識

を持っているので大丈夫だろうというような答弁だったわけですけども、どんな共通認識を持っ

ているのか、再度確認をさせてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 共通認識という面ではまず財政的な面もございますので、まず現状のある施設を見直して、

統廃合を基本にですね、考えていくということは基本だ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（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今日、２月２６日、朝、総務省が平成２７年の国勢調査の速報集計を発表しました。国勢調

査を開始してからはじめてわが国の人口が減りました。２００８年ぐらいから実際は減ってい

るんですけども、国勢調査の結果としては初めて減ったということで１億２，７１１万人と。
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前回の調査から９４万人以上、人口が減ったということになってます。人口減少は避けられな

い、笛吹市も人口は確実に減っていく中で既存のあり方をやはり見直していかなければいけな

いという、この共通認識をしっかりと共有していかなければいけないというふうに思っており

ます。 

 その上で今日も支所の質問がいくつか出てました。私が住んでいる地域は旧富士見村という

ところですけども、１万１千人の人口がありますが公共施設は学校のみです。支所とかありま

せん。そういう中で、では行政の事務、サービスが滞っているのかと。決してそんなことはな

いと私は思います。やはりこれから子どもや孫にいかにその行政経費を、負担を減らしていく

かと、この視点だけは笛吹市全体の市民の共通認識として持っていきたいというふうに思いま

す。 

 そこでもう１点、再質問ですけども長寿命化計画、住宅マスタープラン、これに相違が生じ

た場合はマスタープランを見直すということですけども、住宅マスタープランと長寿命化計画

の関係、これについて確認をしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 住宅マスタープラン、これはそもそもですね、住宅、住生活基本計画というのが、国の計画

がございました。それが平成１８年です。それに基づいて平成１９年に山梨県の、やはり山梨

県住宅基本計画というものができましたわけですけども、住生活基本計画、それを受けて住宅

マスタープランがうちの市では平成２２年、２３年の３月ですね、つくられたわけであります。

それに対しましてですね、長寿命化計画というのは、今度は基本的にざっくり言いますと補助

金といいますか、国の交付金をもらうために策定しなければならなかった計画でございまして、

やはり流れ的には、やはりもとの流れは住生活基本計画からくるものなんですけども、それが、

その上位計画としましては山梨県の地域住宅計画というのがありました。それが平成１７年に

できたわけでございますけども、その関係でできたわけなんですが、実は平成１９年にセーフ

ティネットを、これがご案内のとおり障がい者の方ですとか高齢者の方とかそういったひとり

暮らしの方々がありますよね。そういった方々のためにその計画が盛り込まれたのが平成１９年

でございます。そしてなおかつ２２年に社会資本整備計画というものが国からできましたので、

そこではじめて長寿命計画が位置づけをされまして、山梨県の地域住宅計画と整合性を持たせ

てやってくださいということになりました。住宅マスタープランと長寿命化計画、どちらが上

か下かということはございませんので、私はそれは関連計画と位置づけております。どちらも

大事なものでありまして、長寿命化計画は公営住宅の計画を立てるだけのその部分を特化して

いるものでありますので、当然そこでの計画が今、先ほどちょっと話を述べたように変更があ

れば、当然その関係してくる住宅マスタープランの部分、実は指標が４００世帯とここに書い

ておりますので、そこの部分は検討していく必要があるのかなと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 

 住宅の政策についてはもう毎回やってきましたので、一言だけ申し上げればやはり民間施設

の活用、それから身の丈に合った将来の人口規模を想定した整備、マスタープランと。それと

現在あるものをどう更新していくかというところで長寿命化、そのへんのバランスをですね、

もう何度も言いません、ぜひ取っていただきたいと。 

 そして最後にですね、子どもや子育て世代の意見というものを公共施設整備にももっと取り

入れていただきたい、この点についていかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 子どもたち、そこにつきましては今後の、それを当然、使用を享受していく部分では子ども

たちの意見というのも必要かと思いますけども、それを吸収していただいている関係する大人

たち、そういうところからの意見もですね、しっかり聞いていくということが必要だと思いま

すので、そんなふうに考えていきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 新規のストック取得になるＮＴＴ用地活用も、子どもの声もぜひ取り入れてください。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で志村直毅君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 議長の許可をいただきましたので、質問させていただきます。 

 笛新会の神宮司正人です。 

 まず１問目、表題としまして小さな地域特産施設や道の駅等の新設で観光振興を図ってほし

いということで質問に入ります。 

 市内３カ所の公営温泉施設、みさかの湯・なごみの湯・ももの里温泉、これは合併後それぞ

れ民間事業者に指定管理されてきましたが、今現在、なごみの湯については今では市で直営で

やっておられますが、その中でもみさかの湯につきましては他の３施設の中でも群を抜いて市

の内外からの利用客数が非常に多い状況にあります。利用者の中には温泉施設の空地を活用し

ての地域の農産物等の特産品の物品を販売し帰りにお土産にしたい、このような希望が少なく

ありません。 

 そこで広い空地を活用しての物品販売施設をプレハブ等のごく簡単な施設を用意し、公設民
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営型の直売店を併設することをご提案いたしますが、市の考えをお伺いいたします。 

 また、本市には農産物直売所はあっても道の駅はないというふうに私は通告させていただき

ましたが、その後調べたところ市内には合併前の境川、あそこの農産物直売所がございますが、

あそこのトイレの部分だけ、あそこ道の駅に実はなっていたというふうなことでございますの

で訂正させていただきますが、物品販売の特産品を売る道の駅ということではなくトイレだけ

がなっているというふうな認識で私は捉えています。それで地域農産振興、または観光振興の

上からもぜひ、こういう道の駅等は必要であると考えますがいかがでしょうか。 

 以下質問に入ります。 

 まず１つ目、市内の公営の湯の利用状況をお示し願います。 

 ２点目、冒頭のごく簡単なプレハブ等の施設で公設民営型の直売所を併設するお考えはいか

がでしょうか。 

 ３つ目、市内の社会福祉施設等で農産物等を育成・販売している施設があるのかお答え願い

ます。 

 ４つ目としまして、民間有志・ＮＰＯ農業法人等が希望した場合、みさかの湯の用地の建設

地としてその土地を貸与・提供することは可能なのかお伺いをいたします。 

 最後に本市には農産物直売所が４カ所ほどそれぞれのところにありますが、先ほど言いまし

た道の駅、農産物等を扱う施設はありません。今後設置する考えがあるのか、お伺いをいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 １問目の答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市内の公営の湯の利用状況についてですが、２６年度の利用者実績は年間でみさか

の湯２３万６１３人、なごみの湯１１万１６５人、ももの里温泉８万７４４人です。 

 今年度の同時期、１月末での比較ではみさかの湯４，０７１人の増で１９万５，２２２名。

なごみの湯４７５人の減で９万５４６人。ももの里温泉２，２２９人の減で６万５，１８８人

です。全体では２，７０７人の減少ということになっております。 

 次にプレハブ等の施設で公設民営型の直売所の併設についてですが、なごみの湯・ももの里

温泉については敷地のほとんどが来客用の駐車場となっており、空き地としてのスペース活用

は不可能ではないかと思われます。 

 みさかの湯臨時駐車場の第２駐車場が有効利用の可能性があると考えられます。しかし、み

さかの湯は年間で２３万人、１日当たり７００人ほどの利用者がありますので駐車場としての

確保がまずは優先と考えております。 

 次に市内の社会福祉施設等で農産物等の育成・販売している施設があるかについてですが、

市では社会福祉施設で３カ所あることを確認しております。 

 次に民間有志・ＮＰＯ農業法人等が希望した場合、建設地として土地の貸与・提供すること

は可能かについてですが、現状では来客者の駐車場が優先と考えますが簡易的な移動できるテ

ント等の設置で、通年ではなく随時で開催は可能と考えております。しかしながら、なごみの

湯以外の２温泉施設は指定管理者に委託を現在しておりますので、有効活用につきましては指
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定管理者と協議し検討してまいりたいと考えております。 

 次に道の駅についてですが、道の駅については全国で１，０７９カ所、県内では１９カ所が

登録されており、休憩施設、情報発信機能、地域連携機能および災害時の防災機能を備えた施

設であるため建設や維持管理に多額の費用を要します。道の駅は地域の農業・観光振興につな

がる施設と位置づけられていることから新設も含め地域の農業者、観光協会、ＪＡ等、関係機

関と十分な協議を行い、その是非から検討を進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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 真摯な答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 なごみの湯で、みさかの湯ですけども、部長もご存じのようにあそこ、道路を挟んで南側に

広い駐車場、臨時駐車場の予定地と真ん中にはゲートボール場、あるいはその東には温泉スタ

ンドというふうに非常に広大な恵まれた用地でございます。年間、先ほども言われましたよう

に２３万人を超えるような大勢の方が、内外の方が利用しています。それで７００人、１日７００人

ぐらいの方が平均すると利用されている。あそこの利用活用はですね、盆暮れ正月みたいなと

きに集中しますんで、とても中側の駐車場だけでは足りないので臨時駐車場と。しかしあの駐

車場を見ていただくと分かるんですが、あそこに３件の、例えば１５件、２０件ぐらいの用地

はあるんです。駐車場をわざわざ潰さなくてもできると思うんです。あそこの活用、あるいは

真ん中のゲートボール場もほとんど使われていませんが、あるいは建物のすぐ脇でもいいと思

うんですが、利用者が活用しやすいような農産物直売所がどこにもできるというふうに私は思っ

ているんですが、そのへんの活用方法はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 議員のご指摘がありましたように第２駐車場というのは本当に土日祭日という、やはり一番

多いときに使われているということと、ゲートボール場につきましてはそもそもそこがゲート

ボール場になったのが地域の要望ということで造られたということで、今現在でもある地区の

運動会、または子どもたちのソフトバレーだかの早朝練習ということで、本当に数日使われて

いるということで空いているという状況であります。 

 指定管理のほうで先ほど答弁させていただきましたが、設置されてしまう、常設的に置いて

しまうともし緊急なことがあった場合、あそこの温泉の駐車場の開放をしたのが災害のときの、

計画停電のときにやはりみさかの湯が集中して来たときがあります。そのときにはそこの駐車

場を開放したという経過があります。そういうようなことを考えますと、常設をしてしまうと

その駐車場の利用価値がなくなってしまうということなので、先ほど言いましたように期間を

使う中で、テント等でいつでも動かせるというか、いつでも使えるような形であれば、それに

ついては可能だと考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 簡単なテントみたいなものをご想像されると思うんですが、実はですね、みたまの湯、あそ

この前にですね、本当に小さなプレハブで農産物等、あそこ大塚人参の産地ですとか、いろん

なもの、葉物をやったりですね、そういうごく簡単なもの、そういうことはプレハブでやって

いるんですが、それは可能でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 温泉施設を管理しているほうとすると、その土地の提供については可能ですので、その使い

方がプレハブかテントかということになると思いますが、それについては協議する中では可能

なことだと思います。そこが例えばどこがするかとかなったときには、たぶんいろんなところ

と協議しなければならないと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 それではですね、先ほど市内の社会福祉施設等で農産物等の育成、販売をしている施設が３カ

所ほどあるというふうなお答えでありましたが、例えばどういうとこでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 こちらで把握しているのは美咲園さん、ハーモニー、それから障害地域活動支援センターふ

えふきという３カ所と理解しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。障がい者の施設であったりというふうなことだと思うんですが、私

のほうで認識しているのはですね、そのほかにですね、笛吹高校の、昔の園芸高校のところの

園芸科、あそこに今、非常に子どもさんたちの人気がありまして倍率が１．７倍とかというふ

うなことも出ています。もともとありました園芸高校のところにですね、桃花台学園というの

がございます。これは山梨県の高等支援学校で大勢の軽度の障がい者の方たち、同じように農

産物、あるいは葉物であったり桃であったりそういうこと。そしてそれから生産物を新しく食

品に加工にしているというふうな、パンも作ったりですね、そういうところもございます。地

域のニーズも聞いてですね、みさかの湯の近所の方たちも野菜を作ったり、トマト、あるいは

イチゴ、時期には桃やぶどうはたくさんありますが、そういう冬場の時期、そういうところに
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ですね、そういう支援学校の方たちも活用してですね、市民活動支援課がぜひね、これは応援

して、最初は小さなものでいいと思うんですよ、本当に。本当、折り紙みたいなところからハ

ンカチになる。あるいはよくなってきたらば、少しスカーフぐらいになる。そういうふうな形

でやればあそこスペースがありますので、ぜひそれを取り入れて市民活動支援課は種をまいて

いただくと。そういう考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 今現在でも１件、美咲園さんが夏野菜なんかを今、みさかの湯に実際入れているということ

もありますので、本当にそれは小さなことですけども、今後学校、特に学生さんがやるものに

ついては全面的に協力をさせていただきたいと思いますので、ぜひその桃花台、または笛吹高

校とかと話をする中で、市民の皆さまに喜んでいただけるような企画ができればいいなと考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。本来の市民活動支援課の役割であるし、ぜひ種をまいてね、そうい

う方たちを活用しながら、一緒にやれば生産したものがうまくお客さんとつながってく、また

販売する喜び、それがもとに戻って生産する喜びにもつながってくると思いますので、ぜひ地

域のいろんな農業者の方と、また健常者の方とそういう障がいのある方とも一緒になってやる

ことが僕は非常に大切だというふうに考えていますので、ぜひ取り組んでほしいなというふう

に思います。 

 それと最後のところで道の駅、これのことですけども、非常にタイムリーじゃない質問かも

しれませんが、この山梨県の盆地の向こう側にですね、よそのことをいって失礼かもしれませ

んが、開店して道の駅じゃないんですけども、ああいう農業生産施設が開店して６カ月、ある

いは７カ月でもって閉鎖するというふうな事態の中ですけども、私、２年ほど前、市長さんも

どっか見学に行った、成功した道の駅のことがございます。これはですね、小さなところから

始めて、先ほどの話と同じようにですね、順に広げていったと。そして東日本では第一のかわ

ば道の駅という田園プラザ、こういうところも市長も見学へ行ったと思いますが、市長のその

へんの感覚は、道の駅をつくっていくというふうな感覚はございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 一緒に確かに川場村に行って見てまいりました。まさしく日本を代表するような成功事例と

いっても最近は九州のほうとかですね、四国のほうとかに次々と新しい、マスコミ的に言うと、

メディア的に言うと成功例ということで報道されている道の駅もたくさんあることはあります。

道の駅、いわゆる道の駅ですね、実態としては中心的には農産物直売所じゃないかというふう

に思っております。中には温泉施設付きとかですね、そういうのもありますけれども、もう制
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度ができて四半世紀ぐらいになりましょうか。１千という数を全国的に超えれば、私はある意

味、曲がり角、もしくは相当激しい、これからは競争、中にはもう脱落をしていくというよう

なところも出てくる。そういう時代に入ってきているというふうに思っております。これから

やっぱりそういう農産物直売所を考えていく場合にはきちんとした企業経営というセンスでもっ

て、しっかりとした起業経営の土台に立って運営していくべきではないか。今、その１千ある

中で一体どれだけ赤字が出ているのか、経営がどうなっているのか、これは実は分からないと

いうのが私は実態ではないかというふうに思っています。言ってみれば市町村がつくって、そ

れを直営、もしくはどこかに委託をしてやっているわけでありますから、そこのところが本当

に経営として、ちゃんと減価償却費をもって計算した上でどうなのかといったあたりが分から

ないものだから、どこもかしこもあたかもうまくいっているように私は感じているのかなとい

うふうに思いますが、そこにはちょっと私は落とし穴を感じるわけであります。 

 前置きが長くなりました。これからはやっぱり道の駅といったようなことを考える場合には、

じゃあ市がどんどん金を出してくれよという、もちろん金を出してもいいですよ。出してもい

いんですけども、しっかりとそれは元を取るというつもりで、元を取りそうもなければやっぱ

り基本は経営感覚のある皆さんが、ある方が自分で借金をしてきてつくる、そういうプランを

市としてどこまで応援できるかと。そういう形が私はこれからの時代の形ではないかなと、こ

んなふうに考えております。 

 別にそういうのは絶対駄目だと否定するわけではありませんので、大いにいろんなプランを

関係の皆さんが考えていただきたいし、われわれもどこか、なんかヒントがあればですね、皆

さんと一緒に考えていきたい、そんな感じでおります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 専門家の市長のほうから大変難しい部分もあるよというふうなことですが、ぜひですね、い

きなり大風呂敷だとまた、たたむのが今度は大変なものですから、近くの成功したところ、ま

たあるいは失敗したところ、それを考えれば小さなものから入っていっても絶対いいなという

ふうに私は考えていますので、ぜひこれも残り６カ月ではとてもできませんので、よろしくお

願いいたします。 

 また次に第２問目に入りますが、市内公共施設の利用時の統一料金設定に伴いスポーツ少年

団に配慮ということで質問させていただきます。 

 昨年の９月議会におきまして、これまで無料であった社会教育施設等の有料化、また使用料

免除、あるいは割引が適用されてきた社会教育団体、社会体育団体も有料化となることが決定

されました。 

 この間、スポーツ少年団を取り巻く関係者（指導者・保護者等）から負担の増大に対し大変

危惧される意見をいただいております。また、文化施設使用団体からも多くの意見をいただい

ておるところでございます。 

 担当課ではこのことについて、９月のときの説明、運用までには配慮・考慮はしっかりと対

応しますと回答をいただいたところでありますが、少子高齢化の中にあって社会教育団体、社

会体育団体に所属する青少年の健全育成を考えたとき、特段の配慮が必要であると考えるが市

の考え方を伺います。 
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 １つ目、市内の社会教育団体、社会体育団体はどのくらいあり、そのうち所属する児童生徒

の数はどのくらいあるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目、市内の社会教育団体、社会体育団体・スポーツ少年団等の使用に際し、どのように

関係者に対しての説明をしてきたのか、お伺いをいたします。 

 ３つ目、本市はそれらの団体等に対し使用料への配慮とは具体的にどうされるのか伺います。 

 ４つ目、市内の社会教育団体、社会体育団体等への説明・合意はどうされているのか、お伺

いをいたします。 

 ５つ目、近隣市の社会教育団体、社会体育団体等にあって特にスポーツ少年団等の使用に際

し、その使用料はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 ２問目の答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに市内の社会教育団体、社会体育団体数および所属する児童生徒数についてでござい

ますが、社会教育団体としては代表的なものに笛吹市文化協会があります。芦川町を除く６文

化協会で構成され１２６部、会員２，０８０名となっております。 

 社会体育団体には笛吹市体育協会に専門部が３６団体で加入者数４，５２２名、笛吹市スポー

ツ少年団に５１団、１，１２３名となっております。 

 児童生徒数については文化協会、体育協会についてはその数はちょっと把握をしてございま

せん。スポーツ少年団については小中高１，１２３名ということになろうかと思います。 

 次に市内の社会教育団体、社会体育団体・スポーツ少年団等の使用に際し、どのように関係

者に対し説明しているのかについてでございます。 

 社会教育団体については笛吹市文化協会理事会の折、施設使用料の有料化について説明をさ

せていただいております。また各町の文化協会の会議の折、説明を行ってきたところでござい

ます。 

 社会体育団体には平成２７年１２月の利用者調整会議以降、社会体育施設および学校開放施

設の利用者に対し４月からの利用料金表を配布し、料金の説明を行うとともに社会体育団体・

スポーツ少年団の代表者に料金についての通知を発送しております。また２月にはスポーツ少

年団本部の会議の席で説明をしたところでございます。 

 次に本市はそれらの団体等に対し使用料への配慮とは具体的にどうするのかについてですが、

スポーツ少年団についても、受益者負担の原則という基本的な部分についてはご理解をいただ

きたいと考えておりますが、市といたしましては子育て支援やスポ少への加入状況、子どもの

体力低下の状況に鑑み、今以上に子どもたちがスポーツに親しむ環境を整えていく必要性があ

るということからスポーツ少年団の使用料の負担については、昨日も答弁したとおり３年間は

負担増とならないように配慮をしてまいります。また、その他の団体の利用については団体の

活動内容・利用目的に応じ、減免の適用を考えてまいります。 

 次に市内の社会教育団体、社会体育団体等への説明・合意はどうされているのかであります

が、文化協会の理事会における説明ではおおむねご理解を示していただいております。 

 社会体育施設利用者調整会議の説明では、利用時の金額や利用時間の確認等の質問などを受



 １４２ 

けており、ご理解をいただいているところでございます。スポーツ少年団本部の会議において

は一部の関係者より無料での使用を望む声があるという状況でございました。 

 次に近隣市の社会教育団体、社会体育団体等にあって特にスポーツ少年団等の使用に際し、

その使用料はどうなっているのかについてですが、近隣自治体のスポーツ少年団の施設使用料

負担の状況については山梨市、甲州市が５割負担、甲府市は全額免除、笛吹市を除く県内１２市

のうち４市が全額免除、３市が条件付きの免除、５市が５割負担という状況になっております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。ざっとですね、社会教育団体ですとか社会体育団体、合わせて約８千

人を超えるような会員さんといいますか、いらっしゃいます。そのほか一般の方、使用施設を

利用される方を含めますとですね、この倍以上の方がいろんな施設を使っているというふうに

私は理解していますが、非常にこれはですね、私も昨年の９月、これはそれぞれの今、団体で

説明会を行いました。理解をいただいているというふうな話が答弁であったと思いますが、私

はなんかおかしいような気がして、私たちの委員会のとこでものちにスポ少にはこういうふう

に減免を考えますよと。ほかのところにも減免措置を考えますよというふうなことを言いなが

らここまできてですね、いろんな組織の団体の方たちが計算をしてみたならば、とてもじゃな

いけどこれはやってられないよというふうな話の中、それでこれ昨年の１２月もですね、一般

質問等でお話があったと思いますが、この今回の値上げといいますか、有料化によりましてど

のくらいあるんだといったら２千万円というふうにお答えになったと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 体育施設の部分では２５年度実績に基づいて同じような使用をした場合、２８年度収入見込

みとして約２，２００万円ほどを見込んでいるところでございます。社会教育施設の部分では

改正金額で計算いたしまして、２５年度の比較では約８００万円ほどの使用料増を見込んでい

るという状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 最近になりまして、いろんなところに所属している方たちからもどんどん市のほうにも電話

がいったり、あるいはこういうふうにしてほしいというふうな要望が議員のところにもきてい

ると思うんです。そういう中でもってですね、ある部によってはですね、グラウンドゴルフを

やっている、１８人ほどの会員さんがいらっしゃる。それで年間１，５００円から２千円くら

い取っていたけども月にですね、８日くらいやるとですね、３万、１万６千円くらいかかって

しまうと。とても会費を集めなければ大変だよと。お年寄りがですね、年金生活をしながら今
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度は毎月毎月５千円、６千円出していてもまだ足りないというふうなことになります。 

 今日、午前中ですね、市長が午前中の答弁でスポーツ振興はぜひしていただいて、それでみ

んなに元気で頑張っていただきたいというふうな答弁をされたと思いますが、このままであれ

ば会員が減っていくよと。逆に健康寿命を延ばそうとして一生懸命頑張っているそういう方た

ちから大変なことになっていくな、会員が減ってっちゃうよ。減るとですね、今度１８人でやっ

ていたものが今度１２人になっちゃいますとね、もっと負担しなければならないということに、

悪循環になっていきます。このへんはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 基本的な考え方といたしましては、昨日から何度も申しておりますけども利用している方と

利用していない方の負担の公平性、受益者の負担という考え方はご理解していただいているも

のと思いますけども、一般の市内使用料とそれから減額、あるいは免除という部分で減免措置

がない方で使用の回数が多いとなると、たしかに今言われたように非常に月当たりの金額も高

くなるのかなというふうに思っております。このへんが市のスポーツ振興、あるいは健康づく

りの部分でどういった影響が出ていくのかということで懸念される部分もございます。現行の

規則は規則として、それで進めたいと思っているところでございますが、昨日の亀山さんの質

問にもございましたけども、減免幅の拡大といったことで今後これらの課題としてはっきり明

確に出てくる状況であれば、そのへんはまた検討してまいり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（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ぜひね、これはね、前向きに考えていかなければ逆に市のやっていることと運動をして健康

寿命を延ばそうというふうなことでもって言っているのと整合性が取れません。ぜひね、これ

ね、できるだけこの規則ありますよね、適応表、減免の。これの中に当てはまらないところが

いっぱいあるんです。それでしたら、先ほど２千万円くらいしかならない。スポーツ少年団か

ら取ったら６００万、８００万しか売り上げがない。いっそのこと全部取っちゃえばいいとい

うふうに僕は思っています。高いほうに合わせるんではなくてですね、低いほうに合わせると

いうことも非常にこれからも大切なのかなというふうには考えています。 

 またですよ、ボランティア団体、これ八代町で４０人くらいの女性の方たちがひとり暮らし

高齢者、７５歳以上の方に配食サービスをしている団体ですけども、これ１０月から３月まで

の約半年の５０食くらいを作っています。こういう団体はですね、ボランティア団体ですよ。

それで会員さんが２千円ずつ集めてボランティアをして配食をしています。これは石和のほう

にもあると思うんですけども、そういう方たちからこのお金は今度どうなりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 今の質問は、そのボランティア団体が社会教育施設を使う場合ということでよろしいでしょ



 １４４ 

うか。減免の規定の中でどのように適用していくかということで、いわゆる市の担当課が認め

た事業とかそういったものについては、減免の規定に当てはまってくる部分がございますので、

その内容等に応じて検討はさせていただきたいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。ぜひですね、そういう団体がね、今度、会員費を５千円やらなけれ

ばボランティアもできないというふうなことのないように、これは前向きにぜひ考えてやって、

減免の枠の部分にどこか入れていくというふうなこと、先ほどのスポーツ団体のいろんな方た

ちもできるだけ健康寿命をつくってための構造であれば、できるだけ安く健康寿命のためにで

すね、施設を開放して頑張っていただける、そういうことをですね、私は市長のほうから最後

にお答えを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（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ここに至るまでには、私も具体的にお名前をいちいち分かっていませんが、いろいろ関係者

のですね、文化・スポーツ関係者等々も入られた審議会の中で議論をしっかり重ねられて、そ

して先ほど来申し上げている公平性の原則、受益と負担の原則というですね、そこの原則をき

ちんと打ち立てて、そしてこのような形にもってこられたという、この努力というか、これは

きちんと尊重していかなければならないというふうに思っております。その中で、その審議会

の議論の中でもですね、いちいちどういう団体があってどういうことをやっているというよう

なことまではなかなか当然のことながら吟味して検討ということはなかったわけで、先ほどの

給食を、弁当を作って配っておられる方がおられるとかですね、そこまでの実態は十分に把握

されない中での原則的な方向性だというふうに思っておりますので、いちいちここを今すぐ私

がどうのこうのというふうには申し上げるわけにはいきませんけれども、いろんな実態をちゃ

んとお聞きした上でですね、これまた抜く場合に、抜くというかですね、例外を設ける場合、

減免措置をつくる場合でもきちんとした原則が必要です。しっかりとした物差しが必要ですの

で、そこのところはもう少し私も考えてみたいなと、このように思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 市長から答弁をいただきましてありがとうございます。ぜひですね、利用をする方たちは理

解があるんですよ。お金は少しは出さなければいけない、公平性の部分で。だからゼロにしろ

ということはどこも言っていませんので、ぜひこのへんは前向きに検討してほしいと思います。

よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で神宮司正人君の一般質問を終了いたします。 

 引き続き関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 
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 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 神宮司議員のスポーツ少年団への配慮はという質問の中で関連質問をさせていただきます。 

 答弁の中にはありませんでした、漏れているのかどうか分かりませんけれども、今までの各

議員の質問の中でもこれからスポーツ少年団については全額免除と、その方法についてまた検

討していきますというのが昨日の代表質問、あるいは今日の一般質問で出てきた内容ですけれ

ども、やはりこれはスポーツ少年団というのは全額免除に値する価値のある、意義のある団体

だと思うわけですけれども、そのへんのことを教育長に答弁を願いたいわけですけれども、私

どもは今もそうですけども、スポーツ少年団の指導者の端くれとして３８年間やっているわけ

ですけど、社会教育の一環として非常に重要な団体だというように捉えております。子どもの

ことですから体力を、やたら筋力を付けるとかそういうことではなくて、遊びの延長の中から

基礎体力を付ける、それは単に強い体、ケガや病気に負けない体、そういうだけじゃなくて、

何かあっても負けない強い体も、あるいは心もそれを鍛える組織としてはこのスポーツ少年団

というのは非常に必要だと思っております。特に各競技、競技団体においてはいろいろな指導

をしております。特に底辺の拡大ということが一番の、そしてそのまま大きな社会体育協会へ

のつながりということになると思いますけども、やはりルール、スポーツにはすべてルールが

ありますから、ルールを守るということが社会に出れば必要だということも社会教育としては

必要だと思います。こういう意味でこの存在の意味、価値というものがこの免除につながると

いうことだと思いますけれども、スポーツ少年団の指導者、私の目の前、こう見た感じ、壇上

に幾人もいると思います。そして保護者関係、あるいは一番古いのは教育長だと思いますけど

も、４０幾年も前から一緒にやっておりますけども、そういう意義と価値を認めた上でこの免

除という方向になると思いますけども、そのへんのご見解をお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 すみません、岩沢議員の関連質問にお答えをいたします。 

 議員におかれましては大変長い間、スポーツ少年団の指導者として本当にご貢献をいただい

ておりますことに敬意を改めて表したいというふうに思います。 

 スポーツ少年団につきましては、今からも５０年以上前に日体協の中に創設をされたわけで

ありまして、先ほども出ていますようにまず理念の１つとしては青少年にスポーツの喜びを与

えると。それからまたスポーツを通じて健全なる心と体をつくっていく、育てていくというこ

と、それから私はこの３番目が非常に大切だというふうに思っておるわけでありますが、人と

人とをつなげて、そして地域のコミュニティを形成しながら地域社会に貢献をしていくという

ことを謳っていますが、まさに少年団はその理念を具現化していく、素晴らしい価値ある意義

ある団体だというふうに私自身は認識をしております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございます。そういった意味でですね、スポ少の本部長と、私も経験しましたが
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やはりこうやって、さっきの話もいろいろ出ていますが、子どもの数も、さっきの答弁の中で

は５１団、１，１２３人ということですけれども、もっと前は１，８００人くらいいたわけで

すけれども、こういうふうに免除をするという方向でいくであれば、スポーツ少年団本部自体

もですね、やはり身を切る覚悟をしなければならないと。小さい、６人や７人の団はやはり親

の父兄は相当、負担はかなり出てきます。５０人も６０人もいるところは１人当たりの負担は

少なくなる。やはりスポ少本部としては身を切る覚悟、要するに私も境川と八代のサッカーや

バレーを合併させてきました。そういう方向もやっていかないと駄目だと思います。そういう

ことの行政指導ということは教育委員会としては考えているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スポーツ少年団のそれぞれ単位団、今５１団と言いましたけども、それぞれ伝統があり、地

域に密着して愛着を持ちながら活動を続けてきたという部分がございます。たしかに団員数が

少なくなってきて、少人数になってくると活動もままらないといった部分もあるわけですけど

も、指導してきた方、それから地域の方も簡単になくすということについては難しく考える部

分もあるのではないかというふうに思っております。 

 ただスポーツ少年団の登録に関しては一応、１０名という基準がございますので、それ以下

の団についてはできるだけ１０人以上を確保できるような、そういった指導はしてまいりたい

というふうに思っております。今、今年ですか、２７年度で１０人以下の団体というのは３つ

か４つくらいあるんですが、いずれも個人競技の団体で練習とか大会出場に関しては当然、団

体戦へ出るのは難しいかもしれませんけども、競技自体は続けてられるということで、そのま

ま存続してきたと。私がやっていた野球なんかは、今、石和地区の野球が人数が少なくなって

きて、石和東と富士見にあるだけというようにチームごとにもうできなくなれば統合をそれぞ

れやっていくというような経過もございますので、行政指導として強力に進めるということは

なかなか難しい部分もあると思いますけども、基本的な１０人という基準の部分についてはお

知らせを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（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございます。時間もないですけれどもスポーツ少年団が来年度、おそらく免除に

はなると思いますけども、そうすると指定管理になっているところの人たちの話によればやは

りお金が取れないスポ少よりは取れる、クラブチームに貸したほうがいいよというような傾向

が出てきては非常に困ると思うんですけども、そのへんの配慮は教育委員会としてはどういう

ふうに考えておりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 社会体育施設のそういう利用の予約とかそういったものについては、基本的には利用調整会

議の中で行っているわけですけども、スポ少のように定期的に毎週何曜日とか決まっている部
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分については事前に仮予約を入れているような状況もございます。それで指定管理施設の部分

でスポ少の部分が、使用料が免除になるということで貸し出しのほうを渋るんではないかとい

うような懸念をしているかもしれませんけども、そのようなことについてはないように指定管

理者に指導をしてまいりたいと思いますし、これまでもスポ少の部分については免除というこ

とでこれまでやってきたわけですので、これまでと同様なやり方で指定管理のほうには指導を

していきたいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 スポーツ少年団は社会教育の私は一貫としてやってきたつもりです。そして家庭教育、学校

教育とこの３つの枠の中に子どもたちがいるわけでして、その３つが一緒になってやっぱりやっ

ていかなければ子どもたちの健全育成ということはできない。特に保護者との話、そして学校

の先生との話というのは私はやってきたつもりです。そういうようなことをして社会教育団体

としてやっぱりやっていくべきかなと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 結構です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時５分といたします。 

休憩  午後 ２時５６分 

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

再開  午後 ３時０６分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ただいま議長の許可をいただきました。通告に従いまして、これより一般質問をさせていた

だきます。１３番の中川秀哉でございます。 

 まずはじめに来年度当初予算の中で、私が昨年の６月に一般質問させていただきました防犯

灯のＬＥＤ化につきまして、予算化を提示していただいたことに対しまして、まずもって御礼

を申し上げたいと思います。これで一つ、また市民の負担軽減につながると思います。 

 では早速質問に入らせていただきます。 

 今回、上程させていただきました公共施設適正配置への取り組みを伺うでございます。 

 平成２５年６月に閣議決定いたしました日本再興戦略に基づき、インフラの老朽化対策の推

進に関する関係省庁連絡会議におきまして、同年１１月にインフラ長寿命化基本計画が取りま
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とめられました。その後、各地方自治体として公共施設等の全体を把握し長期的な視点をもっ

て更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとと

もに公共施設等の適正な配置を実現するために、平成２５年の１０月に笛吹市では公共施設白

書を作成されました。 

 その中で笛吹市は今後の公共施設適正配置に向けて、本市の公共施設は１に建物の老朽化、

２に人口減少と少子高齢化、３に財政規模の縮小という３つの環境変化に伴う課題を抱える中、

人口減少や財政規模の縮小を前提とした施設の適正な保有量や継続可能なサービスの水準を長

期的な視野で検討すると答えました。 

 また、すべての公共施設を保有し続けることが困難であることから用途別・地区別の課題や

地域住民のニーズを考慮しつつ、適正保有量や更新の優先順位を検討して適正配置を決定する

とあります。 

 そこで笛吹市公共施設白書の作成から３年を経過する中、笛吹市として具体的に公共施設適

正配置をどのように進捗しているのか、以下のとおり市当局のご見解をお伺いいたします。 

 まずはじめに１番目として、公共施設適正配置の目標とする類似自治体はについてでござい

ます。類似自治体がもしありましたら、ご提示いただければと思います。 

 ②に公共施設の現状や課題を踏まえ、地区別要望に対する方向性についてお伺いいたします。 

 ３番目に市民に対する公共施設の現状と課題の広報活動についてお伺いいたします。 

 ４番目に、総合計画や施設ごとの長寿命化計画など各種計画と用途別の課題を踏まえて各施

設担当部署での調整や整合性についてお伺いいたします。 

 ５番目といたしまして、公共施設の維持管理の効率化や指定管理制度の検討についてお伺い

いたします。 

 最後に６番目といたしまして、インフラの施設を含めた公共施設整備費の財政計画などへの

活用についてお伺いし、以上質問とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに適正配置において比較目標とする類似自治体についてですが、全国の類似団体およ

び県内他市の取り組み状況などは参考といたしております。ただ具体的な比較目標とする自治

体を特に設けるということは、現時点で考えておりません。 

 本市に存する各施設の安全性や利用状況等、現状を的確に把握するとともに人口推計や最新

の財政計画等を活用した将来予測を加味する中で、本市にとって最も適正な公共施設管理とな

るよう取り組んでまいります。 

 次に現状と課題を踏まえた地区別要望に対する方向性についてですが、公共施設等総合管理

計画策定に向けましては現状を的確に捉える中で、市民の皆さまにとって真に必要な施設サー

ビスを実現・確保していくことが重要と考えております。したがって、地域のご意見をお聞き

しながら総合的・多角的に検討することが必要であると考えております。 

 次に市民に対する広報活動についてですが、市民の皆さまに本市の公共施設に関する現状や

課題等を正確に知っていただくことが本計画を適正に実現するための第一歩であると考えてお



 １４９ 

ります。 

 昨年度、広報ふえふきにて６回の特集を組み、公共施設に関する現状と本計画策定について

ご案内をしてまいりましたが、まだ十分とは言えない状況であります。今後も適宜、的確な機

会を捉える中で市の広報紙やホームページ等、さまざまな媒体を通して積極的に市民の皆さま

に情報を提供してまいりたいと考えております。 

 次に各種長寿命化計画や各担当部署間での連携、整合性の確保についてであります。 

 本公共施設等総合管理計画は各施設等の長寿命化計画の上位計画であることから、当該計画

との整合性を図るため、各施設担当部局とは昨年度よりヒアリング等、協議を重ねる中で策定

に向けた連携を図ってきたところであります。今後も引き続き全庁的に調整し、整合性を確保

してまいります。 

 次に施設の維持管理の効率化や指定管理者制度の検討についてですが、本市における指定管

理者制度導入施設は現在６８施設あります。本制度の趣旨からも今後とも活用すべき制度と考

えております。 

 一方で維持管理経費の削減、効率化はもちろんでありますけども、市民に対する施設サービ

スの向上や利便性の確保を第一と考えておりますので、施設管理の形態につきましては施設ご

との現状や背景を勘案しつつ民間活用を含めた多角的な面から検討をし、各施設に合致する管

理形態となるよう対応してまいりたいと考えております。 

 次にインフラ施設を含めた公共施設整備費の財政計画などへの活用についてですが、正確な

現状認識に加え、国県をはじめとしてあらゆる最新の情報を収集し、それを精査した上で本計

画に取り込むとともに、精度の高い将来人口推計や財政計画を反映させていくことにより、健

全な財政運営に努めていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １３番、中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。それでは再質問に入らせていただきます。 

 今回、私も総務常任委員会の視察研修をさせていただく中で先進自治体であります長野県安

曇野市を訪問させていただきました。そうする中で公共施設白書から、また基本計画へという

流れの中でわが市よりも一歩先を行く流れを行われているというところを目の当たりにいたし

まして、ぜひとも本市にも取り入れていただければと考えて質問に入らせていただきました。 

 その中で特に言われるところはやはり必要な施設、存続する必要があるものなのか、わが地

域で施設がもう必要ではないのか、そういったところの仕分けをしていくところから始まるん

じゃないかというところが話の中にございまして、その中でまず計画的に今後５０年を見越し

た施設の更新、推計をですね、合わす中で財政とともにどこが必要なのか必要でないのかとい

うものを取り組まれているようでございました。 

 今後、笛吹市といたしましても類似の目標とする団体がないということで、独自の路線でい

かれるという中におかれましては、まず今の旧町で取り組まれた施設の中のやはり統廃合、ま

た今後、残していくもの、また新しく増やしていくもの、そういったものの見極めがまず第一

であろうと思われます。そういう中で今、市で計画されているところがもしありましたらお伺
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いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今、具体的に統廃合という話が出ておりますのは、昨日もお話がございましたけども消防署

の統廃合の関係、石和の学校給食の統廃合の関係などが具体的に予算付けがされているという

状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。今、お話にございました消防署の関係、また石和の給食センターの

関係ということもございますけれども、そういった統廃合、また集約を含めてですね、今後の

やっぱり基本の配置計画がやはり方針として必要ではないかと考えられるわけですけれども、

その方針の予定はございますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 公共施設白書を作成する際に向こう４０年の計画、見通しをつくって作成しておりますので、

それに合わせて再配置の関係についても当時から３年経過しておりますので、向こう３７年間

ということになるんでしょうか、そういうふうな、同じようなスパンで考えていくということ

になります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。そういった中で今後再配置を考えていく中では、やはりその基本と

なる組織づくりが必要ではないかと考えられるわけでございますけども、いわゆる安曇野市で

は多種多様な外部からの識者を招いての改革検討委員会を用いて新たな考え方をされたと。例

えば安曇野市では総合グラウンドを建設を今、検討しているということでございましたが、実

は総合文化センターはいらないということでございました。それはなぜかというと身近に民間

である、いわゆるＪＡで持っている施設を借りることで市で建て替えすことはしないんだとい

うようなことも言われておりました。やはりそういった部分でいわゆる仕分けの中で、全部が

全部建て替えるんではなく、今ある既存のものを直していくのか、もしくは民間のものを活用

していくのか、そういったものも含めてですね、今後の改革検討委員会としての１つの指標が

必要じゃないかと考えるわけでございますけども、そういった部分での民間、また多種多様な

識者のご意見をいただくような改革は検討されていますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 
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〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 お知恵をいただく団体といたしましては、行財政改革推進委員会の委員さん方にお知恵をい

ただいて一緒に考えていただくというふうなことを考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。その計画というのは推進、今、既存にある方たちという形でしょ

うか。推進委員会というのは。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 総合管理計画の素案の完成の予定時期が今年度末ということを予定しておりますので、平成

２８年度から新しく行財政改革推進委員さんをまた任命をさせていただくことになりますので、

新しい体制でご検討いただくということになろうかと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 もう一度お伺いしますが、そういった部分での推薦する、またお伺いする方の募集の予定と

いうんですかね、どういった方を方法としてあげられるのかというのはお決まりでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 現在、広報等で公募もかけておりますし、また専門家の先生におかれましてはですね、また

別にお願いをしにいかなければいけないなということを考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひ有識者の方のご意見、当然必要なんでございますが、専門家も含めてまたプロフェッショ

ナル、経営者の視点からもぜひ入っていただけるようご配慮いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 続きまして各地の要望等とですね、情報交流をする上でワークショップという形のものが必

要なんじゃないかと思われますけれども、市民へのまたいろんな部分での情報収集等々でこれ

までされているというところがもしありましたらお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 市民からのご意見ということでございますが、これに関するアンケートを実施してございま
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して、その結果につきましても活用していきたいと考えております。 

 またもう１つの方法としましては、パブリックコメントも実施予定ですので併せてご意見を

頂戴するということになろうかと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひ多種多様に市民からのご意見をいただきまして、反映していただくようお願いしたいと

思います。 

 さて県では先ごろ、県の総合運動場の計画が取り沙汰されたというところでございます。笛

吹市ではですね、体育施設の必要性もあるとともに今、まさに必要かと思われるのは社会教育

の文化施設が必要ではないかと考えられます。今あるのが約４００名ぐらいの規模の施設が一

番大きな施設だと思われるわけでございますが、本市としましてもこれまでも学校の音楽会が

１つでまとまることができないとか、まさに成人式等々、市で一本で集まる場所がないという

ところが現状でございます。そういった部分で先ごろ、昨年ですかね、末に石和のスコレーセ

ンター集会場が、椅子というんですかね、修復が必要になったというお話を聞いて今現在、使

用していないという状況でございます。このことについてどのようにお考えになっているのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 スコレーセンターの集会場の関係でございますけども、先ほど言われたように今、可動式の

椅子が壊れている状況で使えないわけでございますが、３月になりますと一応、修理に入ると

いうことで１０日ぐらいで元の形にできるということですので、年度内には元のように使える

ようになるというような状況です。 

 それと集会施設の考え方といたしましては、今、合併する前に旧町村ごとにそれぞれ集会施

設があったわけですけども、いずれも町村規模の集会場ということで、先ほど言われたように

成人式なんかも一堂に会してできない。民間で笛吹市内にそういったホテルとかで大勢収容で

きる施設があればそちらを使うという考え方もあるんですが、それもないということで今、分

散して使っているような状況です。 

 公共施設白書の中では３０年で大規模改修、６０年で建て直しというのが基本的なことを謳っ

ているわけでございますけども、そういった折にいわゆる市のサイズに合ったものに増改築と

か、そういったことも今後必要ではないかなというふうには考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにその増改築というお話、これをぜひ今、でき得る可能性があ

るとすればですね、このときに、その移動式椅子を改良するのと同時にそこのスコレーの集会
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場は奥行きをさらに長くすることが可能な場所でもあると。敷地内はその奥が駐車場にもなっ

てございます。できたら今、最大４００名から４５０名だと思われますけども、今の場所を残

しながら、折りたたんだ先を増築することによりまして、例えば今、改修が予定されている金

額がちょっと分からないですけども、２千万とか何千万という形なのか何百万で済むのかちょっ

と分かんないですけども、今、あれを直したとしてまた上ったり下りたりすると私みたいな体

重の重いものですとね、ガタガタガタガタ音がするという状況もございます。もしできたら一

宮の文化ホールのようなしっかりした可動式の椅子にしていただいて、音楽でもゆったりでき

る、映画鑑賞もできるような、またいっぺんに集まれるというようなそういったものを今、使

いながら増築するという考えもあるんではないかというふうに考えられます。ぜひご検討いた

だきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 スコレーの集会場の椅子の修繕についてはもうすでに契約済みで、元の形での修繕というこ

とで今、その部材を準備しているということで２月中くらいにそれが揃うという形ですので、

中川議員の意に反するかもしれませんけども、元のスコレーセンターの集会室の形に戻るとい

うことになってしまいますが、その点はご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ちなみに今、予定されている改装の費用というのはいくらぐらいなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 正確な数字はちょっと今、思い出せませんが何千万という金額じゃなくて数百万でできると。

思ったよりも安価で直せるということでした。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 その数百万でもしできるとするであればですね、最低でも音がならないように工夫をしてい

ただくような形をお願いしたいかなと思うわけですけれども、いずれにしましても今、計画を

されているということでございますけれども、これから新たにそういった施設を造るとなるで

はもうとても何十億というようなお金がかかってくる、今からこれを用意するというのは笛吹

市としても大変厳しいだろうというふうに思われます。今回、外装も直されたスコレーセンター

でございますので、そういう部分での改装ということになるかと思うんですが、ぜひ今後です

ね、市の中心として駐車場はかなり広く用意できる場所でもございますので、市の中心として

そういう部分の検討をいただきたいと思うんですが、その点についてお伺いします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 お答えをいたします。 

 スコレーセンターだけを考えるのではなくて市内の社会教育施設、もっと小さい施設もござ

いますし、そういったものの集約等を考えながら長期的に、計画的にそちらのほうは進めてま

いりたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉彦君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにこれからですね、合併特例債の期限が切れるのも間近だとい

う中で、またこれから特に体育の部分につきましては、２０２０年のオリンピックを迎えると

いう中でいろんな部分で、笛吹市がまた東京から近いというところも含めて、そういった部分

での集客につながる部分も見込められると。さらにこれから市内の充実化していく中で料金の

統一もされたばかりでございますけれども、そういった部分については市民の方も気持ちよく

使っていただける施設の検討が必要ではないかと思われますので、今後の市の検討を十分勉強

させていただく中で、またご提案をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

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（大久保俊雄君） 

 以上で中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 

 引き続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 今日最後の一般質問になりました。 

 議長の許可を得ましたので一般質問をさせていただきます。笛新会の北嶋恒男でございます。 

 まず今日のテーマはですね、人口減少社会に向けての市職員への提言ということでございま

す。 

 日本の人口減少は２００５年ごろから始まっており、これまではその減少数も比較的少なかっ

たが、いよいよ本格化してきたといわれております。そういうときこそ自治体職員はマイナス

面ばかりでなく、職員の対応次第ではむしろ本当の豊かさや幸福を実現していく格好の転換点

にできるのではないかと思っております。 

 このように職員への期待は大きく、住民から逃げない姿勢で住民に寄り添いながら人口減少

に立ち向かっていくことが必要でありましょう。人口減少問題は一朝一夕では解決できないが

少しずつでも意識変革を図るため、以下内容についてお伺いいたします。 
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 １つとして、職員の能力開発はいかに図っていくお考えか。 

 人口減少時代、地方創生時代に自治体職員には能力開発をいかに図っていくかが問われてお

ります。当職員には政策形成能力を高めるために、どのような構想を考えているかお伺いいた

します。 

 ２つ目としまして、人口減少問題の克服には市民にはどのように求めていくのかというタイ

トルでございます。 

 適応が必要な問題には現実と向き合い、市民の合意形成を得るためにはきめの細かい対話に

より自分自身の問題として捉え、いかに当事者意識を持つかが鍵になりましょう。質の高い話

し合いのやり方をどのように求めているか、お伺いいたします。 

 ３つ目としまして大人との対話の場、地元の高校生、笛吹高校生にも提供できないかでござ

います。 

 人口減少問題は将来を担う若い世代ほど大きな問題ですが、大人との対話の場を高校生にも

提供することができないか、お伺いいたします。 

 高校生と市議会議員、市長、市役所職員などを交えて出前地域課題懇談会などを開催し、高

校生が地域の課題を地域の大人と一緒に考える場があってもよいように思います。子ども時代

からの市民性の醸成が地域づくり・社会づくりにつながると思います。１８歳選挙権を得て、

政治は身近なまちづくりからの取り組みが必要であると分かってくれると思います。 

 ４つ目としまして、ふるさと住民票の提案です。 

 笛吹市の出身者、ふるさと納税を行った人、仕事や介護や災害避難などで一定期間居住する

人、学生などを対象に希望者へ独自に正規な住民票とは別のふるさと住民票を発行してまちづ

くりへの参加の機会や必要なサービスを提供する制度ができないかお伺いいたします。 

 ふるさとに愛着を持ちながら外部の目で見ている人は、貴重な意見を積極的に寄せてくれる

だろうと思います。現状のようなふるさと納税した人への豪華賞品をプレゼントして集める手

法が批判されている折でもありますので、多様な人たちと自治体とのつながりを確かなものに

することにつなげることになっていくと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに職員の能力開発はいかに図っていく考えかについてですが、職員は自らの資質を向

上させ、多様化する住民のニーズに対応していくことが求められ、組織はそうした人材を育成

する必要があります。職員自らが課題を捉え、情報を取得・分析し、企画立案する政策形成能

力は大変重要なスキルであります。 

 市では政策形成能力向上のために、４０歳前後の中堅職員を対象とした政策形成研修を実施

しており、また若手職員に対しては、山梨県市町村職員研修所で開催する政策形成研修の受講

を促進しております。 

 いずれも企画立案した政策をプレゼンテーションするという実践的な研修によりまして、個々

のスキルアップを図っているところであります。 
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 また現在、職員を公益財団法人山梨総合研究所に派遣しており、さらに平成２８年度には東

京にある一般財団法人地域活性化センターへの派遣も予定しているところでございます。これ

らの外部団体への派遣は、実務の中でまちづくり・地域づくりなどについての政策形成能力の

向上が図れるものと期待しているところであります。 

 今後も職員の政策形成能力を高め、人材育成を推進するために積極的に取り組んでまいりま

す。 

 次に人口減少問題の克服に市民にはどのように求めていくのかについてですが、昨年１０月

に策定いたしました笛吹市人口ビジョンでは、市の人口減少による悪影響はさまざまな面で想

定されております。現在、市のホームページや広報紙を通して周知しているところではありま

すが、議員ご提言のとおり市民がこの状況を自らの問題として、当事者意識や危機感を持って

捉えて行動していくことが大切であります。 

 例えば市民が空き家情報を自ら掘り出し提供したり、移住を希望しお試し居住した者に対し

て積極的に声掛けや相談に乗ったり、若手農業者に技術を提供したり、その地域で移住者が安

心して住めるコミュニティの醸成が図れるお手伝いなど、さまざまな場面で市民の皆さまに動

いてもらわなければなりません。このため、移住者受け入れの推進方法や問題点など行政と協

働で論じ、考えていくことが不可欠であると考えております。 

 次に大人との対話の場を高校生にも提供できないかについてですが、高校生に限らず対話の

場を設けることは、今後一層必要となってくると考えております。 

 特に人口減少問題が大きくのしかかってくる今の子どもたちが、若いころより自分たちのま

ちの取り組みに関心を持ち、率先してまちづくりの協議の場に参加できるよう導くことは必要

なことであります。 

 今後はまち・ひと・しごと創生総合戦略に際し、ご参加いただいた本市の高等学校の代表の

先生にも相談するなどしながら、市議会をはじめ諸機関を構成する大人たちと高校生が共に将

来の地域づくりなど考える機会を設けることができるか協議し、懇談会等実現できるよう努め

ていきたいと考えております。 

 次にふるさと住民票の提案でありますが、地方に対する熱いまなざしが注がれている今、日

本一桃源郷笛吹市を、さらに全国に発信していくには本市を応援してくれる多くの皆さまがさ

らに本市に関心を持っていただき、応援していただける仕組みを考えることが必要であります。 

 今までもふるさと大使制度やサポーター制度などを行ってまいりましたが、今後、議員ご提

言のふるさと住民票の発行や、より効果の高い取り組みを先進事例を研究し、検討してまいり

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 どうもありがとうございました。最初にですね、職員の能力開発でございますけど、今はい

ろいろ研修会ですかね、先生がいろいろ職員を集めて大きなテーマで話をされる。それについ

てのいろいろ個々の意見を述べさせるということなんですけど、私はそれももちろん当然です

けども、直接ですね、現地へ赴いて本当に今、必要は何かということを求めたところ、先進地
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視察というのが非常に効果があるということだと思います。そんなことで、その前にですね、

市長もですね、海外のほうへ研修を行かれ、トップセールス行かれましたけど、その今までの

経過を踏まえましてですね、海外から得たものは何かなということをちょっとここでおっしゃっ

ていただければありがたいですけど。いろいろ、急なことで申し訳ない。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 突然振られましたけども、テーマは職員の能力の向上ということかと思います。 

 海外に限らずというか、今はもうグローバルな時代でありますので、軽い気持ちで海外に行っ

て見識を、見聞を広めるということは大変大事だというふうに思います。私も生まれて初めて

パスポートというものをこの仕事に就いて初めて持ちまして、ドイツなどというところまで行っ

て、やはり目から鱗というのが実感でありましたし、先般はフィリピンのほうにも行かせてい

ただいて、これまた目から鱗ということでありますので、海外にもどんどん職員が行くという

こと。実はちょっと話がそれますけれども、今年１月に中学生を本栖湖畔に２０人ばかり集め

て将来のリーダーになる中学生ですね、研修を行いました。そのときに私の知人の町役場の職

員を講師に選びました。九州の人口１万人ばかりの小さな町の女性の職員なんですけども、２年

ほど前から内閣府に引っ張られて石破大臣のもとで、もう本当に軽い気持ちで「お前行ってこ

い」と言えば「はい」とマレーシアに、そして友だちに誘われたといって内モンゴルに、そう

いう人が世の中にもいるということで、そういうのをぜひ中学生にも知ってもらいたいという

ことで講師に招いたところでありますが、いずれにせよ先ほどの答弁にもありましたけれど百

聞は一見にしかず、机の上で１００時間学ぶよりは１時間でも２時間でもどこか知らないとこ

ろに行って見聞を広めるということは大変大事なことだというふうに思っております。私がこ

れ以上、海外に行くんじゃなくて、これからは若い職員、あるいは中学生や、あるいは小学生、

高校生、そういう人にぜひ海外に行って笛吹市を背負って立つような視野の広い人材を育成す

る。そのことが大事かなというふうに思います。ちょっと噛み合った話になっているかどうか

分かりませんが、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 どうもありがとうございました。それでは地元の、地元といいますか、身近な例としまして

先日、一宮の市民ミーティングのときにですね、会場に来られた方がですね、笛吹市の予算の

話がされました。笛吹市が３３０億だと。同じぐらいの自治体の規模なんだけども、８０億も

少ない予算でやっているということで、それは小林副市長もですね、それは地域的な条件とか、

それから公共事業といいますか、土地の整備のほうが進んでいたということ、原因もあるから

一概には言えませんとおっしゃったんですけども、それにしても８０億という予算をそこで説

明されるのにですね、やはりもうちょっと具体的にですね、分かるように話をしてもらいたい

ということで、こんなようなこともありますので、ぜひ同じ県内ですけども、そういった予算

的な内容についても直接担当者がお伺いして、こちらの内容も示せたり、向こうの内容を見せ

てもらって何が原因なのかなとか、いろいろ勉強会ですかね、そういったことも直接行って伺

うということも必要ではないかなというように思います。そんなことでこれも１つ、提案でご
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ざいます。 

 それから先ほど肥満体になった財政をなんとかしなければならないという市長のお話もござ

いましたので、そんなことでそういった個々のテーマについても早速、現地へ赴いて直接、そ

ういった勉強をするということも非常に大事な能力開発ではないかなと思います。 

 次にですね、合意形成をなかなか、図るためにですね、この間の研修会、市民ミーティング

なんかもお聞きしましていろいろの意見が市民から出ます。それはやはりどうしてかな、もち

ろんあれですから、たまにやるそういうミーティングですから、いろいろなこともこの際とい

うことでもあると思うんですけど、そこで考えたことはやはり対話集会というものをですね、

定期的に行うべきだなというように感じました。もちろん議会の市民ミーティングも必要です

し、行政のほうもですけど、何かテーマがなくてもですね、定期的には年に２回とか３回とか

すべきだと思いますけども、いかがでしょうか。その点。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 現在、笛吹市のほうでは市民ミーティング、それから先ほど議員さんのほうでおっしゃいま

した勉強会的なものということで出前講座というものをやっておりますけども、なかなか出前

講座のほうは申し込みも少なくて、われわれのＰＲ、そういうことも少ないというように感じ

ているところでございます。そのへんは積極的に市民の方にもですね、現状、それから予算ば

かりでなくて、さまざまな分野で市のことを知っていただくということで勉強会をしていただ

くという中では出前講座、しっかりまた取り組んでいきたいというふうに考えておりますけど

も、市民ミーティングにつきましては今、さまざまな課題がある際にですね、そのへんの説明、

それから皆さんの意見を聞くというような形で今、実施しているところでございますけれども

またご提案の内容につきましては今後の市民とのつながりという中でですね、検討をさせてい

ただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 ありがとうございます。やっぱり人口減少社会ではですね、市民の皆さんは市の職員の皆さ

んが直接支えてくれるという、いつ行ってもそばにいていろいろな相談に乗ってくれるという

ことが非常に支えでございますので、ぜひそういった形でですね、触れ合う機会を多く持って

もらいたいなと思います。 

 それでは次に高校生との大人との対話の場ですけども、高校生には１８歳から選挙権がある

わけですけども、明日、あさってはですかね、卒業されますけど、先生にお聞きしましたら選

挙権の話も倫理の先生から中心になってお話をしましたということでですね、これからどんど

んこういう形が続くわけですけども、ぜひ、そうはいっても選挙権といってもどういう内容な

のかなということ、よく分からないと思います。ですからここの議場にですね、ぜひ年に１回、

そういう研修という意味もありまして、高校生を招いて模擬議会とかですね、それからこちら

から現地へ赴いて生徒に議員とか、先ほどのこともありましたように話をしてお互いに会話を
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するということが必要だと思いますけど、そんな方向でこれからはやっていかれるかどうか、

お伺いしたいと思いますけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 高校、今度３年生から選挙権が夏の参議院から選挙ができるというようなことで、選挙に関

する高校生の意識の持ち方というのも変わってくるんではないかなというふうに思います。前

回のときもちょっとお話をしたと思いますけども、学校のほうでもそれが選挙のためのそういっ

たリーフレットのことを用意して総合的学習ですとか、社会科の学習の中でそういったものを

研究していくというようなことを情報としては踏まえている状況です。市としても幼保小中高

という連携の中で直接、われわれが義務教育以外のことをどうこうということはないのかもし

れませんけども、高校のほうへもそういった市のそういった投票率のアップとか、そういった

ことにつなげていくために、お話くらいはしに行く必要があろうかというふうには思っており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 先日、テレビで海外のことをやっておりましたけど、スウェーデンでは１８歳の投票率が８０％

だということを言っておりました。そしてもう学校の中で今の政治はどうだとか地域づくりは

どうだとか、そんなことを種々話し合っているということで自分たちの意見がですね、世の中

に通るんだということを実感しているそうです。そんなことで大変、違うなということを感じ

たわけですけども、ぜひそういう形でですね、これから人口減社会で、ふるさとを若者がです

ね、残っていただかなければなりませんので、そんなことで笛吹市は素晴らしいまちでいろい

ろなことをお話を聞いてくれるまちだなということで、まちづくりを一緒に考えようというよ

うなことで呼びかけていければなと思っておりますけども。 

 それでは最後にですね、ふるさと住民票なんですけども、これは私も本から学んだんですけ

ど、これはですね、現在、全国で８自治体で実施しているそうです。近くではですね、群馬県

の太田市ですとか下仁田町、それから埼玉県の赤穂市などでやっておるそうです。その趣旨は

ですね、先ほども私が述べたような内容でございまして、いろいろなイベント等があればです

ね、こちらから市のほうから連絡をしてですね、そして来ていただくということで、本当に笛

吹市はかっこうな、素晴らしいまちで温泉もあるし、果物もあるし、広い場所もあるしという

ようなことでですね、今、東京都は１２０万人の山梨県人がいらっしゃるそうです。そんなこ

とでそういう人たちに呼びかけてですね、ふるさとを思って、そしてまたいろいろ提言をして

もらうと。新しい目でですね、提言をしてもらうということで、ぜひこちらのところへですね、

出向いていって、またいろいろ相談をされてですね、勉強をされてこういった構想がどうかな

ということで検討していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。市長にお伺いしたい

と思いますが。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 またいきなりの指名で。従来の発想を超えたような形での展開ということは大変大事だとい

うふうに思っております。今、笛吹市を応援したいという人は潜在的にはたくさんおられると

思っています。東京に先ほど山梨県出身者１２０万というようなお話がありましたけれども、

笛吹市出身の方も大勢おられます。こういう人たちの熱いふるさとへの思いをどのような形で

組織化していくかということは大事なことだというふうに思っておりますので、これは一歩二

歩前進させていきたいと思っておりますし、笛吹市民や市出身者以外でも笛吹市を応援したい

という方であれば、もう国内外を問わずに応援団として、名前は別でありますが組織していく

という発想は、私は大変大事なことだというふうに思っております。 

 ですからそれは精神的な応援、あるいは名刺を配ってそのへんの知り合いに配って、私は笛

吹市の応援団ですよというふうな、そういうふうな形でのあまり経費のかからない応援もある

でしょう。私はネットが得意なので笛吹市のことが出れば、すぐにまた転送して全国に発信で

きるように、拡散するように頑張りますという人もいるかもしれない。またやはり積極的に応

援するとなれば、これは財政的支援じゃないかというようなことで、それもふるさと納税、こ

れも大変ありがたいことなので、もっともっと工夫していかなければならないというふうに思っ

ておりますけれども、またふるさと納税という、それとはまた別な形でのいろんなクラウドの

お金の集め方とか、いろいろ新しい方式とか工夫次第ではそういうふうな財政的な支援もいた

だけるのではないか、組織できるのではないかとこんなふうに思っておりますので、職員と一

緒になって知恵を出していきたいし、また皆さま方のお知恵もお借りしたいとこのように考え

ています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 どうもありがとうございます。市の職員と非正規の職員まで入れますと約１千名、この笛吹

市にいらっしゃるわけでして、やはり市民は一番市の職員を本当に頼りにしております。市の

職員がすぐそばにいるということで安心感を覚えますので、ぜひこれから魅力ある笛吹市を一

緒につくっていくようにですね、頑張っていただきたいと思いますけどもよろしくお願いいた

します。どうもありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ただいまの北嶋議員の人口減少社会に向けての市職員への提言ということですけれど、これ

にぴったりのですね、事例が芦川町においてこの５年ほど前から展開されています。芦川町に

はまちづくり実行委員会というのがありまして、５年ほど前から組織化されてですね、進めて

います。そういう中で市の職員、もちろん担当の職員が来て、いろいろ宣伝をつけてくれてい
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るわけですけれど、それ以外にですね、いろんな市の職員が来ていただきまして、本当に小さ

な田舎ですから非常にこじんまりとして消極的になるようなところを、いろいろ発奮させるよ

うなですね、ご意見をいただく中で、５年目ということでしかもこの人口減少社会、そのもの

を芦川町、今、生きているわけなんですけれど、先ほど成島経営政策部長からお話がありまし

たように、行政と、この移住に関しては行政と住民の協働、これが大切だと。しかも市民自ら

がそういう空き家情報、こういうものを提供するような形ということですけれど、まだもちろ

ん十分ではないんですけれど、芦川町では空き家に関して、すべての空き家に対して１軒１軒、

フェイスシートをつくりまして状況を提供するような形で市民が頑張っています。そういう中

で意識改革というのはやっぱりそういうところにいろいろ、研修等ありましたけれど、職員も

自分の直接の業務を離れて参加していただくということが、もちろんわれわれ住民にとっても

大切ですし、職員の本当の実践の場での問題意識、課題解決、こういうことがなされるんでは

ないかというふうに思いますので、その事例を紹介して、その中でやっぱり空き家対策という

のはこれは実績が挙がっていかないとなかなかですね、やる気も出てこないということですけ

れど、これは市長にもお願いしてありますし、話がだいぶ横のつながりが出てきていると思う

んですけれど、この間、われわれ会派の研修で有楽町にありますふるさと回帰センター、ここ

で理事の高橋さん、あるいは山梨ブースの担当であります倉田さんにお会いしまして、やっぱ

りそこで１つ重要なのは移住に対して受入態勢で、しかも受入態勢、組織ももちろんですけれ

ど、お試しの移住住宅、お試し移住というのが非常に重要だというふうに言っていました。１週

間、あるいは１カ月、長くは２、３カ月というふうになろうかと。そういう中で芦川のほうで

は教員住宅が空いていますので、そのへんのお話はすでに何回かしてありますので、そのへん

への取り組みについて、今のところで答えられるところで結構ですのでお願いしたいと思いま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 教員住宅の活用方法については、教育委員会の職員が中心となって検討をしてまいっている

ところでございます。その中で現在の教員住宅については、教員数が芦川が４人しかいないと

ころへ４カ所あって全部で１０部屋ですか、あるわけですけども、今後全部の部屋を活用して

いくことはないだろうということで、そういった活用策があるんであれば、そちらの担当のほ

うへ移管して有効活用していただくことが必要だという職員の考え方であります。来年、経営

政策部のほうへ移住定住の担当ができるということでありますから、そちらのほうで進めてい

ただけるんであれば、そちらに所管替えをして教員住宅としての条例は廃止をして、そちらへ

もっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 本当にありがとうございます。なかなか難しい問題も抱えているかと思いますけれど、そう

いう形でまたわれわれの、まちづくり実行委員会のほうにも弾みがつくと思います。そちらの

管理等については、われわれの、この間、どういう形になるか具体的でないですけれど、一応
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われわれでできるだけ引き受ける形で進められたらということで意思統一がしてありますので、

またぜひ早急な対応をよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問はありますか。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 １分でやれということでございますが、急いでやります。 

 ふるさと住民票ということはこれ非常に私も初めて聞いた言葉で感銘しておりますけど、ぜ

ひこれは人口減少対策につながると思いますので、ぜひよろしく企画していただきたいと思い

ます。 

 それからふるさと納税につきましてですけど、今、全国で競争が激化されております。これ

は地域の産業構造によってもだいぶそのふるさと納税は違うと思いますけど、山梨県におきま

しても峡東地域の中の３市の甲州市が今年度８億というふるさと納税額をしているということ

で、産業構造的には笛吹市等もまったく変わっていない産業構造の中で非常に甲州市は頑張っ

ているということなんです。そういう中で今年なんか聞いたところ、笛吹市も川中島合戦の武

田信玄と・・・今後それについて答弁をよろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 時間がきましたので。 

 小澤経営企画課長。 

〇経営企画課長（小澤紀元君） 

 ふるさと納税でございますけれども、本市につきましても今年からはクレジットとかそうい

うふうなものも用いまして、誰でもが簡単にできるというふうなことを使わせていただきまし

た。その結果、本市も今年申し込みの時点で、現時点で１億円というふうなものを突破したと

いうふうに、非常に右肩上がりでございますけれども、さらに先ほど議員ご提案いただきまし

たように現地に来て実際にそこで体験できるそんな商品もたくさんメニューとして加えながら、

そして笛吹市に来ていただいて、笛吹市の良さを知っていただくというふうなことの体験型の

ことにつきましても改めて多くメニューの中に盛り込むような、そんな工夫をしながらできる

だけ多くのふるさと納税のご寄附をいただくような努力をさらに努めていきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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２７日から３月８日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 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２７日から３月８日までは休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は３月９日、午後２時３０分から再開といたします。 



 １６３ 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時０７分 
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再開  午後 ３時０５分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第１号から日程第３１ 議案第５０号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の２月２３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の報告を求めます。 

 まずはじめに総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それでは、ただいま議長より総務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２月２３日の本会議において、本委員会に付託されました議案については３月２日・３日

の２日間の日程により委員会を開催し委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 

 まず総務部総務課所管では議案第１号 「笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定

について」において、委員より提案理由の説明で「外国での勤務等」の「等」はどのようなも

のを指しているかとの質問があり、これに対し当局より事業を経営することや大学への修学な

どを指しているとの説明がありました。 

 議案第２号 「笛吹市行政不服審査会条例の制定について」において、委員より審理員はど

ういう人を予定しているのかとの質問があり、これに対し当局より行政経験のある市ＯＢなど

を予定しているとの答弁がありました。 

 また、委員より不服審査に関して裁判沙汰になった場合、訴えられる相手は審査会か、それ

とも市当局かとの質問があり、これに対し当局より行政不服審査会は市の附属機関であるので

市当局であるとの答弁がありました。 

 議案第１３号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」において、委員よりこの改正における委員等は、地方公務員法でどう位置づ

けられているのかとの質問があり、これに対し当局より第３条第３項の特別職の非常勤の職員

に当たるとの説明がありました。また委員より、どういう組織の委員がそれに該当するのか、
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基準はあるのかとの質問があり、これに対し当局よりはっきり示すような基準はないが、あく

までも第３条第３項の条項で判断しているとの答弁がありました。 

 議案第７号 「笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

て」において、当局より機能別消防団員の新設は、通常の団員の確保が難しい御坂町上黒駒・

藤野木と芦川町を適用地域と考えているとの説明があり、これに対し複数の委員より、地元で

は昼間に火災などが発生すれば正規の団員が少なく十分な対応が難しいので、機能別消防団員

の制度を単に団員の定員補充ということでなく、消防団の体制の補強という観点から適用して

いくべきだとの意見がありました。これに対し当局より、今後の課題として検討していくとの

答弁がありました。 

 議案第９号 「笛吹市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正について」

において、委員より人事評価を公正に正確にするということは無理があるのではないかとの意

見があり、これに対し当局より人事評価をパーフェクトにするということは不可能であろうが、

業績と能力を評価して、人材を育成し頑張る職員は報われるという効果があると考えていると

の答弁がありました。 

 議案第１０号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」

において、委員より人事院勧告に市長等の給与等の改定についての規定はあるのかとの質問が

あり、これに対して当局より、規定はされていないが職員給与との兼ね合いや県下他市の動向

を見た上で上程したとの答弁がありました。 

 議案第１１号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて」において、委員より人事院勧告に準じたり、沿ったりして改定する必要はないとの意見

が述べられました。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」において、委

員より消防団無線整備事業の１，５００万円余りの減額の原因は何かとの質問があり、これに

対し当局より携帯用無線機、車載用無線機が安価で購入できた差金であるとの説明がありまし

た。また、委員より消防施設整備事業の１千万円の減額の原因は何かとの質問があり、これに

対し当局より、車種の変更と入札差金によるものであるとの説明がありました。 

 管財課所管では、委員よりその他の意見として、笛吹市の入札では地域要件が条件となるこ

とがあるがＴＰＰが仮に発効された場合、そういう条件を設けることが不可能となるようなこ

とはないかとの質問に対し、これに対し当局より今後検討していきたいとの答弁がありました。 

 消防本部所管では議案第２０号 「平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について」に

おいて、委員より消防車両購入事業の３６０万円の減額の理由は何かとの質問があり、これに

対し当局より車体と装備を分離発注した努力による差金であるとの説明がありました。 

 また、委員より施設整備管理事務の工事請負費の１，８９８万円の減額の理由は何かとの質

問があり、これに対し当局より設計図等の分かる技術職員がおらず、当初、タンクメーカーの

作成した設計図等が不十分なことがあとに判明し、設計図の作り直しをしたり、また入札して

も応札がなく、再度、見積もりを取ったが契約には至らなかったこと、さらには当該地が埋蔵

文化財の包蔵地のため調査も必要であることが判明するなどで、今年度中の事業執行は無理で

あるため減額したとの説明がありました。 

 これに対して、委員よりあまりにも杜撰であるとの指摘がある一方、また、いい加減な工事

発注をしなくてよかったとの意見がありました。また、消防本部に限らず技術職員の配置につ
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いては総務常任委員会の課題として、今後、検討を要するとの認識に至りました。 

 経営政策部財政課所管では議案第１８号 「笛吹市減債基金条例の一部改正について」にお

いて、委員よりこの減債基金は水道会計の償還にも充当することができるのかとの質問があり、

これに対し当局より下水道事業債等の償還と規定しており、この等により充当は可能であると

の答弁がありました。 

 議案第２０号 「平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について」において、委員より

年度末の基金残高の見込みは大きく変わったかとの質問があり、これに対し当局より現在の

１５９億が１６８億まで増額すると見込まれるが、これは当初、あまり大きな金額が望めなかっ

た地方交付税などが多くなったことによると説明がありました。 

 また、委員より地域創生加速化交付金の申請は原課まかせということはないかとの質問があ

り、これに対し当局より庁内で十分調整し、原課まかせにせず交付金の申請を行っているとの

答弁がありました。 

 情報政策課所管では議案第２０号 「平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について」

において、委員より住民情報系システム改修改良事業の繰越明許費とされる１億３，８８０万

円の増額の財源はどうなっているのかとの質問があり、これに対し当局より事業費の一部に補

助金を充て、残りについては対象と認められれば国が交付税として半額措置する補正予算債、

一般補助施設整備事業債という市債を充当していくとの説明がありました。 

 経営企画課所管では議案第２０号 「平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について」

において、委員より市営バス運行事業について委託料、補助金の増額について疑義が出された

のに対し、運行状況を精査し事業者との協議の中で赤字分の一部を負担する必要が生じたため

であるとの答弁がありました。 

 また、委員より地域おこし協力隊事業の５４０万円の減額に対して、その理由は何かとの質

問があり、これに対し当局より５名の応募があったが、この事業の目的である定住、Ｕターン、

Ｉターンから見て相応しい応募者が少なく、実際には来年度から採用の１名が決まったのみで

大きな減額となったとの説明がありました。 

 議案第４７号 「笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について」において、委員より地域で

生活をしていくためには産業振興が必要だが、その点が弱いのではないかとの意見があり、こ

れに対し当局よりハードの事業は少ないが、６次産業化などソフト事業の取り組みを強めてい

く計画になっているとの答弁がありました。 

 また、委員より人材育成を強化していくことの明文化が必要ではないかとの質問があり、こ

れに対し当局より芦川町ではまちづくり実行委員会の中で人材が育成されつつあり、それを支

援していく形になっているとの答弁がありました。 

 市民環境部市民活動支援課所管では議案第２０号 「平成２７年度一般会計補正予算（第

５号）について」において、委員よりまちづくり推進事業のうち地域振興促進事業助成事業助

成金の１８０万円の減額の理由は申し込みが少ないことによるものかとの質問があり、これに

対し当局より制度ができて１０年ほど経っており、申し込みが少なくなっており審査審議会で

も見直していく時期にきているとの認識が示されました。 

 次に討論について報告します。 

 議案第９号 「笛吹市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正について」

において、委員より反対討論として恣意的に評価される恐れがあること、また評価にかなりの
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時間を使うことという問題点が挙げられました。 

 議案第１０号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」

において、委員より反対討論として大企業はともかく、経済状況を考えると特別職の給与等は

上げるべきではないとの発言がありました。 

 以上、総務常任委員会での主な質疑・説明・答弁および討論について報告いたしました。 

 それでは以下、審査結果を申し上げます。 

 議案第１号 「笛吹市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２号 「笛吹市行政不服審査会条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 

 議案第３号 「笛吹市行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７号 「笛吹市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 

 議案第９号 「笛吹市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１０号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する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１１号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する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１２号 「笛吹市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１８号 「笛吹市減債基金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１９号 「笛吹市火災予防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２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４７号 「笛吹市過疎地域自立促進計画の策定について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第４８号 「山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村

総合事務組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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ください。 

 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」につきまして

は各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を

行います。 

 それでは議案第１号から議案第３号まで、議案第７号、議案第８号、議案第１２号、議案第

１３号、議案第１８号および議案第１９号を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本９案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本９案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本９案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第１号から議案第３号まで、議案第７号、議案第８号、議案第１２号、議案第１３号、

議案第１８号および議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第９号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１０号を議題とし、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 野澤今朝幸です。 
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 議案第１０号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」

に対して反対する立場から討論をいたします。 

 まずこの一部改正の内容ですが市長、副市長、教育長の期末手当、平らに言えば給与、ボー

ナスですけれど、これを月給の０．１カ月分引き上げるというものです。市長の月給は８６万

円ですから８万６千円。副市長の月給は６５万円ですから６万５千円。そして教育長の月給は

５９万円ですから５万９千円。これだけの金額が年間の賞与に増額、上積みされるというもの

であります。 

 私は２つの点からこの賞与アップ、ボーナスアップの改正に反対します。まず１点はこの提

案理由にも分かるように提案理由を朗読させていただきますと、人事院および山梨県人事委員

会による公務員の給与等に関する勧告に伴う給与改定等に鑑み、市長等についても市職員の給

与改定および勤務手当の改定と同様の措置を講じる必要がある。これが本改正案を提出する理

由であると。 

 つまりこれは職員の給与とバランスを取るという考え方であります。言うまでもなく職員は

労働基本権がかなり制限される中で人事院、給与勧告、こういうもので民間との格差を是正し

ているわけですけれど、そもそも元来、市長、副市長、教育長の給与というのはこういう職員

の給与とは性格が私は別であると思います。 

 もともと市長、副市長、教育長の給与は限りなく報酬に近い、われわれの報酬に近いもので

あろうと。勤務時間があるわけでもないし、そういう細かいことからいえばそういうようなこ

とでありますけれど、もうこのへんでぼつぼつですね、この職員とのバランスという考え方、

これはやめるべきではないかと、こういうふうに思います。そういう意味で、極めてこの提案

理由は薄弱であるというふうに私は思います。 

 それともう１点は、これは総務常任委員会でも担当のほうから説明がありましたけれど、県

下の他市の動向を見てという、そういう提案理由が述べられています。これってなんかおかし

くないですか。たぶんこういう理由で県下の他市もすべて、今回の市長等のベースアップをし

ていると思います。みんな右ならえといって一番右にいる人は誰かということになりますよ、

これは。あくまでもこれは言葉のトリックであろうと、こういうことでですね、賞与を上げる

ことの自らの責任を感じない行動のもとでこういうふうに賞与、ボーナスをアップする。こう

いうことはぼつぼつやめるべきではないかと思います。 

 ２点目ですけれど、市民のですね、生活経済あるいはとりわけお百姓をしている方々の経済

生活を見ますと、とても上げる状況にはないだろうと。安倍首相はアベノミクスが全国津々浦々

まで浸透し、全国民の生活が改善されると再三再四言っていますけれど、われわれの笛吹市が

この津々浦々から入っていないことは明らかであります。笛吹市だけではないと思います。こ

れは大都市と大企業というところがアベノミクスの恩恵を受けているということで、そういう

ことでありますので、こういう市民の生活、さらに先ほど言いました一昨年の豪雪、それから

とても農業を営んでいる方々は立ち直っていません。言うまでもなく果樹ですから、桃、ブド

ウですから５年やなんぼかからないと、それでも復旧がようやっとで復興まではいかないと思

います。そういう中で市長は市民の代表だと思います。それがこういう条例をあげてくること

自体、私は市長の見識を疑います。はっきり言って。職員があげてきたからそのままめくら判

ということはたしかないと思いますけれど、私はこのような理由において今回の議案第１０号 「笛

吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、具体的には賞与の０．
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１カ月アップ、これには反対します。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論はありますか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第１０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１１号を議題とし、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 野澤今朝幸です。 

 議案第１１号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて」に対し、反対する立場から討論を行います。 

 まず改正の内容ですけれど、これは先ほどの市長等の改正と同じく期末手当、たいらく言え

ば給与、ボーナスをわれわれの月額の報酬の０．１カ月分引き上げるというものです。議長で

４万円、副議長で３万７千円、委員長が３万６，５００円、そして普通の議員ですね、役職の

ない議員が３万６千円ということです。総額、たぶん７６、７万くらいになろうかと思います。 

 まったく先ほどの市長等のボーナスアップの反対の理由とまったく同じです。ただ付け加え

ると今度は提案理由が今度は市長にならって、われわれがバランスを取る必要があるという理

由が入っています。これもおかしな話だと思います。われわれは報酬でありますから。 

 もう１つはですね、われわれの報酬というのはわれわれが決めるわけですから、今回は潔く

反対すべきだとこのように思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論はありますか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 
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 これより議案第１１号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして、議案第４７号および議案第４８号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４７号および議案第４８号は原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長

から審査結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま、議長より教育厚生常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報

告いたします。 

 ２月２３日の本会議において、本委員会に付託されました条例制定・改正、一般会計・特別

会計補正予算の議案について３月２日・３日の２日間の日程により委員会を開会し委員出席の

もと関係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において議案第１５号 「笛吹市重度心身障害者医療費助

成条例等の一部改正」に関し、４月１日からだが３月３１日までの対象者は何人か、また周知

をしっかりして問題が出ないようにとの質問に対し、すこやか医療の対象者が９９人、ひとり

親対象者が２１人でうち３名が高校生であり、１１７人が重度の対象となる。対象者には３月

中旬ごろまでに通知をし、３月末までに受給者証を発送して周知していくとの説明がありまし

た。 

 児童課では一般会計補正予算の学童保育クラブ事業総務費で学童支援員は何人いて、減額分

は人数による減なのか、また日数が減ったからなのかとの質問に対し、学童支援員は２３人で

実績をもとに計算したものだが、県の研修が受けられなかったことなどにより減ったとの説明

がありました。 

 保育課では保育所臨時職員費の減額は全国的な保育士不足の影響もあり、当初計画した臨時
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保育士採用数のうち７名の確保が難しいためとのことだが、保育に提供するのに支障はなかっ

たのかとの質問に対し、基本的な保育を提供する保育士は確保しているので通常保育での影響

はなく、研修や休暇などの場合は事前に調整し園内で対応したとの説明がありました。 

 市民環境部所管では環境推進課において議案第１４号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及

び適正処理等に関する条例の一部改正」では、可燃物の中で生ごみが占める割合は約５０％か

ら７５％くらいだが、ごみ袋を有料化しても生ごみを減らすのは大変なことでさらに２０％の

ごみは減らないのではとの質問に対し、生ごみが多いということは逆に減らせると思っている。

水切りや生ごみ処理機等を活用すれば２０％に近いところまでに減らせる。また、他市では不

燃ごみ袋も導入していて、全体的な排出者の費用負担は高いとは考えないとの説明がありまし

た。 

 なお議案第１４号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改

正について」は反対討論が２件、賛成討論が１件ありました。 

 反対討論では４市での共同処理していく中で、新たなごみ減量プランを策定し市民に周知し

てごみ減量化を図るべきである。また指定ごみ袋の導入は賛成だが、他市と比べ単価が少し高

いこととごみ袋の有料化によるごみ減量化を図るということではなく、減量等の方法について

もっと周知するべきとの討論がありました。 

 賛成討論では主眼はごみ減量ということ、４市の中で指定ごみ袋がないのは笛吹市だけであ

り、廃棄物等の減量審議会の指定ごみ袋の導入と有料化の答申を尊重する中での今回の対応だっ

たいうことで賛同する。また、他市と比較してごみ処理全体の費用負担を考えれば高いもので

はないとの討論がありました。 

 国民健康保険課において、高額医療費の増加している要因は何かとの質問に対し、医療の高

度化や高額なＣ型肝炎治療薬の新薬が相次いで認可されたことにより、調剤医療費の増加が一

因と考えられる。全国的に約１０％の伸びを示していて、本市も同様に高額調剤の件数が増え

ているとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、学校教育課において春日居中学校維持管理事業に関して、新入生徒数

が増加により生徒用机・イスの購入とのことだが、何人くらい増加するのかとの質問に対し、

生徒の増加は１０人ぐらいを見込んでいるとの説明がありました。 

 生涯学習課において、スポーツ少年団支援事業に関して単位団が昨年度より３団体減ったと

のことですがどこの団かとの質問に対し、２７年度は石和北野球スポーツ少年団、石和実践空

手部、八代少林寺拳法部の３団体ですが、以前からでは８団体が休部あるいは未登録となって

いるとの説明がありました。 

 なお、平成２７年請願第２号 「「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」の提出

を求める請願書」については、引き続き継続審査となりました。 

 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 

 審査結果については、次のとおりであります。 

 議案第４号 「笛吹市一般廃棄物処理手数料条例の制定について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第１４号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１５号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成条例等の一部改正について」、賛成全員
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で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１６号 「笛吹市敬老祝金支給条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２１号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２２号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２３号 「平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で教育厚生委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２０号につきましては先ほど申し上げました

とおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行いたいと思います。 

 それでは議案第４号、議案第１５号および議案第１６号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第４号、議案第１５号および議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして議案第１４号を議題とし、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について」反対の
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立場で討論をさせていただきます。 

 この条例は有料ごみ袋導入に伴う所要の改定について行うものでございます。この条例の中

でごみの袋の価格が決定、提示されました。この条例では笛吹市は今年度１０月より大きい、

大中小とありまして４５リットルの袋、１０枚で３００円。そして２０リットルの袋、１５枚

で３３０円。１０リットルの袋２０枚で３００円と掲げられました。甲府市、山梨市、甲州市

の袋の価格のおよそ倍となります。４市の境川の処理場が出来上がりましても、４市としての

統一したごみ袋は作る考えは現時点でありません。各それぞれの市で対応することになってお

ります。 

 ごみ袋を値段を上げれば減量が進むのではないかとのことですが、そういった考えには、そ

ういった趣旨には私は賛同するわけにはまいりません。またカラスが突いても破れないほどの

丈夫な袋だと聞きましたが、カラスが突くことのないような収集施設の充実を望むものであり

ます。 

 またこのごみの減量に関しましては各地域、また各個人によって差があります。とてもよく

分別され、そして減量化を達成している地域もございます。そういったよりよい理想的な分別

をしているところに対しては一般の人たち、全市にこういう方法でといった、そういったこと

もテレビの放映などを通しながら聞かせていただいたり、また生ごみの減量の仕方はこのよう

にしたほうがいいとか、そういったさまざまなテレビ放映を通して、またさまざまな方法を通

して伝えておくべきことがあるのではないかと思います。そういった環境教育のさらなる推進

が必要ではないかと思います。また現在は共働きの家庭、そして勤務体制もさまざまでござい

ます。資材ごみとかいろいろ、資源ごみとか、そういうふうのに対しましても、時間帯に対し

ましても、そこへ出していくことができない方たちも多々いらっしゃいます。やはり各支所に、

簡単でいいと思いますけれども、ごみステーションなどの身近にごみを出しやすい環境、そう

いったことをやはりしていくのがまず行政の仕事ではないかと私は感じております。ごみの袋

の値段を上げる前に環境の教育の推進、そしてそうした分別ができるごみステーションの設置

等の必要性を強く感じ、私の反対討論とさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 野澤今朝幸です。 

 議案第１０号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関わる条例の一部改正に

ついて」に対し、賛成の立場から討論します。 

 改正内容は今、反対討論があったように１枚に直せば４５リットルの大きな袋が３０円。中

袋、２０リットルが１枚２２円。そして１５リットルですか、１枚１５円というふうになって

割高な指定ごみにするというのが議案の内容であります。 

 提案理由は担当が再三再四説明したようにあくまでも可燃ごみの減量化、このことに尽きる

と思います。そしてその効果は、これは地球愛ではないですけれど二酸化炭素などの温室効果

ガス、これの減量化にもちろんつながると。そしてもう１つ、これは今の話は市民に言っても

なかなか、地球大規模の話というのはですね、自分に直接関わらないからなかなか説得力がな



 １７９ 

いんですけれど、もう１つはやっぱり市の、ごみ処理費用の大幅な削減になると。この点で、

私は特にこの点で賛成するものであります。 

 市当局の試算では４５リットルの大袋、１枚３０円。このくらいにするとですね、それ以上

上げてもなかなか効果が出ない。このくらいに上げますと約、ごみの量が８０％、これは全国

の自治体の、先進的な自治体の実証的なデータによるものですから、かなり確度の高い８０％

という推移だと思います。そして現在３億９千万円から処理費用がかかっています、生ごみの。

それが０．８掛けしますと３億１，２００万円、差引７，８００円の経費が浮くわけです。７，

８００万円です。失礼しました。これは１世帯当たりにしますと７，８００万円を、さっき国

勢調査で２万６千世帯くらいなりまして、これは私、２万５千でちょっとしましたので、これ

は誤差がある程度ありますけど、２万５千世帯でやると１世帯３，１２０円の処理費が浮くと

いうことです。 

 他方ですね、さっき言ったように個々の家庭には負担が増えます。現在ごみ袋代が１個、平

均、大体、１世帯平均１，４４０円ぐらいかかっているそうです。改正後はさっきの３０円で

すね。４５リットル、いろいろ使うわけなんですけど大体２，１６０円になると。だから１世

帯当たり差引で７２０円の負担増になります。個々の家の平均です。それを１世帯は７２０円。

そして全体の２万５千世帯を掛け合わせますと、全体で個々の世帯を積み重ねていくと１，

８００万円の負担増になります。これは確かです。そして先ほどの全体で浮く７，８００万円

から引けば６千万円から市の負担が減って、その分が有効に使えるという結果です。１世帯で

いうと２４０円分が税金として別の形で使えるということです。 

 こんなに私は良いことはないと思っています。たしかに個々の家庭は大変ですけれど、でも

全体として６千万円浮いてくる。こういうことこそ市議会議員が市民に対して説得し、また納

得してもらうようにすべきだと思います。 

 先ほどの反対意見で、まだいろいろ減量の仕方があるだろうという意見もありました。たし

かにあります。でもここずっと私が見る限り、１０年近くですね、やってきたけど、やっぱり

ね、人間というのは経済に訴えないとなかなか行動が伴わないというところがあると思います。

ごみ袋が高くなったと、出さないようにしようとそういうことで６千万円から浮いてくると。

これをしっかり有効に使っていただくということであります。 

 今回のこの提案はもう先ほども言いました他市との比較とかですね、そういうことを言うと

議論が混乱するだけです。もともと会計が別なんですから。うちはうちで６千万円減らすと。

ほかもやりたかったらやるようにということだと思います。４市の先進的な取り組みとして、

まず、いの一番にすべきだとこのように思います。 

 以上をもって賛成の討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第１４号 「笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正に

ついて」、反対立場で討論を行います。 

 反対する理由の第１は改正案では、ごみの減量化を進めるために有料ごみ袋の導入をすると

しておりますけども、市民に負担を求める前にまず市の責務を果たすべきと私は考えます。家
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庭ごみの収集、運搬処理は地方自治法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも定義している

とおりであります。その廃掃法６条では市町村は区域内における一般廃棄物を生活環境の保全

上、支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分しなければならない義務を負うと定

めております。市町村の義務的な行政事務ですから市民が払った税金で行うのは当然でありま

すし、無償であるべきと私は考えます。ましてや市が言うごみを多く輩出する市民は４５リッ

トルの高い袋を買って負担の公平性などと言っておりますけども、そのような概念は廃掃法で

は存在しません。あくまで社会的基盤としての生活環境の保全を廃掃法では謳っております。 

 また笛吹市廃棄物のこの条例でありますけども、この条例の中では市の責務、市民の責務、

事業者の責務を定めておりますけども、市の責務として第３条では市はあらゆる施策を通じて

地域の清潔の保持に努めること。減量化、資源化、廃棄物の適切な処理及び地域の清潔の保持

に関して市民および事業者の意識の啓発を図るよう努めること。この責務を果たすため必要と

認められる情報の収集、調査、研究に努めるというふうに定めております。条例で定めている

とおり減量化、資源化はひとえに限りなく行政の仕事であります。しかし、やってみるじゃん

ごみ減量の施策のあと市は条例にある啓発活動や調査・研究など実行してきたでありましょう

か。私は努力惜しみ、努力不足という感は拭えません。市としての責務を棚上げにして減量が

進まない責任を市民になすりつけるような、今回の有料化は到底容認できないものであります。 

 反対の理由の第２は、負担の逆進性につながるということであります。一定の所得のある人

はたかが３０円の袋、２０円の袋と捉えることもあるかもしれませんけども、しかし生活保護

の人や年金暮らしの人は、また３月４日付けの新聞報道にもあるとおり女性の単身高齢者の

５６％が貧困状態にあるというような貧困層の人にとってはたとえ２０円、３０円であっても

この有料ごみ袋の負担感は拭えません。 

 なお、申し上げますが市はこういう資料を、先ほども野澤議員も引用しておりますけども、

こういう資料を出しております。現状のごみ袋単価、４５リットルを１５円と試算しておりま

して差額は７２０円しか負担増になりませんよというふうに資料では出してあります。そんな

１枚４５リットルの袋、１枚１５円のそんな高額の袋を使っている市民、どこにおりましょう

か。市内のスーパーでも、生協でも４５リットル袋は１枚、税込５円です。さらに公費処理費

用についてですけども、この資料では年間の負担金が３億９千万円として試算しておりますけ

ども、本格的に４市のごみ処理が始まるのは２９年の１月からですけども、そのときの負担金

は処理費用はおよそ２億円になりますよということは議会でも執行部が明らかにしています。

というふうに私は市に都合のよい数字を並べるのではなくて、きちんと調査して正確な情報を

提供すべきだというふうに考えております。 

 反対の理由の３つ目は有料ごみ袋導入がごみ減量につながるということは、必ずしも言い難

いということであります。有料化で２年か３年ほどは減量するものの、その後は元に戻ってし

まうか、以前よりごみが増えてしまったという自治体は少なくありません。また有料化になっ

ている自治体が１人１日当たりのごみ排出量が少ないかといえば、それも否であります。甲府

と峡東３市で一部事務組合を構成しておりますけども、この４市の家庭ごみ、１人１日当たり

の排出量は有料化になっていない笛吹市が最も少なく６６７グラムです。有料ごみ袋を使って

いる他の３市、山梨市は７４６グラム、笛吹市より７９グラム多いですね。甲州市が７７９グ

ラム、笛吹市より１１２グラム多く、甲府はおよそ７９０グラムで笛吹市より１２３グラム多

いという状況になっております。このように有料化しなくても市と市民の努力でごみの減量が
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達成できるというふうに考えております。 

 またこの資料によりますと、有料化のあとリバウンドを防ぐために地域のごみ減量対策活動

をするとか、持ち出し分別のできない老人家庭の訪問等をするとかというふうな対策を並べて

おりますけども、このようなことは有料化を実施する前にすべきことではないでしょうか。こ

のことを申し上げて、反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 笛政クラブの上野稔です。 

 議案第１４号に賛成の立場から討論を行います。 

 今回の条例改正は一般家庭ごみの排出におけるごみ袋を市指定の袋とし、これを有料化する

ものであり、本市の廃棄物の減量化、資源化および適正処理を推進することが目的であります。 

 本市はごみ減量５３％を目指して取り組んできておりますが、近年は減量化が横ばいの状態

となっております。市全体で可燃ごみのうち生ごみ組成割合が５０％となっている現状から家

庭用生ごみ処理機等の購入補助、段ボール箱での堆肥化などの施策とともに家庭での生ごみの

水切り、ごみ分別の徹底、排出抑制の意識の向上が大変重要であります。 

 現在、来年４月から稼働する境川の焼却施設の組合構成４市のうち指定ごみ袋がないのは笛

吹市のみであり、指定袋導入には異論のないものと考えます。 

 また昨年７月の市廃棄物減量等推進審議会による可燃ごみの有料指定袋制度の導入について

の答申では、この制度が導入されれば廃棄物の適切な分別や生ごみの自家処理を促す大きなきっ

かけになることから審議会全委員の総意をもって導入すべきであるとしております。 

 有料指定ごみ袋の導入効果として、ごみの排出量と負担額が連動していないという不公平が

是正され、ごみの排出量に応じて費用を負担するという公平性が確保されること、ならびに費

用負担を軽減しようとするインセンティブが生まれることになり、排出量が抑制され、ごみの

減量効果につながることなどが導入済みの自治体で言われております。 

 本年２月現在、全国の市町村の有料化実質率は６３．１％となっており、市における大袋の

平均価格は４０円台が最も多く、中心的な価格帯は３０円から６０円であり、８０円台の市も

４０市以上あります。ごみの減量効果は価格が高くなるほど大きくなる傾向があり、本市の

４５リットル袋３０円という設定は、１世帯当たりの年間費用負担の増加額が１千円前後と想

定されることから、ごみの発生抑制の意識が高まり、政策的効果が期待できるレベルとして許

容できるものであると考えます。さらに指定袋を導入している甲府市や山梨市では可燃ごみと

不燃ごみを合わせると３０円となることや本市のごみ処理全体でみれば費用負担のない粗大ご

みや資源物の収集なども実施しており、ごみ減量とともにごみ処理全体の行政コストを意識し

ていくことも必要であるといえます。 

 またごみ処理に合関わる行政コストは税金が原資となっておりますが、廃棄物が自ら利用し

たり、他人に有償で譲り渡すこともできないために不要になったりしたものであり、ごみ処理

の第一義的な責任がごみの排出者にあることを考えれば、ごみ処理を自治体に委託する料金を

排出者が負担することは公平性原則にかなったものであると考えます。 

 平成１８年度に策定した笛吹市一般廃棄物処理基本計画でごみ袋有料化の検討が明記され、
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ごみ減量アクションプランに基づいて取り組みが進められておりますが、今後計画の見直しや

２９年度からの子育てや介護世帯への支援が検討されております。 

 笛政クラブでは新たな有料指定袋を導入する経費を除いた市の収入となる部分は、ごみ減量

や環境対策に充当するとともに過度な負担増とならないよう配慮すべき対象の市民への措置を

行うなどの検討も求めていきたいと思います。 

 以上、有料指定ごみ袋制度の導入はごみの排出抑制の１つの手段であり、ごみの減量化と行

政コストのダウンサイジングという具体的効果に加え、私たちのライフスタイルを見直し、環

境負荷の小さな地域づくりの推進につながるものであることから、廃棄物処理資源化および適

正処理に寄与するものと考え、議案第１４号への議員各位の賛同を求め私の賛成討論といたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 誠和会の古屋始芳です。 

 議長のお許しをいただきましたので、議案第１４号に反対する立場から討論を行います。 

 甲府市、笛吹市、山梨市、甲州市の４市が共同して整備を進めているごみの広域的中間処理

施設がいよいよ完成し１０月より仮稼働、平成２９年４月より本格的な稼働になります。本市

ではこれを契機に共同するほかの３市が導入している指定ごみ袋を導入するため、笛吹市廃棄

物減量等推進審議会の答申を受け、本条例改正案を提出しました。 

 有料ごみ袋の導入目的は、有料化することでごみの２０％減量を図ることとごみの排出量の

多い人に負担を多くしていただくこととしています。笛吹市は平成１８年度から２２年度まで

やってみるじゃん５３％減量、さらに２３年度から２７年度、市民、事業者、行政が一体で進

めるごみ減量をスローガンにごみ減量アクションプランでごみの５３％減量を推進しておりま

す。２７年度末で最終年度を迎えましたが、平成１６年度の生活系可燃ごみ１万５，７００ト

ンを基準として取り組み、前期の５年間は資源ごみの分別をするなどの効果で３０％までの減

量が図られましたが、後期計画では横ばいの状況で減量は伸びておりません。 

 今後のごみ減量計画は境川のごみ排出量を見る中で、２９年度以降の計画策定を予定とのこ

とであります。２７年度調査の搬出されたごみの組成調査結果では、市内の平均は生ごみが５０％、

生ごみ以外の可燃ごみが２５％、可燃ごみ以外の混入物が２５％であり、当初の計画の生ごみ

をバイオマスセンターで処理を想定した５３％の目標値にほぼ達成可能となることになります

が、ごみ袋の有料化で減量の２０％は非常に厳しいことだと思われます。 

 また共同処理の４市での市民１人当たりのごみの排出量の比較では、先ほども反対討論で発

表されましたが、甲州市より１７％少なく、また甲府市よりも１５％も少ない量であり、４市

の中では笛吹市が１人当たりの排出量は一番少ない状況です。今回このごみ袋の有料化で２０％

の減量は厳しいのではないかと思いますが、ほかの３市は指定袋を使っており、価格も３市と

も同額で大きい４５リットルが１５円の価格設定であります。今回の改正では笛吹市だけが

４５リットルが３０円で他市よりも１５円も高い設定の条例改正となっております。 

 現在、私の住んでおります春日居町では東山梨環境衛生組合でごみを処理しております。指

定袋を使っていますが、購入価格は隣の山梨と変わりません。私は現在、春日居町の１５円、
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春日居町以外の市民は６円から１０円ぐらいの市の表示がない透明、または半透明のごみ袋を

購入している現状から共同する３市と同額の１５円なら理解もできますが、倍額の３０円では

とても賛同することはできません。それにごみ処理に関わる市の財政負担から見ても、現在は

春日居町を除く市内のごみを甲府市環境センターに委託して焼却をしていただいています。処

理費はキロ当たり３３円で年間３億８千万円負担としております。新しい施設ではキロ当たり

１６円と焼却負担費は半額になり、市の負担も運搬料は同額とのことですから１億８千万円ぐ

らいは財政の軽減となります。交付税の減少など歳入が減少する財政のため尊い財源となりま

す。軽減された１億８千万円は福祉、教育などのほかの市民サービスの財源としても使われま

すので、あえて有料指定ごみ袋の導入で他市より高い価格を設定することは、私の周りの多く

の皆さんから意見を聞いても高すぎるとのことの意見が非常に多くございます。特に３月４日

の新聞報道がなされた以降は私のところに何人かの問い合わせがあります。市会の議会の中で

この３０円は高いということをぜひ訴えてくれという意見が非常に多くございました。先ほど

野澤議員が賛成討論の中で笛吹市以外の３市は財政状況も違うし、いろいろと笛吹市とは異な

るからそれと比較するのはおかしいというようなニュアンスの発言がありましたが、同じごみ

を４つの市が同じ施設を使って焼くのに、なぜ笛吹市だけが高い袋を利用しなければならない

んでしょうか。特に毎日の家庭のごみを管理しているお母さん方、特に子育てを一生懸命して

いる若いお母さん方がこのたかが３０円と言いますけれど、これが溜まり溜まると非常に大き

な財政負担となります。そういう意味で、その財源の使い方についても一部しか説明がござい

ません。私はこのようなことでは到底、この条例案に理解することができません。 

 以上のことから本議案の笛吹市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部

改正については反対するところでございます。 

 終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論はありますか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第１４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 賛成１１、反対９。起立多数であります。 

 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２１号および議案第２２号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号および議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２３号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第２３号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 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、建設経済常任委員長から

審査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、ただいま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

ので報告いたします。 

 去る２月２３日の本会議において本委員会に付託されました条例、一般会計・特別会計補正

予算等の議案について３月２日、３日の２日間の日程により委員会を開会し委員出席のもと関

係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 

 産業観光部所管では農林振興課に関わる果樹共済加入補助金に伴い、近年の自然災害による

果樹への被害が拡大しているが、果樹共済への加入促進をどのように考えているかとの質問に

対し、農家の皆さんからは災害が起きてから多くの問い合わせがあります。近年の凍霜害、台

風、大雪等の異常気象による農業被害を考えると、農家の皆さんには自分の身を守るために果

樹共済に加入することが基本であります。この果樹共済に対し、市およびＪＡにおいて上乗せ

の補助金を出しており、とても有利な制度となっておりますので、市としても広報ふえふきな

どを通じて加入推進に努めてまいります。なお、今年度の果樹共済補助金については６．２７ヘ

クタール、６２７万円の補助金が確定していますとの説明がありました。 

 次に観光商工課に関わる創生加速化交付金事業のうち水辺カフェ実施委託の内容についての

説明を求めたところ、ミズベリング構想の１つで、この構想では笛吹川上流に親水護岸整備を

行い、そこでオープンカフェを行う計画となっています。今回の水辺カフェ実施については現
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在、国へ申請しているところでありますが、交付が決定されればこの交付金を活用して事前の

社会実験として国交省からの許可を受けて行うものであります。水辺カフェは、市役所本館前

の笛吹川右岸の河川敷上部にコンテナハウス４棟を設置し、おしゃれな「まちカフェ」をイメー

ジとした飲食ブースを考えておりますが、詳細な内容はこれから検討することになっています。

業者の選定等については、地産地消を念頭に地元企業に盛り上げていただきたいと考えており

ますとの説明がありました。 

 建設部所管では、まちづくり整備課に関わる「笛吹市景観条例の一部改正」については太陽

光パネルの設置に伴い、全国または県内において景観上や地域住民とのトラブルなど多くの問

題が発生していることを勘案して、太陽光発電施設の設置の届出を規定するものであります。

県内および市内の導入件数ならびに予定件数、県内市町村の景観条例等の位置づけおよび景観

条例等による規制内容の説明があり、市ではマニュアルを作成し設置に伴う道路からの距離、

パネルの色合いなど環境への配慮、また特に設置に当たっては周辺住民への説明を行い、その

内容を報告することなどを指導しますとの説明がありました。これに対して委員からは、地域

住民によく理解してもらってからの設置することやマニュアルの基準などを業者に対して徹底

して指導するよう意見が出されました。 

 続いて土木課に関わる砂原橋の旧橋の撤去について説明を求めたところ、旧橋の撤去につい

ては河川内の撤去を今年度、左岸側、右岸側にあります堤防の開削を行った撤去を２年かけて

行わなければなりませんので３年計画で考えています。河川内の杭等の撤去作業は年内に終了

する予定となっており、橋については５月末までに撤去いたします。なお今回、撤去する段階

で支障が出た部分があり、国交省との協議を進めていますとの説明がありました。 

 公営企業部所管では、一般会計補正予算（第５号）において上水道事業会計出資費の４，

６２０万円、簡易水道特別会計繰出費の１１１万円を減額し、公共下水道会計繰出費は６千万

円を増額します。合計では１，２６８万円の増額となります。 

 公共下水道特別会計においては、歳入歳出それぞれ５，７８０万円の減額補正となっており

ます。４月からの企業会計移行に伴い、３月末で打ち切り決算を行うためにほぼ清算する形で

補正を組んでおります。 

 簡易水道特別会計においては歳入歳出それぞれ１１１万円の減額としており、歳入では一般

会計の繰入金を、歳出では水道施設修繕費の不用額を減額しています。 

 水道事業会計においては、収益的収支の収入で水道料金や加入負担金を減額、支出では不納

欠損処理のための予算を増額します。委託業務契約の差金や修繕費、負担金、消費税などの不

用額を減額するので合計では３，０９５万円の減額補正となります。資本的収支では、御坂浄

水場関連の送・配水管布設工事の着工の遅れに伴い、この予算をいったん減額するなど１億１，

８７５万円の減額を行います。 

 春日居地区温泉給湯事業においては、収益的収支におきまして修繕費や職員人件費を減額し

ましたが、不能欠損処理の予算を増額したため９９万円の追加補正となっておりますとの説明

がありました。 

 委員から不納欠損について聞かれ、過年度分の未収金であり、対象は無断転出などにより転

出先が分からない場合や死亡してしまった場合など、延べ件数は１，７７６件ですとの説明が

ありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
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 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 

 議案第５号 「笛吹市企業等振興支援条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 

 議案第６号 「笛吹市リニアの見える丘・花鳥山一本杉公園条例の制定について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１７号 「笛吹市景観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２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）についてのうち、建設経

済常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２４号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２５号 「平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２６号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成２７年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第２号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４９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５０号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２０号につきましては先ほど申し上げたとお

りであります。 

 それでは議案第５号、議案第６号および議案第１７号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 

 よって議案第５号、議案第６号および議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２４号から議案第２７号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本４案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号から議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第４９号および議案第５０号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４９号および議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 続いて、これより各常任委員会に分割付託いたしました議案第２０号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 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２０号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 
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 再開を午後４時５０分といたします。 

休憩  午後 ４時３７分 

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

再開  午後 ４時５１分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 申し上げます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 ただいま、市長より４件の追加案件が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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（大久保俊雄君） 

   これより日程第３２ 議案第５１号から日程第３５ 議案第５４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、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

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

 追加提案させていただきます議案は条例案２件、補正予算案１件、契約の締結案件１件であ

ります。その概要を説明いたします。 

 はじめに議案第５１号 「笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について」は、介護保険法の一部改正に伴い地域密着型通所

介護の創設等について所要の改正を行うものであります。 

 議案第５２号 「笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について」は介護保険法の一部改正に伴い指定介護予防、認知症、通

所介護にかかる運営推進会議の設置について所要の改正を行うものであります。 

 議案第５３号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について」ですが、既定

の予算額に歳入歳出それぞれ１億２，４００万円を追加し、総額を３５６億６，４００万円と

するとともに繰越明許費について所要の補正を行うものであります。 

 今回の補正では国の補正に伴い農畜産物輸出拡大施設整備事業を導入し、ＪＡふえふき一宮

地区出荷貯蔵施設増築の補助とＪＡフルーツやまなし春日居地区光センター選果機導入の補助

をするものであります。これを賄います歳入につきましては県補助金１億３００万円、一般財

源２，１００万円を予定しております。 

 議案第５４号 「土地売買契約の締結について」ですが、東日本電信電話株式会社の所有地

について売買契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第８号および笛吹市議会の議
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決に付すべき契約及び財産の取得、または範囲を定める条例第３条の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 内容につきましては、次のとおりであります。 

 取得する財産は石和町地内の宅地４筆。実測値２万５，５０３．０７平方メートル。 

 契約金額、４億７，１８０万６，７９５円。 

 契約相手、東京都新宿区西新宿３丁目１９番２号。東日本電子電話株式会社 代表者 山村

雅之であります。 

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

議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第５１号から議案第５４号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 本案については所管の常任委員会に付託することとなっておりますので、大綱的な質疑に留

めたいと思います。 

 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いたします。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 ただいま議題になっております議案第５１号から議案第５４号の４案件については、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日１０日から２４日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日１０日から２４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２５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。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時５８分 
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再開  午後 ２時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第２８号から日程第２３ 議案第５４号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日および３月９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。 

 まずはじめに総務常任委員会に付託してあります案件について、総務常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それではただいま、議長より総務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２月２３日および３月９日の本会議において、本委員会に付託された議案について３月

１６日・１７日・１８日の３日間の日程により委員会を開会し全委員出席のもと関係当局の出

席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 まず、総務部税務課および収税課所管では議案第２８号 「平成２８年度一般会計予算につ

いて」において、入湯税特別徴収交付金の２８０万円について、委員より交付金のうち石和温

泉旅館協同組合に支払われているものもあると聞くが、組合を経由して入湯税を納付している

旅館、ホテルに支給されているのかとの質問があり、これに対し執行部より調査した結果、す

べて現金か振り込みで支給されているとの報告がありました。 

 なお、当交付金に対して委員より今後その目的、あり方をしっかり見直していくべきだとの

意見がありました。 

 総務課所管では派遣職員宿舎借上料１４４万円に関わり、委員より派遣先および派遣期間、

業務の中身はどのようなものかとの質問があり、執行部より派遣先は一般財団法人地域活性化

センターで２年間派遣する。地域社会の活性化のための諸活動を支援する事務所であるが、具

体的配属先は未定であるとの説明がありました。 
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 管財課所管では財産収入の土地貸付料５８８万円に関わり、委員より職員駐車場に駐車して

いる職員に対し、以前、一般質問に答えて使用料金を徴収していくべきだと考えているとの答

弁しているので有料にすべきではないかとの質問があり、執行部より再検討させてもらうとの

答弁がありました。この点に関して委員会として、答弁を確認してしっかり検討していくよう

にと要請いたしました。 

 経営政策部の財政課所管では、合併特例債に関して、その充当事業総額２８億円、３９件に

対し、委員よりどういう形で絞り込んでいるのか、もっとほかにも充てるべき事業があるので

はないかとの質問があり、これに対し執行部より充当できるものは担当部局と十分検討し、す

べて充てているとの答弁がありました。 

 情報政策課所管では、委員より情報関連は年々契約代が増額されてきているが、随意契約も

多いようだがしっかり入札は行われているのかとの質問があり、これに対し執行部よりセキュ

リティ関係以外は積極的に入札にかけているが、機器のように落札率は低くならない。随意契

約に関しては、毎年度の契約なのでその都度精査しているとの答弁がありました。 

 経営企画課所管では議案第５４号 「土地売買契約について」において、まず道路際に埋設

されている光ケーブルに関し、委員より構造物を上に造るというような場合とか、ケーブルを

修繕する場合とか、そういうことを考慮しているかとの質問があり、執行部より道路際である

ため構造物が建つことは考えられない。むしろ、歩道として道路が拡幅されることが考えられ

る。ＮＴＴがケーブルを修繕する場合はＮＴＴの負担でしてもらうとの答弁がありました。 

 また、不動産鑑定額の５億８９１万８千円について、委員より以前、市の示した査定書の金

額４億２，５００万円と違いすぎるのではないかとの疑問が出され、これに対し執行部よりそ

れは一般住宅地を通常で売買した場合であって、あくまでもその査定はＮＴＴが当時１０億円

という売り値を示していたので、それに対する交渉用に準備したものであったとの説明があり

ました。 

 また、ＮＴＴ用地内に計画されている都市計画道路について、委員より都市計画道路は簡単

に解決できる問題ではなく、ＮＴＴ用地は買えるような状態ではないのではないか、またこの

間、都市計画道路の取り扱いに関し、前進した部分がないのも問題であるとの意見が出され、

これに対し執行部より実際問題として、今の都市計画道路の実現可能性はなく、また見直しも

難しく、鉄骨２階建て以下なら建築できるので支障のないような利用形態で土地の活用を図っ

ていくのが現実的であるとの答弁がありました。 

 また委員より、契約の期限を伸ばすことを考えることはできないかとの質問があり、これに

対し執行部よりこの間、契約期限についてもＮＴＴと交渉してきた結果のものであり、他方、

あの土地についていくつかの引き合いもあると聞いているので、今回が限界であるとの答弁が

ありました。 

 経営企画課所管の議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」では、委員

より、お礼の品としての果物は時期の問題があるので、他のお礼の品にどんなものを考えてい

るかとの質問があり、これに対し執行部より果物はできるだけ美味しい時期に限ることにして

おり、その他のお礼の品としては人気のあるワインのような物品だけでなく、ゴルフ場、旅館、

ホテルの利用券、川中島合戦への参加券、日帰り昼食券、宿泊券など笛吹市の良さをアピール

できる多くのものを考えているとの答弁がありました。 

 また企画費の水辺活性化事業の公有財産購入費５億円について、委員より合併特例債を財源
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として事業化できるのかとの質問があり、これに対し執行部より整備構想が確定すれば普通財

産から行政財産に移すことができ、収益に関わる部門は対象外となるが合併特例債を財源とし

て事業化できるとの答弁がありました。 

 また、国際交流事業の国際交流委員会補助金８２０万円について、委員より市の内部の組織

か外部の組織か不明であり、内部の組織としたら補助金という形は適切ではないのではとの質

問があり、これに対し執行部より今後、外部組織として交流協会的なものへ方向転換を図る方

向で検討していきたいとの答弁がありました。 

 消防本部所管では出張所庁舎整備事業の土地等購入費について、委員より購入する土地の場

所は特定できているのかとの質問があり、これに対し執行部より、大雑把なエリアは確定して

いるが特定されてはいないとの答弁がありました。 

 市民環境部の市民活動支援課所管では、防犯灯設置維持管理事業のＬＥＤ更新補助金１，

３００万円について、委員より設置単価を引き下げるために市全体で購入するというような考

え方はないかとの質問があり、これに対し執行部より行政区で維持管理を行っていることから、

区での取り扱いの考え方に一任するという考えのもとで推進していくが、経費削減の方法も合

わせて弾力的に検討していくとの答弁がありました。 

 次に討論について報告します。 

 議案第５４号 「土地売買契約の締結について」において、反対討論として契約の告知書の

中身、現在へ至るまでの中身を考えるに到底、賛成できるような状態にはないとの発言、また

ＮＴＴ用地についてはボタンの掛け違いがあり、市民との溝が払拭できておらず、時間をとっ

て、まだまとまった形で議論していく必要があるとの発言、さらに契約の中に不確かなものが

あり、半年ほど伸ばすべきであるとの発言がありました。 

 なお、議案第２８号 「平成２８年度一般会計予算について」の採決では議案第５４号 「土

地売買契約の締結について」が当委員会で否決されたことを受けて、委員より議案第２８号の

原案の採決に先立って「歳出項目の２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、１７節公有財

産購入費、５億円」を削減した修正案を採決すべきであるとの修正動議があり、この修正動議

が全員賛成によって可決されました。 

 以上、総務常任委員会で審査された主な内容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２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成多数で修正し可決すべきものと決定。 

 議案第５３号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）についてのうち、総務常

任委員会担当項目について」、賛成全員で可決すべきものと決定。 

 議案第５４号 「土地の売買契約の締結について」、賛成少数で否決すべきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 総務常任委員長の報告が終わりましたが、ここで議事日程に不備があり暫時休憩いたします。 

 再開は議事日程差し替え後、再開させていただきます。 

休憩  午後 ２時４５分 

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

再開  午後 ３時００分 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 当初お配りしました議事日程に一部欠落がありました。 

 会議規則第１９条により日程については議長の報告に代えることとし、新たに配布させてい

ただきました議事日程により進めさせていただきます。 

 訂正とお詫びを申し上げました。 

 野澤委員長。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 先ほどの報告で２とこ、私、金額を読み間違えました。大きい金額で目がくらんだようです

が。最初の入湯税特別徴収交付金の、これは２４０万です。たしか２８０万というふうに言っ

たと。次のですね、間違いは合併特例債の充当事業総額が正しくは２９億円です。先ほど違う

金額を言ったと。すみませんでした。そこを訂正いたします。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 委員長より訂正の報告がございました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」および議案第５３号 「平成

２７年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）」につきましては、各常任委員会に分割付託して

おりますので、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。 

 それではまず議案第５４号を議題とし、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ただいま、議長からご指名をいただきました公明党の中川秀哉でございます。 

 議案第５４号 「土地売買契約の締結について」に対し、反対の立場で討論をさせていただ

きます。 

 これまで執行部からはこのＮＴＴの土地活用に対する説明、また広報活動をいただいており

ましたけれども、これをもちまして私ども公明党会派では議員活動の中で粛々と市民との意見

交換、また情報収集をしてまいりました。その中で現段階でのこのＮＴＴの土地の活用に対す

る土地の購入に対して、市民からの合意を得られるということに至らなかったという状況を確

認いたしました。 

 以上のことから私たち公明党会派といたしましても検討の結果、土地購入に対しまして時期

尚早と判断をいたしまして、この議案第５４号 「土地売買契約の締結について」は反対とい

たします。 
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 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて賛成討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長のお許しが出ましたので議案第５４号 「土地売買契約について」、これに対し賛成す

る立場から討論を行います。 

 私はこのＮＴＴ用地の取得に関する昨年９月の採決では反対でありました。ご存じのように

４対１６という大差で否決されたわけです。それでは今回どうして賛成することにしたか、こ

の点について以下、論じようと思います。 

 私たち笛新会には私と同じように反対から賛成へと立場を変えた方もおられるのですが、考

え方はかなり私の考え方に重なるかというふうに思います。 

 まず私が昨年９月にＮＴＴ用地取得に対し反対した理由には３つほどあります。１番大きな

理由は、１つ目としては地方自治の基本中の基本である二元代表制を否定しかねない、そうい

う進め方が見られたからです。それを象徴的に表しているのは議会の議決前にあたかも三船ミュー

ジアムで決まったごとく、三船ミュージアム整備について市民説明会を開くという内容のチラ

シを新聞に折り込んだことであります。議会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。また否定

によって市民への混乱を持ち込む結果になりました。このことも皆さんの記憶に新しいところ

だと思います。執行側と議会側がお互いにその権限を尊重し合ってはじめて地方自治は市民に

とってよりよく機能するものであるのではないでしょうか。 

 ２つ目ですけれど、三船ミュージアムがどう見てもいわゆる出来レースと言われるような形

で進められたことです。たしかに市民からのアイデアを募集するなど市民への意向の配慮はし

た形をとっていますが、まず三船ミュージアムありきでことが進んだことには間違いありませ

ん。市民や観光に携わっている方々の意見をしっかり聞くという民主的な、基本的な姿勢が甚

だ欠けていたのではないでしょうか。 

 ３点目は三船ミュージアムそのものの評価であります。私はこれからの観光振興はなんらか

の施設、その施設の持つ価値で集客していくという考え方では駄目ではないかというふうに考

えます。観光振興の考え方、そういう考え方はどんな立派な施設を造っても行き詰っているの

ではないか、時代とともに。むしろいろんな企画、イベント、催し、こういうものが人を呼ぶ、

そういう時代にきている。つまり言い換えれば施設観光から企画観光へと時は動いているので

はないかと。三船ミュージアムの発想は典型的な施設観光であります。このような考え方から

私は反対したわけですけれど、この考え方はかなり私たちの会派では共通した認識になってい

るかというふうに思います。 

 さてこの３つの悪い点、これが解消されたというふうに私は考えるので今回、賛成の立場に

変わりました。 

 まず第１の二元代表制を否定しかねないこれまでのやり方に対しては先日、私が行った代表

質問において市長自らが反省の答弁をいたしました。私はこれをもってよしとするものであり

ます。第２、第３の非民主的な進め方、また施設整備としての三船ミュージアムは今回、完全

に白紙に戻し土地取得のみに限ってこの間、市民との意見交換を進めてきたということで再度、
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市民あるいは観光業者の方々が意向を反映できるようなスタートラインに戻したということで

評価するものであります。 

 これから市民意向、観光関係の方々の意向が十分反映されるような民主的な、そしてみんな

が熱くなれるような土壌が、まだ十分とは言えませんけれど用意されたのではないか、このよ

うに考えるものであります。 

 そして中にはこれに関して、９月から何も進んでいないのにまたここで同じような議案を出

して採決とることがおかしいんではないかというような疑問の声も聞きますが、今申したよう

に今までのやり方はむしろ勝手に進めてきたので、元に戻して正常なところに戻したというこ

とで非常に意味のある、この間の取り組みであろうというふうに評価します。 

 さて最後に賛成するですね、積極的な理由について２、３述べようと思います。 

 １つ目はこの土地取得する反対する市民より賛成する市民のほうが圧倒的に多いということ

ではないでしょうか。これはあくまでも声を出してくださっている市民という限定ではありま

すけれど、賛成する市民のほうが多いのではないかというのは私も３回にわたる市の考える会、

そして２回の市議会の報告会、そして私たち会派で行った、開いた意見交換会、すべて６回に

出席していますけれど、そこでの意見の大方は先ほど言ったような捉え方で間違いないだろう

というふうに思います。 

 この声を出している方の賛成が多いということをわれわれ議員は市民の代表でありますから、

これを無視することも簡単にはできない。このへんはしっかり捉えるべきだろうというふうに

思います。 

 そして２点目はですね、もう１つ、この目的もなくこの土地を買うべきではないというふう

な考え方もあります。反対の考え方としてこういうものがあります。目的をしっかり定めてか

ら購入すべきだということですけれど、そうできればそれはこしたことはないというふうに私

も思います。しかし土地売買は交渉ごとの最たるもので相手のあることです。これまでの交渉

の結果、この３月をもってＮＴＴ売買等の期限ということですので、これはある程度、致し方

ないことであろうと。その目的がないということも今少し、詳しくみますとあそこの土地が価

値もなく、そしてどんな目的にも使えそうもないというような意味での目的がないのではなく、

むしろどんな方面から見ても非常に利用価値が高く、目的が現時点ではむしろ多様であって定

まらないというのが本当のところであろうとこう考えるとやっぱり目的が定まらない、つまり

具体的に言えば、あの土地の整備構想が確定しないのをもって契約を否定すべきだというふう

な考え方は取るべきではなかろうと。何よりもですね、あの土地が、場所からいってもですね、

ＪＲ石和温泉駅から歩いてもたぶん５分ちょっとくらいの場所にあり、市街地のほぼど真ん中、

そして２万５千平米というまとまった広さ、さらに売買価格も４億７，１８０万円と、これは

土地鑑定まで行って決して高い価格ではなかろうかというふうに私は判断するものであります。

笛吹市には観光地でありながら核となるような空間もありません。将来を見通す中で、やはり

あの土地はこの時点で購入し、先ほど言ったように市民、あるいは観光関係業者と熱い議論、

知恵のある議論、そういうものを重ねる中で具体的な利用方法は考えていけば事足りるという

ふうに思います。 

 以上をもって議案第５４号 「土地売買契約の締結について」に対する賛成の討論でありま

した。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて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） 

 議案第５４号 「土地売買契約の締結について」、反対討論を行います。 

 日本共産党の渡辺正秀です。 

 結論は当該地の利用目的、利用構想、そしてその総事業費がどうなるか、不明確なまま５億

円という多額を費やす案件に反対ということであります。 

 観光地石和にとって、まち並みの魅力向上がどうしても必要、そのためにＮＴＴ跡地の取得

は有効、こうしたことは私を含め、これは反対だという議員は一人もいなかったと認識してお

ります。 

 しかし９月議会では独断専行で進められた三船ミュージアムが主な原因で当該地の取得予算

は否決されました。私たちはその際、またその後、以下の主張を行いました。 

 １つは産業観光施策ということは担い手がいて、その担い手の観光地づくりの考えと決意が

必要であり、それを支援するのが行政の役割だということです。 

 ２つ目に、したがってＮＴＴ跡地活用のすべてを行政が担うべきではない、特に誘客施設の

建設や運営を行政が行ってうまくいった例はほとんどない。形ばかりの民営化も完熟農園の二

の舞になる恐れが大きい。そもそも誘客施設を建設や運営は行政の仕事ではない。 

 そして３つ目にさらに誘客施設まで造るとなると、総事業費がどれだけ膨らむか分からない

という問題があります。 

 以上の諸点を踏まえて当該用地の利用目的と活用構想、何も事細かな計画までとは申しませ

ん。活用構想、そして総事業費の見込み額を観光関係者や広く市民の合意を得て策定すべきで

あると主張しました。土地取得に際し利用目的、利用構想、総事業費の見込み額を明示するこ

とは私たちだけでなく市当局、議員においてもこれが原則だと思います。 

 今日、仮契約承認の採決の日を迎えましたが、市幹部の中でも誘客施設建設など考え方がま

とまっていないと感じられます。利用目的も利用構想も、そして総事業費の見込み額も明示さ

れておりません。土地取得の原則に照らして、本土地売買契約の締結に反対という結論に至り

ました。 

 なお、以後、土地取得の提案をする場合は市民合意を得つつ利用目的、利用構想、総事業費

の見込み額を明示して提案していただきたいものだと考えます。 

 以上、反対討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 ほかに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５４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、否決であります。 

 原案について採決します。 
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 議案第５４号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 賛成９、反対１１。起立少数です。 

 よって、議案第５４号は否決されました。 

 （「議長、暫時休憩。」の声） 

 休憩動議で。 

 （はい。の声） 

 暫時休憩といたします。 

休憩  午後 ３時２０分 

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

再開  午後 ３時２９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 引き続き教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審

査結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま、議長より教育厚生常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報

告いたします。 

 今定例会において本委員会に付託されました議案のうち、平成２８年度一般会計当初予算案

ならびに特別会計予算案および３月９日の追加案件について、３月１６日・１７日および１８日

の３日間の日程で委員会を開会し委員出席のもと関係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 保健福祉部所管では福祉総務課において石和ふれあいセンター事業において、なごみの湯が

市直営で福祉総務課所管に変更になった経過はとの質問に対し、平成２５年度までは市民活動

支援課所管として、みさかの湯、桃の里温泉と同じ事業者に指定管理としていたが、２６年度

から市民活動支援課の直営施設としていた。公共施設の見直しにより、当初目的の福祉施設と

して平成２８年度より福祉総務課に所管替えとなったとの説明がありました。 

 児童課・保育課では、保育所施設事業において春日居東保育所フェンス改修工事とはどのよ

うな工事かとの質問に対し、保育所北側の隣接地ぶどう園が宅地化され住宅が建設されたため、

これまで設置してあった消毒飛散防止用ネットを撤去し、新たにフェンスを設置する工事であ

る。防犯対策など保育所の安全確保と近隣住民とのトラブルを未然に防ぐものであるとの説明

がありました。 

 高齢福祉課・介護保険課では、地域密着型通所介護施設は県の指定より市の指定の方がメリッ

トはあるのか、また今後の増設見込みはあるのかとの質問に対し、今までは市が知らないうち

に施設ができることがあったが、今後は市が指定するのですべて把握でき指導もできるように

なった。また今回の改正により、施設の定員を増減して対応した施設もあるとの説明がありま

した。 

 市民環境部所管では、環境推進課において、ごみ減量化推進事業において指定ごみ袋作成業
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務、保管、配達、積卸業務の計画はどのようになっているのかとの質問に対し、年間のごみの

排出量から導入年度のごみ袋の年間使用量として４５リットルを６００万枚、２０リットルを

２００万枚、１０リットルを１００万枚で購入費は９，７００万円を予定している。購入につ

いては購入条件を仕様書で示し入札を行いたい。保管については現在、ＪＡふえふきと協議を

しており、ＪＡふえふきの倉庫を予定している。販売については商工会とＪＡふえふきにお願

いし、市内のどこでも購入できるような販売を予定しているとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、保険税督促手数料が増額となっているが見込みはどうかとの質問に対

し督促手数料は５０％の増額を見込んでいる。平成２７年度上半期に山梨県総合県税事務所滞

納整理部より２名の職員が派遣され、２７年度の実績も相当増えているので２８年度の見込み

としたとの説明がありました。 

 教育委員会所管では教育総務課において、体育施設計画的改修事業において、いちのみや桃

の里体育館屋根の改修工事をウレタン加工吹付け工事で行うとしているが、別の方法も検討し

たのかとの質問に対し、体育館も年数が経過していることや雨漏り箇所が特定できないため屋

根全体を修理することとした。方法は屋根の取り壊し架け替えを行う、屋根全体をカバーで覆

う、屋根全体をウレタンを吹付けでカバーする３つの方法を検討したが、屋根は３，５００平

方メートルあり、ウレタン吹付け方式が一番安価であり、八代小学校の体育館での工事実績も

あることからこの方法に決定したとの説明がありました。 

 学校教育課では学校給食の調理員は職員と臨時職員の人数は何人かとの質問に対し、正規職

員の調理員は１６名で、自校方式の臨時調理員は２３名と短期の調理員１名である。共同調理

場は臨時調理員が３３名と短期調理員が３名であるとの説明がありました。 

 生涯学習課では俳句の里づくり推進事業において、山蘆・俳諧堂復元事業補助金を交付する

が総事業費はいくらになるのか、文化財指定になっているのかとの質問に対し、俳人の飯田蛇

笏が作家活動を行った建物であり、解体保存してあった建物を一般社団法人山廬文化振興会が

復元する事業である。総事業費は３，７２６万円で、そのうち建物の復元費として３，３０４万

円の２分の１を補助する。現在は文化財指定にはなっていない。２８年度中には完成見込みで

あるとの説明がありました。 

 それでは、審査結果について次のとおりであります。 

 議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算のうち、教育厚生常任委員会担当項目に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２９号 「平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３０号 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第３１号 「平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３２号 「平成２８年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５１号 「笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５２号 「笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び
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に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２８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５１号および議案第５２号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号および議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第２９号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第２９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第３０号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 
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 討論を終結いたします。 

 これより議案第３０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 引き続き議案第３１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、可決であります。 

 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３１号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第３２号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第３２号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第３２号は可決されました。 

 引き続きまして建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長

から審査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、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

いたします。 

 今定例会において、本委員会に付託されました議案のうち平成２８年度一般会計当初予算案

ならびに特別会計予算案、企業会計予算案について、３月１６日・１７日および１８日の３日

間の日程で委員会を開催し全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
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 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 最初に農業委員会所管では耕作放棄地の対応について尋ねたところ、市における耕作放棄地

は２６８ヘクタールあります。農業委員によるパトロールや市民からの通報などにより２８年

度はおおよそ１００件の情報が寄せられ、こういった情報に対しては農業委員会から改善を行

うよう通知などの指導を行っています。この問題は全国的に苦慮しており、平成２８年度から

施行される農地等の利用の最適化の推進に伴う農地利用最適化推進委員の設置は、耕作放棄地

の対策の一環でありますとの説明がありました。 

 次に、産業観光部所管では農林振興課にかかわる世界農業遺産登録に伴う市民への周知につ

いて説明を求めたところ、現在、申請に伴う書類の精査をしており、３月末に県、笛吹市、山

梨市および甲州市で構成する協議会を開き、申請に伴う最終確認を行い、４月以降に農水省に

申請をする予定であります。申請後、半年間は審査、視察などが行われます。市では、来年度

新たに担当者を配置し、市民に周知するために地域や各種団体などへの研修を実施する予定で

ありますとの説明がありました。 

 観光商工課では、インバウンドおよび観光振興計画に基づく２８年度の方針について説明を

求めたところ、観光振興アクションプランが２７年度をもって終了しますので、今年度は観光

振興計画を策定いたします。国の情報において、この地域に予想を上回る外国人観光客が来て

いることから、中国および東南アジア諸国を中心におもてなしの心を持った受け入れ態勢の強

化を図っていきたいと考えおります。また観光振興計画の中には、県における改正構造改革特

別区域法に基づく地域限定特例通訳案内士の育成の特別区域計画が認定されたことを勘案し、

策定の中に盛り込んでいきたいと考えていますとの説明がありました。 

 続いて建設部所管では、まちづくり整備課にかかわる石和温泉駅南北自由通路の開通に伴い

利用客の実態について尋ねたところ、現状の利用客の実態は把握していないがエスカレーター

が出来上がる前の南口エレベータードアの開閉が月２万回、２月の自由通路オープン後は１万

３千回となり、多くの利用客がエスカレーターを利用していただいている。また、エレベーター

の設置により障がい者の利用が増えていることをＪＲから伺っています。 

 また、都市再生整備計画事後評価業務委託料の２００万円について説明を求めたところ、こ

の駅整備を始める前に指標を作成しており、利用客の増加を考えたものではなく駅の利便性、

価値についてのものであり、この指標に基づき駅の実態を数値で把握し、しっかり検証するた

めの業務委託でありますとの説明がありました。 

 土木課では、道路維持管理費の橋梁定期点検業務委託および長寿命化修繕事業について説明

を求めたところ市道橋が７２５橋あり、そのうちの１５０橋の点検を今年度計画しており、国

の規定では５年に１回の点検が定められ、本市においてはすべての橋梁の１回目の点検を終了

しており、今年度が２回目となります。３橋の修繕については、一宮町地内にある中央道の上

を走っている橋梁であり、中央道を管理するネクスコへ委託する予定でありますとの説明があ

りました。 

 次に公営企業部所管では、水道事業会計のうち給水収益の水道料金１０億５，８１９万円の

積算根拠について説明を求めたところ、２６年度の給水人口６万８，４７８人、加入戸数２万

７，３９２戸、また２７年度の見込額を勘案する中で積算しております。 

 また、将来における水道料金の見直しについて説明を求めたところ、現状では水をつくって

給水すればするほど赤字になるという状況であります。 
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 この課題に対しては給水原価と供給単価の差をなくし、バランスの取れたものにする必要が

あり、そのためコスト削減に取り組んでいるところであります。しかし、コスト削減だけでこ

の差を埋めるには限度があるので、料金の見直しも考えていかなければなりません。水道料金

については合併以降、料金の統一に伴う改定が一度だけ行われましたが、市上水道事業審議会

や監査委員からはこのまま現状で行くと、事業が成り立たなくなるのではないかとの指摘を受

けておりますとの説明がありました。 

 下水道課では下水道事業の将来展望について尋ねたところ、２７年３月末現在で下水道普及

率は６２．８％であります。今年度、下水道アクションプランを策定しており、１０年後の３７年

には８７．１％の普及率を目指しております。事業計画区域の見直しについては、現状を把握

する中で地域の意見を聞きながら行っていきたいと考えていますとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算のうち、建設経済常任委員会担当項目に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３３号 「平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３４号 「平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第３５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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３６号 「平成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予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３７号 「平成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予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３８号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３９号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４０号 「平成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予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４１号 「平成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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４２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予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４３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予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４４号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第４５号 「平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第４６号 「平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５３号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）についてのうち、建設経

済常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２８号および議案第５３号につきましては先

ほど申し上げたとおりであります。 

 それでは、議案第３３号から議案第４６号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１４案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３３号から議案第４６号までは原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより各常任委員会に分割付託いたしました議案第５３号 「平成２７年度笛吹市一般会

計補正予算（第６号）について」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、可決であります。 

 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。 
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 よって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして、議案第２８号を議題といたします。 

 議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」の審議に入りますが、本件に

対しお手元に配布のとおり梶原清君、小林始君、中村正彦君、古屋始芳君から水辺活性化事業

にかかる修正案が、また志村直毅君、梶原清君、荻野謙一君から市営住宅四日市場団地建て替

え事業にかかる修正案が提出されております。 

 これについては笛吹市議会会議規則第１６条の規定に基づく修正案でありますので、直ちに

議題といたします。 

 なお、ここで審議順序について申し上げます。 

 まずはじめに水辺活性化事業にかかる修正案について上程・質疑を行い、次に市営住宅四日

市場団地建て替え事業にかかる修正案について上程・質疑を行います。 

 続いて水辺活性化事業、市営住宅四日市場団地建て替え事業、原案の順に討論を行い同様の

順序で採決と進めてまいりますので、遺漏なきよう願います。 

 それでは、これより水辺活性化事業にかかる修正案について提出者より説明を求めます。 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 誠和会の梶原です。 

 議長の許可をいただきましたので議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算」の水

辺活性化事業にかかる修正動議について説明を行います。 

 予算につきましては、歳入歳出総額３３７億２，９００万につきまして５億円の削除を行い

まして３３２億２，９００万円とするものでございます。 

 削除する歳入歳出予算でありますが１８款繰入金、２項基金繰入金を予算額２２億６，０７８万

５千円を１７億６，０７８万５千円とするものであります。 

 歳入合計につきましては、先ほど言いました３３７億２，９００万円を３３２億２，９００万

円とするものでございます。 

 歳出につきましては２款の１項総務管理費を減額するものでございますが、予算額３３億５，

７０１万２千円を２８億５，７０１万２千円とするものでございます。 

 歳出総額も３３７億２，９００万円を３３２億２，９００万円とするものでございます。 

 減額の理由でありますが、平成２８年度笛吹市一般会計予算の中には笛吹市ミズベリング構

想に基づく水辺活性化事業の予算計上があり、ＮＴＴ用地を事業用地として購入するものであ

ります。 

 市では２７年度において土地開発基金で先行的に取得しようと予定しておりましたが、先ほ

ど、ただいまの議案第５４号 「土地の売買契約の締結」ということで否決になったわけです

が、２８年度中に水辺活性化事業の具体的な計画を確定し、この段階で行政財産として買い戻

すこととしておりました。予算計上における市の説明では、歳入については公共施設整備基金

を財源としているのですが、事業確定後は補正により合併特例債に財源更生を行い、歳出につ

いては総務費に計上してありますが、事業確定後は補正により事業実施化へ組み替えを行うと

いうことでありました。 

 土地開発基金運用規定では、引き渡し要求があったときは事業の実施時期等を確認し、適当

と認めるときに引き渡すとされており、具体的な事業が確定していない現段階の予算計上は疑



 ２０９ 

問に思うところであります。 

 また本来であれば土地にかかる予算だけを計上するのでなく、事業確定をしてから事業全体

の予算を計上すべきではないかと思います。２８年度の最重点施策としている本事業が確定し

ていない現段階では、暫定的な予算であることは間違いなく厳しい予算編成と言いながら当初

予算への計上をすることは考えられません。 

 今年の２月にはＮＴＴ用地活用策を考える会議を開催し、市民から意見を聞く場が設けられ

ましたが、意見集約に至っておらず実施する計画も決定されない中、事業実施の予算として計

上することは誠に遺憾であります。 

 行政財産として土地を買い戻す予算としながら、事業が未確定な土地代だけを計上するよう

な予算を認めるような議員や議会は予算審査をしていないのではないのと同じであると私は考

えます。 

 以上のことから水辺活性化事業の当該予算を削除するために提出するものであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 説明者はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 説明者は席にお戻りください。 

 引き続きまして、市営住宅四日市場団地建替事業にかかる修正案について提出者より説明を

求めます。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村です。 

 議長の許可をいただきましたので、平成２８年度一般会計当初予算案から市営住宅建替事業

にかかる予算を削除する修正案を提出するにあたり、その理由の説明を申し上げます。 

 修正内容の金額は、お手元の修正案をご覧願います。 

 はじめに今回の修正案も市営住宅の建て替えを否定するものではありません。老朽ストック

の更新は地方自治体の大きな課題です。公共施設マネジメントについては、私自身も前の任期

から取り組んできている課題ですので、今後の市営住宅の更新や住宅施策にも影響するこの建

替事業を十分検討しなければならないという観点から提起し、提案しているということを申し

上げたいと思います。 

 市の住宅政策は平成２２年度に策定した住宅マスタープランに基づき、市営住宅長寿命化計

画ではストックマネジメントの考え方を示していますが、四日市場住宅は更新予定がなく用地

も借地だったものを購入した上で、広瀬および長塚団地を統合して高層建築の住宅に建て替え

ようとするものです。 

 しかしこの建替事業は任意建替事業であり、法定建替事業とは異なり、退去を望まない入居

者に明け渡し請求をすることはできず、現在入居の特に高齢者の多くは転居を望んでいないと

いう状況です。 
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 また入居者によっては家賃が１０倍前後に上昇することから、低所得者の新たな住宅への入

居が困難になることが予想され、現在の建替計画のままでは本当に公営住宅を必要とする対象

者を排除することになり兼ねない課題が残されています。 

 現在の老朽化した住宅の家賃が低廉であることから、建て替えた住宅の家賃が一定程度上昇

するのはやむを得ないこととはいえ、４階建ての高層建築物にせずとも設定家賃を抑え低所得

者への住宅供給を行うことは、身の丈に合った住宅に更新することで可能であると考えます。 

 私は広瀬や長塚の住宅にお住いの方々に直接お会いして、お話を伺ってきました。「できれ

ば動きたくない」「もう高齢だからここに住み続けたい」「年金暮らしで家賃が上がると住めな

くなる」といった方が多くいらっしゃいました。このような状況で、このまま進めていいので

しょうか。疑問が残ります。 

 そして笛吹市は一般質問の際にも紹介したように国勢調査人口も減少に転じ、人口は峠を下

り始めています。本市の人口は２０４０年には５万５千人、２０６０年には４万１千人にまで

減少すると見込まれています。２０４０年の５万５千人という人口規模は、およそ３５年前の

１９８０年の人口とほぼ同程度です。当時の６５歳以上の方の人口は約７，８００人、高齢化

率は１４％でした。すでに人口の山を上って下り始めている現在、７万人の人口で２万人の高

齢者、高齢化率は２８％を超えています。２５年後、５万５千人の人口で６５歳以上の方は約

２万２千人となります。高齢化率は４０％です。想像してみてください。将来の人口が過去の

人口と同レベルになっても内容はまったく異なります。 

 また１９８０年の小学校児童数は約５，３００人いました。現在はおよそ３，５００人です。

２５年後の２０４０年には２，２００人程度まで減る見込みです。教室だって４割の余剰が見

込まれます。減少する子や孫に大きな負担をかけることはできません。 

 このように将来の市の人口構造が変わる中で、現在の感覚でこれまでより年間１００万円の

負担増だから大丈夫などという試算でいいのでしょうか。 

 考えてみてください。確実に税収が減ります。１５歳から６４歳までの生産年齢人口が減り

ます。１９８０年に６４％だった生産年齢人口が今は６０％程度で留まっていますが、２５年

後には５０％で２万８千人にまで減少します。そのころ、現在のような税収が見込めるのでしょ

うか。今後もこうした更新をしていって借金返済、公債費の負担は続けられるのでしょうか。 

 人口のピーク時の発想で、公共施設マネジメントがうまくいく理由が見つかりません。今回

のような住宅建て替えで、まだまだある老朽化した市営住宅ストックの更新ができる見通しも

ありません。 

 国は空き家の準公営住宅化という方針まで出してくるようになりました。市営住宅の更新や

必要な建て替えには反対していませんが、直接供給の高層建築の住宅が最善の策だとは考えら

れません。 

 市の長期的な経常コストを抑制し、公共施設等総合管理計画と整合の取れた住宅政策に見直

し、建替事業を本市の身の丈に合ったもので推進していくためにも実施設計に進む前に再度検

討する必要があると考えます。 

 行政のトップがこうした見通しや計算ができなくても、合議機関の議会は市の将来をしっか

りと考えた予算執行となるようなチェックをしていかなければならないと強く思います。 

 議員の構想力、議案の審査能力が問われている昨今です。修正案を可決することで市民の目

線を持ちながら、きちんと将来に向けての視点を持っている議会だと示していきましょう。 
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 本修正案がそれを示すものであるということを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 説明者はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 説明者は席にお戻りください。 

 それでは、これより討論を行います。 

 水辺活性化事業にかかる修正案について、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 反対討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 次に賛成討論を許します。 

 １３番、中川秀哉君・・・。 

休憩  午後 ４時１６分 

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

再開  午後 ４時１８分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 通告がありましたが、本人の申し出で取り下げます。 

 次に反対討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 水辺活性化事業にかかる修正案について、討論を終結いたします。 

 引き続いて市営住宅四日市場団地建替事業にかかる修正案について、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） 

 四日市場市営住宅建設事業の予算削除の修正案に対する反対討論を行います。 

 日本共産党、渡辺正秀でございます。 

 私どもはかねてから老朽化した住宅の建て替え、それから公営住宅の増設、こういうことを

繰り返し要求してまいりました。まず最初に公営住宅法第１条、目的を読み上げます。この法

律は国および地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これ

を住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより国民生

活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると、こう規定されております。すなわ

ち公営住宅法は福祉国家を目指す日本国憲法、とりわけ国民の福祉の権利と国の義務を規定し

た憲法２５条を実現するための法律の１つです。 

 そのために財政負担についても国の責任を決めております。建設費の国庫補助金、長寿命化

に対する補助金、家賃低廉化補助金および特別交付税があります。私は数年前、市営住宅の家



 ２１２ 

賃過徴収問題を指摘した際、ついでに公営住宅家賃と公営住宅ライフサイクルコストについて

市営村上団地を例に検討してみました。私の試算では最終的に市の負担はゼロか、若干プラス

になるというものでありました。市の持ち出しにはならないことが分かりました。四日市場団

地の建設についてもライフサイクルコストを試算するよう当局に求めてまいりましたが、過日

の予算の説明会でその回答がありました。きつめに試算しても１戸当たりの市の負担額は年間

わずか２千円程度だということでございました。孫子の代まで負担を残すようなものではござ

いません。 

 全国的にも健康で文化的生活を営むに至る住宅は、住宅に困窮する低所得者に比べて不足し

ております。とりわけ住宅政策、笛吹市は遅れております。また人口対策上も四日市場団地建

設を皮切りに借上住宅を含め、公営住宅政策を強化していただきたいと思います。 

 以上で、２８年度当初予算のうち四日市団地改築予算を削減する修正案に反対の討論といた

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 市営住宅四日市場団地建替事業にかかる修正案についての討論を終結いたします。 

 次に一般会計予算の原案について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 原案についての討論を終結いたします。 

 それではこれより議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」に対する水

辺活性化事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 賛成１１、反対９。起立多数です。 

 よって議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」に対する水辺活性化事

業にかかる修正案は可決されました。 

 次に議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」に対する市営住宅四日市

場団地建替事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 起立少数であります。 

 よって議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算について」に対する市営住宅四日

市場団地建替事業にかかる修正案は否決されました。 

 次に修正議決した部分を除く原案について採決いたします。 



 ２１３ 

 修正議決した部分を除く原案に賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、修正議決した部分を除く原案については可決されました。 

 なお議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算」に対する水辺活性化事業にかかる

修正案が可決となりましたので、議案第２８号 「平成２８年度笛吹市一般会計予算」の歳入

歳出予算の総額をはじめ、いくつかの予算額に変更が生じることとなりました。 

 ついては、笛吹市議会会議規則第４２条により議長に委任していただくことで処理させてい

ただきます。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第２４ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に宮川勝夫君、宮川博人君、田中徳広君を

指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました方を新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 ただいま指名した方が新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開を午後４時４０分といたします。 

休憩  午後 ４時２５分 

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

再開  午後 ４時４０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 



 ２１４ 

 ただいま市長より３件の追加議案が、また会議規則第１３条第１項および第２項の規定に基

づき議員より発議１件が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、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（大久保俊雄君） 

   これより日程第２５ 議案第５５号から日程第２７ 同意第１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、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

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

 追加提案させていただきます議案は契約の締結について、人権擁護委員の候補者の推薦につ

いての２案件と教育委員会委員の任命についての同意案件１件であります。 

 はじめに議案第５５号 「契約の締結について（大坪浸水対策Ⅲ期工事）」についてですが、

契約の内容は大坪浸水対策Ⅲ期工事の請負契約を締結したいので、笛吹市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定により本案を提出するも

のであります。 

 契約の金額は２億５，７０４万円。契約の相手方は笛吹市境川町藤垈８８０－１。株式会社

中村工務店。工期は議決の翌日から平成２９年３月２４日までであります。 

 次に議案第５６号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」ですが、任期満了となります

人権擁護委員につきまして芦澤憲一郎氏の推薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により議会の意見を求めるものであります。 

 芦澤氏は再任であり、任期は平成３１年６月３０日までの３年間となります。 

 次に同意第１号 「教育委員会委員の任命について」でありますが、任期満了に伴い保延ち

さと氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

り議会の同意をお願いするものであります。 

 保延氏は新任であり、任期は平成３２年３月３１日までの４年間となります。 

 なお、経歴等についてはそれぞれの案件の末尾にあります参考資料のとおりであります。 

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

議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりましたが、ここで申し上げます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 これより議案第５５号、議案第５６号および同意第１号の３案件の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 



 ２１５ 

 質疑を終結いたします。 

 ただいま議題になっております議案第５５号については、お手元に配布してあります議案付

託表のとおり総務常任委員会に付託いたします。 

 次に議案第５６号および同意第１号については、会議規則第３６条第３項の規定により委員

会付託を省略し、それぞれ討論・採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５６号および同意第１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより議案第５６号について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第５６号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第５６号は原案のとおり承認されました。 

 次に同意第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 同意第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました保延新教育委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 保延ちさと君の入場を許します。 

 （ 入 場 ） 

 保延ちさと君の発言を許します。 

〇新教育委員（保延ちさと君） 

 ただいま、ご紹介いただきました石和町の保延ちさとです。 

 先ほど教育委員任命の同意をいただき、ありがとうございました。 

 微力ではありますが、勉強させていただきながら小学校ＰＴＡ役員の経験を生かし行政の中

で役割を果たしていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 



 ２１６ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保延ちさと君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   引き続き日程第２８ 発議第１号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 発議第１号 

 平成２８年３月２５日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 中村正彦 

賛成者 

笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

   〃    海野利比古 

 市長の専決処分事項の指定についての一部改正について 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条および笛吹市議会会議規則第１３条の規

定により提出をいたします。 

 提案理由 

 学校給食費の滞納対策について給食費を完納している保護者との公平性を考慮し、より効果

的な手続きを行うため市長の専決処分事項の改正を行う必要がある。 

 これが、本改正案を提出する理由であります。 

 なお、議案書はお手元のとおりであります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本案については質疑、討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって発議第１号は質疑、討論、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより発議第１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 ） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 先ほど委員会付託されました議案第５５号について、休憩中に総務常任委員会を開催し審査

をお願いいたしたいと思います。 



 ２１７ 

 なお、委員会審査終了後に直ちに再開いたしますので教育厚生および建設経済常任委員、執

行部の皆さまはお近くでお待ちいただくようお願いいたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ４時５２分 

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

再開  午後 ５時１６分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   議案第５５号を議題とします。 

 本案については休憩前に総務常任委員会に審査を付託してありますので、委員長から審査の

結果について報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それではただいま議長より議案第５５号 「契約の締結について（大坪浸水対策Ⅲ期工事（明

許））」の審査結果について報告を求められましたので報告いたします。 

 主な質疑として委員から入札において地域要件は市内に限ったのかとの質問があり、これに

対し執行部より市内特Ａ業者に限り応札は４社であったとの答弁がありました。 

 また落札率はどのくらいであったかとの質問があり、これに対し落札率は９９．０８％であっ

たとの答弁がありました。 

 それでは、審査結果について申し上げます。 

 議案第５５号 「契約の締結について（大坪浸水対Ⅲ期工事（明許））」、賛成全員で可決す

べきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で総務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。 

 委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 それでは議案第５５号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第５５号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 



 ２１８ 

 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 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２９ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れています。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２８年第１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２月１６日から本日までの３９日間の日程で開催されました。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て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。 

 また代表質問および一般質問におきましては、市政の各分野につきまして多数のご質問をい

ただきましたが、いずれも厳正に受け止め市政発展のため生かしてまいる所存でございますの

で一層のご協力をお願い申し上げます。 

 さて本市は、まもなく日本一桃源郷の花香る素晴らしい季節を迎えます。明後日２７日の境

川みずばしょう春まつりを皮切りに桃源郷春祭りが始まり日本一桃源郷の日記念花火、市内７カ

所の七福桜ライトアップ、そして４月１７日の川中島合戦戦国絵巻と続く各種イベントを実施

します。議員の皆さまにも積極的にご参加いただき、激励いただければ幸いであります。 

 春のイベントに関連し、お知らせがあります。 

 ダイドードリンコスペシャル日本の祭りという全国ネットの１時間番組に一宮町浅間神社の

おみゆきさんが取り上げられます。お祭りの１カ月後、５月１５日、日曜日の１２時から山梨

放送で放映される予定です。議員の皆さま、市民の皆さまにご覧いただきたいと思います。 

 議員ならびに市民各位におかれましては、新年度にかけて公私ともに何かとお忙しい時期か

と存じますが、健康に十分ご留意をいただき引き続き本市の発展のためご活躍いただけますよ

う祈念申し上げまして、閉会にあたってのごあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、平成２８年笛吹市議会第１回定例会を閉会といたします。 

 



 ２１９ 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ５時２３分 

 



 ２２０ 

 

 

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   三 沢  久 

 議 会 書 記   小 林  匡 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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