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開会  午後 １時３４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。 

 定足数に達していますので、ただいまから平成２８年第２回笛吹市議会定例会を開会いたし

ます。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ６月は梅雨の季節、甲信地方も６月５日梅雨入りし、梅雨の時期になりますとわがふるさと

の飯田龍太先生が恵林寺で昭和３９年６月に「梅雨深し雨に濡れざる土を見て」、雨が延々と降

り続く様を詠んだ句が思い出されます。 

 一方、日経新聞社が去る８日発表した上半期ヒット商品番付、これはその年の流行や社会情

勢、消費動向を反映する指標、キーワードでありまして、東の横綱はアベノミクスにかけたヤ

スネミクスでありました。円高株安基調で景気は冴えず、消費増税は先送りされたとはいえ消

費者は再び低価格志向が強まっており、地方都市においては何をか言わんや土砂ぶり続きであ

ります。 

 そうはいえ日本一の果実と温泉とリニアの里、まもなく観光のトップシーズン。先日はＪＡ

ふえふき一宮地区・一宮西地区統合共撰所竣工、世界農業遺産登録申請準備、峡東ワインリゾー

ト構想の進展、夏の連夜花火等、日本一待ったなし誘客・農業・観光消費額アップへの土壌は

いくつもそろっております。 

 選挙だけでなく名実ともにホットな暑い夏の到来とともに倉嶋市政も間もなく４年。やり残

された施策、公約をしっかりと検証・分析され、一人でも多くの市民が豊かさを実感できる市

政の実現をまっとうしていただくことを熱望するとともに、市議会も市民の負託にしっかりと

応えることができる議会改革にも全力を傾注いたすことを肝に銘じながら開会にあたり、ごあ

いさつといたします。 

 なお本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可いたしましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

 傍聴人は議事について可否を表明し、また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。 

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

の上着の着用は個人の判断に委ねます。ついては、質問者および答弁者は上着を脱いでいただ

いても構いません。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「議事録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
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 議席第３番 荻野謙一君および 

 議席第４番 古屋始芳君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

〇議長（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。 

 本定例会の会期は、本日から６月２４日までの１６日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から６月２４日までの１６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。 

 次に本日までに受理した請願はお手元にお配りした請願文書表のとおりですので、教育厚生

常任委員会、建設経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。 

 次に監査委員から平成２８年２月分から平成２８年４月分の例月出納検査の結果について報

告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 報告第１号から日程第２２ 議案第６７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） 

 平成２８年笛吹市議会第２回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

ご説明申し上げます。 

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

の皆さまにご理解を賜りたいと存じます。 

 はじめに４月１４日に発生しました熊本・大分地方の地震により、お亡くなりになられた方々

のご冥福をお祈り申し上げますとともに、今もなお避難生活を余儀なくされている皆さまに心

よりお見舞い申し上げます。被災された皆さまが一日も早く平穏な日々を取り戻せるようお祈

り申し上げます。 

 この地震は震度７クラスの地震が短時間のうちに２回発生するという、かつて経験したこと

のないものであることから、この震災に対する検証を参考にし、本市においても震災対策等再

検討しなければならないと考えております。 
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 新たに設置した防災危機管理課では職員の防災時における対応能力の向上を図るため、職員

災害時マニュアルの見直しを４月に行うなど、地域防災力の強化を図る取り組みを進めてまい

ります。 

 また６月５日には一宮町金沢地区において地域住民・消防団など約１３０名の参加により、

土砂災害を想定した土砂災害全国統一防災訓練を行いました。市民の安全を守るため、引き続

き自然災害に対する備えを行ってまいります。 

 次に、これまでの行政運営についてご報告いたします。 

 まず、まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進についてであります。 

 総合戦略策定以降、国の交付金事業の採択を受け石和温泉駅および温泉街のイルミネーショ

ン事業、子育て、医療介護にかかる情報配信・連携にかかる仕組み構築事業を行いました。 

 また、今年度は子育て環境の整備のための情報クラウド化事業の深化、観光関連産業の活性

化を図るための事業を昨年度に引き続き行ってまいります。特に子育て情報クラウド化事業に

つきましては昨年度、５名のモニターを対象にスマートフォンを活用して子どもの成長記録な

どを管理できる電子母子健康手帳・子育て広場の試行を行いました。モニターからは「スマー

トフォンでの成長記録管理は今後も利用したい」「子育て情報を得やすく感じられた」などの感

想をいただきました。 

 今年度はモニターからのアンケート結果や子育て支援団体など保育関係者からの意見をもと

に保護者の利便性を高めるため、どのような情報コンテンツが必要か研究を進めてまいります。

また市内の医療機関や子育て支援センターとの連携を検討し、来年度からのシステム本運用に

つなげていきたいと考えております。 

 次に、移住定住に関する取り組みであります。 

 人口減少問題対策として、４月から新たに移住・定住担当を配置しました。ちょうど今日か

ら３日間、東京のやまなし暮らし支援センターで移住相談会を開催し、移住希望者のニーズ把

握、本市のＰＲを行っているところであります。 

 今後は事業推進のための調査、職員の研修の開催、庁内のプロジェクトチームの設置など受

け入れのための準備と併せ、好評いただいておりますふるさと納税の充実、さらに企業版ふる

さと納税事業を推進するなど、全国の皆さまに笛吹市に目を向けていただけるよう事業展開を

図ってまいります。 

 次にミズベリング構想の推進についてであります。 

 ミズベリング構想の核となるＮＴＴ用地につきましては石和温泉駅に近い立地にあり、観光

拠点・市民の憩いの場・道路整備・駐車場など、さまざまな活用策が考えられる有効な土地で

あることから、引き続き市民の皆さまからいただいたご意見をもとに用地購入にご理解をいた

だけるよう検討を進めてまいります。 

 今年度予定しておりますミズベリング関連事業としましては、笛吹川河川敷でのオープンカ

フェ実証実験を行うエクスペリエンス・オブ・ジャパン事業の開催に向け、国土交通省甲府河

川国道事務所と協議を行っており、その他の事業としてミズベの楽校、ミズベリングツアーな

ども実施に向けて準備を進めているところです。 

 また労報橋の架け替え工事につきましては、工事に伴いＮＴＴ用地を借用することとなって

おり、すでに協議を行い工事着手に向けた準備に入っております。 

 春のメインイベント笛吹市桃源郷春まつりは、市内に咲き誇る花々を満喫していただいたと
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ころであります。メイン会場となった八代ふるさと公園では、昨年より７５％増の１万人を超

えるお客さまをお迎えすることができました。 

 川中島合戦戦国絵巻では、悪天候のため昨年度より減少したものの県内外から３万人を超え

るお客さまにお越しいただきました。のぼり旗の竹竿が折れるなどの事故もあり、観客の皆さ

まにご迷惑をおかけしました。幸い大きな事故には至りませんでしたが、今後も気を引き締め

て行っていきたいと思います。 

 ４月２日、市内１１社のワイナリーを巡るワインツーリズムが実施され、約３７０名の参加

者に笛吹市産のワインを楽しんでいただきました。石和温泉駅内の観光案内所に設置したワイ

ンサーバーも大変好評で４月末日現在、３，４００件を超える利用がありました。 

 次にインバウンド観光についてであります。 

 訪日した外国人観光客が１，９７３万人と過去最高となっている中、本市を訪れる外国人観

光客も大きく伸びており、市内での外国人宿泊者数は平成２４年約３万４千人、平成２６年約

１０万人でありましたが昨年は約１９万７千人となり、海外でのセールス活動の効果がみられ

ています。 

 市としてもこのチャンスを生かすべく、引き続き中国や東南アジアを中心とするセールスに

一層力を入れてまいります。さらに本年は地方創生加速化交付金を活用し、外国人女性との出

会いの場となる婚活イベントを開催するほか外国語マップの作成、街路灯のＬＥＤ化にも取り

組み、外国人観光客が安心して歩けるまちづくりを進めるため、引き続き観光団体と連携を図

り受け入れ体制の整備・強化に取り組んでまいります。 

 次に、世界農業遺産についてであります。 

 世界農業遺産の登録に関しては、本年４月に農林水産省から世界農業遺産への認定申請のス

ケジュールが正式発表され、同時に日本農業遺産が新設されたところであります。世界農業遺

産への申請イコール日本農業遺産への申請となるため、ハードルは高いですが歴史に根ざした

本地域の果樹産業を世界にアピールするため、果敢に挑戦していきたいと考えております。 

 次に、農産物消費拡大宣伝についてであります。 

 桃・ぶどうを中心とする農産物の消費拡大を図るため、関係機関と連携し魅力ある笛吹ブラ

ンドを国内外へ積極的に発信してまいります。 

 ６月２６日・２７日の東京大田市場を皮切りに７月７日・８日の大阪市場、８月１０日から

１３日には香港にて消費拡大宣伝を行う予定となっております。 

 香港では、香港コンベンション＆エキシビションセンターで開催されるフードエキスポ

２０１６に参加する予定であります。来場者数４１万人を数える香港最大級の国際総合食品見

本市であることから、本市の魅力を国際的にアピールする絶好の機会と捉えております。 

 次に、鳥獣被害対策についてであります。 

 近年、市街地にまで有害鳥獣が頻繁に出没し、この対策が急務であることから、より実践的

な活動を行うため、本年度、鳥獣被害防止特別措置法に基づき笛吹市鳥獣被害対策実施隊を創

設したものであります。これまで以上に実効性のある鳥獣害対策を推進してまいります。 

 緑化推進事業についてであります。 

 ５月１４日、境川町藤垈の滝 大窪いやしの杜公園をメイン会場に県民緑化祭りと併せ笛吹

市植樹祭を開催いたしました。 

 県知事をはじめ議員の皆さま、市内の緑化団体、緑の少年少女隊など約４００名の参加をい
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ただき、いろはモミジ・山ザクラ・コナラなどの苗木、約６００本の植樹を行いました。 

 次に国際交流事業についてであります。 

 友好都市交流を行っているドイツのバート・メルゲントハイム市より、９月に開催される愛

郷デー２０１６への招待がありました。これを受けて、市民の皆さまによる友好交流視察団を

派遣することとし、現在、参加者の募集を行っているところであり、市民レベルでの国際交流

を推進してまいります。 

 また天津市和平区との教育交流については、異文化の理解とともに民族を超えて誰とでも自

然体でコミュニケーションをとることができる人材育成を目的に６月下旬、教育長をはじめと

する訪問団を天津市和平区に派遣し、教育交流の協定を締結する予定です。 

 また７月には和平区から小学生約２００名が本市を訪れ、市内の小中学生と交流します。今

後も連携を図りながら本市にとって有益な教育交流を推進してまいります。 

 次に、防犯灯ＬＥＤ交換費補助についてであります。 

 ＬＥＤに交換設置する行政区に対して、本年度から６年間、補助金を交付する取り組みをは

じめました。すでに本年４月開催の区長会において事業概要をご説明申し上げ、５月３１日現

在では２７行政区の申請を受け付けております。この事業は全国でも先進的な取り組みであり、

各行政区において積極的にご活用いただきたいと思っております。 

 消防本部・消防署出張所庁舎整備事業についてであります。 

 平成２７年度に行った消防出張所適正配置調査報告書をもとに現在、一宮町および境川町内

の２カ所に出張所候補地を選定中であり、決定次第、用地交渉等、建設に向けた手続きを進め

てまいります。 

 次に、社会教育施設および社会体育施設の使用料についてであります。 

 ４月から使用料金の基準が統一化されましたが、今回の改正は利用する人・しない人の負担

の公平性の確保と旧町村ごとバラバラだった料金の統一化にあります。 

 この基本的な考え方を堅持しつつ条例・規則に基づく運用基準を定め、スポーツ少年団につ

いては子育て支援の観点から３年間免除とし、公共性の高い事業や地域振興に寄与する事業な

どについては減免対応をしていくことといたしました。 

 これにより公平・公正な新しい料金体系のもとで、文化活動やスポーツ活動ができるように

なったと考えております。 

 今後も皆さまのご意見や利用状況を把握しながら、適切な施設運営が図られるよう努めてま

いります。 

 次に、甲府・峡東地域ごみ処理施設・地域振興施設の建設状況についてであります。 

 ごみ処理施設については平成２９年４月の稼動に向け工事が順調に進んでおり、現在８５％

の進捗率であります。９月には完成し１１月から試運転を行う予定であります。 

 隣接の地域振興施設につきましては、３月に掘削が完了し温泉の湧出が確認されました。平

成２９年４月のオープンに向けて観光交流施設、緑地エリアとも順調に整備が進められており

ます。また、地域の要望事業である境川地域周辺整備につきましては、中寺尾コミュニティー

センターが５月に竣工を迎えました。上寺尾コミュニティーセンターおよび消防団詰所につい

ては、今年度中の完成を目指し整備を進めてまいります。 

 また、笛吹八代スマートインターチェンジの進捗状況についてであります。 

 ネクスコ中日本が本体工事を施工中で現在、車線の拡幅および造成工事を行っており順調に
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進んでおります。 

 今後、市で行う工事については側道およびランプ内の舗装、区画線および標識の設置、側道

の側溝構造物工事などを予定しており、平成２８年度末の供用開始を目指しております。 

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

 提出させていただいた案件は専決処分の承認案件４件、条例案５件、補正予算案６件、合わ

せて１５案件でありますが、その主なものにつきまして概略をご説明申し上げます。 

 まず専決処分についてでありますが、条例４件について地方自治法１７９条第１項の規定に

より専決処分をさせていただきましたので、ご承認をお願いするものであります。 

 まず条例についてです。 

 笛吹市税条例等及び笛吹市都市計画税条例については、地方税法等の一部を改正する等の法

律が平成２８年３月３１日に公布、４月１日に施行されたことに伴い一部改正を行う必要が生

じたものです。 

 笛吹市国民健康保険条例については、地方税法等の一部を改正する等の法律及び地方税法施

行令等の一部を改正する等の政令が平成２８年３月３１日公布、４月１日に施行されたことに

伴い一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市固定資産評価審査委員会条例等については、地方税法等の一部を改正する等の法律が

平成２８年３月３１日公布、４月１日に施行されたことに伴い一部改正を行う必要が生じたも

のです。 

 いずれも緊急的な対応を必要としたものであり、議会を招集する時間的余裕がありませんで

したので専決処分をさせていただきました。どうかご承認をよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、条例案について概略をご説明申し上げます。 

 笛吹市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につ

いては公職選挙法施行令の一部改正に伴い、公費負担額の変更を行うため一部改正を行う必要

が生じたものであります。 

 笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改

正については子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、ひとり親世帯および多子世帯に

かかる保険料の軽減について、一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 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及び

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、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律の一部改正に伴い、地域密着型通所介護の創設等について一部改正を行う必要

が生じたものであります。 

 笛吹市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正については、平成２８年度から公共

下水道事業の会計事務を業務課で行うことに伴い、一部改正を行う必要が生じたものです。 

 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 

 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）でありますが、歳入歳出それぞれ５，１４０万

円を追加し総額を３３２億８，０４０万円とさせていただくものであります。併せて債務負担

行為の補正、ならびに市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正を行うものであります。 

 まず歳入の主なものでありますが、県支出金につきましては春日居町駅トイレ改修、ならび
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に空き家対策推進事業等のための県補助金９７０万円の追加であります。 

 諸収入につきましては、コミュニティ助成事業の採択による助成金など１，１５０万円の追

加、また市債として公営住宅事業債を３，０２０万円、追加計上するものであります。 

 次に歳出の主なものとしましてはコミュティ助成事業費として６７０万円、地域農業振興事

業費として１００万円、春日居町駅トイレ改修事業に１，６６０万円、市営住宅四日市場団地

建替事業に３，２４０万円、空き家対策推進事業に５００万円などを追加計上するものであり

ます。 

 次に、特別会計の補正予算案であります。 

 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の３会計で総額７６４万

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補正予算（第１号）につきましては、資本的支出において２３万円を追

加するものであります。 

 また笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入及び支出においてそれ

ぞれ３２０万円を追加し、資本的収入及び支出においてそれぞれ５００万円の減額を行うもの

であります。 

 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記してお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 報告第１号から日程第７ 報告第３号までを一括議題といたします。 

 本件につきましては、議案書にありますとおり地方自治法施行令などに基づく繰越計算書の

報告ですので、ご了承願います。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第８ 承認第１号から日程第２２ 議案第６７号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、承認案件４案件を除き所管の常

任委員会に付託することになっておりますので、これらも含め全案件とも大綱的な質疑に留め

たいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 なお、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

いこととしております。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。 

 質疑ありますか。 

 （ 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５７号から議案第６７号の１１案件については、お手
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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。 

 次に承認第１号から承認第４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。 

 これより承認第１号について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第１号について、採決いたします。 

 本件は、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、本件は承認することに決しました。 

 次に承認第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第２号について、採決いたします。 

 本件は、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、本件は承認することと決しました。 

 続きまして、承認第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第３号について、採決します。 

 本件は、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、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第４号について、採決いたします。 

 本件は、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 ） 
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 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後２時２０分といたします。 

休憩  午後 ２時０７分 

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

再開  午後 ２時１９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 ただいま市長より１件の追加議案が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題に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２３ 議案第６８号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案いたします案件は契約案件１件であります。その概略について、ご説明申し

上げます。 

 提出案件は議案第６８号 「動産の取得について（シンクライアント用ストレージ機器購入）」

であります。 

 契約内容は市役所の職員が利用する、いわゆる１人１台パソコンシステムにおけるシンクラ

イアント用ストレージ機器の取得であり、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３条の規定により本案を提出するものであります。 

 取得金額は２，３２２万円。 

 契約の相手方は山梨県甲府市相生２丁目３番１６号、ＮＥＣフィールディング株式会社 西

関東支社 甲府支店であります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案の提案説明といたします。よろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（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６８号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 本案については、所管の常任委員会に付託することになっておりますので大綱的な質疑に留

めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
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 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、議題となっております議案第６８号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。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の本会議は明日１０日、午前１０時から再開いたします。 

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

散会  午後 ２時２８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。 

 本日の会議においても前日と同様に議場内での上着の着用は個人の判断に委ねます。ついて

は質問者および答弁者は上着を脱いでいただいても構いません。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

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１４名から２２問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

 なお、当局の答弁も簡明率直にされまして議事進行にご協力をお願いいたします。 

 質問時間については１人１５分以内とします。関連質問については、申し合わせのとおり同

一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて終了したのちとなりますのでご承知願います。 

 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ご承知ください。 

 それでは順次、質問を許可いたします。 

 まず７番、保坂利定君。 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 おはようございます。笛新会の保坂でございます。 

 ４月１４日、２１時２６分、熊本県を震源にマグニチュード６．５の大地震が起き震度５弱

から６弱の大きな揺れを観測しました。しかしこれは前震であり４月１６日、１時２６分、ま

たも熊本県を震源にマグニチュード７．３の大地震が起きました。気象庁によるとこれが本震

だという。九州地方に甚大な被害をもたらし多くの犠牲者を出しました。テレビ画面に映る映

像はわれわれにも起こり得る現実なのであります。 

 お亡くなりになりました方のご冥福をお祈り申し上げ、被害にあわれた皆さまに心からお見

舞いを申し上げます。 

 今なお九州の人々は不安に襲われ、つらい日々を過ごされています。もはや地震は他人事で
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はなく、一日も早い復旧・復興を願うものであります。 

 通告により一般質問を行いますが、４月に市役所の事務組織の見直しが行われ総務部に防災

危機管理課が新設され、平成２８年度、市長施政方針で市民の安心・安全な暮らしを守るため

の積極的な事業の推進として地域防災力の強化の推進が述べられ、今議会でも市長からこの震

災に対する検証を参考に、本市においても震災対策等の再検討を考えなければならないと申さ

れましたので、地域防災力の充実強化についての質問を行います。 

 近年、日本各地において発生している暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火、その

他の異常な自然現象などは本市においても例外ではなく、地勢、社会や産業構造の変化、高度

化した土地利用、または増加する危険物等の社会的条件などの要因が加わり大規模災害となる

恐れがあり、その危険性が高まってきております。 

 災害の軽減には恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が必要であり、これらは一朝一夕に

成せるものではなく、国、県、市、公共機関、住民それぞれが防災に向け計画的な行動と相互

協力の地道な積み重ねが非常に大事であります。 

 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害の被害を最小化し被害の迅速な

回復を図る減災の考えを防災の基本理念としていく必要があります。災害による人的被害、経

済被害を軽減し安全・安心を確保するためには行政による公助はもとより、個々の自覚に根ざ

した自助、身近な地域コミュニティ等による共助の考えのもと、個人や家庭、地域、企業、団

体等のさまざまな主体が連携して日常的に減災の行動を行い、その推進に当たっては時期に応

じた重点課題を設定し問題解決に向けて積極的に取り組むとともに、関係機関等の連携強化を

図ることが必要であります。 

 市の地勢ならびに住民の生命、身体および財産を災害から保護することは非常に重要な施策

であります。ついては、以下質問を行います。 

 まず防災組織の充実について、お伺いをいたします。 

 防災知識の普及計画。 

 防災訓練の実施内容は。 

 自主防災組織の現状と課題は。 

 災害ボランティアの育成強化は。 

 次に避難対策計画について伺います。 

 避難、勧告、指示の伝達方法は。 

 避難所の開設および運営方法は。 

 指定避難所、福祉避難所を含めた見直し、あるいは現状と課題は｡ 

 帰宅困難者、特に宿泊者、電車乗客者等の対策は。 

 次に救援関係について伺います。 

 救援物資集積計画の内容は。 

 食料備蓄状況と食料供給対策計画について今後の予定は。 

 応急給水計画は。 

 災害協定状況は。 

 次に情報収集方法は。 

 次に応急医療対策計画の内容について。 

 以上、お伺いをいたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに防災組織の充実についてでありますが、防災知識の普及計画については総合防災訓

練等を通じて行政区・学校を中心に防災知識の普及に努めているところであり、行政区などへ

の出前講座のメニューに取り入れ、要望により随時開催しております。 

 今後も引き続き市の広報紙、ホームページの活用を含め防災知識の普及に努めてまいります。 

 防災訓練の実施内容についてですが、本年度は行政区を中心とした避難所設営訓練の実施を

予定しております。また、市の訓練とは別に市職員による災害対策本部設置訓練を実施いたし

ます。さらに土砂災害防災訓練を実施し、災害時に重要となる適切な避難行動と正確な情報の

確認・伝達の訓練を実施してまいります。 

 自主防災組織の現状と課題についてですが、現状は行政区が自主防災組織の役割を担い、行

政区長や区役員として自主防災組織のリーダーを努めているというケースがほとんどでありま

す。そのため区役員の任期に合わせて１、２年で防災リーダーが交代してしまうことが多く、

行政区によって自主防災組織としての機能に差異が生じております。 

 引き続き自主防災組織の育成強化を図るため、行政区への防災リーダーの設置と育成サポー

トに努めてまいります。 

 災害ボランティアの育成強化につきましては、笛吹市社会福祉協議会を中心に災害救援ボラ

ンティアセンター開設運営訓練を実施するなど、育成強化を図っているところであります。 

 次に避難対策計画についてであります。 

 避難勧告・避難指示の伝達方法については防災行政無線・メディアとの災害情報共有システ

ム、通称、Ｌアラート、また携帯電話各社のエリアメール、防災無線と連動した緊急速報メー

ル、消防団車両を使った広報により住民に伝達していくこととしております。 

 避難所の開設および運営方法については、行政区と市職員で組織する避難所運営委員会を立

ち上げ、避難所への迅速な避難行動を促します。 

 指定避難所の現状と課題についてですが現在、市内の指定避難所３６カ所、福祉避難所８カ

所を指定しておりますが、災害対策基本法の改正に伴い現在、指定避難所の見直しを行ってお

ります。 

 帰宅困難者の対策についてですが、観光客・宿泊者への災害情報伝達手段として昨年度、運

用を開始した観光災害情報アプリを活用し、災害情報・避難所情報を提供できる環境を整備し

てまいります。 

 次に救援関係についてであります。 

 救援物資集積計画についてですが山梨県は小瀬スポーツ公園に、市はいちのみや桃の里スポー

ツ公園に救援物資を集積し、指定避難所へ配送する計画であります。 

 食料備蓄状況と今後の予定についてですが、食料についてはアルファ米約６万食を備蓄して

おります。今後は避難所への分散備蓄、乳幼児や高齢者に配慮した品目も検討してまいります。 

 応急給水計画については、飲料水兼用耐震性貯水槽・水道配水池からの給水や消防車両によ

る給水を行うこととしておりますが、道路網の寸断も考え避難所ごとの貯水槽の整備も検討す
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る必要があると考えております。 

 災害協定につきましては５５の自治体、笛吹市医師会、１５の民間団体、３９の福祉施設、

それから笛吹高校と相互応援・医療救護・受け入れ・避難所利用協定を締結しております。 

 次に災害時の情報収集方法についてですが固定電話、ＦＡＸ、無線、衛星携帯電話、インター

ネットを利用し国・県・警察・消防本部・消防団・行政区・市職員から情報を収集し、災害対

策本部で分析してまいります。 

 次に応急医療対策計画の内容についてですが、笛吹市医療救護所運営マニュアルを平成２５年

に策定するとともに、災害時における医療救護についての協定を笛吹市医師会と締結する中で

医療救護所を開設する場合は、最も適した指定避難所および福祉避難所を開設することとして

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。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 まず熊本地震に対する市の対応としてちょっとお聞きしたいんですけれども、以前、中越地

震には山古志村、あるいは東日本大震災は南相馬市ですか、救援物資あるいは職員派遣等の対

応を行った過去、経過がありますけれども、熊本地震に対する今までの対応と、あるいは今後

の計画をお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 これまで新潟中越地震の際には職員派遣について土木系の職員２名、それから東日本大震災

の折にはやはり土木系の職員と、それから文化財関係の職員を合計２名、派遣をいたしたとこ

ろでございます。またそれ以外にも応急対策、現地調査の関係で建物の被害調査の関係、それ

から医療救護の関係で短期間でありますけども職員を派遣した経過がございます。また救護物

資についても食料、毛布、タオル、衣料品などを送った経過がございます。 

 今回の熊本地震につきましては、市といたしましては義援金については職員、また市の総合

案内に義援金の箱を設置して、それを集めて送った経過がございますけども、職員の派遣、救

援物資等につきましては、基本的には被災地のいわゆる必要とするものの要請があったものに

対して行うという考え方でございまして、要請がないものというものを送ったりしましても倉

庫に余ってしまう。また職員についても被災地が必要とする職員がどういった方かといったこ

とを把握する中で派遣することが必要だろうというふうに考えています。 

 今回の熊本地震についてはいわゆる熊本県、九州地区と山口県の協定の中でいわゆる熊本県

が派遣要請を行って、その地域からの派遣がほとんどであるというようなことだと思います。

また全国市長会等を通じて派遣の要請があれば検討は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。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 救援物資は近隣市町村もやっているところがあると思いますけれども、そのへんのことを調

べてですね、今後の対応をお願いしたいということと、それから職員派遣、これも派遣要請が

なければいかないと。九州協定があるということなんですけれども、県のほうでも、県の防災

会議の地震部会、専門家を派遣して現地調査をして検証をするということ、市長の今議会の冒

頭の中でも震災対策等の再検討を考えなければならないと言っていますので、ぜひ職員派遣は

現地調査を含めて今後の検証、教訓をしっかりしていただきたいということと救援物資につい

てもですね、市、あるいはＪＡ、それから社会福祉協議会、あるいは民間団体等と連携を取り

ながらですね、ぜひ笛吹市も桃・ぶどう日本一ということなので、ぜひそのへんのところの宣

伝も含めて、ぜひ被災者に救援物資を届けていく方向で検討をお願いしたいと思います。 

 防災会議について少しお聞きしますけれども、地域防災計画を作成し、その実施を推進する

という防災会議条例がありますけれども、この防災会議の開催状況、それからこの設置条例の

中の第３条で会長および委員、３０人以内をもって組織するとある。この第５項では第１号か

ら７号には専門委員ですけれども、第８号委員の場合は自主防災組織を代表する者、または学

識経験のある者のうちから市長が任命すると。これは今、行政と市民の防災に対する隔たりが

あるような気がしますので、今、防災会議で第８号委員、何名なのか。今後これを増員して、

市民の声を聞いて地域防災計画に反映していく考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 はじめに防災会議の開催状況についてでございますけども、基本的には地域防災計画の見直

し等を行う際に開催をしているというところでございます。地域防災計画につきましては、平

成１８年の９月に発行されまして、その後、平成２０年、平成２６年、平成２７年と３回の見

直しを行っております。特に東日本大震災以降、災害対策基本法が改正をされましてそれに基

づき国、県の防災計画の見直しが行われたという経過もございますので、２６年と２８年につ

いてはそれらを中心に、また市内であった大雪の関係を取り入れる中でそれぞれ２回から３回

程度の会議を開催し、計画の見直しを行ってきたというところでございます。 

 それから第８号委員の関係ですか、自主防災組織を代表する者と学識経験のある者というこ

とでございますけども、現在というか、２７年に防災会議を開催したときのメンバーにつきま

しては自主防災組織を代表する者ということで連合区長会長を１名、それから学識経験という

ところで社会福祉協議会からと商工会から１名、それぞれ出席をしていただいておるというと

ころでございます。 

 議員のおっしゃるとおり地域防災の部分につきましてはやはり自助、共助ということが言わ

れておりますので、地域の方の意見をやはり集約する部分も必要であるというふうに考えてお

りますので、今後、自主防災組織の代表者についての選考について、これ以降の防災計画の見

直しの際にはまた検討していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ市民の声をですね、防災計画へ反映するような増員をお願いしたいと思います。 

 次に防災知識の普及ということですけれども、防災訓練時に防災知識の普及、あるいは出前

講座をやっているということですけれども、これはやっぱり市として独自の市民向けのハンド

ブック、県のほうでは平成１８年に防災ハンドブック、自主防災活動のためというハンドブッ

クを作っています。これ大変参考になりますので、市独自としてのですね、この市民に対して

防災知識の普及に対するハンドブック等々の考え方はあるかどうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 市民向けに防災に関するハンドブックの作成をということでございます。 

 県でも策定をしているということもございます。また市でもいくつかそういったパンフレッ

トとかチラシというものを作った経過もございますけども、いわゆるハンドブックという形で

すべてその防災に関することが網羅されているようなもの、こういったものは今後必要である

というふうに考えておりますので、これも今後の防災計画を見直す中で検討をしてまいりたい

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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ前向きに防災知識の普及に努めていただきたいと思います。 

 次に自主防災組織と防災リーダーということなんですけれども、熊本地震のときは地震発生

時にみんな自分を守るのが精一杯で救助などの活動は一切できなかった。救急法や消火器の使

用、炊き出しの講習訓練を年４、５回重ねてきたがなかなか活動ができなかった。笛吹市の防

災訓練は年１回、これも行政区だけということ。このへんの感覚で、年１回でいいのか、行政

区だけでいいのか。避難所運営訓練等を含めて今年度の計画と今後の状況、考え方をお聞きし

たい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災訓練、特に大震災への対応ということでございますけども、先ほどの答弁でもございま

したとおり本年度全体的な総合訓練を１回と、それ以外に職員向けに災害対策本部設置の訓練

を行うという計画にはなってございます。 

 基本的に市全体で行う総合防災訓練については、なかなか一堂に会して何回もやるというこ

とは難しいわけですので、基本的には１回というふうに考えているわけでございますけども、

地域の特性に応じてそれぞれ災害のそういった内容も異なってくるということで、先日は一宮

町において土砂災害の訓練も行ったところでございますけども、地域ごとに防災訓練を実施し
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ていくのがこれから良い方法ではないのかなというふうに考えております。 

 ついてはそういった行政区ごと、またもう少し大きい単位でそういった地域の防災訓練を実

施をするというような計画をあげていただいて、それを市がサポートしながら地域ごとにやっ

ていくというような考え方も今、検討しているところでございますので、今まで以上にそういっ

た市民の訓練をする回数はできるだけ増や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） 

 これ回数ばっかじゃありませんけれども、今の９月の防災訓練は非常に緊張感が今、はっき

り言って申し訳ないですけど、ないような状況。このへんもですね、しっかり防災会議の中で

どういう訓練がいいのか、しっかりこれ検討をしてやっていかなきゃ、もういざというときに

どうにもならないという状況になりますので、ぜひこのへんの訓練をお願いしたい。重ねて今、

答弁の中で３６の指定避難所、８つの福祉避難所がありますが、これ見直しするんだというこ

となんですけれども、この見直しの具体的内容とその指定避難所、例えば１９の小中学校、あ

るいは保育園がありますけれども、指定避難所の耐震化の状況と見直しの状況をお聞かせ願い

たいと。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 指定避難所等の見直しの関係でございますけども、基本的に見直しについては今、言われた

ように耐震化をされていない施設については、基本的には耐震化されている施設への移行を考

えているところでございます。 

 今、指定避難所に指定している避難所の中で耐震化がされていない施設については全部で６カ

所。いずれも地域の、行政区の公民館を利用させていただいている部分でございますけども、

そこが６カ所、耐震化がなされていないというようなこともございます。このへんについて、

指定避難所についての見直しを行っ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） 

 耐震震災対策のですね、滞留期間、あるいは避難が長期化した場合ですね、要するに今後予

想される南海トラフ巨大地震、あるいは３０年以内に７０％の確率で発生すると予測されてい

る首都直下型地震。私が言っているのは避難所運営訓練をしなければ大変難しいんだと。特に

女性、高齢者、乳幼児、障がい者、これは特に災害時に配慮をしなければならないということ

で大変運営が難しい状況でありますので、避難者が生活拠点として利用されると。ぜひ避難所

の運営組織を設置し、この訓練をしなければ駄目だという考えを持っていますけれども、ハン

ドブックには載っていますけれども、班編成をしたりですね、いろんなスペースの問題、ある

いは屋外のスペースの問題、要するに屋外で車の中で車中泊でエコノミー症候群、状況ありま

すので、このへんの避難所の運営訓練をどうするのか。前向きに考えているのか。いつ実施す
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るのか。このへんも防災会議でしっかりですね、検討して、このへんの訓練をしっかりしてほ

しい。このへんの考え方をお聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 市の防災訓練につきましては、当初はいわゆる避難訓練のみというようなことで市のほうで

もこれでは実効性がないということで、数年前から地域ごとに指定避難所へ避難をする訓練を

取り入れているところでございます。そこで講習を行ったり、あるいは炊き出しの訓練を行っ

たりしているところでございますけども、議員のおっしゃるとおり、これをいかに運営してい

くかという訓練については、まだまだできていないというふうにわれわれも思っております。

今後、避難所の運営委員会、区とそれから支所、あるいは防災危機管理課を中心にそういった

ものをできるだけ早い段階で１回、会議を開いてですね、避難所の運営をいかにしていくかと

いったことはやっ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） 

 ぜひ避難所ごとの運営委員会を立ち上げて、避難所ごとの運営の訓練をぜひ早急にお願いを

したいと思います。 

 それから観光客、宿泊者等の避難場所、帰宅困難者の避難場所等の確保の考え方、私は問題

になっておりますＮＴＴの用地、これは大変重要で食料、備蓄、あるいはこの用地の避難場所、

帰宅困難者に対しての避難場所、非常に大切だとは認識していますけれども、この帰宅困難者

の避難場所の確保についてお聞きしたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 帰宅困難者の避難場所についてでございますけども、現状の対策といたしましてはホテル等

への宿泊者についてはその宿泊所、また電車の乗客についてはＪＲのほうに一時的に保護を求

めるという形になろうかと思います。また車両による観光客等については、一時的に市営グラ

ウンド等への避難を誘導するというような形になろうかと思います。今後そういった避難のほ

うが長期化するということになった場合のことについて宿泊所の関係者や組合、またＪＲと協

議しながらこのへんは検討をしていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 帰宅困難者の避難場所の確保、併せて今、熊本では仮設住宅の建設候補地の選定で非常に苦

慮しているということがありますけれども、このへんの笛吹市の仮設住宅の建設候補地の今、

考え方、今後どういう方向で選定していくかお聞きしたいと。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 仮設住宅の建設候補地ということでございますけども、現在、応急仮設住宅について市内８カ

所を選定をしております。石和の農村スポーツ広場、清流公園、御坂の花鳥の里スポーツ広場、

いちのみや桃の里スポーツ公園、八代の南部スポーツ広場、中央スポーツ広場、境川スポーツ

センター、多目的グラウンドと、あと笛吹高校ですか、こちらのほうを今、予定をしていると

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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 要するに仮設住宅の建設の候補地８カ所で、あれすべて公共施設ということで、これは地域

防災計画にしっかり盛り込んでいくということと、しっかり防災計画の会議の中での決定事項

で、これで十分間に合うという考えでいらっしゃる。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災危機管理課の中で検討する中で、とりあえずここでやっていこうというところでござい

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひそのへんのことを地質調査を含めてですね、しっかりこれが適地かどうか、公共施設だ

から安易に考えているということじゃなくて、適地かどうかしっかり確認をしてほしいと思い

ます。 

 次に災害協定の関係で、５６の自治体、これは県外の状況はどうかということですけれども、

これ姉妹提携のところだけなのか、５６の自治体の具体的な状況をお聞かせ願いたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 災害協定を本市と結んでいる自治体でございますけども、基本的には市となんらかのこれま

でつながりがあった自治体というところで、やはり姉妹提携を結んでいるところが千葉の館山、

新潟胎内、富士河口湖、千葉の一宮といったところと、それから山梨県内の１３市の協定、あ

といわゆる鵜飼サミットの中で６市ですか、の協定が行われていると。それ以外に北関東のい

わゆる廃棄物と環境を考える協議会、この中で３３団体、本市を含めて３３団体ということで

すけども、ございましてその中での協定が結ばれているというところでございます。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 われわれ笛新会では前々から言っているんですけれども、首都直下型地震等々ありますので、

中央線沿線の市、実は私どもは八王子の村松副市長とですね、研修でいろんな観光面を含めて

研修してきたんですけれども、観光面、移住面等々を含めてですね、いろんな意味を含めて中

央沿線、特に八王子等々の協定をぜひ前向きに考えてもらいたいと思います。 

 次に罹災証明書の発行、今、熊本では大変な混雑。要するに公的資金を受けるためには罹災

証明を受けなければならないと。これが大変な混雑をしているという状況ですけれども、この

罹災証明発行に対する考え方をお願いしたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 罹災証明書の発行については、たしかに熊本のほうでも大混乱をしているというような状況

を伺っております。また本市で大雪があった際にも最初、なかなか思うように出せなかったと

いうような状況もございます。基本的には被害調査を行わなければならないというようなこと

もございますので、多少の時間はかかるということでございますけども、本市において避難行

動要支援者台帳システムを導入した際に被災者支援システムですか、こちらのほうを導入して

おりまして、それにより罹災証明書の発行のいわゆる機能も付いているということですので、

それによっていくらかスムーズにそういった手続きができるんではないか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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 そうすると６月県議会で知事の所信表明の中で、熊本地震では避難所の支援システム、要す

るに避難所ごとの必要な物資の状況を把握できる、これは大手企業から提供されて大いに活用

されたと。今、総務部長が言うのは被災者台帳システム、これをセットにしたシステムの開発

を、取り入れを市でも考えているということでよろしいかどうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 被災者支援台帳システムについて、それが基幹のシステムになってそれ以外にすでに入れて

いる避難行動用支援者システムですとか、先ほど言った避難所システム、それから物資供給シ

ステムとか、いくつかのシステムに連動させていくというものでございますけども、これにつ

いて今後また検討していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 
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〇７番議員（保坂利定君） 

 検討はいいんですけども、検討検討が少し多いような気がしますけれども、基本的に県のほ

うでも市町村と連携して避難所運営についての詳細な実態調査に着手して、災害対応の検証を

進めているということなので、ぜひ県との連携、このへんをですね、システムを含めてしっか

り対応をお願いしたいと思います。 

 結びに備えあれば憂いなし、人間は天災に勝つことはできない。しかし備えることはできる

と。市民安全・安心な暮らしを守るために、なお一層の地域防災の充実強化を願い質問を終わ

ります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で保坂利定君の一般質問を終了いたします。 

 続い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、うちの笛新会の保坂議員のですね、質問は中心的には地域防災力の充実強化と

いうことですけれど、これは言うまでもなく市民の日常的な防災意識、こういうものを肝要す

る必要があろうかと思います。そういう関連で先ほど保坂議員のほうから熊本との関係もお話

が出ました。やはりこういう被災地のほうに職員を派遣したり支援物資を送る、そういう中で

も、また市民の防災意識の肝要につながろうというふうに考えるわけです。 

 特に今回の場合は、あまりにも大きい東北の震災がありましたので、さほどに感じていない

部分もあろうかと思います。うちの地理的条件としてやはり遠いということもあろうかと思い

ます。でも熊本のこの震災を見れば非常に大きな被害を被っているわけです。割合とこれに対

しての感度は鈍かったのではないかというふうに私は感じます。 

 そういう中で、先ほど支援物資等の話が出ました。もうご存じで、チラシ等が手元にあるか

もしれませんけれど、この山梨、笛吹の桃をですね、トラックいっぱいにして被災地に送ろう、

仮設住宅に送ろうという考え方ですでに運動を続けているところもあります。そういう中でで

すね、やはり今言ったように防災意識、市民の防災意識、とりわけ言うまでもなく桃日本一と

いうことを謳っているわけですから、非常にそういうことでの笛吹市の支援としては特色があっ

て、しかも無理のない支援かと思います。こういうことはですね、市全体でやっぱり積極的に

取り組む必要があろうかと。桃の最盛期も７月の中下旬になろうかと思いますので、日がある

んでですね、副次的効果として言うまでもなく桃・ぶどう日本一の笛吹を交換にですね、流し

ていくこともできるというふうに思います。急きょの話で大変ですけれど、やはりＪＡあたり

と一緒、そして一緒に力を合わせてですね、共助の精神を培うという意味でも非常に重要な、

良いチャンスかというふうに思いますけれど、このへんについての見解をお聞きしたいと思い

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 野澤議員の関連質問にお答えいたします。 

 先ほどお話しいただきましたトラックいっぱいの話、これにつきましては市といたしまして
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も十分これに対応するべき、例えば安価にてその桃をいっぱいにするような協力、そして市と

いたしましてはそのためのツールといたしましてコンサート等を行っておりますので、そうい

うふうなものにつきましての、できるだけの施設の開放等につきましての対応等を行っている

ところでございます。 

 このあと熊本のほうにどのようなことで、この日本一の桃の郷を売っていくかというふうな

ことにつきましては、また担当部局とも協議する中でございますけれども、できることについ

ては行っていくわけですけども、農繁、多忙なときでもございます。そういうふうな中でどの

ような方法が市としてできるかということは対応するわけですけど、そのハート・トゥ・ハー

トというふうな中で私どもの心が被災地に届けばと、そんなふうに思っ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） 

 本当に前向きの答弁をいただきました。災害というのはですね、もちろん見舞われたら大変

ですけれど、やっぱりそこの見舞われたところに対してですね、どういうふうな関わりをつくっ

ていくか。こういうことが非常に重要かと思いますので、そして先ほど言いましたように副次

的効果もあって、副次的効果があるというのはうちに無理のない支援を、うちから無理のない

支援をするということかと思いますので、そのへんを十分考慮して進めていただきたいと思い

ます。 

 もう１つですね、先ほど災害協定の話が出ましたけれど、災害協定、いろんなところとして

いるということですけれど、いざあったときにどういうふうに具体的に進められるかというこ

とをやっぱりそこを想定しながらの災害協定でないとなかなか難しいかと思います。首都圏の

直下型地震も危惧されているわけで、そういう中で笛吹市がなんらかの具体的な関わりの中で

そこに手を差し伸べられるということだと、やはり中央線、あるいはこの中央道沿線の比較的、

こちらに、山梨に近い地域だと思います。そういう意味でわれわれは八王子市、こういうとこ

ろ、もっとそれは広げてもいいかと思いますけれど、やはりそういうところと災害協定を結ぶ

中でそれで日常的な観光とかそういうものにつなげていく、こういう必要があろうかと思いま

すので、この点についてもう一度ご答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 災害協定の締結先を例えば中央線沿線、あるいは中央道沿線にしてはどうかといったところ

でございますけども、たしかに今回の熊本地震を見ても、いわゆる熊本周辺の自治体との協定

の中で速やかな対応ができたということでございます。われわれも山梨県内の市とは協定を結

んでおりますけども、近隣で言いますと千葉とかになってしまいますので、やはり県外で近い

ところということであれば八王子、立川、多摩といったような地域との、笛吹市単独が良いの

か、あるいは峡東地区といった形がいいのか、これは今後の検討といたしまして必要ではない

かというふうには考えているところでございます。それを観光に結び付けていくといったこと
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についてはまた担当部局との協議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） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 こちらのほうではですね、この南海沖のトラフの関係の地震も想定され、直下型だけが起き

るわけでないんで、やはりわれわれが救われるという意味でも近場で、力のあるところとやは

り協定を結ぶということが現実的であろうと思います。今までいろいろなところと協定してい

ますけれど、やっぱりそういう実践力のあるところとの協定をお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

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。 

 １番、神澤敏美君。 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ただいま、議長のほうからご指名をいただきまして通告どおり一般質問をいたします。 

 まず７月１４日、それで１６日と北九州地方の熊本を中心にですね、二度にわたる大地震が

発生し、亡くなられました方たちに心からお悔やみを申し上げるとともに、いまだに被災して

いる方々にお見舞い申し上げ、私の一般質問に入りたいと思います。 

 私は今、各自治体で一番問題になっております空き家対策についてお伺いします。するわけ

でございます。空き家対策の現状と成果をお伺いいたします。 

 全国で８２０万戸に及ぶ空き家対策の特別措置法が昨年の５月２６日に全施行されました。

各市町村では治安や、そして防災上の問題が懸念される空き家の所有者に撤去や修繕を勧告、

命令できると規定されております。命令違反に５０万円以下の過料を科し、強制撤去も可能と

いたしました。 

 これに基づいて各自治体では空き家への立ち入り、所有権等を特定するために固定資産税の

納税記録の照会を認めた中で、倒壊や衛生面で著しく有害となる空き家を特定空き家と定め自

治体が所有者に修繕などを段階的に指導、勧告、命令できるとし、従わない場合は行政代執行

による強制撤去も可能としております。昨年６月定例会におきまして、空き家対策協議会を設

置し対策計画を策定するとしております。 

 本市は平成２５年７月、空き家バンク制度を制定し宅建協会と協定を行いました。本市の定

住促進やＩターン者の活用等農業振興施策と連携した取り組みを進めていると思いますが、そ

の現状とこれまでの成果について、お伺いいたします。 

 １点目といたしまして、空き家対策協議会の進捗状況と対策計画をお伺いいたします。 

 ２点目といたしまして、市で空き家と判断している軒数をお伺いいたします。 

 固定資産税は土地の評価額が３０万円未満、建物が２０万円未満の場合は課税対象にならな

いとしています。また課税対象になっても所有者が亡くなり、相続人が不明になっているケー

スもあるかと思いますがお伺いいたします。 

 ３点目といたしまして所有者、管理者の把握軒数と把握できない軒数をお伺いいたします。 
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 所有者、管理者がいない空き家は荒廃が進み倒壊の恐れがあります。行政区住民の防犯防災

が非常に危惧されますが、お伺いいたします。 

 ４点目をお伺いします。特定空き家に指定となる軒数とその対応策をお伺いいたします。 

 行政区を移住し前住居が屋根も破壊し壁が落ち、敷地内は雑草に覆われた空き家が目に付き

ます。特定空き家に指定し、そして所有者、管理者に指導・勧告・命令し措置を講ずるべきと

考えますがお伺いいたします。 

 ５点目をお伺いします。空き家バンク登録軒数と成果をお伺いします。 

 平成２５年７月から空き家バンクを制定し運用され昨年６月で２件の成約、３２件の希望者

に３件の登録と報告がありました。現在の空き家バンク登録軒数と成果をお伺いいたします。 

 ６点目といたしまして、笛吹市空き家対策条例の制定をお伺いいたします。 

 山梨県の空き家件数は２５％、全国ワーストとなっております。各自治体では空き家対策を

進めているがその成果が挙がっておりません。昨年１１月、甲府市で３千軒、大月市で９６８軒、

西桂町でも５３軒の空き家が各行政区から報告されたとしております。空き家バンク運用だけ

では空き家問題は解決できるとは思いません。空き家対策特別措置法に基づき防犯・防災・公

平・公正な納税義務を考えるとき、持ち主を特定するために条例を制定し粛々と考えますがお

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。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに空き家対策計画の策定と空き家対策協議会の設置についてでありますが、平成２７年

度に市内建物約４万８，６７０戸について、水道の使用状況などから住居として使用されてい

ないと思われる家屋を調査し約２，６５０戸の空き家候補が判明いたしましたので、今年度こ

の２，６５０戸についての現地調査や所有者等の特定調査を行い、空き家台帳を作成いたしま

す。これらの調査結果を踏まえて、空き家対策計画の策定や空き家対策協議会の設置について

進めていきたいと考えております。 

 次に空き家と判断している件数についてでありますが、国の指針では空き家は建築物や工作

物で居住その他の使用がおよそ１年間使用されていないものと定義づけております。その中に

はアパートや貸しマンションなど賃貸目的の建物も含まれており、現地調査において建物の外

観や周囲の状況を正確に確認し判断してまいります。 

 次に所有者等把握件数と不明件数についてでありますが、今年度の詳細調査で空き家の所有

者・管理者を正確に把握してまいります。 

 次に特定空き家の件数についてでありますが、これまでに空き家の周辺住民や地区役員など

から防犯・防火の不安や雑木雑草等の繁茂や家屋の老朽化による倒壊の恐れがあるなどの相談

が約２０件ほど寄せられております。市では所有者・管理者に家屋や周囲の状況の説明をして

適切な管理、保全をしていただくよう指導しておりますけども、所有者の不在不明や管理者の

事情からすぐに現状改善がなされないものもあり、関係機関と対策協議を行いながら地区の方

たちとの協力をいただくなどして対応に当たっております。このような空き家の件数について

も今年度の調査により正確に把握していきたいと考えております。 
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 次に空き家バンク登録件数と成果についてでありますが、現在は４件の登録物件があります。

また希望者については現在４６人となっております。 

 なお、平成２６年７月からの成約件数は２件あり、成約内容は売買、賃貸それぞれ１件ずつ

であります。 

 次に空き家対策条例の制定についてでありますが、今年度行う調査で実態を正確に把握した

上で空き家の活用や周辺環境保全のための指導勧告等を行うなど、具体的な取り組みを定める

空き家等対策にかかる条例を制定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。まず総体的にですね、一つひとつではなくて、空き家に対しての総

括的な質問をしていきたいと思いますが、空き家の所有者に勧告命令、また命令違反に５０万

円以下の過料を科し、強制撤去も可能として勧告を受けた物件は固定資産税の優遇を受けられ

なく、約６倍となる特別措置法が要するに市で特定空き家に認定するに、何か強制的に足かせ

となっているようなことがあるではないかとちょっと感じるんですけども、いかがでございま

すか。 

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。 

 特定空き家と判断するには国の示したガイドラインでは、建物の状態が倒壊の恐れがある。

あるいは著しく衛生上有害である。それから著しく景観を損なう、そういったもの。それから

生活環境の保全上ですね、不適切で周辺地域や住民への多大な悪影響を与えるなど、そういっ

たことも考えられますけども、総合的な状況を踏まえましてですね、判断になると考えており

ますが、特定空き家等に対するいろんな方法としましては事前の準備、それから所有者等への

助言、指導、勧告、命令、代執行など内容的には厳しい内容、先ほど言われましたように厳し

い内容ではありますけども、具体的な行動とかですね、手段がこの指針と言いますか、ガイド

ラインでは示されておりますので、まさにですね、住民の皆さまと一緒になって協力して適切

に進めてまいりたいと考えております。 

 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、業者、行政が強制的なことをしていくとどうしても逃げたいという気持ちの中

でもってうまくいかないことのほうが大だと思いますけども、その点を加味しながらですね、

精一杯対処していただきたいと思います。県では５月１６日ですか、今度、団体がですね、８団

体、これは地方法務局、弁護士会、司法書士会、行政書士会、県宅建協会、全日本不動産協会

の県支部と県土地家屋調査士会、県建築士会と８の団体がですね、行政と民間で官と民で一体
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になってやりましょうということでもって調査委員会が立ち上がりましたけども、核家族・少

子高齢化で急激な人口が減少となっております。空き家は大幅な増加が見込まれます。宅建協

会と提携を笛吹市はやる中でですね、どんなふうなシステムでこれまでやってきているのかお

伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 現在、山梨県宅地建物取引業協会、いわゆる宅建協会でございますが、と市との間での空き

家対策についての連携につきましては、ご承知のように空き家バンク制度において協定を結び、

そしてまとめているところでございます。 

 制度の流れについて簡単にご説明させていただきますと、まず登録できる対象は１戸建ての

物件ということになっております。そして空き家を登録する場合につきましては、物件の間取

りや、また設備等を書いた登録カードを提出していただくことになっております。市と宅建協

会の担当はそのカードをもとにですね、現地の確認を調査等を行い、そして市のホームページ

等にその物件の情報をですね、公表するような形で進めております。 

 当然、市のほうとしましては、できることはその情報等をですね、希望者に対して発信する

ということで、実際に入居希望者とそれから建物の提供の中でのですね、取り引きについては

宅建協会が仲介役となってやっていくというようなことで貸借、または売買契約を結ぶといっ

たようなシステム、流れの中で進めているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。と言いますと市のほうでは今現在、２７の中でもって山梨県が１５の

市町村が一部、県との説明を受けながら相談をしているということが表明してありますけども、

まだそこまでは笛吹市ではいっていないということでよろしいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 今現在、進めているのは先ほどからお話をさせていただいています空き家バンク制度の中で

進めさせていただいているということでございます。これにつきましても今からですね、人口

減少問題の対策として行っている移住定住のですね、そういった１つの受け入れ先としてです

ね、今後、組織的にですね、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） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 そうしますとですね、やっぱり１カ月、経っておりませんけども、この協定をする場合にで
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すね、８団体が協力、民のほうでしているということが決まりまして県のほうもですね、窓口

のほうでもって各市町村に投げかけてご相談して、官民一体でもってこれ解決しなくちゃ大変

な問題だということで、そういう施策をしておりますから、できるだけ早く県のほうにもそう

いう窓口へ行っていただくような段取りでしていただきたいと思います。 

 空き家は地域の住民が一番苦慮しております。所有者、行政から相談を受ければ相談に乗り

たいという周りの方がおります。そういう方たちに行政が一応、解決の窓口になるために一歩

前に出られましてですね、考えることが必要ではないかと思いますがお伺いいたします。 

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） 

 再質問について、お答えいたします。 

 空き家につきましては、相談の内容はさまざまな内容があります。いろんな方法で取り組ん

でいかなければならないと考えておりますけども、相談体制の整備、あるいは迅速な対応の体

制づくり等ですね、地域の方や、先ほど言いましたけども地域の方々、あるいは関係団体との

ですね、連携が特に非常に大事ではないのかなと考えておりますので、今後空き家対策として

もそういった部分を十分取り込んでいきたいなと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ぜひお願いいたします。 

 最後になりますが、空き家対策は自治体の急務で条例の制定により所有者、管理者が相談し

やすい窓口を設置し空き家の有効活用、撤去が一日も早く進むよう指導すべきと思っておりま

すが、それをお伺いいたしまして私の質問を終わりたいと思います。 

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。 

 本年度、先ほど言いましたけども本年度実施いたしますこの詳細調査、これの結果に基づき

まして協議会あるいは条例、それらをですね、早期に制定しまして、そして指導をですね、確

実な指導を行えるように体制づくりに努めていきたいと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。空き家は全国で一番今、各自治体も地域、また行政区も非常に対応

に苦慮している時代でございますので、ぜひ一つひとつが解決できるような方向を住民と一体

になった中でもって施策を練っていただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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〇議長（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。 

 引き続き関連質問を行います。 

 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） 

 笛新会の荻野でございます。神澤議員の関連質問を行いたいと思います。 

 ただいま答弁の中で空き家と想定される戸数２，６５０戸と言われましたけど、おそらくこ

れは賃貸住宅、長屋住宅も含まれている数だと思われますけど、おそらく個人所有の住宅はこ

の３分の１ぐらいの数字が想定されるわけでございますが、２５年に空き家バンク制度が制定

されて、今、これ数字を見ると３件の登録があるということなんです。その８００件、個人住

宅の中で登録が３件ということは非常に少ない数字だと思われますが、これで空き家対策に対

しての告知がうまくされていないのか、それとも空き家バンク制度に登録するにつけてのハー

ドルが高いのか、そのへんをちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 現在の登録物件は４件という状況でございますが、広報等をする中ですね、うちのほうもＰ

Ｒ等を行っているところでございます。特にハードルが高いとかですね、そういったことはお

聞きしていないところですが、登録物件、現在４件ということでございますが、民民の中でで

すね、契約と売買等がされたケースも一度はこちらのほうにですね、登録をされましたけども、

バンク制度ではなくてですね、登録はあったけども民民の中での取り引き等があったというよ

うなケースも何件かございます。 

 答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ありがとうございます。ぜひこの空き家制度、広報等、ＰＲを兼ねてぜひこういった３２件

の希望があるということの中で、ぜひ登録件数を少しでも増やすように努力していただければ

と思います。 

 それから今、空き家が非常に多くありますけども、その空き家を笛吹市でも移住定住促進と

いうことの中で体験住宅とかそういったものの考えはあるのでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 空き家につきましては、市内にもやはりマンションですとか、そしてアパートですとかそう

いうふうなものがございます。そういうふうなものにつきましても、今までは居住というふう

なものだけに目を当てました。そういうふうな中ですと移住定住、今やっておりますし、都内
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からの多くの皆さんにそういうふうなものを情報も提供いたしましているけども、それと併せ

まして企業、企業と言いましても大きな企業ではなく例えばサテライトオフィスですとか、Ｉ

Ｔ企業が１つのマンションの１室を借りるですとかそういうふうなことも含めて幅広い、生活

居住というふうなものではない観点も含めての移住定住の利用するべきスペースとしてもご紹

介をしながら活用を進めていきたいと、そのように考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 少しでも、今後とも空き家を十分活用できるような対策を練っていただいて今後、少しでも

空き家の減るような形にしていただきたいと思います。 

 以上で私の再質問を終わります。 

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。 

 一般質問を続けます。 

 １５番、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。 

 質問に入ります前に４月１４日発生、１６日に本震となりました九州の熊本・大分で被災さ

れました皆さま全員にお見舞いを申し上げます。 

 それでは２点、質問させていただきます。 

 はじめに食品ロスの削減対策についてお伺いいたします。 

 食品廃棄物のうち、食べられるのに捨てられてしまっている食品ロスが大きな問題になって

います。食品ロスの削減はいまや世界共通の課題です。国連食糧農業機関によると世界中で１日

のうちに約４万人以上が飢餓で命を落としている一方で、地球全体の食料の約３分の１となる

１３億トンが無駄に廃棄されています。 

 昨年９月に国連が採択しました２１世紀の国際社会が目指すべき新しい共通目標、持続可能

な開発目標の中で、２０３０年までに世界全体の１人当たりの食品廃棄物の量の半減と食品ロ

スの軽減が達成することが掲げられております。日本では年間６４２万トンとの膨大な量の食

品ロスが発生しています。これは国連が食料難に苦しむ国々を援助している量のおよそ２倍に

当たります。 

 ２０１２年に農林水産省と環境省の推計によると食品関連事業者、製造、卸売、小売、外食

から出る食品ロスの量は３３１万トン。家庭から出るものが３１２万トンと半量ずつであるこ

とが分かりました。 

 食品ロスは家計に負担を掛ける上、企業に利益率を下げることにもなり、またごみとして出

されたものは廃棄処分、焼くときの処分は自治体の負担となり、またそういったものにおいて

焼くことによって、燃やすことによって二酸化炭素の排出により環境負荷に害を与えている。

あらゆる面において問題となっております。 



 ４０ 

 また一方で食品ロスを減らせる動きも見られております。農林水産省は昨年度から飲料や、

また賞味期限が１８０日以上の菓子に対して納品期限を延長するよう小売業に推奨するなどし

ております。また食品関連事業者の対策も見られております。 

 ホテルの中には廃棄された食品を肥料にするコンポストプラントを導入し、１日のうちに５万

トンとも出る廃棄物を発酵させて、そして肥料に変えて契約農家に提供したり、また食べ切れ

ずに残って持ち帰る料理の入れる容器、これはアフリカのケニアに暮らしている子どもたちの

絵をプリントしていくお裾分けボックスというのを置きまして、１つ利用するたびに途上国で

活動している非政府組織である協力団体を通して子どもたちに１２円が送られています。この

１２円は途上国の子ども１人の１日の給食費に値します。また大手スーパーの中には食品ロス

を少なくするために特定非営利活動法人に売れ残った食品を寄附しています。 

 こうして企業や個人から受けた、預かった食品は生活困窮者や福祉施設に配るフードバンク

事業として行われています。海外でも食品ロスの削減に向けた取り組みが展開されており、ア

メリカではこうして食品を寄附している企業などに対して、原価の一定割合を控除した優遇措

置なども行われています。食品ロス対策に向けてさまざまな知恵を出し合って取り組んでおり

ます。 

 そこで本市における食品ロスの現状と今後の対策についてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 食品ロス削減に向けた取り組みは、国において農水省や消費者庁など関連６府省庁で食品ロ

ス消滅国民運動を展開しております。食品ロスの半分は事業者の流通・販売の過程で起き、も

う半分は家庭での食べ残しや賞味期限前の廃棄などで発生していると言われております。 

 市における食品ロスの現状ですが、食品ロス判断は難しく実績などは把握しておりません。

しかし市の一般可燃ごみ排出量は平成２７年度で１万１，４２３トンあり、組成調査で生ごみ

の占める割合は約４９％あります。平均的に見て生ごみのうち約３０％から４０％が食品ロス

と言われておりますので、約１，６８０トンから２，２３０トンぐらいが食品ロスになるので

はないかと考えております。 

 食品ロス削減の対策といたしましては、家庭・事業者双方の取り組みが必要になってきてお

りますので、情報提供や意識啓発に取り組んでいきたいと考えております。 

 また各家庭から出ました生ごみにつきましては、さらにしっかり水切りをお願いする中で焼

却処理を行ってまいりたいと考えております。平成２９年４月より稼動いたします新たな中間

ごみ処理施設では、処理費用や環境への負荷は大きく削減されるものと考えております。 

 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。 

 １５番、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。食品ロスをなくすということ、いろいろ持ち帰っては食べに行っ
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て、食堂かどっか行って持ち帰っては安全でないということもあって、食料とかそういったも

のを持ち帰らないでくださいというところもございます。そういうところで今後考えていくこ

とはやはりそういった安全に食べられる、そういった知識をやはりいろんなところから私たち

に教えていただくということが必要になってくると思いますけども、そういったような方向は

どのような指導とか、そういったまた考えていただきたいと思いますけど、前向きにまた検討

していただけるでしょうか。 

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。 

 食品ロスをなくすには食育、または環境教育というところになると思います。市民環境部の

関係ですと環境教育ということで、今、環境推進課がそれぞれ小学校や中学校に行っておりま

して、今はＣＯ２の削減というところの教育という部分を中心にやっておりますが、特にごみ

減量を最近始めまして、その中で食品ロスということの必要性、そういうものについての教育

は可能だと思っておりますので、それは展開していきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（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。学校教育ということでもって食育、環境教育ということが行われて

いると思いますけども、今までのに加えながらこういった食品ロスのことについて、中には、

あるところの学校には、先生が子どもさんたちに家に帰って冷蔵庫の中にずっと入っていたも

のを持ってきてくださいと言われて、ピクルスを持っていった子どもさんもいらっしゃったそ

うなんですね。それはやっぱり１個でいくらじゃなくて２個になっていくらとか、まとめ買い

していくらというかそういうのがあってつい買ってしまっているという、そういうこともある

みたいですけども、食育、環境教育についてどのくらい頻度で、またどういったような内容で

大まかで結構ですけど、現在行われているのか教えていただきたいと思います。 

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。 

 先ほど言いましたんですけども、学校への環境教育ということであれば毎年、大体３校から

４校をピックアップいたしまして、今までは先ほど言うようにＣＯ２ということだったんです

けども、今回はごみ減量とか食品ロスということについて加えさせていただくということで、

さらに回数につきましては、昨年よりも今年度よりも増や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） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校におけます食育について、お答えいたしたいと思います。 
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 学校には栄養士がいらっしゃいますので、栄養士は給食の間に教室を巡回して食育指導を行っ

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。学校の給食なんかでやはり子どもさんたちがかなり残してしまうよ

うなものとか、そういったことも長い年月の間に出てくると思うんですけども、またそういう

のを献立の中で工夫しているとか、そのようなことがございましたら教えていただきたいと思

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校給食におけます食品ロスでございますけれども、学校給食におきましては児童生徒数に

基づいた食品を発注しておりますので、基本的には食品ロスはございません。ただ食べ残しに

つきましてはございますので、これにつきましては生ごみ処理機等を利用しまして堆肥化を行

い、ごみの減量化を図っ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） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 またこういった点は栄養士さんやいろんな方と、給食の方と相談なさってどうかいろんな工

夫して、ニンジンとかいろいろ嫌いなものも、ピーマンとかあったら違う形で分からない形で、

また食品として変えていくとか、そういう工夫も今後また検討していただければありがたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えしますが、学校側と協議しながら進めてまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 食品ロスの関係でやはり寄附ということをお話ししましたけれども、やはり各家庭でもいろ

んなものが残っている場合があります。そういった冷や麦とか賞味期限が長いものとか、そう

いったものをやはりどこかに持って行ける、地域の中でそういった寄附できる場所というか、

何かそういったものを今後は検討していくべきではないかと思いますけれども、そういった点

でまた検討いただけるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 食品ロスという目的も一部ありますけれども、今言われた賞味期限内の食品等について有効

活用という意味ではフードバンクという制度がございまして、これについてはＮＰＯが行って

いるものと契約をいたしまして、生活困窮者の生活等に活用するということで賞味期限内の食

品でまだ食べられるにもかかわらず、印字のミスであるとか箱が壊れていたりとかして販売で

きない食品や、そういったものを企業や農家から寄贈をしていただき生活困窮のひとり親であっ

たり、失業者や外国人労働者、路上生活者等、あるいは児童養護施設や障害施設のほうに無償

提供する活動として行われております。笛吹市もそちらと契約をして取り組んでいるというと

ころであります。 

 集めるほうにつきましては年に数回、フードドライブという企画で市民の方にもそういった

ものの提供を募るという活動を行っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり環境整備ということが、これからとても重要になってくると思います。いつでも出せ

れるところがぜひ地域の中であるように、また先ほど言いましたフードバンクの関係ですけど

も、笛吹市として大体どのくらいの量が、大まかでいいですけども出されているのか。その量

が足りているのかどうか、その点をちょっと教えてください。 

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） 

 量につきましては、日常的な把握というふうなことはしておりません。先ほど言いましたよ

うにフードバンク山梨というＮＰＯのほうと契約をしておりまして、具体的な量につきまして

はまた確認をしておきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 よろしくお願いいたします。あと備蓄の件ですけども、災害のときの備蓄の、どのくらいの、

各地域でもって防災訓練をする際に使ったりしますけれども、それ以外でそれですべて処理で

きるのか。それともそれ以外で廃棄しているのか。廃棄しているとしたら、その量はどのくら

いなのか教えていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 市の現在の備蓄米ですけど、アルファ米で約６万食ということで、それを５年間で入れ替え

るということですから１万２千食を毎年、入れ替えております。その１万２千食、５年経つも

のについては、各地区の防災訓練等の折に提供して炊き出し訓練等に使っていただいていると
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いうような状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 それで全部、そのときに調理して余分は残らないということですね。そうですか、分かりま

した。本当はこれからは少し、賞味期限が６カ月ぐらい前のあたりからフードバンクなんかの

ほうにもまた提供しながらという考えがいいのではないかと思いますけども、またそういう点

も考えていただければありがたいと思いますけどいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 お答えいたします。 

 基本的には先ほど言ったように防災訓練等で使うわけですけども、フードバンク等でどうし

ても足りないから必要ということであれば、そのへんについてはいくらかまわすことは可能で

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） 

 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。 

 それでは２点目の質問に入らせていただきます。 

 感電ブレーカー設置の補助についてお伺いいたします。 

 通電火災は大地震により停電が復旧したことにより、再び電気が通った際に倒れていた電気

ストーブなどの家電や断線した電気コードなどが火元となって火災が発生するものであります。

電気機器のスイッチを入れたまま住人の方々が避難してしまうケースが多いために阪神・淡路

大震災でも東日本大震災でも出火原因の多くがこの通電火災だったそうです。 

 感電ブレーカーは分電盤の外付けに接続することができるタイプで、揺れを感じてセンサー

が震度５強の揺れを感知して自動的に通電を遮断するもので、これによって再び電気が通った

ときにも通電せずに火災を防ぐことができます。 

 ただ、揺れと同時に通電を遮断してしまうと夜間、避難する場合などには支障を来たすこと

があることが考えられるので、この感震ブレーカーは揺れを感知してもすぐに電気を遮断せず

に３分間はランプや警報で避難を知らせます。そして３分以内に安全が確認できた場合はこの

リセットスイッチで作動を止めることもできます。 

 この分電盤のこのブレーカーは工事費込みで約３万円です。しかしこの分電盤の取り替え工

事なんかも必要になる場合があります。そこで高齢者のみの世帯や障がい者の世帯、そして中

学生以下の児童生徒がいらっしゃる母子家庭の方々がこの感震ブレーカーを設置する場合には

補助金が重要ではないかと考えますが、当局のご所見をお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 
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 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えをいたします。 

 阪神・淡路大震災で原因が特定された建物火災の約６割が通電火災であり、どの家庭にも起

きる危険があると認識をしております。 

 通電火災を防止するには、地震が起きたときに電気のブレーカーのスイッチを切り避難する

のが最善の方法であり、ご提案の感震ブレーカーは火災防止効果が高く、またコンセント型、

簡易型など種類もあり火災防止には十分な効果が認められておりますので、家庭への普及が望

ましいものと考えております。 

 設置補助につきましては、全国的にまだ事例も少ないということですので今後の検討課題と

させていただきます。 

 また地震で避難する際には、ブレーカーを切るなど減災・防災の取り組みについての知識を

市の広報紙やホームページ、防災訓練等を通じ普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、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。防災訓練の際にやはり統一して笛吹市としてやっぱり通電火災の

ことを何か文書化とかにして、そのときに区長さんのあいさつとかそういった中で徹底して知

らしていただきたいと思います。皆さん一生懸命、忙しくて働いている方たちはそういうこと

に考えている余地もありませんし、頻繁に耳に入れていくことがやはり火災をなくすことだと

思いますので、お手数ですがどうかこれとこれは市民の皆さまへ伝えておきたい、こういうこ

とに注意していただきたいということはどうかこれからはそういった文書化して、一斉に平等

に知らせていただきたいと思っております。やはり火災が起きますと自分の家だけで守り切れ

ない部分があります。１軒の家で感震ブレーカーを付けても込み入った家だと自分の家も燃え

てしまいますので、そういったことをお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃるとおり住宅密集地の木造住宅が多いようなケースにおいて、こういった感

震ブレーカーの設置が行き渡っていることが効果的ではないかというふうに思います。１軒の

家庭で設置してあっても周りからの延焼があるというようなことも十分考えられますので、そ

ういった部分について今後感震ブレーカーの設置については、ことある機会を通じて普及啓発

に努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） 

 渡辺清美君。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ぜひどうかよろしく今後ともお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。大変にありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺清美君の一般質問を終了いたします。 

 続い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） 

 それでは公明党、渡辺清美議員の関連質問をさせていただきます。 

 最初に食品ロスの削減についてでございますが、先日ですね、市民相談の関係で緊急という

ことで社協さんのほうにですね、支援金のお願いをさせていただいたケースがあり、そのとき

に緊急で食品を提供したいという場合がございました。ただしフードバンクが設立されて以降、

そこへ登録されている方は供給が得られるけれども、社協さんのほうには今、その備蓄がない

という状況がありました。こういった分につきまして、連絡また緊急性に対してのお考えにつ

いて１つ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。 

 フードバンクの関連ということで、社会福祉協議会のほうに今、備蓄のところがないという

ことで緊急の食品支援というのがなかなかうまくいかなかったというお話でございますが、今、

フードバンクとの契約については、昨年から法制度の関係で市のほうの生活援護課のほうで直

接契約をしているという状況でございます。緊急時の対応についても若干の備蓄食品を持ちま

して、ご相談があったり、行き倒れというのはそうそうあるものではありませんけれども、対

応しているということですので、市の保健福祉部の中で十分というわけにはいきませんが多少

の備蓄はあ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） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 分かりました。じゃあ今後はまた保健福祉部、生活援護課との連携をということをまた肝に

銘じていきたいと思います。 

 それでは２問目の感震ブレーカーの設置についてでございますが昨年、平成２７年の２月で

すね、内閣府のほうで感震ブレーカー等の性能、評価についてのガイドラインが設置されたと

ころでございます。これにつきましては、東京理科大学の関沢教授を座長としましてわが山梨

県からも山梨大学の羽田准教授も参加されているところでもございます。この感震ブレーカー

につきましての必要性につきましてでございますが、消防長のほうから何かその部分について

のご見解をいただけますでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 植村消防長。 

〇消防長（植村英明君） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 

 耐震ブレーカーですが地震が起きた場合、ブレーカー自体に玉のようなものが付いていまし

て、揺れに対して落ちるというブレーカーでありまして、地震が起きたとき、それが落ちると

いう。年寄り、高齢者に対して落ちたのを上げるのが大変ではないかなということを思います。 

 以上、再質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 必要性がという部分でございましてお伺いしたかったんですが、今お話のとおり簡易的な部

分とあとそのほかにもコンセントタイプ、また常備タイプということでいくつかのあれがある

と思うんですけども、先ほど渡辺議員からも言われていたのは一番、精度のいいタイプのもの

だということでございます。先ほど消防長が言われたのは玉の設置の起こすタイプ、そのほか

にもバネ式でございますかね、というタイプもあるそうでございます。一個一個の台数につい

てはそれぞれしなければいけない部分もあると思われますけれども、これが必要か必要でない

かという部分について、もう一度消防長のほうからお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 植村消防長。 

〇消防長（植村英明君） 

 再質問にお答えいたします。 

 耐震ブレーカーのほうは必要だと思っております。災害が発生したときブレーカーが落ちる

ということは、火災の減少につながると思っておりますので大変必要だと思います。 

 以上、質問とさせていただきます。 

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。現場の声からも必要性があるというふうでございます。 

 さて笛吹市の市営住宅等々におきましても市が管理をするという部分につきましてこの今、

必要だと言われるものについての適用について、では建設部長のほうからお伺いしたいと思い

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。 

 感震ブレーカーについて、市営住宅への導入につきまして今後やはり、なんと言いますか、

防災上、そういった必要な設備とみておりますので、これから今後検討していきたいなと考え

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） 

 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。またさらにですね、研究をしていただく中で早期に対応をいただけ

るようにお願い申し上げまして関連質問を終了いたします。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 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１時３０分からといたします。 

休憩  午前１１時４６分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 一般質問を続けます。 

 ２０番、小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 誠和会の小林です。 

 質問に入る前に、先ほどの震災で被災されました熊本県・大分県の皆さまにはお見舞いを申

し上げます。一日でも早く復旧・復活されますことに心よりご祈念申し上げます。 

 議長の許可をいただきましたので通告しました社会教育施設、社会体育施設ならびに学校施

設の開放による使用料の取り扱いについての質問を行います。 

 笛吹市の合併に伴う協定項目の中では、教育関係施設使用料については現行のまま継続し算

定基準の統一化、施設の規模、内容に応じた適正料金について新市において調整するとされて

いました。合併後１２年経過して、ようやく使用料が統一する運びとなりました。 

 教育関係施設の使用料・統一化の経過は、社会体育施設については平成２３年度から笛吹市

スポーツ推進審議会に施設利用料金の見直しについて諮問し、社会教育施設の使用料について

は平成２５年ころより社会教育委員会議で検討をはじめ、それぞれの団体の審議結果として平

成２６年度に教育委員長へ答申を行ったと聞いております。その両組織からの答申を受け平成

２７年８月６日開催の教育委員会８月定例会において社会体育施設、学校施設の開放に関する

条例および同施行規則の一部を改正する条例および規則、ならびに社会教育施設条例および同

施行規則の制定等について審議し承認されたところです。 

 議会においては、平成２７年第３回定例会へ笛吹市社会教育施設条例の制定と笛吹市社会体

育施設条例及び笛吹市学校施設の開放に関する条例の一部改正が上程され、審議の結果、可決

されたところです。これにより平成２８年４月１日から合併協定項目に関する使用料の改定が

行われることになりました。この統一化した使用料改定は平均的には値上げとなり、使用料収

入は試算ですと４，８００万円の使用料収入見込みとなります。値上げ分だけでも社会教育施

設で１，９００万円、社会体育施設で１，８００万円、学校開放施設で４００万円と合計で３千

万円くらいの増加見込みとなっております。使用料は維持管理費に充てるとしており、市民が
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使い良い施設のため施設管理をしていただきたいと思います。 

 しかしながら４月１日施行としながらも、使用する各種団体への使用料改定の周知の遅れが

あること、関係する多くの施設は指定管理施設であること、施設の使用する団体が４月以降の

使用申し込み時に今まで無料であった団体が有料になることや、また減免基準がしっかり周知

されていなかったことから、市民や多くの利用団体などから生涯学習課に対し問い合わせが相

当あったと聞いています。 

 私たちの誠和会では２７年第４回定例会、１２月議会の一般質問で社会教育、社会体育施設

の使用料問題や要望・要請問題が大きくなったスポーツ少年団の減免について質問を行ったと

ころです。また続く３月定例会でもスポーツ少年団に対する使用料の減免問題を代表質問およ

び一般質問で取り上げられ、当面３年間は全額免除とする方向が示されました。そのほかの各

種団体なども市長への要望、陳情が多数あったと聞いております。 

 議員としても各施設の使用料の統一が図られたことから、議決した責任において市民・団体

にご理解をいただくよう努めているところです。 

 そこで、以下の点についてお聞きいたします。 

 １点目ですが、教育委員長からの諮問を受け答申を行ったスポーツ推進審議会と社会教育委

員会議の構成する委員はどのような団体・組織の代表者から構成されているのか。また各種団

体からの意見集約はできていたのか伺います。 

 ２点目ですが、９月議会で各施設の使用料が統一することが決定してから多くの団体・組織

から陳情書や要望書が提出されたと聞いていますが、どのような団体・組織から出されたのか

伺います。 

 ３点目として当初、規則で定められた使用料がスポーツ少年団をはじめとして全額免除や減

額を行うこととなった組織・団体はあるのか、お伺いいたします。 

 ４点目として陳情・要望を受け、今後規則を運用する中で全額免除や減額はどのような運用

を考えているのか。特にその他、市長が特に必要があると認めるもの規定の具体的な運用はど

のような考え方か伺います。 

 ５点目として、今後の市の方針として使用料の統一について見直す考えはあるのか。また陳

情・要望を受け、今後規則を運用する中で全額免除や減額はどのような運用を考えているのか

伺います。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、野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 小林始議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに、スポーツ推進審議会と社会教育委員会議の構成および各種団体からの意見集約に

ついてですが、スポーツ推進審議会はスポーツ基本法に基づいて設置されており、笛吹市教育

委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査・審議し建議する審議会で

あります。委員は条例に基づいて、学識経験のある者から教育委員会が市長の意見を聞いて委

嘱しております。 

 現委員については元体育協会役員、体育協会専門部役員、スポーツ推進委員、スポーツ少年

団指導者など地域バランスを考慮して委嘱されております。 
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 次に社会教育委員の会議についてです。 

 社会教育法に基づき設置されており、委員は学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者、学識経験のある者から教育委員会が委嘱しております。 

 現委員については文化協会会長、体育協会会長、小中学校校長会会長、青少年育成推進協議

会会長、市内家庭教育団体代表者、公募により選出された方などが委嘱されております。 

 また各種団体からの意見集約についてはしておりませんが、それぞれの委員がそれぞれの所

属団体の立場から審議していただいたと理解しております。 

 次に陳情書や要望書が出された団体・組織についてですがスポーツ少年団、石和温泉旅館協

同組合、社会福祉協議会、ボランティア連絡会、老人クラブ連合会、御坂文化協会陶芸部、八

代文化協会陶芸部から要望書が出されております。 

 次に使用料が全額免除や減額を行うこととなった組織・団体についてですが、スポーツ推進

委員会、行政区長会、消防団、小中学校および小中学校体育連盟、老人団体、子どもクラブお

よび育成会、保育所連合会および保育所、体育協会、文化協会連合会およびその組織、各地区

公民館およびその所属する団体、障害者団体などが主催する事業が規則により減免の対象となっ

ております。 

 次に今後の全額免除や減額運用の考え、特にその他市長が特に必要があると認めるもの規定

の具体的な運用についてですが、運用基準を定め施設を利用する団体・組織での判断ではなく

事業内容により公益性の高い事業や地域振興に寄与するものについては、減免の対象として扱っ

ております。 

 次に使用料統一の見直しおよび全額免除や減額の運用についてですが、見直しについては社

会情勢を見ながら検討してまいります。また減額につきましては、運用基準に基づいて運用し

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。 

 ２０番、小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 各施設の使用料収入を維持管理費に充てるとのことですが、施設が多いこと、中には老朽化

しているなど毎年の予算でも社会教育施設計画的改修事業、社会体育施設整備や修繕、ならび

に学校施設の計画的改修事業など、相当な予算が必要となるのは現状だと思います。私もいろ

んな施設を利用いたしますが、施設によっては照明の切れている箇所、また時計が故障とか軽

微な点が目立つわけでございますけれども、市民が利用しやすい維持管理のためにどのような

対応を考えているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 

 社会教育施設、それから社会体育施設等で年間約２億８千万の維持管理費がかかっておりま

す。当然、徴収した使用料につきましては光熱水費、あるいは指定管理料に充てるわけですが

施設管理の徹底や修繕にもできる限り対応したいと考えております。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 改定に当たっては笛吹市スポーツ推進審議会、社会教育委員会会議の諮問、審議結果を受け

ての結果だと思いますが、内容はどの程度までの答申を受けているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えしますが、先ほどの小林議員の質問の中にもございましたが、平成２４年の

１月１７日にスポーツ推進審議会へ笛吹市社会体育施設利用料の適正化についてという教育委

員会の諮問をいたしました。その間、何度か審議をしていただきまして平成２５年の１２月に

笛吹市社会体育施設使用料の適正化についてという答申をいただきました。この内容につきま

しては、受益者負担に関する基本方針ということで受益者負担のあり方、それから料金設定の

基本などを定めたものでございます。 

 それを受けまして、同じ年の３月６日に笛吹市社会体育使用料及び笛吹市学校開放施設使用

料について、スポーツ推進審議会へ再び諮問しております。この諮問につきましては、具体的

にですね、統一基準、それからそれぞれの施設の改定額等につきまして諮問いたしておりまし

て平成２７年の１月に使用料についての答申を受けております。社会教育施設につきましても

社会教育委員の会議に同じような形で、使用料のそれぞれの単価まで含めた答申を受けており

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 このたびですね、要望、陳情が先ほども答弁の中にありましたけども、笛吹市の団体、組織

７団体からの要望、陳情が出ておりますけども、この中をちょっと精査したいと思うんですけ

ども具体的にどのような対応があったのか、また運用はどのようになっているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えいたします。 

 要望書が出された団体への対応ということですけれども、主に減免についてのことだと思い

ます。減免につきましては規則で規定しております。さらに規則の中の市長が特に必要がある

と認めるものにつきましては、先ほど答弁の中でも申しましたが運用基準を定めて運用してお

ります。運用基準では市の所管課が事務局を持つ事業ですとか、市が委託した事業で使用する

場合については、あるいは公益性が高い事業、地域振興に寄与する事業で使用する場合は減免

することとしております。要望のあった団体につきましても、この規則運用基準に沿って判断

いたしました。 

 具体的にということでございますので、７つの団体ですがスポーツ少年団につきましては、
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すでにご承知のとおり規則の改正によりまして３年間、全額免除ということになっております。

それから石和温泉旅館協同組合につきましては市内の団体として地域振興、観光振興に寄与す

る事業については減免の対象としております。続いて社会福祉協議会ですが、規則によりまし

て委託事業等、担当課の申請がある事業につきましては減免の対象となります。 

 それからボランティア連絡会ですが、これは規則にはありませんが運用基準の公益性が高い

事業については減免の対象としております。老人クラブ連合会ですが、規則で定めておりまし

て老人団体が市民を対象とする事業については減免の対象となります。 

 それから文化協会の陶芸部、八代・御坂ですけれども、これは規則にありますとおり陶芸部

は文化協会所属組織ですので半額免除となります。 

 これらの団体に限らず、事業内容が運用基準に当てはまる場合は減免の対象としていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 スポーツ少年団は運用の規則では３割負担、７割減額としていたが市民からの、またスポー

ツ少年団等の強い要望等がありまして、結局は教育の一環として、子育ての一環としての３年

間、全額免除となりましたがなぜ３年なのか、３年経ったらもとの３割に戻るのか、負担にな

るのかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 再質問にお答えしますが、スポーツ少年団につきましては少子化対策、子育て支援というふ

うなことで３年間、全額免除という形になりました。これから３年間かけて、また今後どうす

るのかということを議論していくということだと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 先ほど老人クラブも減免対象になると申された答弁でしたけども、老人クラブの行事を見て

みますとですね、自分たち、老人クラブで楽しむ部分で市民を対象とした行事、ほとんどない

と言っていいんですけども、その場合は減免の対象には一切ならないわけなんですけども、笛

吹市内にこのような減免基準から外れる団体、個人はどのようなものがあるのかお伺いいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 その他の団体というのはほとんど今、申しましたように運用基準によって事業の内容に応じ

て減免を考えていくということになりますので、その他の団体につきましては老人クラブと同

じような形になろうかと思います。減免というのは、減額免除制度というのは非常に特例的な
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措置であるというふうに考えております。公共性、公益性を十分検討した上で判断しなければ

ならないというふうに思いますので、老人クラブの通常活動につきましてはこれに当てはまら

ないということで徴収の対象ということになります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それからですね、営利を目的とした使用料は通常の使用料の１０倍となっておりますけども、

運営基準の中で。何を基準としたのか、またどのような団体が、個人があるのかお伺いいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 営利を目的として使用する団体ですが、昨年度の実績から言いますと生命保険の相談会、こ

れは民間企業ですけども、それから法律相談、これも民間の法律事務所が有料で法律相談をす

るというものです。それからコンビニの出店説明会などのほとんど民間企業の使用でございま

す。今年度につきましては、今までのところそのような申請はまだございません。 

 １０倍の根拠ですが、改正前から市内の旧町村ごとに市外料金、営業を目的とする料金につ

きましてはバラバラでございまして、５倍から１０倍というふうなことだったということから

市外利用を５倍、営業目的を１０倍というふうにいたしました。基本的には市内利用者を優先

したいということから市外、それから営業を高倍率にしたということです。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 再々質問をしたいところですけども時間がありませんので準備した再質問を順番にいきます。 

 石和温泉旅館協同組合の件ですけども、開催する大会が、主催する大会が８月にもシニアソ

フトボール大会、９月には全国親善ゲートボール大会が開催されるわけなんですけども、先ほ

どの答弁の中で観光地域振興ということで５割の、５０％の減免ということで規則があるわけ

なんですけども、ソフトボールの会場に当たってはですね、１０カ所くらいの場所が必要とい

うことで大変な負担になるわけなんですけども、５割減免と申しましても昨年まではゼロの部

分がだいぶあったと思います。ほかのいろんな関係の団体もそうなんですけども、この石和温

泉のこの事業に関してのソフトボール大会ですね、特に。昨年と今年の料金の比較を教えてい

ただきたいなと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 石和温泉旅館協同組合のソフトボール大会ですが旧料金では全額免除となっておりました。

新料金では運用基準の地域振興、それから観光振興に寄与する事業ということで減額すること

になっておりますが、まだ、昨年と同じ会場というと７会場、使っております。概算で計算す
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ると約５万円弱というふうな形になっています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 シニアソフトボール大会、今年の総金額が５万円なんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 減額して総金額が５万円弱です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 社会福祉協議会とボランティア連絡会、これ相当な事業計画予定があると思います。こういっ

た中で減免の対象になるものもあるというような答弁でしたけども、全額減免になる部分は減

免、全額免除になる部分はこの社会福祉協議会とボランティア連絡会についてどのような会議

の内容がありますか、教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 全額免除ということですけれども、例えばの話ですがボランティア団体が市内の一人暮らし

のお年寄りのために食事を提供すると。そのために食事を作ったり、打ち合わせをするという

ふうなことに使う場合は全額免除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） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 料金改定後の４月、５月にですね、施設の利用度がだいぶ下がっていると聞きました。全体

でのデータは大変だと思いますから、一番大きなところでスコレーセンターの利用度が５月ま

での間、昨年と比べての比較を教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 稼働率ということですけれども、昨年との比較、スコレーセンターの一部でございますけれ

ども、会議室につきましては稼働率というのは開館日に対して使用した日、たとえ１時間でも

２時間でも使用すると使ったということになります。これで昨年の４月、会議室ですけれども、

昨年の４月が７５％、今年の４月も７５％で同じになっています。５月が昨年が７１．４％、

今年は６５．５％になっています。ほとんど変わっていないという状況です。 

 集会室ですけれども４月、昨年の稼働率が６４．３％、今年が４５．５％。５月につきまし

ては昨年が７１．４％、今年が３７．９％という状況になっております。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 稼働率がだいぶ４月、５月だけでも下がっている数字を今お聞きいたしました。これから秋

にかけてですね、いろんな大会、また会議等があるわけなんですけども、稼働率が下がること

が本当に心配するところであります。 

 次、２点目移ります。使用料の改定、無料団体の有料化など団体、関係団体への周知不足が

問題となっていて、各団体などでは運営費の増加で苦慮しているところです。先般、御坂町の

老人クラブの総会で冒頭に副会長さんのあいさつの中で今年、２８年度の老人クラブの事業は

使用料の値上げ等によりだいぶ制限されますけれどもご理解のほどをよろしくということで、

だいぶ私もショックを受けたわけなんですけども、この改定にはだいぶ無理があるかなと、そ

ういうふうに感じたところであります。 

 そこで昨晩もある団体からも要望、要請がありました。そういった中で市民からこれだけの

要望、陳情、問い合わせ等があった中で改定の施行期日の延期を求めますが、延期する考えは

あるかどうか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 今のところ延期することは予定しておりません。すでに運用が始まっておりますので、今の

条例規則、運用基準の課題がはっきりするまでしばらく時間が必要かと思います。利用者の皆

さまのご意見・ご要望を伺うだけでなく利用状況等、客観的な結果を見ながら判断をしてまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 私もですね、条例改正に賛成可決した立場から非常に反省しております。市のほうもどうか、

どこかで反省をよろしくお願いいたします。 

 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） 

 以上で小林始君の一般質問を終了いたします。 

 続い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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして一般質問を行います。 
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 最初に子ども・子育て新制度施行後の現状と子育て支援充実について質問いたします。 

 昨年の４月から新たな子ども・子育て支援制度が始まりました。少子化対策としても位置づ

けられている新制度でありますけども、現実には子どもが産めない状況は改善されておりませ

ん。特に保育の面におきましては、希望しても認可保育所へなかなか入れない待機児童が全国

的に問題になっておりますし、保育士の労働条件が悪いために保育士が不足している状況など

保育を巡るさまざまな問題がメディアで報道され、政治の課題にのぼっております。保育が抱

えているさまざまな問題をこの新制度は解決できるのか、非常に疑問に思うところであります。 

 さて保育において新制度とこれまでの大きな違いは支給認定・給付制度の導入であります。

新制度では給付の対象となる施設、事業が増え認定や給付に関わる事務量も大変増えました。

しかし新制度になっても児童福祉法第２４条の１項にありますとおり、保育にかける児童につ

いては保育所において保育しなければならないと市町村の保育実施責任を明確にしております。

この２４条を拠りどころとして以下、質問いたします。 

 １つ目として、新制度は大変複雑な制度であります。施行２年目になるわけですけども、理

解不足や疑問の声がまだまだ聞かれております。施行にあたって保護者に十分周知できたのか、

スムーズに移行できたのか、まず伺います。 

 ２つ目として、保育の必要量に関わる問題について伺います。 

 新制度では１日の利用時間上限が８時間の短時間認定時と１日１１時間利用の標準時間認定

時の２つの区分があります。それらの区分の割合や保育料について伺います。 

 また保護者の就労状況の変化に応じて認定の切り替えをしなければなりません。保育現場で

はその把握が大変なこと、事務量が増えたなどの声が聞かれます。現状はどうなっているのか

伺います。 

 さらに子どもたちの認定時間が短時間認定、標準時間認定と分かれているために降園時間が

バラバラで保育のしにくさを感じている保育士も少なくありません。その状況について伺いま

す。 

 土曜日の保育について伺います。 

 新制度のモットーで土曜日の一日保育がこの４月から本格実施となりました。現状と課題に

ついて、まず伺います。 

 保育料について伺います。 

 新制度では、保育料がこれまでの所得税額に応じた算定から市町村民税の額に応じた算定に

変更されました。そのことによって、みなし年少扶養控除の適用も廃止されました。とりわけ

そのことによって、とりわけ子ども多い世帯において保育料が大幅に値上げになった例が全国

では報道されております。その影響について伺うと同時に祖父母と同居している場合にも、祖

父母の所得も世帯収入とみなされて保育料が高くなる場合がありますけども、その影響につい

て伺います。 

 ５つ目として、３歳以上児の完全給食実施を求めたいと思います。 

 最後に学童保育について伺います。 

 新制度のもとで学童保育の利用の対象児童は、小学校６年生までとなりました。そのことに

よって児童数も大変増えたところです。保護者からは過密が懸念されております。平成２６年

１２月に施行された条例では１単位の児童の人数はおおむね４０人以上としながらも、附則で

は当分の間７０人以下とするとしています。４０人以下実現の進捗状況について伺います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに新制度は十分保護者に周知されスムーズに移行ができたのかというご質問ですが、

新制度への移行については市のホームページ、あるいは広報紙等で周知はもとより保育所への

一斉入所受け付けおよび通常受け付けの際に個別に保護者に説明を行いました。また入所決定

後もそれぞれの施設において保護者に対して説明を行っております。これまで新制度施行につ

いて苦情は特にいただいておりませんので、スムーズに移行できたものと判断しております。 

 次に保育所の必要量に関わる問題についてですが、まず本年４月に在園した児童の保育短時

間と保育標準時間の割合は２，１４１人のうち短時間が５４１人、２５．３％、標準時間が１，

６００人、７４．７％で標準時間が全体の４分の３を占めております。 

 認定の切り替えによる事務負担についてですが、昨年度中における認定切り替えの件数は保

育必要量の変更、保育要件などの認定変更を合わせまして約８００件ほどありました。 

 認定の切り替えには保護者からの支給認定書の返還が必要になることから、保育施設におい

て返還に伴う説明、認定書授受の事務、また認定の切り替えにより施設型給付費や保育料に関

わる担当者の事務が生じております。 

 保育時間が２区分となったことでの保育内容についてですが標準時間が最大１１時間、短時

間が８時間、それぞれ保育時間に違いはありますが早番、遅番の場合も共通の保育計画を立て

て保育を行っているので基本的な保育内容に大きな違いはありません。短時間と標準時間の保

育料についてですが、階層区分により月額２００円から６００円の差があります。 

 次に土曜日保育の現状と課題についてですが、土曜保育については昨年度、保護者の保育ニー

ズ調査、保育士・調理員の勤務形態および人員、ならびに必要経費などについて検討を行い本

年２月から公立直営保育所全園において試行的に土曜１日保育を実施いたしました。４月から

は指定管理保育所、私立保育園、認定こども園を含めて市内の全保育施設で土曜日１日保育を

実施しております。 

 公立直営保育所の土曜日１日保育の利用延べ人数は２月が２３３人、３月が２２３人、４月

が３５６人、５月が４２４人で、６月につきましてはすでに４４８人の申し込みがあり、保護

者からは大変好評をいただいております。 

 今後は農繁期に入ることや土曜日１日保育の定着による利用者の増加が見込まれますので、

保育士や調理員の勤務シフトの調整や増員の必要性などが課題になってくると考えております。 

 次に保育料にかかる年少扶養控除のみなし適用廃止の影響についてお答えします。 

 昨年４月の子ども・子育て支援新法の施行に伴い、保育料の算定に当たって国より年少扶養

控除のみなし適用が廃止をされ、新たに父母と子ども２人の標準世帯とした所得階層区分が設

定されました。 

 現在、本市の保育料は国の基準に比べて２割から最大７割ほど軽減して設定しており、新制

度の保育料に移行する際には、保育料の負担増を緩和するために市独自の経過措置を適用して

おりますので、新法施行後の保育料の算定において、みなし適用廃止による大きな影響はなかっ

たものと考えております。 
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 また祖父母と同居の場合の保育料については、原則として保護者の市民税所得割額を基準と

して算定しますが、保護者の収入が１３０万円未満の場合は同一敷地内に住んでいる祖父母の

税額も算定対象に含めて算定する場合があります。 

 次に３歳以上児の給食主食提供についてですが現在、公立直営保育所における３歳以上児の

主食については、ご家庭でご用意していただいた白いご飯を保育所の温蔵庫で保管し温かいご

飯を提供しております。これにより調理員は集中的に副食給食の準備が行えることから、バラ

エティーに富んだメニューを提供でき、保護者からは好評をいただいております。 

 主食の持参は、保護者と児童が食への関心や意識を高める食育の効果や親子が共通の話題で

触れ合う時間の創出、児童が食を通じて保護者への感謝の心を持つことが期待されており、山

梨県児童福祉施設栄養士会においても副食給食の重要性が報告されています。 

 保育を単なる託児ではなく、子育てや子どもの発達を保護者と共に支援していくという育ち

への支援として捉え、現段階では副食給食を継続させることが望ましいと考えています。しか

しながら夫婦共働きの世帯が増加する現状を鑑み、保護者の負担軽減という側面から今後もそ

の必要性や児童に与える影響を勘案しながら継続して検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に学童保育の定員４０人への移行についてですが、学童保育クラブの定員については国の

参酌基準を参考に市条例に経過措置を設け、当分の間は７０人以下と定めております。現在２６の

学童保育クラブのうち定員４０人以下が１７クラブ、４０人を超える定員が９クラブあり、そ

れぞれ地域の実情に応じた定員を定めて運営を行っております。定員については一律に４０人

の定員にこだわるのではなく、地域ごとに学童保育で使えるスペースや学童の利用状況により、

それぞれの地域の実情に即した対応をしております。 

 すべての学童保育クラブの定員を４０人とする場合には、学童保育クラブの増設が必要にな

りますが、場所の確保や支援員の確保が課題となることから対象学年が拡大された昨年度から

の推移、今後の児童数の減少見込み等を検証してまいります。 

 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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初に保育の必要量に関わる問題について、再質問させていただきます。 

 認定の切り替えによる現場での事務負担とか、それから保育時間が２区分になったことでの

保育のしにくさということについて、県の山梨県保育運動連絡会という団体がありまして、そ

こで全県の保育園にアンケート調査しておりました。その中では半数以上の保育園の人たちが

認定の切り替えによって事務量が増えたとか、あとそれから本当に降園時間がバラバラになっ

たことによって保育のしにくさを感じているというアンケート結果が出ております。実際に今

の部長の答弁ではあまり問題がなかったような答弁でしたけども、そういう、実際そういう問

題が出ているわけですから現場、笛吹市の中の保育の現場ではどのような意見が出ているのか、

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。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 実際の現場で負担が生じているかということでございますが、先ほど、答弁の中でも保育の

現場でスムーズな移行ができたかというところでは、特に苦情がないという意味でスムーズに

移行できたものというふうな判断をお示しをさせていただきました。実際の現場での負担感等

につきましては、先ほどの施設型給付や保育料の影響等による事務が増えていることについて

は、そういった事務は増えているということについての事務的な負担というのは現場からも声

として上がっております。 

 また２区分等になったことによりまして、保護者のお迎えの時間等がずれてくるというふう

なことで遅れがちなことや、また延長保育も含まれて保育時間が長くなった等のことについて

の声というふうなものも届いてはおります。現場からうちの保育担当のほうで拾っているのは

そういった状況でございます。 

 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） 

 ２区分になったことによってさまざまな問題が生じているわけですけども、例えば佐世保市

などでは対厚労省との関係では短時間児、長時間児という２区分はするけども、対子ども、対

保護者との関係では今までどおりというふうなことで事務量の増えたこととか、それから保育

のしにくさを解決している自治体もあります。そういう解決方法もあるわけですけども、そう

いうことは考えられませんか。 

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） 

 先ほどの答弁の中で触れましたが、２区分になったことによる保育の内容というふうなとこ

ろで、うちの担当部署でも保育現場のほうにそうしたところの確認をしております。そうした

中で先ほど申しましたが、設定の中では２区分になっているけれども保育については保育計画

を立てて実施をしておりまして、若干のそのずれ、揺れがありますけれども、大きな差はない

というふうなお答えをいただいているというふうに聞いております。 

 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） 

 じゃあ、保育料について伺います。 

 部長の答弁では大体、国の基準の２割か３割軽減しているという話でした。今はどこの自治

体でもそのくらいの軽減はやっております。私が訪ねたいのは、年少扶養控除のみなし適用の

廃止で大体保育料が上がったということが全国で報告されております。例えば笛吹市の場合、

どのくらい上がっているのか。みなし適用の廃止で。もう少し具体例を挙げていただけますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 杉原福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 

 年少扶養控除のみなし適用の廃止のみの対象としてはちょっと確認が取れていませんけれど

も、保育料の比較は行っておりませんので所得の増減、またその他の控除要件を含めて昨年３月

と新制度が導入されました４月からの継続入所児童の保育料を比較させていただきます。 

 対象児童が１，２１７人のうち４月の保育料が上がった児童３６０人です。最大増加額が２万

２千円。最小増加額が３００円でした。４月の保育料が下がった数です。８５７名です。最大

の減少額が１万５，５００円。最小の減少額が１００円でした。 

 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） 

 今の所長の答弁ですと上がった人、最大で２万２千円ということでした。２万２千というの

は本当に大変な負担増だというふうに思います。これに対してどのような対策が取られたのか

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） 

 所長のほうで今ご紹介をしましたのは、みなし適用の廃止のみの対象とした保育園の比較と

いうのが現在は行っていないという前提で、その前とあとというところでは収入の上昇等があっ

たり、あるいはそれから家族構成が変わっていたり、あるいは階層が変化したりというような

ことがあって、１つの世帯をそのまま抽出して前と後というふうなことで比較をしたものでは

ないということでご理解をいただきたいと思います。 

 この対策というのは今言ったように基準に基づいて行った保育料の増加、減少ということの

ご報告でございますので、これに対して特に対策を行っているというものではございません。 

 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） 

 私のちょっと理解不足だったかもしれません。全国ではそういう例があるわけですから、み

なし適用の廃止によって、どのくらい保育料が上がったかということは出るはずだというふう

に思いますので、そこが出てこないのはとても残念なことだと思っております。 

 もう１点、保育料のことについてお伺いいたします。 

 笛吹市の条例によりますと、保育料はこのくらいだよということが条例には書いてあります。

そしてその備考のところに、備考の１、２、３、４にありますが備考の４番のところに母子世

帯、父子世帯、ならびに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない世帯の保育料はこのくらいにな

りますよというふうに条例では定めております。この寡婦の場合、笛吹市はこのみなし寡婦が

適用になっているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 昨年来、議員にご質問をいただいておりますみなし寡婦控除につきましては、現在は適用し

ておりません。 

 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） 

 あのときの答弁では検討するということでした。どの程度、検討が進んでいるでしょうか、

この保育料の徴収にあたって。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） 

 前回の答弁でも検討を進めていますということで、庁内検討を進めております。特に保育料

につきましては、この前ご紹介をいたしましたようにちょっと今、手元にございませんが、保

育料について金額の差があるということには確認はできております。これに対して具体的にそ

れをみなしの適用をしていくことの救済措置としての有効性というのは庁内で確認はできてお

りますが、具体的な対応としてはまだ検討中という状況でございます。 

 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） 

 一刻も猶予ならない事態だと思いますので検討を早めていただきますようお願いいたします。 

 ３歳以上児の主食のことについて伺います。 

 この３歳以上児に主食を出さないというふうに決めたのは、いつごろ決めましたでしょうか。

どこが決めたでしょうか。なぜ出さないことに決めたのか、答えてください。 

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） 

 大変難しい質問でございます。合併前からの町村の時代から副食給食という形で引き継いで

おりますが、担当のほうで調べさせていただきますと厚生労働省の昭和５１年の児童福祉法に

よる保育所運営費国庫負担金についてという通知の中で、３歳未満児は主食と副食給食の費用

が補助対象になると。３歳以上児については、副食給食の費用のみが補助対象になっていると

いうことでございます。このことから、このことの根拠といいますか、国のほうの根拠という

ことになりますと厚生労働省のほうにも担当部局で確認をしたんですが、はっきりとしたちょっ

と答えが出てこなかったんですが、国の保育所の保育指針においておおむね３歳になると食事、

排泄、衣類の着脱ができるなどおおむね自立できるようになるとされていることから未満児の

ほうにはより多く手がかける必要があるという判断がこうした副食と主食、３歳の未満児以上

児のところに補助対象がかわっているということになるかと思います。このことをもとに町村

の時代の費用負担というところで、３歳未満児については主食、副食の提供、それから３歳以

上児の普通保育の部分については、副食給食ということが導入をされたのではないかというふ
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うに考えております。 

 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） 

 部長は昭和５０何年と答えておりましたけども、これはたしか１９４８年、今から６８年前

に厚労省が運営費を、保育園の運営費を決めるときに３歳以上児の主食は運営費には含まれま

せんよというふうに決めたかというふうに思います。ですから、そんなに新しいことではあり

ません。６８年前のことだというふうに私は承知をしております。 

 それでですね、先ほどなぜ主食を提供しないかと言ったときに部長の答弁ではバラエティー

に富んだ給食が提供できるとか、食事を通じて保護者に感謝する気持ちを養うとか、それから

食育の観点からというふうにおっしゃいました。さっき部長が答弁したことは全然、厚生労働

省はそんなことを言っていませんよね。なぜ出さないかということは、先ほど部長が答弁した

内容は一切触れておりません。ただ財源の問題だけだったかなというふうに私は思っているん

ですけども、いかがでしょうか。 

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） 

 先ほども言いましたように、国の負担金がこういうふうに３歳児の以上児と未満児で分かれ

て出るということから、たぶん町村時代に今、端的に言いますと議員のおっしゃるように財源

の問題が根拠となって、そういった対応がされたのではないかというふうに推測はできるかと

思います。ちょっと私のほうでも確認ができませんので。 

 以上といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ですから、３歳以上児になぜ主食を出さないかということは先ほど答弁したような内容のこ

とは厚生労働省は一切言っておりません。それはですね、今から６８年前に運営費を決めると

きに、主食を出さないって決めた理由が厚生労働省に確認してもはっきりした返事は返ってき

ません。それをね、あとになって、さっき部長が答弁したような中身というのはね、後付けの

理論ですよ、あれは。厚生労働省のやり方を合理化、正当化するための私は後付けの理論だと

いうふうに考えております。そういう後付けの理論でいいんでしょうかということを私は部長

に確認したいと思います。 

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。 

 後付けの理論といいますか、私どもの現場といいますか、保育課ではなくて今、子育て支援

課ですが、子育て支援課の保育担当と協議をしておりますけれども、先ほども答弁の中でご紹

介をいたしました山梨県児童福祉施設栄養士会のほうからの、これは昨年の１１月に出された
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「歩み」という中での報告書の中に栄養士さんのほうから主食、保育所での食事摂取の割合等

を調査をする中で完全給食に関してのご意見等がございました。それを先ほど若干、紹介した

ということで、われわれも当然、答弁の中にもありましたように最近のご両親の働き方等々、

子どもさんの給食と言いますか、お弁当への手間の負担を軽減するというふうなことも実際に

は必要な時代になってきているということも承知はしておりますけれども、一方ではここで言

われるような実際に完全給食を行うことで考えられるマイナス的な部分、要はここではこんな

ふうに紹介されているんですが、親が保育所を頼り切ってしまい食が人任せになる。朝ご飯を

炊かない家庭が増える。朝食がおろそかになり欠食の子どももいるというふうなことが、これ

は実際に調査をした中で挙げられたものと。そういうところを踏まえて先ほどのような、後付

けと言えば後付けといいますか、今現状の理解という中でおります。ただ、申し訳ありません、

そういうつもりでおります。 

 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） 

 とても私、おかしな理由だと思いますよ。じゃあ小学生も、じゃあ主食を持って行ったほう

がいいということになりますよね、そうするとね。ちょっとここで論議しても時間が過ぎるば

かりなので、次に移りますけども現在の運営費で２歳児の主食の金額はいくらになっているの

か。そこから試算して３歳以上児の主食代というのは１人当たり月額いくらになるのか。その

ことで試算した場合、１人当たり３歳以上児の主食代を公費負担するとしたら年額どのくらい

になるのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 杉原福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（杉原清美君） 

 お答えいたします。 

 国が定める保育単価表には主食のみを対象にしたものがありませんので、市の予算から算出

をさせていただきます。２歳児限定で算出するのはちょっと難しいことですので、未満児を対

象の場合で算出をさせていただきます。米の購入代金が月額１人当たり２５０円となります。

３歳以上児の米の購入代金が月額７００円となりますので年間では８，４００円になります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 補足で、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 すみません。ちょっと補足をさせていただきます。 

 月額１人２５０円というのは今の未満児のところで今、算定したものです。これを３歳以上

児のものとして推計した場合には、購入代金は月額７００円となるというふうに試算をいたし

ます。そうしますと年間では１人当たり８，４００円ということになりますので、公費でした

場合、１人当たり８，４００円の負担というそういうことでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 

 全体でいくらになるかも聞きました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 すぐ出ますかね。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 すみません、ちょっと計算をする必要が。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 少々、時間をいただきたいような。 

 すぐ出ないようでしたら休憩後に、提示をお願いしたいと思いますので。 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 申し訳ありません。ちょっと、１人当たりでのみ数字を出していたので、のちほどまたそれ

は出させていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 もし３歳以上児に主食を提供するとして、施設整備とか初期費用はどのくらいになるのか。

また現在、主食を提供している石和第３保育所とか、一宮町内の私立保育所では初期費用はど

のくらいかかったのか、ちょっとお伺いします。 

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） 

 初期費用についてですが、食洗器等の費用が含まれて計算したものがございまして、これに

よりますと今、直営の公立の保育所で８００万円ほどかかるというふうに試算をしております。

石和の第３保育所の指定管理ですが、こちらは導入した際の初期費用につきましては、概算で

ございますが炊飯器、それから食洗器、食器等合わせて２２０万円ほど工事費を除いてかかっ

ております。一宮町内の私立保育園等につきましては、ちょっと初期費用等について問い合わ

せをしたところ、ちょっとすぐには分からないということでございました。 

 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） 

 年額どのくらいになるのか、金額が出てこないのでなんとも言えませんけども、それほど億

という単位の金額ではないというふうに考えます。とても私、部長の理論を聞いて、とてもお

かしな理論です。先ほど坂本教育長も笑っていらっしゃいましたけども、本当に笑う気持ちも

分かります。ぜひこのおかしな３、４、５歳児だけご飯を持っていくというおかしな、こうい

うやり方はぜひ改めて公費負担でお願いしたいというふうに思います。 

 学童保育について伺います。 

 条例を決めたときにおおむね４０人以下にするけども、当分の間は７０人以下というふうに

おっしゃいました。おおよそ２、３年というふうな答弁も返ってきました。このおおよそ２、
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３年という、そのときの答弁は今も変わらないですか。およそ２、３年したら４０人以下に全

部なるという計画でしょうか。 

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） 

 大変苦しい答弁ということになりますが、実際には利用対象人員、それから定員拡大等につ

いては検討等をしながらしておりますので、これからさらに検討していくということになるか

と思います。現状で言いますとご指摘があるような定員、その７０人以下と言いながら最終的

には７０人を超えているというふうな受け入れをしている学童もございます。これにつきまし

ては昨年度、対象学年が拡大をされたことに伴いましてクラスを増やした、そのことの動向に

ついてまだ１年しか経過をしておりませんので、対応についてはもうしばらく動向を見たいと

いうふうなことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 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） 

 現在ですね、４０人以上の学童保育の１１カ所、特に八代第１は８８人、一宮第１は７４人

です。７０人以下というのも守られていないんですけどもね。ですね。ぜひ早急な対応を求め

たいと思います。 

 次の２問目の質問に移ります。後期高齢者医療制度の現状と課題について伺います。 

 ２００８年に制度がスタートしてから８年が経過しました。８年が経過する中で政府はこと

あるごとにしきりに制度の定着と言いますけども、実際は高齢者からのサービス医療姥捨て制

度という批判は止んでおりません。現状を見ますと８年の間、７５歳以上の人口は増え続け医

療費も２０１４年度の場合、国民医療費の３５．６％が後期高齢者医療制度となっており、７５歳

以上はより医療を必要とする人たちであることは明らかであります。さまざまな矛盾を抱えて

いる制度ですけども、以下質問いたします。 

 ７５才以上は現役並み所得の人が若干いますけども、ほとんどは年金収入の人であります。

笛吹市において年金収入別の被保険者数の分布割合について伺います。 

 健診事業や訪問指導事業について質問いたします。健診事業や訪問指導事業は高齢者のみな

らず予防、早期発見、重複診療や頻回診療の適正化に関わるものであります。検診内容は７４歳

までの内容と変わらないものと思いますけども、実情と検診内容の充実について伺います。 

 保険料は、年金収入の１８万以上の人については年金から差し引かれる特別徴収と普通徴収

があります。滞納の実態と滞納者への対応について伺います。 

 後期高齢者医療制度では本来の低所得者保険料減免に加えて９割、８．５割などの特例軽減

があります。対象者は被保険者全体の５５％にも及んで、いかに低所得・低年金の人が多いか

がこの数字を見ても明らかだというふうに思います。しかしこの特例軽減廃止の動きが強まっ

ております。廃止による被保険者への影響と対応について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに年金収入別の被保険者の率についてですが、平成２８年５月１日現在の後期高齢者

医療制度の本市における被保険者数は９，５７７人で、このうち年金から保険料を徴収してい

る特別徴収者数は７，６７６人で全体の８０．２％です。この特別徴収者のうち厚生年金から

保険料を徴している者は２．７％、共済年金は１．７％、国民年金からは７５．８％となって

います。国民年金から徴している者の割合が非常に高くなっておりますが、これは特別徴収に

おける年金種別の優先順位によるものであり、単に国民年金のみの受給者ということではあり

ません。 

 次に健診事業、訪問指導事業の実状についてですが集団健診で特定健診の基本項目に加え心

電図・眼底・貧血検査および各種がん検診を実施しています。また、後期高齢者歯科口腔健診

は、市内指定医療機関で受診できる個別健診を平成２８年度から新たに実施しております。平

成２７年度特定健診受診率は２２．４％、歯科口腔健診は１２．３％でした。 

 後期高齢者の疾病を早期に発見し重症化を予防するため、健診結果から受診勧奨等保健指導

を行っております。また、後期高齢者の訪問は包括支援センターを中心に行っております。主

な支援内容は生活および経済的な問題、介護予防および介護保険に関する相談、健康状態に関

する相談などであります。 

 次に保険料滞納者の実態と滞納者への対応についてですが、保険料滞納者は現在９０名で、

そのうち複数年度が滞納となっている被保険者は１５名です。滞納者の多くは納付忘れや納付

方法の誤解、交通弱者等によるものであるため、口座振替の推進や徴収方法についての啓発の

徹底、徴収員による臨戸徴収を行っております。複数年度に滞納がある被保険者については、

窓口において納付相談を行っております。滞納者の中には他の市税や料における滞納も見受け

られることから関係課とも連携を図り、効果的な徴収を模索しながらそれぞれの実情に即した

対応を行ってまいります。 

 次に特例廃止における影響と対応についてですが、後期高齢者医療制度では本来、世帯の所

得に応じ、均等割の７割・５割・２割の軽減および被用者保険の被扶養者であった者、いわゆ

る旧被扶養者に対する均等割５割軽減と所得割を賦課しない保険料軽減措置が定められていま

す。平成２０年制度施行にあたり激変緩和の観点から特例措置が設けられ、７割の均等割軽減

者を所得に応じて９割および８．５割まで軽減し、また旧被扶養者については９割の均等割軽

減がされています。 

 本市においてこれらの均等割等の軽減を受けている被保険者は６，１４０人で、そのうち９割

および８割軽減者は４，０７５人です。また被扶養者の特例軽減者は１，１９１人です。 

 後期高齢者医療を所管する厚生労働省の社会保険審議会において、保険料の特例措置につい

て段階的な見直しを進めることが検討されておりますが、具体的な内容までは示されておらず

２８年度においても継続して軽減措置がとられております。保険料軽減および保険料額につい

ては山梨県後期高齢者医療広域連合において決定事項であるため、今後の国の動向を注視しな

がら広域連合と連携を密にして、市としての適切な対応を行ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 



 ６７ 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁で特例軽減を受けている人数がこれほど多いとは、ちょっと私も驚きでした。

それで少し具体的に例を挙げてほしいんですけども、この特例軽減が廃止になった場合、保険

料の上がり幅について、少し例を示して明らかにしていただきたいんですが。 

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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 上がり幅ということで、平成２８年度保険料を例にしまして普通均等割と所得割で所得割は

７．８６％となっておりまして均等割額が４万４９０円です。今現在９割軽減を、所得割は金

額によって違いますので、均等割が９割軽減の場合は年間で４，０４０円。８．５割軽減の方

は６，０７０円です。これが廃止されて７割の一律になりますと一律１万２，１４０円となり

ますので９割軽減の対象者が８，１００円。８．５割軽減の被保険者は６，０７０円ほど上が

り幅ということになります。 

 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） 

 広域連合のことなので市独自でというふうにはいきませんけども、できるだけ特例軽減が持

続できるような、そういう対応もお願いしたいと思います。 

 あと、それから保険料の滞納への方に対してですけども、保険証の発行はどうなっているで

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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 保険証を発行していない方はいらっしゃらないんですが、いわゆる国保でいう短期証の対象

になっている方は１５名ほどおります。 

 以上といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 国保の場合、短期証というと大体１カ月単位ですけども、この後期高齢者医療の場合は短期

証は何カ月発行しておりますか。 

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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 １カ月から３カ月の間で発行しております。 
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 以上といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 滞納者９０人のうち短期証を発行しているけども、無保険証の方はいないという確認でよろ

しいですか。 

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） 

 そのとおりです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 訪問指導事業のことについて、お伺いいたします。 

 どのくらいの対象の人数になっているのか。そしてその対象人数に対して、この訪問指導事

業はどのくらい実施しているのか伺います。 

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。 

 訪問事業ですが７５歳、いわゆる後期高齢者の対象というくくりがなかなか、数が把握でき

ないということの報告は受けております。その中で特に６５歳というくくりなんですけども、

その中でも７５歳以上は年間というか１０数人ということで、その方については基本的にすべ

ての方が訪問をしてその後、様子を見ているということを確認しております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 以上で亀山和子君の一般質問を終了します。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 議長、先ほどの数字を。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 先ほどの数字。 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 先ほど、すみません、の数字ですが８，４００円で３歳以上児が４７０人ということでござ

いますので、年間では３９４万８千円ほど、４００万円弱という金額でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 
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 （はい。の声） 

 続い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。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は３時５分からといたします。 

休憩  午後 ２時５５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。 

 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、一般質問をいたします。 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 ２問ですが、まずはじめに熊本・大分地震の被災者に心からお見舞い申し上げます。 

 今回２問ですが１問目、教育を受ける権利と笛吹市教育大綱についてということでございま

す。 

 はじめにユネスコ学習権宣言を抜粋して朗読させていただきます。 

 学習権とは読み書きの権利であり問い続け深く考える権利であり、思いを馳せつくり出す権

利であり、自分自身の世界を読み取り歴史をつづる権利であり、あらゆる教育の手立てを得る

権利であり、個人的・集団的力量を発達させる権利である。中略。学習権は人間の生存にとっ

て不可欠な手段である。中略。それは基本的人権の１つであり、その正当性は普遍的である。

憲法２６条１項、すべての国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受

ける権利を有する。教育を受ける権利、学習権は国民の権利です。とりわけ子どもたちについ

ては義務教育が保障されています。他の動物と違い人間は十数年も育てられ、学習しなければ

社会の中で生存していけない存在でございます。義務教育の義務は子どもの義務ではありませ

ん。子どもたちの学習権、生存権を保障する保護者や社会、国の義務ではないでしょうか。こ

のことは教育委員会や市長は当たり前と思っているかもしれません。しかし世間一般には国民、

義務教育の義務を子どもの義務と勘違いしている向きもございます。 

 以下質問いたします。 

 まず教育を受ける権利、学習権の保障は繰り返し強調しても強調しすぎということはありま

せん。なぜ教育ビジョン、教育大綱にそれが明記されていないのでしょうか。明記すべきでは

ないでしょうか。 

 ２つ目、教育大綱基本目標３では「経済格差の拡大が問題となる中で」と適確に指摘してお

ります。しかし取り組み方針ではその問題に対する方針が示されていません。なぜでしょうか。 

 ３つ目に国の優勝劣敗の新自由主義政策の下で市のやれることは限られております。しかし

その中で最大限、経済格差と貧困による学習権の疎外を打開する対策が取られなければなりま
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せん。どのような対策を取られるのか伺います。 

 ４つ目に夏休みは給食もなく学習権・生存権にとって最も困難な時期でございます。また非

行への誘惑も強い時期です。全国的にも、そしてこの笛吹市内でもボランティア団体による子

ども食堂や子ども食事会、また学習支援もありました。そうした経験をもとに子どもの生存権・

学習権を守る施策をしっかり取っていただきたいのですがいかがでしょうか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめになぜ、教育ビジョン・教育大綱に教育を受ける権利が明記されていないかとのご質

問についてですが、議員のおっしゃるとおり日本国憲法第２６条には教育を受ける権利が掲げ

られております。また憲法の精神に則り制定された教育基本法第４条、５条では教育の機会均

等と義務教育についてが定められています。 

 さらに、笛吹市教育大綱は教育基本法の趣旨に則り定められた地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１条の３に基づき策定したもので、同条第１項では地方公共団体の教育、学術

及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっています。このため笛吹市教

育大綱や笛吹市学校教育ビジョンは憲法や教育基本法の精神や趣旨に則った上で、地方公共団

体の計画として笛吹市独自の教育などの方針を定めたものです。また、今回の大綱等策定に当

たっては多くの皆さまに目を通していただけるよう簡潔な構成を心がけたこともあり、上位法

令で定めた事項の記載がすべてあるわけではありません。 

 次に教育大綱基本目標３での取り組み方針についてですが、すべての子どもが教育を受ける

権利につきましては本市にとっても重要な課題として捉え、笛吹市教育大綱の基本目標の１つ

に掲げるとともに経済格差問題等については取り組み方針である教育環境の充実の中で、個々

の教育の機会を確保するとの表現で方針を示したものであります。 

 次に経済格差と貧困による学習権の阻害を打開する対策についてですが、教育基本法第５条

にあるとおり、国民はその保護する子に普通教育を受けさせる義務を負っております。このこ

とは、第一義的に貧困を理由に小中学校へ通うことができない子どもがあってはならないこと

であると捉えております。このため学用品や修学旅行費の一部、学校給食費などの経費を給付

対象とする笛吹市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金制度を適切に運用しておりま

す。また、本年４月より生活保護受給者ばかりではなく生活困窮者まで対象者を拡大して小中

学校を対象にした学習支援員による訪問型の子どもの学習支援事業の募集を行っているところ

でもあります。 

 次に子どもの生存権・学習権を守る施策についてですが、まず学習支援といたしましては今

年度におきましてもＮＰＯ法人 学びの広場ふえふきと業務委託を締結し放課後や土曜日、長

期休業等の居場所づくりや学習支援のために、放課後子ども教室モデル事業および学校等支援

事業を引き続き実施いたします。特に夏季休業時の事業といたしましては、学校等支援事業と

して小学生を対象とした学習教室を３日間、６会場で行う予定です。 

 また各小中学校においても、夏休みの学習会をボランティアの皆さまの協力を得るなど各校

の工夫により実施する予定です。 
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 次に生活支援につきましては、フードバンクを利用した夏季休業時の子どもへの食糧支援を

実施しており、今後もＮＰＯやボランティア団体と連携した施策の充実を図ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 私、最初に読み上げましたユネスコ学習権宣言、ここに端的に学習権というものが書かれて

いると思います。これに対する所見を教育長から承りたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 

 たしか１９８５年、パリでの宣言だと思いますが、冒頭、読み上げがありましたように私自

身もその実現に向けて今後も努力をしていく所存でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 この権利があまねく子どもたちに保障されているかどうかという認識について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 お答えいたします。 

 あまねくと言われると大変心配なところもあるわけでございますが、そういう方向で一生懸

命努力をしていっているというふうに認識をしております。 

 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） 

 子どもの貧困について伺います。 

 手元に山形大学の戸室健作先生の調査に基づく県別の子どもの貧困率と雇用実態の表を持っ

ております。子どもの相対的貧困率はこの２０年間で全国で５．４％から１３．８％と２．６倍

になっております。格差が極端に広がっていることが示されております。格差だけでなく、さ

らにこの貧困ラインは１４９万円から１２２万円まで落ちており、絶対的貧困が進んでいるこ

とを示しています。県別の貧困率は非正規労働者比率と高い相関性を示しております。笛吹市

においてもこうした実態が生まれていないか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 
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〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 

 今、資料をいただいたわけですけれども市としての調査はございません。一般的な傾向とし

てこのような実態が本市においてもあるのではないかというふうに思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 それでは笛吹市の要保護、準要保護の基準を教えていただきたいと思います。また要保護、

準要保護児童生徒数と率をお示しください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 

 要保護、準要保護の基準ということでございますが、要保護につきましては生活保護を受け

ている方、準要保護につきましては特別支援教育就学奨励費の補助金の対象者認定に用いる認

定基準を使っております。具体的には生活保護に基づく保護の停止、または廃止された方です

とか地方税法による市民税の非課税減免者というふうなものになっております。 

 それから要保護、準要保護の数字でございますが昨年度の実績でございます。要保護者が小

中学校合わせて３人、０．５％でございます。それから準要保護は７０４人、１３．２％となっ

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） 

 すみません、ちょっと聞き落として、要保護何％と言いました。すみませんです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 ０．０５％です。失礼いたしました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 朝食を食べないで登校する子ども、食べていると言ってもパン一切れと清涼飲料だけという

子どもなど必要な栄養の多くを学校給食に頼っている児童生徒数はどの程度と把握しています

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたしますが、必要な栄養の多くを学校給食に頼っている児童生徒の数については調

査をしておりませんので把握しておりません。ただ朝食を食べないで登校する子どもにつきま
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しては教職員組合笛吹支部の教育白書の調査がございます。昨年度の結果でございますけれど

も、この調査は市内の小学校３年生、５年生、中学２年生に行ったものです。「毎日朝食を食べ

ますか」という問いに対しまして「毎朝食べる」という回答が小中学校とも８割を超えており

ます。しかし「朝食を食べない」と回答した子どもは小学校３年生で０．３％、５年生で０．

２％、中学２年生で０．８％となっております。その理由ですがほとんどが「食欲がない」「時

間がない」と回答しておりまして「用意がしていない」というのはごくわずかでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 アンケート調査と言いますと、なかなか正直に答えない、あるいは先ほど言ったようにパン

一切れ食べれば朝食は食べたということになる子も多いということで、実際には先生方のお話

しでもこの数字に表れないものが増えているという話を聞いております。 

 次に学力テストが子どもの発達を正しく反映しているとは私は思いませんけども、学力テス

トについて伺います。 

 都道府県比較をすると秋田、福井、石川、富山が高く沖縄、佐賀、大阪などが低いというこ

とでありました。そして成績は相対的貧困率や非正規労働者率、社会や家庭の連帯性と強い相

関性を示しているということであります。貧困と環境が子どもの学習権を阻害し、子どもの学

びからの逃避を促進していると考えられると思います。その結果、成績の分散、二極化が進ん

でいると言われております。笛吹市においてこうした深刻な事態が進んでいないか、教育長の

所見を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡辺議員の質問にお答えをいたします。 

 最近の全国学力学習状況調査、あるいはその他のテストにおきましても議員ご指摘のとおり

本市におきましても学力の二極化、俗にいうラクダのコブというふうなことが進んでおること

は確かでありますけれども、それがどういったことによる影響であるといった調査や分析は今

のところ本市においては行っておりません。 

 ただし、文部科学省の行政説明等の資料によりますとお茶の水大学の耳塚教授の研究室に依

頼をいたしました全国学力学習状況調査についての家庭の経済状況による学力の影響というこ

とにつきましては、文科省もこのように申しております。所得をはじめとした家庭背景、家庭

背景といいますのは家庭の所得、あるいは両親の学歴等々でありますが、学力には明確な相関

関係があり、学年教科にかかわらず同背景が高い児童生徒ほど各正答率が高いというふうに要

因分析をしているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今のお話し、そしてフタコブラクダという話がありましたけども、このことがまさしくやは
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り貧困と格差が、そして子どもを取り巻く環境がこのユネスコの学習権宣言、この権利の保障

を阻害している実態ではないかと思うわけです。そしてこのことが学習権の保障の大きな障害

になっていることを認めるならば、その対策は市および教育委員会の第一級の任務だと私は思

いますが、この点についてお考えを聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 先ほども答弁の中で申しましたが、ＮＰＯ法人 学びの広場ふえふきと業務提携をしており

まして、放課後児童子ども教室のモデル事業、これは石和西小学校と富士見小学校で行ってお

ります。それから学校等支援事業ということで市内の小中学校を対象に補習授業等を行ってお

ります。さらに夏休みの対策ということで、やはり学びの広場ふえふきと共同で夏休み中に小

学生学習教室を昨年度は市内６カ所で５日間、それから夏休み、学びの広場をスコレーパリオ

で３日間、開催しております。さらに各小中学校で夏季休業中の補習授業等を行っております。 

 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） 

 その点は先ほどもお聞きしたわけですけども、ここではこのことが第一級の子どもに対する

任務ではないかと、こういう認識を持っているかということでございます。教育長、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） 

 先ほども申し上げましたように、まだ学力の２つのコブについての分析というふうなものが

定かにしてありませんので、このような学力の二極化があるということはいろんな統計、ある

いは学校長等からの聞き取りでも分かっているわけでありますが、それと子どもの貧困という

ふうなことについて明確な、今のところ資料を持ち合わせておりませんのでお答えはできませ

んが、もしそういうふうなことが学力に完全に影響しているというふうなことであれば、やは

り議員がご指摘のように、なんらかの対策を考えていかなければならないというふうな認識で

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） 

 全国的にもそのことはすでに分析されておりますので、ぜひ第一級の任務だということで取

り組みを強めていただきたい。そして取り組みを強めるということであれば、教育大綱なり教

育ビジョンにそのことがきっちり明記されているならば、この教育の中身、あり方も、力の入

れ方も変わってくるのではないかと思います。 

 次に学習権からの阻害の要因は夏休みなど長期休暇に集中しています。必要な食事がとれな

い、不規則な生活、非行への誘惑などでございます。現在、いくつかのボランティア団体が共
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同して長期休暇中の食事支援、学習支援、世代間交流などに取り組む準備をしております。ま

さに先ほど言った経済的な問題、それから学習からの阻害、そして地域の環境、こうしたもの

を総合的にわずかな小さな取り組みに最初はなるかもしれないのでありますけれども、これを

総合的に進める力になるのではないかというふうに思います。こうした取り組みは市および教

育委員会自身の課題でもあります。市はこうした取り組みにどのように参加していく考えか、

また財政面を含め、どのような支援をしていく考えか伺います。 

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） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 今、おっしゃられましたようにいろんなボランティアとか市民団体が今、子どもたちの貧困

で支援等の取り組みを行っているということは私たちのほうも存じております。特に食事に関

しては今年の４月に日本社会連帯機構というところが中心になりまして、子ども食堂というの

を御坂のほうで開催した経過があります。こういうものにつきまして、この市民の中でこのよ

うな子どもたちの場のづくりということで支援をしているグループ、またそういう団体に対し

ましては今、地域振興助成事業など支援課のほうで持っております制度を活用して支援を続け

ていきたいと思っております。 

 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） 

 市民活動支援課、教育委員会、一緒になってこれを推進していただきたい。そして特に、や

はりボランティア団体、その他のところから求められているものは市の顔が見えない、市も一

緒に参加してほしいと、こういう声でございます。ぜひ答えていただきたいというふうに思っ

ております。 

 次の質問に移ります。防災対策についてであります。 

 今、いつ地震や大水害などの災害に襲われるか本当に分からない時代であります。笛吹市の

防災対策について伺いますが、災害対策は全市共通な対策と地域ごとの対策が必要と思います

が今日は地域ごとの防災を中心に伺います。 

 １つは、芦川と富士見地域では災害の表れ方がまったく異なるであろうことは容易に想像さ

れます。それは自然条件、地域要件・地域資源が異なるからであります。 

 地域を最もよく把握できるのは支所であり、防災の専門組織は防災危機管理課です。この２つ

と地域住民が連携して地域防災対策をつくることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目に防災無線について伺います。芦川町には個別受信機を設置していただきました。芦

川のみならず、建てつけがよくなった多くの住宅では屋内ではまったく防災放送を聞くことは

できません。現在の屋内受信機は防災放送電波をキャッチする方式で高価な受信機であります

が屋内受信機は不可欠であることは明らかであります。どんな方式で屋内受信ができるように

するのか伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目、当局の答弁を求めます。 
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 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに地域防災対策についてですが、ご指摘のとおり地域の抱える要件の違いによって災

害の中身は大きく異なるため、地域ごとに防災対策の検討をしていくことが必要です。地域防

災は地域の特性を熟知し、地域の住民との連帯感の深い行政区や消防団など地域の自主防災組

織が中心となって進めていくことが重要だと思います。その上で防災機能が十分に発揮できる

よう地域と支所、防災危機管理課がしっかりと連携を取り、防災対策に取り組んでいかなけれ

ばなりません。本年度、組織の見直しにより防災危機管理課を設置し、防災対策の強化を進め

ているところでありますけども、地域防災に関し支所の果たす役割は大変重要であることに変

わりはありません。そのため引き続き支所に消防防災担当を配置し、地域防災対策に努めてお

るところでございます。 

 次に防災無線についてですが、防災無線の屋内受信機につきましては、合併以前から設置さ

れていた芦川町と御坂町・境川町の一部山間地域に設置をされております。屋内受信機は屋内

に居ながら防災無線が聞くことができ防災情報の周知に効果がありますが、高価な受信機であ

るため、これを市内全域に拡大していくことは大変難しいものだと考えております。防災無線

を聞き逃し、または聞き取りにくかった場合の対策といたしましては、防災無線聞き取りサー

ビス、災害情報テレホンサービス、市防災無線メール配信を行っておりますので、これにより

防災無線の内容を確認することができます。これらのサービスを周知し、同時に活用していた

だけるように努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（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） 

 ２つ目の質問に関して、再質問を最初にさせていただきます。 

 この防災放送電波をキャッチする方式の受信機はいくらになりますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 金額についてちょっと正確にちょっと資料を持ち合わせておりませんけども、私の覚えでは

５万円前後ではなかったかというふうに思っております。 

 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） 

 アンテナ等も付けて設置した場合、１０万円近くかかるというふうに聞いておるわけなんで

すが、大変な額なわけなんですが、それに対して今、ＦＭ放送に変換してそしてそれを受信す

るようなことでは、例えば大体どの機器を見ても１万円以下ということでありますが、そうい
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うことも含めて急いで検討する、そういうことも含んだ方式を検討する考えはございますでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 先ほどの議員の質問の中にもあったように近年の家の建てつけの良さというか、そういった

もので家を閉め切っておくと中になかなか放送が聞こえてこないというような状況もございま

す。そういったことで市としても防災無線の放送を聞き取れなかった場合の対策はしておるわ

けでございますけども、あらゆるそういった情報を入手する方法というのは、これからもいろ

いろな角度から検討をしていかなければならないというふうに考えております。 

 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） 

 先ほどありましたテレホンサービスとか、あるいはスマホとかそうしたもの、アプリを入れ

るとか、あるいは能動的に聞かなければその場で防災放送を聞くというわけにはいかないわけ

なんですね。ですから家の中に居てしまえば、あの高い銭をかけた防災設備、これがまったく

役に立たないわけです。そうしたことで、やはり屋内受信機というのは不可欠だということで

早急にさまざまな手法について検討をしていただきたい。できれば検討も何年もかかってやる

んではなくて、時期を決めてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それから先ほどの地域防災計画でございますけども、まさに今、例えば集落単位程度のやっ

ぱり計画というものが必要になってきます。例えば私たちの、私の八代町で見ましても奈良原

と増利では全然、災害の表れ方は違うということでですね、まさに地域住民と支所と、それか

ら専門の立場からのつくっていくことが大事だと。そしてそうして実際に参加して、住民も参

加して計画をつくるということが大事だと思います。その地域防災計画に沿った、また訓練と

いうものが積極性を引き出し、そして今、どちらかというとマンネリ化しているといわれる防

災訓練も実のあるものになるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 お答えをいたします。 

 防災訓練についてでございますけども、午前中の答弁の中でも一部触れましたけども、合併

以前から合併直後まで、いわゆる非常参集訓練、それから情報通信、災害対策本部の設置、ま

た避難訓練、炊き出し訓練等の訓練を合併以前のどの町村も行ってきたと。またそれを引き継

いで合併以降も数年、それを行ってきたというような経過がございます。たしかに言われるよ

うに実際に災害が起きたときにそれだけの訓練でよかったのかというような反省もございまし

て数年前から指定避難所へ集まるような形で、指定避難所の開設訓練というような形を取って

まいりました。ただ、それについても実際に今度は避難所の運営とかそういった部分でまだま

だ実際の中身が伴っていないのではないかというようなこともございまして、避難所の運営委

員会というようなものを今後設置を検討していきたいというふうに思っています。 
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 また地域ごとの防災の災害の状況に差があるということも当然、認識をしております。これ

についても地区ごとにそういった防災訓練を計画をしていただく中で市が支援してそれぞれ地

区ごとの災害の状況に合った訓練をやっていければ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） 

 地域ごとの防災計画や防災マップということでは、地域によっては非常に熱心に取り組まれ

ているところもあります。私、あまり多くを知りませんけども一宮町の北地域とか黒駒地域、

こうしたところでは非常に熱心にこの間やってきたということを聞いておりますが、しかし自

主防災組織に任せておいたんでは、すべてのところでそういう良い計画がつくられるというこ

とにはなりません。そこでやはり支所が本当に大事になってくる、それから専門の立場で援助

していくことが非常に大事なことになっている。ぜひその点で力を尽くしていただきたいと思

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 おっしゃるとおり大災害については自助、共助といったことが叫ばれているところでござい

ますけども、笛吹市内においてもその自主防災組織ごとに力の入れ方が違うと。またリーダー

に立つ方のその取り組み姿勢が違ったりしますので、そのへんについては各地域ごとのそういっ

た状況に合わせて当然支所も関わり、また防災危機管理課も関わる中でしっかりと支援をして

いけるようにやっていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 終わります。 

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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 渡辺議員の１問目のところで関連質問したいと思います。 

 先ほどの野田部長は生活保護の人、それから低所得の人の児童について訪問型の学習支援を

行っているだか、行うと答弁をしておりました。それで具体的に対象者が何人くらいになって

いるのか。そして具体的にもう学習支援、訪問型の学習支援、始めているのか。始めていると

したら具体的にどうなっているのか、お答えください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 本年度、新年度予算において取り組みを行っておりまして予算では８名分という、約で予算

を盛ったわけですけれども、初めてのことでございますので、とりあえずというか最初は生活

保護の受給者の中からそういった支援をしていこうということで、対象が中学生８名、小学生

７名にお声掛けをさせていただきました。なかなかやはり最初の導入のところで抵抗というか、

引き気味といいますか、いうところがございまして、なかなか希望される方がいなかったわけ

ですが、現在は小学生の中から１名が希望していただきまして今、始まったというところでご

ざいます。 

 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） 

 始まったばかりの事業ですので、なかなかこれを広げていくということに対していろんな工

夫とかが必要かなというふうに思います。せっかくの学習支援の事業ですのでね、なんとかこ

れをやっぱり広げていくためのいろんな工夫といいますか、方策を考えていただきたいという

ふうに思いますし、また訪問型だけではなくて通所型というふうなことも考えていったら、もっ

とやっぱり抵抗感なく、そこに来ることができるんじゃないかなというふうに思うんですけど

も、その通所型ということは考えられないでしょうか。 

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） 

 今ご指摘のように始まったばかりで、まだまだ広がりがないというところでございますけれ

ども、担当では教育委員会とも相談をしながら、またＮＰＯとも相談しながらどうやったらご

理解いただけるかということの工夫をいろいろ日々重ねているところであります。 

 また実施に当たりましては、訪問型も検討をいたしましたが希望のところをどういうふうに

拾い上げていけるのかというところで、１カ所、もし設置をしたとすると市内全域からどうやっ

てそこへ通うのかということや、あるいは訪問をしているということに、なんと言うんですか

ね、その場所に行っていることへの抵抗感というふうなものが声としてありましたので、まず

は訪問型と。通所型ではなくて訪問型のほうから始めていこうということで今、取り組んでい

るところです。今後また広がりの状況等を見ながら検討、ＮＰＯ等とも検討してまいりたいと

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） 

 実際的にやっぱりこれが効果的な事業になるように、ぜひ今後の努力をお願いしたいという

ふうに思います。 

 あと１点ですが、教育大綱の基本目標３では経済格差の拡大が問題となるうんぬんというふ

うにあるんだけども、なかなかそのことが生かされていないというふうな指摘もあったところ
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です。子どもの貧困問題にも触れておりました。やっぱり今、日本の子どもを巡る問題で最も

やっぱり深刻なのは子どもの貧困だというふうに私は考えています。子どものこの貧困という

のは、即教育格差に表れるというのが深刻なことでありまして、ぜひこれもね、質問では笛吹

市としてできることもあるんではないかということも触れておりました。私、その教育格差の

ところにおいて、先ほど要保護、準要保護のことも出ておりましたけども、その就学援助のと

ころで教育の入り口、小学校入学、中学入学のところでぜひ格差が生じないような、そういう

方策が笛吹市としてできることだというふうに私は考えております。それで全国の自治体では

その就学援助費について前倒しで３月、入学準備にいろんなお金がかかる３月に前倒しして支

給しているところもあります。以前にも質問したことがありますけども、この笛吹市としてで

きるということで、この３月の前倒し支給をぜひ私は検討していただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えはいかがでしょう。 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 今はまだ制度的にできないということですので、今後検討していきたいと思います。 

 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） 

 いえ、制度的にできないことがなんでほかの自治体ではやることができるんでしょうかとい

うふうなことです。ぜひこれはね、貧困の解決というのはやっぱり国家的な課題でありますけ

ども、でも笛吹市でできることをぜひ私は、こととして、このことを今後も検討していただき

たいというふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えはいかがでしょう。 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 以前にもお答えしていると思うんですけども、就学援助の入学前支給につきましては笛吹市

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱により支給するための必要事項が決まってお

ります。申請していただく場合には所得が基準に該当しているかどうかを判断するため、源泉

徴収票、それから確定申告の写し等を提出していただくことになっています。その内容の確認

ができるのは６月１日以降となるため、就学前に支給することができないということでござい

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） 

 私が申し上げたのは、ほかの自治体ではやっていることです。ですから創意工夫すれば笛吹
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市でもできないということはないというふうに私は考えます。ぜひ同じ答弁を繰り返するんで

はなくて、もう前向きな方法で検討していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 前向きに検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 笛新会の岩沢でございます。 

 九州地方の地震に際しては、被災者の方々が本当に大きな被害にあわれました。心からお見

舞いを申し上げる次第であります。 

 私はエコフォレスト境川、ならびにリニア営業線工事に伴う環境と交通対策ということです

けど、エコフォレストというのはいつだかの全員協議会で説明されました、この境川の中にあ

ります中間ごみ処理施設、そして最終処分場、ここの総体の名称であります。そしてまた中間

処理施設については甲府・峡東、仮称ではありますけれども甲府・峡東クリーンセンター、そ

して最終処分場につきましては、また新しく名称を募集するというような方向になっているそ

うですけれども、エコフォレストというのはこの丘全体のことを指すということであります。

その中でまず最終処分場の安全対策ということでお伺いいたします。 

 最終処分場のほうには神沢川という川が流れているんですけども、これがまた最後は間門川

に流れていくわけですけれど、あそこはこの写真でも見るとおりこれを造る前は自然豊かな、

耕作放棄地もありましたけれども、自然豊かなところでした。そこに灰を持ち込むわけですか

ら当然、間門川へ最終的には流れていくその水質、あるいは１時間の８０ミリ、あるいは１００ミ

リという洪水対策、しっかりなされているのかどうかお聞きしたいと思います。 

 次に持ち込まれる灰の成分検査、特に放射能への対策ということですけれども、境川、約２年

前になりますけれども、福島の原発事故の堆肥だといって持ち込まれたセシウムが、あの事件

がありました。そのようなことを非常に心配しているわけですけれども、山梨県とすれば全県

に監視モニターを５カ所くらい置いて、よく山日の新聞には１週間単位ぐらいで異常ないです

よというのが出ております。特に空気線量ですね、灰が何を燃されてこういうところへ持ち込

まれるのか、やはり危惧する面もあります。空気線量だけでもいいですから、しっかり監視で

きるモニターの設置はできるのでしょうか。それを県のほうへしっかりと対策としてお願いし

ていけるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 次に覆土に使う土の運搬の交通対策。今、最終処分場の掘った、３０万立米埋める穴を掘っ

ていますけども、それは掘って一応、その残土を境川町原地区のリニアの埋め立て地へ埋めて

あります。置いてあります。それを今度は平成３０年、完成したあとは灰を捨てたその上に覆
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土として、また逆に持ち込むことになっております。それにつきましては、われわれ３区の対

策委員会と、それから山梨県、そしてリニア工事事務所、そして笛吹市では経営政策部長のハ

ンコをいただいて確認書を締結してきました。それによると一方通行で、左下り一方通行とす

ると。搬出についても同じです。ただここには、甲府の市道、平岡南橋がありましてここが、

１０トン車は使用禁止だよというようなことになっている。この対策をいずれ市としてもしっ

かり考えていかなければならないと思いますけれども、考えをお聞きしたいと思います。 

 その次に災害ごみ、九州の災害とかいろいろありましたけれども、これは最終処分場のほう

に持ち込まれるのかどうか、このことも非常に気になっているわけですけれど、このことにつ

いてもお聞きしたいと思います。 

 次にごみの中間処理施設ですけれども、４つの自治体から峡東３市と甲府から持ち込まれま

す。搬入ルートはたぶん３つぐらいになるんではないかと思いますけれども１日の台数、１日、

ルート別には大体どのくらいぐらい平均、なかなかその答えはまだまだ返っておりませんけど

も、今度、中間処理施設が９月に完成、そして１１月には試運転が始まります。来年４月から

は、１１月から試運転をして１１月からはもう本格稼働ということですけれども、その交通対

策をしっかりしていかなければならないと思います。特に２番目のこのルートに当たる地区へ

の説明等、その各地区の要望事項への対処、一番の心配はやはりごみの量が一番多く来るであ

ろう甲府から来る、精進湖線を使った間門地区だと思います。ここの時間帯、あるいは交通の

誘導員、そういうものに１日当たり、たぶんあそこは３００台か４００台、それも帰りも通り

ます。その対策をしっかり、各地区と相談の上でやっていっていかなければならないと思いま

すけれども、まだまだその話し合いはしていないような気がいたします。 

 次に寺尾の湯に隣接する緑地エリア、ドクターヘリが離着陸できる場所はできないのかとい

うことですけども、３月の末に境川のほうに町民ではないわけですけれども、畑を借りてきた

人が大ケガをして市の消防本部でドクターヘリを要請したわけですけれど、降りる場所は今の

ところ境川にはなかったわけです。たまたまスポーツ広場、野球の少年団が練習していたわけ

で、前の日が大雨が降ってほこりが立たないということで、急きょそこへドクターヘリをおろ

して、そして県立病院のほうへ。大変なケガでした。慣れない仕事をして農機具で足を、もう

少しで切断というようなことでした。緊急ということで呼んだんだろうと思いますけど、この

緑地帯のところにそのドクターヘリがあれば、もしここで何か、こういう施設ですから何かあっ

た場合でもできるんではないかと思いますけども、それはできないのかどうかお聞きしたいと

思います。 

 次にリニアの営業所の工事ですけれども、ＪＲ東海が境川の残土捨て場を使ってガイドウェ

イの製作工場をつくります。これも大変な敷地面積と、それからいろんな工事の材料、生コン

をはじめとするいろんな材料を運び込みますけれども、それに対する周辺へのまだまだ、いつ

からやるよという返事はないわけですけれども、これについてはこの確認書の中ではＪＲ東海

が示したらまた別に協定書を結んでしっかりやるという方向になっておりますけれども、交通

対策を今のうちから地区の要望をしっかり聞いてやるべきだと思います。 

 その次、そのガイドウェイを今度はつくったのを上架する場所、上架する場所はここに今、

図面がありますけれども、ここでつくって、これをこっちへ運び入れて前間田のリニアの車両

基地から一応乗せるということですけれども、そこをいくとなるとまた新しく、３つか４つの

行政区を通過しなければ。またまたその人たちとのいろいろな交渉になると。やるときにはた
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ぶん、われわれとして考えているのは、じゃあ道路の舗装をし直せとかいろんなことが出てく

ると思います。それをやはり最短距離でやるとなると自転車競技場の下にリニアが来るわけで

すから、そこへ行けば３００メートルぐらいで済んでしまう。そういうことも市として、ＪＲ

東海へしっかり要望していくのかどうか、そういう考えはないのかどうかお聞きします。 

 最後にすでに原区では設計協議が始まっております。道路の付け替え、あるいは移転、特に

移転の交渉が主になると思います。道路の付け替えによって、ある家ではドアを開けたらすぐ

道路だという案が出てきましたけど、これじゃあ私は移転したいという要望もあるわけです。

そういうことに柔軟にリニアの２２メートル幅だけではなく、いろんなことが出てくる中で柔

軟にもうちょっとしっかりＪＲ東海とわれわれの対策委員会もやるではなくて、しっかり市と

しても考えて、ＪＲ東海と交渉をしていかなければならんじゃないのかなと思っておりますけ

れども、市としてのお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 この質問に対しては市民環境部長、経営政策部長の２名が答弁を行います。 

 まずはじめに、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 岩沢正敏議員の一般質問のうち、最終処分場の安全対策およびごみの中間処理施設について

お答えいたします。 

 はじめに最終処分場の安全対策における間門川下流域への水質と洪水対策についてですが、

最終処分場内の排出はすべて下水道へ放流となっており、水質は下水道排除基準内で指導し許

可をしております。また市においても蟹沢川、間門川の水質検査を実施しており、引き続き継

続してまいります。洪水対策につきましては、この地域の５０年間の降水量確率をもとに防災

調整池を整備しております。 

 次に持ち込まれる灰の成分検査、放射能対策についてですが、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に基づき、搬出元に対しまして強く安全確認を要望してまいります。 

 次に覆土に使う土の運搬の交通対策については、境川残土処理場の跡地貸付利用に伴う工事

車両通行に関する確認書等に基づき締結内容が履行されるよう各事業者との協議を行い、交通

対策に取り組んでまいります。 

 災害ごみの受け入れにつきましては、最終処分場への災害ごみの受け入れは行わないと確認

をしております。 

 次にごみの中間処理施設における４つの自治体から運搬する車両の交通対策およびルートに

当たる地区への説明と要望の対処についてですが、中間処理場への搬入時間は小中学生の通学

時間と重ならないよう、８時３０分以降の搬入になるよう計画されております。また平成２８年

３月に国道３５８号線の間門地内において一部事務組合が交通量調査を実施し、最大搬入車両

時を想定し検証したところ、生活に支障を来たすことはないという結果報告を受けております。

さらにルート地区要望の対処といたしましては、地域の安全と安心が図れるよう地元自治体と

して最大限の努力をしていきたいと考えております。 

 次に寺尾の湯に隣接する緑地帯へのドクターヘリの離着陸についてですが、緑地エリアにつ

きましては環境影響評価報告により、この地域の動植物を保護するエリアとして大規模な造成

は計画されていません。しかし隣接している中間ごみ処理施設の多目的広場については、さま
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ざまな用途に利用できるよう芝による整備を一部事務組合に要望をし、有効活用を検討してい

きたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続きまして、小澤経営政策部長。 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 それでは引き続きまして、リニア営業線の工事についてお答えいたします。 

 はじめにＪＲ東海が建設するガイドウェイ製作工場周辺の交通対策でございますが、ＪＲ東

海はリニアガイドウェイの製作・保管を行うために現在、寺尾地内で実施されている一般廃棄

物最終処分場建設工事に伴い、残土の仮置場である境川残土処理場を借り受けています。 

 この残土処理場は県の所有であり、処分場建設工事車両の通行については関係する境川の３地

区やＪＲ東海などの関係機関と地域と生活環境の保全を目的に工事車両通行等に関する確認書

が取り交わされております。この確認書では、リニア中央新幹線のガイドウェイ関連の車両通

行については工事に関する計画が決定した時点で再度協議するものとされていますので、今後

の事業の進捗に応じた協議の中で具体的な安全対策を要望してまいります。 

 次に製作したガイドウェイを上架する場所を最短ルートとなるような考えについてですが、

現在リニア中央新幹線は構造物に関する詳細な設計をする前の状況であり、ＪＲ東海側から具

体的な工事の説明を受ける段階ではありません。 

 今後、工事の進め方などの協議の中で安全対策など十分留意することを要望してまいります。 

 次に沿線住民の要望に幅広く柔軟に対応する考えについてですが、これまでも沿線地区と事

業主体との調整を図ってきたところでありますので、引き続き住民の皆さまと事業主体をつな

ぎながら連絡調整を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 先ほどの答弁の中で緑地エリアはちょっと難しいけれども、中間処理施設のほうに多目的な

広場を造ってそこを使えるというふうな回答が、有効利用できるというような回答がありまし

た。やはりあそこ、多目的に使うということになると、たぶん芝生だろうと思いますけれど、

そこは福島の例でもジェイヴィレッジあたりみたいになると災害のときには、おそらくそこは

いろんな災害ごみのストックヤードとか、そういうために造るんだろうなと思いますがやはり

普段、平常時においては皆さん、市民がここの施設は安心・安全なんですよ、また帰りには寺

尾の湯でも入っていってくださいというようなことのために、いろんなために使えるような施

設として芝生のところを整備していただきたいと思いますけれども、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） 

 岩沢議員の再質問にお答えいたします。 
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 議員のおっしゃるとおりだと思います。あの施設が安全であるということをＰＲする意味で

も多くの市民の方が活用していただくということは大変重要だと思いますので、それができる、

実現できるようないろんな協議をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

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。それから先ほどの最終処分場の放射能への対策はということで答弁

があんまりなかったような気がいたしますけれども、管理事務所もそこにできるわけですので、

せめて空気線量でこのへんの一帯は安全ですよというようなことを証明するためにも、やはり

県のほうへしっかり、あれは環境整備事業団がやっていて市町村事務組合が主にやっているわ

けですけれども、そちらのほうに要望をしていく考えはありますか。 

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） 

 岩沢議員の再質問にお答えいたします。 

 当然、笛吹市の地元ですので安全確認というのは強く要望していきたいと考えております。 

 以上といたします。 

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。 

 次にリニア関連ですけれども石橋の対策委員会、そして三椚、そして原地区の３つの対策委

員会がリニアに乗るのではなく沿線、出ているガイドウェイの下、横、そしてフードのかかっ

ているところという沿線の視察をしてきました。計４回やってきまして、一様にやはり対策委

員会とすれば、われわれはもうフードがあるとこと、ないとこでは全然違うというのが結論で

す。これはＪＲ東海とすればまだフードを付けるよということは全然言っていないわけですけ

れども、これだけはもう一致した意見というこんで、やはり視察をして特にリニアの展望台じゃ

ないですね、あそこのところの上なんか、ものすごく圧力がかかると。やはりフードが必要だ

よという結論です。これは市としても共通認識としてそうしていかなければならないと思いま

すけれども、お考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 リニア中央新幹線の騒音環境基準というのがございまして、これにつきましては都市計画法

の用途地域によって定められております。しかしながら境川の石橋地区におきましては、その

用途地域が定められておりません。しかし、それであっても住民の生活環境の保全が必要な地

域においては当然、これは地域の住民の皆さんの意見を聞きながら適切な環境の保全ができる、

そのようなことを行っていかなければならないと考えておりますので、そういうふうな考えの
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もと地区のご要望等も承りながら事業主体と協議をしてまいりたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 次に石橋区の要望書の中にリニアの沿線の道路の改良事業、あるいは側道ということがあり

ましたけれども、その要望書の答えが３月に市長、倉嶋市長の名前で石橋区のほうに返ってき

ました。それにはこの要望に対しては一般の行政区の区からの、区の一般の要望事項として挙

げてくださいというふうなことがあったわけですけれども、対策委員会とすればそれはないだ

ろうと。これはリニアが通ることによって起因した要望じゃないのかということで、それはま

た新しく市長のほうへもう１回、これはしっかりリニア関連事業として市として取り組んでく

ださいという要望書を持っていくつもりですけれども、市としての対応はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 リニア中央新幹線におきます要望事項につきましては、基本的には事業主体が対応するとい

うふうなものの認識の中で立っております。しかしながら市といたしましては、これについて

一般の要望というふうなことでございますけど、先ほど議員のほうでおっしゃったこともござ

いまして、地域の要望というふうなことも、中からもただリニアの要望というふうなことも踏

まえまして、可能な限り要望の実現に向けて市の可能なことについては対応してまいりたいと

そのように考えておりますし、引き続き県のほうにもあらゆる面で支援等ができるようなこと

について要望を事業主体にも行って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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 最後にこれは曽根丘陵断層の位置図です。この近くに境川のエコフォレスト、ここにありま

す。この本体、曽根丘陵の本線というか、ここが一番の断層ですけれども、ここからは遠いわ

けですけれども、ここで断層が、山梨県の災害の中でも非常に危険な地帯と言われております。

これがこの施設、２つの施設が地震によって何事もないようにしっかりとしたことを対処する

ことを要望して質問を終わります。ありがとうございました。 

 答弁はいいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁よろしいですか。 

 （はい。の声） 

 以上で岩沢正敏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。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 お諮りします。 
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 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定いたしました。 

 次の本会議は週明けの１３日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 議長、ちょっとよろしいですか。 

 先ほどの渡辺議員の。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 先ほどの渡辺議員の質問に対する答弁ということで、風間部長より発言がございます。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 申し訳ありません。 

 渡辺清美議員の質問の中でフードバンクの実態といいますか、ついてちょっと数字がそろい

ましたので、ご報告だけさせていただきます。 

 昨年度のフードバンクは１５６件延べの実施がございました。今年度は４月に１９件、５月

に２６件がございます。内容といたしましてはおおむね月に２回、２週間分を米や調味料、レ

トルト食品やインスタント食品をお渡しをするということでございます。 

 また食品の収集につきましては、毎年１２月に予定をされておりましてこれは市の本所のほ

うで支所や社協のほうに協力をいただいて実施をするという予定でございます。また広報等で

周知をいたしますので、議員の皆さまにもご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上でございます。 

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

延会  午後 ４時１９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。 

 本日の会議においても議場内での上着の着用は個人の判断に委ねます。ついては質問者およ

び答弁者は上着を脱いでいただいても構いません。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、農業委員会会長 赤岡勝廣君より早退届が提出され、これを許可しましたので報告い

たします。 

 先ほど執行部より１０日、一般質問の中の発言の訂正の申し出がありました。これを許可い

たします。 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 １０日の亀山議員の一般質問の２問目、後期高齢者医療制度の現状と課題についての答弁の

中で後期高齢者歯科口腔検診は２８年度、新たに開始と答弁いたしましたが、２７年度が正し

いので訂正してお詫び申し上げます。 

 以上です。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 先週の１０日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは２番、神宮司正人君。 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 おはようございます。 

 笛新会の神宮司正人です。議長より許可をいただきましたので質問をさせていただきます。 

 まず２日目、最初としまして先の熊本・大分両県で起きました大震災に対して、お亡くなり

になりました多くの尊い方々に対し心からのご冥福を、また被災されております今なお避難生

活をされております方々にもお見舞いを申し上げます。昨晩も震度５弱の地震がございました。

一日も早い日常が来られますよう心からお祈りを申し上げるところでございます。 

 許可をいただきましたので、まず１問目、みさかの湯西側南北市道路全面開通に伴い早急に
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信号機の設置をということで質問をさせていただきます。 

 ５月連休明けの１６日、みさかの湯西側の道路が全面開通いたしました。その数日後、みさ

かの湯西側交差点にて事故が発生。その翌日には同交差点から南側３００メートル付近の二之

宮、通称、下田地区の農道交差点において人身事故が起きております。建設足場リース会社東

側の交差点から八代町方向に約１．８キロほどのこの道路に対して既存の農道・市道が約１０本

ほど直交しております。全面開通前からも事故が多数報告されており、近隣の市民、住民から

また行政区からも安全対策と信号機の早急な設置の要望が支所を通じて、担当課に提出されて

いると思いますが以下、市の取り組み、考え方をお聞かせいただきます。 

 まず１番目、全面開通前と開通後の事故の発生状況、発生数を市で把握しておりましたらお

知らせください。 

 ２つ目、全面開通前にあらゆる交差点について安全か否かの検討はされたのか。また対策は

どのように取られたのか伺います。 

 ３点目、今後の対応として早急に公安委員会等を通じ、それぞれの協議を通じて信号機等の

設置を行う考えはあるのか、お伺いをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに全面開通前後の交通事故発生状況についてでありますが、笛吹警察署で把握してい

る平成２７年から全面開通までの交通事故発生件数は３件で人身事故が１件、物損事故が２件

でした。５月１６日の開通後は１週間ほどで３件あり人身事故が１件、物損事故が２件でした。

開通後は短期間に多くの交通事故が発生しており、利用者に対する交通安全の注意喚起が必要

と考えております。 

 次に安全についての検討、対策についてでありますが、みさかの湯西側南北道路全線開通に

あたっては県警道路規制課と１０数回の交通協議のほか、現地立ち合いも３回実施してきまし

た。市道・農道を問わず現地にて危険と判断された交差点は道交法の規制をかけるため、交差

点ごとに現地で止まれ標識、止まれ道路標示、外側線、センターライン等の検討を行いました。

また交差点を通行する住民に新しい道路の走り方に慣れていただくため、開通１カ月前から交

通標識等を表示し、さらには前後に黄色の縦型注意看板を設置するなど全線開通への準備を進

めてまいりました。 

 対策としては、近隣の行政区と通学路となる笛吹高校に「走行注意」の呼びかけ回覧チラシ

および地区放送の緊急依頼や笛吹警察の指導をいただき、現地交差点で標識等、追加設置を行

うなどさらに交通事故防止に努めております。 

 次に信号機の設置についてですが、地元地域からも交通安全対策として信号機の設置要望書

が提出されており、設置に向け笛吹警察署とも協議を重ね早期に設置できますよう要望してま

いりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 
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 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 再質問を行います。 

 議長の許可をいただいておりますので、現場の状況が分かりやすくパネルを作ってまいりま

したので、それにて説明させていただきます。 

 この交差点、先ほど答弁の部長の中でこちらが建設会社、資材リース会社のところから南側

のほうへ、八代方面へ行きます。これ表示の中でもってですね、グリーンで示してあるところ、

これは開通前の事故発生状況、部長のほうは先ほど開通前に３件と言われたんですけども、私

の調べたところでは５件発生しています。特にこちらの温泉施設のすぐ西側の交差点、ここで

は４件発生しています。南側のところでも１件、下田のほうの交差点です。それで開通後、事

故が発生したのは３件、この赤い表示でございます。このへんをちょっと認識しておいていた

だきたいなというふうに思います。 

 ということで、都合８件の交通事故が開通前と開通後で発生されております。これは石和の

笛吹の警察署の事故係のほうで私、調べましたので細かく出ていますので、このとおりだとい

うふうに思っていますが、それら警察がですね、介入しないような事故、それを含めますとで

すね、あと４、５件は事故があったというふうに近隣の方からお聞きしておりますが、そのへ

んの認識はございまでしょうか。 

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） 

 私どもも警察のほうからの情報ですので、ちょっと議員とは食い違っておりました。警察が

介入していないような事故については、ちょっと私どものほうでは把握しておりません。 

 以上であります。 

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） 

 それではそういう事実があったということは覚えておいていただければありがたいと思いま

すが、開通前の温泉西の交差点、これはどちらがその当時、開通前は優先道路でありましたで

しょうか。 

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） 

 お答えいたします。 

 開通前は、なんと言いますかね、みさかの湯から石和方面に向かう市道がありますけども、

そちらのほうが優先道路でありました。 

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） 

 ここですよね。ここは結構、抜け道になっていましてですね、非常に温泉客で利用する道路、

あるいはスコレーのほうへ行く道路と結構細いんですけども、たくさんの交通量があるという
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ことであります。それでその当時、今、お答えいただきましたようにここは優先道路が下って

いく道路ですよね。温泉の前からスコレー方面のほうに下る道路が優先でした。ところが開通

した途端にですね、今度は優先が変わりました。先ほど部長のほうで停止の設置、表示板もさ

れたというふうに言いますが、こちらにですね、１０本くらい縦の農道があるんですけども、

どこへ設置されましたか。 

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） 

 お答えいたします。 

 私ども建設部ではですね、みさかの湯西側の交差点のところ、そこの交差点について黄色の

注意看板、そちらのほうを付けております。私ども確認したところですね、地元の行政区の方々

がですね、それ以外のところで市道と新たに南北道路が交わるところ、危ないと思われるとこ

ろについては注意看板を設置しているということを聞いております。 

 以上であります。 

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） 

 部長のほうでそういうふうにお答えいただいているんですが、地元の行政区と先ほどの２番

目の質問で安全対策の協議、話し合いをされたような答弁をされましたが、実際にされていま

すか。 

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） 

 お答えいたします。 

 その開通後ですね、事故が起きたあと、今ちょっと先ほど言いませんでしたけども、警察と

の協議もしましてですね、さらに市道とですね、今度、南北の道路で止まり標識がないところ

については私どものほうで道路標示、この先交差点注意とかそういったものを１カ所設け、さ

らにですね、ちょっと時期的に、まだちょっと間もありませんけども、みさかの湯の西側の交

差点、さらに黄色い看板を注意看板を増やす予定となっております。 

 以上であります。 

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） 

 現にですね、これ表示板の設置をされているのは、あそこの例の温泉施設の交差点だけなん

ですね。その後、事故が起きてから私も現場を見ましたけども、地元との協議はあんまりされ

ていなかった。それで現に止まれの小さい黄色い看板だと思いますが、これは開通３日後に二

之宮で先ほど事故がありましたと言いました。その二之宮の行政区の方たちがなんとかしたい

ということで自分たち自らが立てました。それからですね、これは人身事故になっています。

赤ちゃんを乗せていたお母さん方と直行するところで、１台はひっくり返るような事故であり

ましたが幸い子どもさん、赤ちゃんは無事でしたんですが、慌てた行政区の区の役員さんたち
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はなんとか表示をしないと困るというふうなことで慌てて急きょ立てたんです。それからまた

次の日、今度は下井上区の行政区の役員さんが市の担当課にお伺いして表示板を取りに来たと

いうことがありますけども、そのへんの認識はございますか。 

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） 

 開通後ですね、そういった事故等が続いておりましたので地元の行政区、それぞれの行政区

の方々の対応については確認しております。 

 以上であります。 

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） 

 部長にお願いするんですけども、ぜひですね、これ開通すれば当然、事故が多発するという

ふうなことが予測される中でね、できれば事前にですね、しっかりと行政区と話し合いをすれ

ばですね、関係行政区が４つか５つあると思うんですが、事故を防げることができたというふ

うに私は考えていますし、停止線の表示、あるいは止まれの表示、これをしっかりしてほしい

なというふうに私は考えるんですが、いかがだったでしょうか。 

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） 

 お答えいたします。 

 今の議員のおっしゃるとおりでございますけども、しっかりとですね、そこらへんは今後で

すね、気を付けてまいりたいと思っております。 

 なお、まだまだ慣れていない方々もいらっしゃいますので引き続き交通安全対策等には市が

できる限りは尽くしていきたいと思っております。 

 以上であります。 

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） 

 ぜひね、部長よろしくお願いします。終わってからね、事故が起きてからね、いろいろ対策

をするというのはね、非常にね、行政としてね、不親切だなというふうに考えていますので、

できるだけ予測されるところ、これはやってほしいなというふうに思っています。 

 特に先ほど説明しました温泉施設の交差点、ここ今現在でも開通前４件、開通後１件、そし

て開通というか道路ができる前といいますかね、そのときも３件、４件の事故が起きていると

いうことで、非常に事故多発の交差点だというふうに思っています。人の習慣が、今まで優先

道路だったものがいきなり止まれという表示がされてもうっかりしてしまう。ヒューマンエラー

の部分が出てくると思いますので、このへん、特にこの事故が多いところ、ここには信号機の

設置するべきだというふうに思いますが、このへんの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。 
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〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の質問にお答えいたします。 

 信号の要望につきましては、地元のほうから市民活動支援課のほうに要望をいただいており

ます。これにつきましても交安との話し合いということがありますので、正式なルートを出し

ながら交安のほうに要望をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

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。ぜひ早急に対応してほしいなというふうに思っています。先日です

ね、これ６月７日の新聞なんですが、富士吉田の交差点で大きな事故が起きました。マイクロ

バスと軽ワゴン車だったと思いますが、これ去年の３月の末にですね、交差点が開通しました。

それで富士吉田の市長もなんとか信号機の設置をというふうなことで要望してたんですが、１年

余り過ぎたときに大変な事故が起きてしまったと。信号機を設置しておけばよかったというふ

うに答えたところですが、なんとかですね、これ重大事故が起きる前にぜひ対応をしてほしい

なというふうに思っています。 

 それともう１つ、あそこは非常に通勤の抜け道と先ほど申しましたが、そういう通勤の抜け

道であったり、今度新しい道路を笛吹高校の学生さんたちが、生徒たちが自転車でもって来ま

す。左側通行で朝は一斉に来ます。非常に危ない。また温泉を利用する方たちもおおぜい活用

していますが、そのへんでそこを自転車がですね、歩道がしっかり付いているんですね。２メー

トル以上の歩道が。あそこの歩道を自転車が走行するということは可能なんでしょうか。 

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） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 道路交通法でいきますと自転車は軽車両ということで車になっておりますので、基本的に車

道を通るというのが基本です。ただ歩道を通っていいのは１３歳以下と７０歳以上と障がい者

という限定がありまして、その方たちについては歩道を通っていいということになっておりま

す。それに規制をかける場合、もし橋なんかで見かけたことがあると思うんですけども、歩道

橋通行可という自転車マークがあるのがあるんですけども、そこについては交通量が激しくて

自転車が危ないということが分かっているものについては許可できるんですけども、今、笛吹

のそこのみさかの湯のところについては幅員が３メートル、基本的には３メートル確実になけ

ればならないですし、歩行者が多いと４メートルなければならないという規制になっておりま

す。あそこが縁石も含めて３メートルということなので、ちょっと規制をかけるには難しいと

考えております。 

 以上です。 

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） 

 部長の答弁、ありがとうございます。でもですね、なんとかあれ、交安のほうにお願いして、
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あそこは歩行者も少ない、通学の自転車を当初のこれは可能ではないかというふうに思います

ので、ぜひこれは調べていただいて、せめて朝の通学時間帯だけ通行可というふうなことも可

能であると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 それから先ほどの信号機を設置するべき個所、あるいは止まれの表示をする個所、そういう

ところはしっかりと表示板をしっかりとこれからも設置していただきたい。また自転車の先ほ

どの話ですが許可できるような、安全を確保できるようなことを強く求めます。特にですね、

今度リース会社の南側、あそこの部分を開発される計画があります。計画が許可になりました。

今度は大きな自動車会社が甲府から進出してきます。開発が進むと交通事故がどんどん、交通

量が増えます。今度、営業しますとまた交通量も増えるというふうに考えていますので、余計、

事故の発生確率、これは高くなってくると思います。ぜひ交通事故が起きれば笛吹市民であっ

たり、近隣の人たちがかなり多くなる可能性がありますので安全対策をぜひお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。もう一度、信号機の設置、どのくらいでできるか、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。 

 県のほうで年間で数基という決定の中で、笛吹市がどの順番でなるかというのは大変難しい

と思います。ただ要望については、こちらのほうで精一杯要望のほうはしていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

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。ぜひね、ほかの信号機が全部付けれればいいんですけど、そうもい

かないんで。ほかの交差点につきましても表示板をしっかりとしていくとか、そういうことも

ぜひお願いしたいと思います。 

 次の質問を伺います。 

 次に市議会、障がい者の議会傍聴に関することでお伺いをいたします。 

 市議会の傍聴は市民が議会活動に触れる最も身近な方法であり、選んだ議員の活動や市政の

方針、動向を確認できる大変貴重な機会であります。市民誰もが気軽に傍聴できる環境整備は

地方自治発展にとって極めて重要であると考えます。 

 障害者差別解消法、これが本年４月より施行されました。民間企業や店舗などでは障がい者

に対し「必要かつ合理的な配慮」をするように努力しなければならないというふうになってい

ますが一方、行政機関にあってはより厳しく「しなければならない」、ならない規定になってお

ります。私どもが先に制定しました議会基本条例第３条２項には「議会は開かれた議会運営と

市民参加の機会の拡充に努める」とありますが、残念ながら本市議会の議場には障がい者等の

傍聴できる環境が整っているとは到底思えませんが、早急に施設整備等も含めて対応すべきで

はないかと考えます。以下質問をいたします。 

 １つ目、市民誰もが気軽に傍聴、視聴できる環境の整備、直接傍聴できる整備、あるいはエ
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レベーターの設置や大型スクリーンによる中継など早急に対応すべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

 ２つ目、要求があった場合、市で雇用している手話通訳者の配置をするなど聴覚障がい者へ

の対応はいかがでしょうか。 

 ３つ目、県内他の市議会で障がい者等の傍聴に対し、整備されている市はどのくらいあるの

か、お伺いをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに市民誰もが気軽に傍聴、視聴できる環境の整備についてですが現在、議場があるこ

の八代庁舎にはエレベーター等が設置されていないことから、障がいを抱えている方が議会を

傍聴する機会は制限をされているものと認識をしております。 

 本年４月に施行された障害者差別解消法により障がい者の社会的障壁の除去について、過重

な負担がない限り、市は合理的な配慮の提供を行うことが義務付けられております。障がい者

等が議場において議会を傍聴できる環境を整えるためにはエレベーターの設置、車いすに対応

するスロープや傍聴席の改修など相応の費用が発生いたしますので、今後の検討課題とさせて

いただきます。またモニターによる議会中継についてですが、八代庁舎の会議室の利用状況な

どを考慮した上で議会側とも協議して検討をしてまいります。 

 次に手話通訳者の配置など聴覚障がい者への対応についてですが現在、市では１名の手話通

訳者を福祉総務課に配置し、窓口での応対や聴覚障がい者からの要請に応じて派遣通訳を行っ

ております。議会傍聴に際しても他の場合と同様、事前に派遣申請をしていただくことにより

手話通訳対応は可能であります。 

 次に県内他市議会の整備状況についてですが、県内では議場において障がい者が傍聴できる

スペースを確保している市は７市。また庁舎の２階以上に議場がある場合でエレベーターが設

置されている市は８市となっております。 

 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） 

 現議会の傍聴席をですね、障がい者、車のいすが入るような環境に造り替えるとかそういう

ことは非常にお金もかかる。だけども今後の検討課題でありますというふうなことを言われま

したが、たしかにですね、こういうもともとの議会、議場においてはですね、傍聴がなかなか

難しい、改修が難しいというのは分かります。ですが差別解消法によりそういう障がい者の方

たちが傍聴したい、視聴したいというふうなことになったときの対応はどういうふうにされま

すでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 現状において、この議場の中でそういった障がい者の方が議会を傍聴したいということであ

れば現段階では職員が階段をおぶったりしながら２階へ連れてきてあげて、議会傍聴席まで案

内をしてあげるという形だ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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 あるいは複数のですね、障がい者の団体が見たいというふうなことがありましたら、先ほど

大型スクリーンとかという話もございましたが、そういうことの設置は可能でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 スクリーン設置につきましては、この八代庁舎の１階会議室等に設置することにより簡単に

それができるんじゃないかというふうに考えております。先ほどの答弁でも申しましたけども、

また議会のほうと協議しながらそのへんを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 既存のこの議会の傍聴席を見ますとですね、障がいのある方はあそこはもう見れないんだと

いうふうな先入観からあまりいらっしゃらないことがあります。大勢の方に迷惑をかけたくな

いというふうなこともあるかと思いますが、ぜひそのへんはですね、これから申請がありまし

たら真摯に対応してほしいなというふうに思っています。 

 甲府市議会を前に以前、議会で見学させていただきました。あそこは新しい庁舎ですから、

すべてバリアフリー、障がいの方たちにも対応していただいていますが、障がいのある方、市

民からそういう傍聴のね、要求があった場合には市は最低限、要求に対し応えていってほしい。

また国ではですね、差別解消法からそれよりも強い差別禁止法まで決まった場合はですね、要

求があった場合、ぜひ傍聴席の改修等、迫られますので、ぜひ本市においては早めの対策を取っ

ていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 施設の改修につきましては、かなりの費用もかかるということで簡単にできることではあり

ませんけども、そういった要望等もあることは承知しております。今後、施設の災害時の計画

等もあるわけでございますが、施設を大規模改修していく際にはそういったバリアフリー化を

頭に入れながら検討をしていく必要があるというふ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） 

 神宮司正人君。 
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〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

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。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 ただいま障がい者のですね、庁舎の利用する場合の車いす対応の件なんですけど、今、総務

部長の発言を聞いていまして非常に弱いなと。当然ですね、この２階へ、じゃあ何か、市民ミー

ティング、この前ありましたし、いろいろ会議があります。そのときにですね、事前に言って

おけば職員が車いすを一緒に持ち上げてですね、対応するということなんですけども、やはり

ですね、もうこれからはですね、もう見える形で、ハードの面でね、庁舎へ行けば階段をのぼ

るのもそういう施設ができているなということを市民が把握しないと、やはりですね、われわ

れが行ってはちょっと迷惑かななんていうことに遠慮がちになります。ですからですね、ぜひ

積極的にですね、予算がかかるからということでは済まされない。なんらかの形でですね、ハー

ド面で車いす対応ができるということをですね、示してもらいたいと思いますけどもいかがで

すか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 施設のバリアフリー化につきましては、この八代庁舎のみならずほかの２階以上の庁舎、施

設等についてもエレベーター等が整備されていない施設等がございます。総合的に今後バリア

フリーについても総合的に検討していかなければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 そういう整備がちょっと難しいというところはですね、公な会議はしないと。全体、どなた

が参加もできるという場所はですね、ぜひそういった形を取らなければいけないと思うんです

よね。そういうことですから、特にここの庁舎の場合は２階ではいろいろ会議がございますか

ら、それにも参加できる障がい者もいると思います。この傍聴だけに限らずですね、日常の業

務が利用できるような形をですね、ぜひ、そしてそれが市民に実際に分かるようにですね、し

ていただく。当面、その整備をするまでの間はですね、こういう形を取りますよと。職員が対

応いたしますということは広報等でお知らせをしてですね、ぜひこの機会にですね、差別解消

法という法律ができたわけですから、そういったことを率先してですね、市は笛吹市は非常に

温かいまちだなというように思われるようにぜひ対応をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。これについて、ご意見ありましたらお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 議員のご提案のとおり会議等の開催につきましては、障がい者に配慮して１階で会議を行う

とか、そういった方向を市の中で統一的に考えていきたいというふうに思います。また議場整

備までの間は、先ほどの神宮司議員の答弁の中にもありましたようにモニター等の設置によっ

て対応を検討してまいりたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか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。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 公明党の中川秀哉でございます。議長に許可をいただきましたので、通告に従いまして質問

をさせていただきます。 

 はじめにこのたび４月に発災されました九州、熊本・大分地方における大震災で見舞われま

した。また見舞われた中でお亡くなりになられた皆さまにお悔やみを申し上げるとともに今な

お避難を余儀なくされております、すべての皆さまにお見舞いを申し上げます。また一日も早

い復旧・復興をお祈りを申し上げます。 

 それでは通告に従いまして、１問目の質問に入らせていただきます。 

 １問目は２０１５年プレミアム付き商品券補助金事業の経済効果についてでございます。 

 このプレミアム付き商品券は、公明党の提案で国の２０１４年度補正予算に計上された地方

創生のための交付金を活用したもので昨年３月以降、全国各地で発行。交付金はプレミアム付

き商品券の割増分などに充てられ、内閣府によると市区町村全体の９８．５％に当たる１，

７１６市町村に配分されました。 

 このうち政令指定都市では千葉、京都両市を除く１８の市が成果をすでに公表。いずれも商

品券購入者に対するアンケートの結果をもとに、１つ目は普段の買い物が商品券で支払われた

総額、２番目に商品券の入手がきっかけとなった商品・サービスの購入総額を算出されました。

この割増分が呼び水となって新たな消費が拡大した額、消費喚起額に当たる部分につきまして

は各市とも割増分を大きく超えております。特にこの被災をされました熊本市での消費喚起額

は割増分の４．４倍にのぼり、次いで北九州市３．９倍、名古屋市３．５倍、札幌市３．４倍、

福岡市３．３倍というような効果が顕著でございました。事業者を調査した市によれば売り上

げ増加に「効果があった」との回答は神戸市で５２．２％、横浜市で５１％にものぼりました。

このうち神戸市では商店街での販売促進イベントの開催などを支援する事業も行い、商店街会

員同士の連携、協力意識の向上につながったとの声もあがっております。 

 また中小店舗のみで使える専用券を組み合わせて発売した市区町村も多く見られました。こ

のうちさいたま市では前回、２０１０年に発行した際に利用額の全体の１６％に留まっていた、

この中小店舗での利用率が今回は３８％まで伸び、中小店へ誘導する効果があったと市長から

の評価もあったようでございます。 

 なお、内閣府では今回の事業全体の成果をこの６月にも取りまとめる予定と聞いております。
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また側面からの評価としまして、主婦層からの評価としてこのプレミアム付き商品券をはじめ

地方創生のための交付金を活用した事業は産経リビング新聞社主催の第２２回 助かりました

大賞でも金賞を受賞ということでございます。全国から集まった主婦の声は延べ１０万６１４票

にのぼり同商品券に対して行ったことのない店に行ってみたり、ほしかったものを買ってみた

り気持ちがワクワクしました。家計的にも助かりました。夫や子どもたちも買い物に興味を持っ

てくれて家族で話題になり楽しかったとの喜びの声が寄せられました。またさらに小売店業界

の声といたしまして、全国商店街振興組合連合会 坪井明治理事長からプレミアム付き商品券

はＧＤＰの約６割を占める個人消費を刺激し、経済活性化に大きな成果が出しました。１つ目

には成功した理由の１つは割増分に税金が使われているものの商品券の金額は、大半は消費者

負担であり個人消費の押し上げに直接つながっている点です。２番目といたしましては、もう

１つは庶民の心をつかんだ政策であったということですとの評価をいただきました。 

 さて笛吹市本市では以前、平成２１年度ですね、合併５周年として１５％の割増をする事業

を約２千セット行う事業が行われました。次いで昨年６月と１２月に笛吹市商工会に対し笛吹

市地方創生事業として過去最高額の補助金事業を実施いたしました。本事業がどのような個人

消費の喚起と経済効果につながったのか、以下のとおり市当局のご見解をお伺いいたします。 

 １つ目といたしましては本年６月、１２月に事業が行われましたが、この概要についてお伺

いいたします。 

 ２つ目といたしまして、プレミアム付き商品券補助金事業の経済効果についてお伺いいたし

ます。 

 ３つ目といたしまして、この取り扱い事業所、ならびに消費者等の市場調査と事業報告の公

表についてお伺いいたします。 

 最後に４つ目といたしまして、継続的な消費喚起と経済効果につながるために今後の課題に

ついてお伺いし、以上での質問と代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに６月および１２月の事業実施経過についてですが、昨年、市では笛吹市商工会を事

業主体としてプレミアム付き商品券を２回に分けて発行いたしました。第１弾として６月５日

（金）、６日（土）、７日（日）の３日間、イオン石和店、一宮里の駅、セルバ御坂店の市内３カ

所において１千円の共通券１２枚綴りを１セットとして４万セットを販売いたしました。第２弾

として１２月５日（土）、６日（日）の２日間、イオン石和店において１万セットを販売いたし

ました。 

 次に経済効果についてですが、商品券の使用枚数は５９万７，７９１枚で発行総枚数の９９．

６３％が使用されました。券の購入者に依頼したアンケートの回答３３９通の集計による消費

喚起額は１，４５３万８千円で、このうち商品券が３６５万２千円、現金分が１０６万８千円

でありました。アンケート集計結果から算出したこの事業による新規消費喚起額は２億２８８万

１千円であると推計されております。 

 次に取扱事業所ならびに消費者等市場調査と事業報告の公表についてですが、商工会の取扱
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事業所は第１弾販売の段階で３３１事業所あり、内訳としましては大型店１５事業所、中小

３１６事業所であり、第２弾販売の段階では大型店１５事業所、中小３３８事業所の合計３５３事

業所となり、取扱店２２事業所の増加となりました。 

 なお、消費者等市場調査は行っておりませんが、事業報告やアンケートは実施しております。

これらの結果につきましては、すでに市のホームページにて公表しております。 

 次に継続的な消費喚起と経済効果につなげるための今後の課題についてですが、まさに市で

は今回の消費喚起を経済効果につなげることが課題であると捉えましたので、一過性のもので

終わらせることのないよう、本年度は笛吹市単独事業としてプレミアム付き商品券発行のため

の事業費４千万円を計上し、昨年に引き続き消費喚起を促し笛吹市経済の活性化を図ってまい

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。今、部長からもご答弁をいただいたわけでございますけれども、

まさにこの消費喚起、また経済効果に発展するこの、これも商品券の事業に対する１つの目標

としまして、この調査結果をですね、公表していただくということが今回の趣旨でございまし

たが、それが今回、６月に市のホームページにも載せていただきまして、この調査表が出たと

いうことで、新たにまた市民の皆さんにもこの評価が伝わっていくんではないかということで

ございます。１つの実績ができましたことは改めて御礼申し上げます。 

 さらにまた本年度、単独事業として４千万円の補助事業ということがのったわけでございま

すけれども、この事業に対するですね、いくつかの課題点、問題点というのも出てくると思わ

れます。今回の調査表にもございましたけれども、この取りまとめた中でですね、特にこの商

工会さんのほうで取りまとめたものを公表されたわけでございますが、そこで一番、市のほう

で感じているということについてお伺いしたいと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 市で非常に今回の商品券につきましては、効果が非常にあったということは感じております。

答弁にもありましたとおり、一過性に終わらせないように引き続き商品券を発行して経済効果

を進めていきたいと思っております。 

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した。ここに、横浜市でのプレミアム商品券の実績報告書を事前に勉強

させていただきました。この中でですね、大手さんということもありますけれども、細かく調

査されている中で、この商品の販売のスタイルというのもですね、いくつか細かくなっている。

特にあったのは先ほども質問させていただきましたが、いわゆる１千円から、またそれ以下の

中小の商店にも対応できるタイプという形もあったようでございます。この調査、笛吹市のほ
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うでも、調査のほうでもこのような点が指摘されていると思うんですけれども、それについて

お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 ご指摘のとおりだと思います。前回２回の販売につきまして、いろんなご意見をいただいて

おります。商工会等と協議をいたしまして、できるだけいい方法で販売をしていきたいと思っ

ております。また金額等につきましてもご指摘のとおり１千円では高いと、多いというご意見

も伺っておりますので、そちらも併せて検討してまいりたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 市民の皆さまから寄せられる意見の１つとしては、購入するためのですね、時間と言うんで

すかね、そこの場所へ行かなければいけないという不便さ、また並ぶということの不便さとい

うものがあったようでございます。そういった部分についてはまた今後検討していただければ

というふうに思います。 

 さらに今後のですね、さらにこの精度を上げていくという部分におきましては行政と、また

事業者と、そしてできれば学のですね、力をいただくなら、産官学の中でこの市場調査という

ものをですね、改めてしていただく中で、さらに精度の高い調査報告を公表していただければ

と思いますけれども、これについてはいかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 精度を上げるということにつきましては、商工会等と十分協議をした上で調査等も含めて対

応していきたいと思っております。 

 以上です。 

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した。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは２問目に入らせていただきたいと思います。 

 ２つ目の質問といたしまして、昨年も取り上げさせていただきましたが高齢者の見守り・安

否確認（センサー機器）サポートの早期導入を求めるでございます。 

 ２０１５年６月議会定例会の一般質問におきまして、笛吹市も先進自治体の事例を参考に高

齢者の見守り・安否確認（センサー機器）サポートの早期導入について取り組むべきとの質問

をさせていただきましたところ、市当局の見解を伺いましたところ保健福祉部長より２０１５年

５月末現在では、１つ目はふれあいペンダント事業の設置は２６５台。２つ目として一人暮ら

しの高齢者見守り利用登録者は６３人。３つ目として配食サービス利用者は４９人が利用。こ

れらの事業の対象となる在宅一人暮らしの高齢者は３，８８５人。一人暮らし以外の高齢者の

み世帯は３，０１４世帯となっているということでございました。また今後、私のほうも質問
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させていただいた中で提案のあったセンサー機器について、ふれあいペンダント緊急通報シス

テムへの追加設置等について事業者と調査・検証するとともに、民間のサービス実施事業者に

ついて、これらの情報を取りやすくするなど市民のニーズに合った高齢者の見守り支援に取り

組んでまいりたいと考えているとのご答弁をいただきました。 

 本年もわが石和町内でですね、同様の安否確認が必要な事例が発生したということがござい

ます。先日もですね、私の隣組の高齢者の一人暮らしの女性の方がお亡くなりになったという

状況もありました。これについても近隣の方が不審に思いおうかがいしたところ、すでにお亡

くなりになった状態であったということでもございました。こういうことを受けまして再度、

高齢者の見守り・安否確認、またセンサー機器のサポートを入れることによりましてですね、

早期の対応ができると信じ、不可欠と考えまして以下、市当局のご見解をお伺いいたします。 

 １つ目といたしましては、先進自治体の事例を参考に高齢者の見守り・安否確認（センサー

付き機器）サポートのマッチングはできるのかどうか。可能な場合は導入時期はいつごろか。 

 ２番目として先ほどの１、２、３の利用者以外の対象者向けの支援として汎用品である無線

通信機を内蔵したｉポットというようなセンサーを使った電子機器を購入するなどの補助金の

お考えはあるか。 

 ３つ目としまして、その他、情報を取りやすくするなど市民のニーズに合った高齢者の見守

り支援について具体策はあるかということをお伺いして、質問に代えさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに高齢者の見守り・安否確認（センサー機器）サポートのマッチングについてですが、

現在実施しております高齢者緊急通報システム、ふれあいペンダントにおいて安否センサーに

よる安否確認が可能ということが確認できましたことから今年度の当初予算に計上し、センサー

導入に向けた業者との協議を進めております。この夏には実施ができるものと考えております。 

 次に無線通信機器を内蔵したｉポットなどの電子機器購入補助金についてですが、高齢者の

見守りについて離れて暮らす家族の心配を解消するため、無線通信機器を内蔵した家電機器等

による高齢者の見守り・安否確認サービスが企業により商品化されているものというのが認識

をしております。この導入にかかります導入補助金につきましては、多様なサービス形態であ

ることから全国的な動向も調査する中で検討してまいります。 

 次に市民のニーズに合った高齢者の見守り支援の具体策についてですが、高齢者の見守り・

安否確認へのセンサー機器によるサポートサービスは、高齢者の安否について家族ニーズへの

支援ということになりますので、市内で利用できる多種多様なサービスについて行政サービス

とともに民間サービスについて整理をして公開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。 

 １３番、中川秀哉君。 
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〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。思いもがけず実施していただけるという方向だということでござい

まして再質問がなくなってしまいましたけども、具体的にちょっとお伺いしたいと思いますが

今年、予算を設けていただけるということでございますが、どのような状況、また予算付けと

いう形を考えていらっしゃるのか、お伺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） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 本年度の、今、取り組んでおります条件につきましては、先ほどご紹介をしたとおりでござ

いますけれども、ふれあいペンダントという現在、電話機、電話の受信機にペンダント型の通

報発信器を付けまして、家の中、庭先くらいであればご本人がそのボタンを押すことで富士通

のほうのセンターのほうに通報がされて、そこから必要に応じて消防の出動というふうになる。

これまでの装置を効率よくしていこうという形のものです。この富士通さんの機器を昨年でし

たか、導入した際にはパッシブセンサーという赤外線の装置を家庭内に設置をして、それでふ

れあいペンダント、ボタンを押さなくても何日か、そこを通らないことによってサインが出る

というふうなものを導入ができるかという検討をしておりました。昨年、ご質問もいただきま

したので、改めて業者との協議をし、それを導入する契約というところで現在、協議をしてい

るというところでございます。 

 ふれあいペンダントの事業費についてはちょっと今、委託契約の中で行うということで、現

状ちょっと今、手元にその金額的なものがないので、またのちほどそれについてはお答えをさ

せていただきます。 

 以上です。 

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した。昨年の質問をさせていただく中でも争点はやはりそういうものが

設置、追加できるかどうかということだったと思います。その中でやはり、現状の今までのタ

イプのものにはなかなか、そのマッチングができないというようなお話がありまして、それを

また新規購入するまで、ちょっと在庫的な問題があるんじゃないかという問題もあったという

ふうにも感じておりますけれども、それがまた今夏、この夏以降ですね、搭載していただける

ということでございますので、また期待していきたいと思います。 

 その中で、先ほどもございましたが利用者に登録している方以外でですね、さらにまた必要

と思われる方なんですが、固定器を持っていない場合ですね、携帯電話で過ごされる方が多い

ということも確認できますけれども、そういった場合の対応というのはどういうふうに取りま

すでしょうか。 

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） 

 お答えいたします。 
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 先ほど議員のほうからもご提案というか、ご質問の中でご提案をいただきましたｉポットみ

たいなものの中に実は業者によってさまざまな形態があるというふうに申し上げましたが、そ

うした魔法瓶を使ったとか、あるいはガスの機器からの発信、あるいはセコムさんやアルソッ

クさんのような警備会社がそういった見守りをするというようなものもございまして、携帯電

話からの発信といいますか、特定して探してあるわけではございませんが、多種多様な企業の

提案があるというものでございますので、また必要があればそういったものを研究していきた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（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。先進自治体の実例で言いますと、県なり市町村のホームページにで

すね、そういった事業が民間でも行われているということのご紹介のサイトというか、ページ

を設けているところも多く見受けられます。先ほど部長からのご答弁の中にもありましたけど

も、ぜひそういった部分を公表していただく中で、市民の皆さまにも扱いやすいもの、また市

で推奨していけるという部分でもですね、ご紹介をいただければと思うんですが、その点につ

いてもう一度お願いいたします。 

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。 

 先ほども申し上げましたように、先進の自治体では議員のほうからもご紹介があったように

非常に大都市圏が多いということでございます。これは遠隔地に住む家族が単独で生活してい

る、あるいは高齢者夫婦の安否を気遣ってこういったものを導入していくということでござい

まして、特に補助金制度等については難しい点がございまして、例えば高齢者自身が住んでい

るところなのか、確認したい家族が住んでいるところなのかというふうなところがございまし

て、どうも補助金導入に踏み切れないのはそういったところがあるということでございます。

われわれといたしましては、笛吹市といいますか、山梨県の中で使える多種多様なサービスに

ついて現在、調査をしておりますので、これらを一覧にして公開をしていきたいという考え方

でございます。 

 以上です。 

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。今後、また先進地の事例、また近隣の市町村との連携も図って、ま

た県との要請も含めて、ぜひとも早めにですね、その導入に向けた実現をお願いしたいと思い

まして、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。 

 引き続き関連質問を行います。 
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 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。 

 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、通告に基づき一般質問をさせていただきます。 

 はじめに熊本・大分地震により亡くなられた方々のご冥福と被災された方々に心よりお見舞

いを申し上げます。一日も早い復旧・復興を願います。 

 大分県出身の私にとって親戚、友人が被災する中で地震発生当初より現地へ行きたいと願い

ボランティアバスを探し出し、熊本県西原村へ行ってきました。地震の凄まじい破壊力を目の

当たりにし愕然としました。作業として一時避難所となっている小学校の清掃と消毒、倒壊家

屋の後片付け等、限られた時間の中での作業でまだまだこれからさらに人手を必要としている

のが現状でした。後ろ髪を引かれる思いで熊本をあとにしました。そこでまずはじめに１番と

して、熊本地震の教訓を生かすための取り組みについて伺います。 

 ４月１４日の前震、同１６日の本震で震度７の揺れを観測した熊本地震発生から２カ月、発

生当初の救援や避難所の開設といった局面から復旧・復興に向けた事業が本格的に始まるよう

になりました。だが、被災地が求める支援の内容は一人ひとりの被災者の実情に応じて多様化・

個別化が進んでいます。 

 復旧・復興事業が本格化するにしたがって新たな課題も浮かび上がってきました。被災自治

体の最大の悩みはマンパワー、人手不足による業務の停滞、被災住宅の危険度を判定する作業

が進んでいない自治体も多いと聞いております。仮設住宅の入居に必要な罹災証明書の発行も

難航しているのが現状です。被災者に寄り添い続けながら復興支援を行うことが重要と思いま

す。今回の震災から何を学び生かしていくのか、以下の点について伺います。 

 １つとして笛吹市では４月から災害対応や防災、防犯業務に専念するため防災危機管理課が

新設され、市民の期待を集めていますが当面の課題について伺います。 

 ２点目として、平成２８年６月議会定例会の一般質問（東北大震災後）において被災者情報

一元的に管理する被災者台帳システムの導入し、被災者が税減免などの公的支援を受ける際に

必要な罹災証明書の発行などが迅速化できるように提案しましたが、今現在の市の現状につい

て伺います。 

 ３．熊本地震により、多くの被災者が車で寝泊まりする車中泊を余儀なくされていることも

特徴です。震度７の大地震が夜間に連続して起こったことがトラウマとなり、恐怖感で自宅に

帰れなくなって多くの人が車中泊をせざるを得なくなったとされています。持病を抱える人や

高齢者の疲労もひどくリスクが付きまといます。長時間の車中泊によって関連死も誘発されて

います。これらの対応について伺います。 

 ４点目として地域だからできる準備に普段から取り組むことが大事であり、事前の備えを地

域ぐるみで考えて訓練することや自分の町は自分たちで守ろうという近助を想定した訓練も大

切です。これらの取り組みについて伺います。 

 最後、５点目として今回の熊本大地震を契機に連続大地震も想定外ではなくなりました。地

震による大規模な土砂災害も想定に入れなければならないことも明らかになってきました。あ
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るいは連続大地震で引き起こされる大量の車中泊に対する対応なども踏まえて発生した災害や

地域の実情に応じ、地域防災計画の見直しを進めるべきと考えますが対応について伺います。 

 １点目の質問です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（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。 

 はじめに防災危機管理課の当面の課題についてですが、本年４月に総務課消防防災担当を防

災危機管理課に再編をいたしました。防災業務や防火・防犯などの危機管理業務を一元化し専

任の課長の配置により防災・危機管理を専門とする部署であるという、より高い意識を持って

安心・安全なまちづくりに努めていかなければなりません。 

 近年、全国的にも大地震や土砂災害、洪水被害など大規模災害が頻発していることからも課

の設置に伴い、防災対策は最も重要な分野であると捉えております。 

 今回の熊本地震や近年発生している災害を教訓とし、自主防災組織の育成・強化策などの取

り組みとともに、より実効性のある防災対策をスピード感を持って着実に進めていかなければ

ならないと考えております。 

 次に被災者台帳システムの導入についてですが、平成２３年６月議会における一般質問で被

災者支援システム導入に関する質問を受け、検討を進めてまいりました。平成２５年の災害対

策基本法改正以前は被災者情報について個人情報の目的外利用、外部提供、情報共有等の点に

ついて課題もありましたので、導入に至っておりませんでした。 

 ２５年の法改正により被災者支援に関する事務が円滑に行われるよう規定が整備され、また

避難行動要支援者台帳を整備するために、平成２５年度に被災者支援システムと避難行動要支

援者システムを導入をしております。 

 次に車中泊への対応についてですが、避難所におけるプライバシーの問題等により車中にお

ける避難生活を送る事例は少なくありません。長期の車中泊は心身へのリスクが高まることか

ら車中泊を解消するためにもプライバシーなどに配慮し、適切な避難所運営に備えてまいりま

す。熊本地震ではエコノミークラス症候群による関連死も目立っておりますが、車中泊だけで

なく長期間の避難所生活により発症のリスクが高まることから、その対策についても市の保健

師や医療関係者と連携し対策を進めてまいります。 

 次に災害へのこれからの取り組みについてですが、地域の災害について学び防災力を高める

ためには行政区ごとの共助および自主防災組織・防災リーダーが必要であると考えます。防災

訓練・出前講座などの機会を通じ自主防災組織の重要性について説明し、自分の地域は自分で

守るという訓練を実施できるよう協力してまいります。 

 次に地域防災計画の見直しについてですが、地域防災計画は随時見直しを行うこととしてお

り、最近では平成２７年８月に見直しを行っております。地域防災計画は国・県の計画に準じ

作成する必要がありますので、国の熊本地震の検証をもとに市といたしましても随時改訂をし

てまいります。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 ありがとうございました。部長の答弁の中で自主防災組織の育成と強化、実効性のある、そ

してスピード感を持って着実に進めていくと言われましたけれども、具体的に何を考えている

かということと今現在、自主防災組織が機能している行政区はありますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 自主防災組織の育成・強化についてでありますけども、現在、市といたしましては県で行っ

ております自主防災組織のリーダー養成講習、そういったところに行政区長、また消防団のほ

うを派遣いたしまして、研修を受けていただいているというような状況でございます。また自

主防災組織の育成という部分で、出前講座というものを実施をしておるわけでございますけど

も、今年は非常に区からの要請が多いというようなことで、ここまでで１８行政区くらい、今、

要請があって出前講座に対応しているというような状況でございますので、引き続き市内行政

区、できるだけ多くの行政区に出前講座を利用していただいて、自主防災組織の必要性、また

防災リーダーの必要性、また自主防災組織として何を行っていくかといったことを区のほうで

も積極的に受講していただきたいというふうに考えているところでございます。 

 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） 

 今、答弁の中で新たに１８の行政区が出前講座を希望しているという状況の中で、区として

はやっぱりどうしても区長さんはとか、副区長さんは１年交代ですよね。となるとなかなか、

養成講座を受けられてもなかなか地区の中に、区の中にそれが広がっていくというのがなかな

か無理のような気がするんです。そういった中では旧の消防団だったり、中には看護師さんを

経験している人もいますし、あとは消防の関係で退職された方もそういった方も大勢の方がい

らっしゃいますので、ぜひその出前講座をする場合、区のそういった、区民の中にそういった

方々にも声を掛けていただいて、防災リーダーの養成講座を受けていくべきかと思いますが、

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） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 自主防災リーダーを育成する中で、やはり課題というのは現在の防災リーダーというのは、

議員がおっしゃるとおり行政区長、あるいは行政区のほかの役員として自主防災リーダーを兼

務しているというような形が非常に多いということで、１、２年でその役割を終えてしまうと

いうケースがほとんどだというふうに思っていますし、そこが一番の課題であるというふうに

考えております。市といたしましても区の役員と別にですね、そういった消防経験者等、また
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市のＯＢ等を中心に自主防災組織のリーダーを５年くらいの年数の中でやっていただけるよう

に今後、そういった出前講座等を通じて行政区のほうにお願いを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。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ積極的な取り組みをお願いしたいと思います。 

 それから２点目の平成２５年度に被災者支援システムと今回、避難行動要支援者の導入をし

ているということですけれども、熊本地震のほうを見てみましても本当にいざというときにそ

の罹災証明が発行されないというのが現状で、なかなか新たな住宅に引っ越すこともできない

という中で、いざというときのために稼働できる準備はどこまでできているのか伺いたいと思

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 被災者支援システムでございますけども、先ほど答弁のとおり２５年の避難行動要支援シス

テム台帳整備する際にこの被災者支援システムはもとのシステムになるわけですので、そちら

のほうを導入しているという状況でございます。被災したときにそういった被災者の情報をデー

タを入力して、それによって罹災証明書等の発行等に活用していくところでございますけども、

事前にですね、住基データですとか固定資産台帳のデータを事前に入力していくことによって、

そのデータ入力作業、被災後のデータ入力作業がいくらかでも簡素化されるというようなこと

もございますので、今後、事前のそういったデータの準備等を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 また避難行動要支援システム以外にも避難所システムですとかですね、緊急物資管理システ

ムとか６つくらいの連動するシステムがあるわけなんですけども、そういったものも今後実際

に被災したときにですね、そういった被災者の情報を一元管理することによって重複を避けた

りですとかですね、そういった支援漏れを避けたりとそういったことが可能になっております

ので、そういったものについても今後は検討を進めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 被災が起きて、地震が起きてからでは、災害が起きてからでは間に合いませんので、ぜひそ

れを想定した上で事前の準備をお願いしたいと思います。 

 それから先日も議題がありましたけども、防災会議の委員なんですけれども、本当に女性の

視点を生かす意味では女性委員が必要だと思うんですけれども、今現在の女性委員の占める割

合と今後、何％までもっていく予定があるのかお尋ねします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災会議の中で女性の占める割合ということでございますけども、現在２６名の、これは２７年

に開催したときの委員なんですけども、２６名の委員のうち女性がですね、３名ですか、３名

です。２７年度の際には３名ということですが、これいずれもその役職でその女性の方がその

いわゆる団体の代表者に当たっていたりとか、組織の代表だったということで、たまたまとい

う言い方もあれですけども、女性として出てきているということで、会議の中に女性を幾人と

いう、これまで意識、思って委員の選出はしていなかったというような状況でございます。先

ほど言われましたように女性の視点でそういった災害対策をしていくといったことは、前々か

ら重要な部分であるというようなことを言われておりますので、会員の中の女性委員について

は今後またできるだけ、少しでも多くの委員になっていただけるように検討していきたいとい

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） 

 ぜひ、そのメンバーの中に赤十字の委員とか生活改善委員の方も笛吹市には大勢いますので、

一般市民の方で感覚を、大いに意見をもらうという意味では女性の視点から、例えば男性だと

なかなか何をそろえたらいいとか分からない点もあると思いますし、避難所に運営するに当たっ

て、やっぱり女性ならではの、こうしてもらいたいとか、例えば着替えるのに困ったとかいろ

んな状況がありますので、ぜひ女性の占める割合を多くしていただきたいと思っております。 

 それから災害へのこれからの取り組みとしてですね、今回のボランティアに参加して全国で

関東地方が多かったんですけれども、そのメンバー、２６人でそれぞれの人がそれぞれの思い

で参加した状況の中で、１０代、高校生とか大学生の方も大勢おりました。そういった現実に

すごいなってびっくりしたと同時に今後、その若い人たちの力を借りる意味でも災害ボランティ

アコーディネーターの養成講座、笛吹市の現状と高校生、大学生、１０代、２０代の若い人を

対象にするボランティアコーディネーターの養成講座について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 災害ボランティアのコーディネーターということでございますけども、ボランティアという

のは大事なのは自発性ということでございますけども、そういった中で阪神・淡路大震災のと

きですか、ボランティアと被災地のニーズの調整に苦労したというようなことでこういったコー

ディネーター制度というのが重要ではないかというような話が出てきて、その後、阪神・淡路

大震災をいわゆる災害のボランティアの元年というようなことに位置づけて、そういったボラ

ンティアの養成講座、コーディネーター等の育成を行ってきた経過があるようなんですが、そ

れは国の社協とかですね、県の社協の中でやってきたというようなことで、１０年くらい前に

それが市のほうへ、いわゆるおろされたというようなことのようでございます。 

 そういった中で現在、市の中でボランティアコーディネーターの養成講座といったものは開

催をしていないといったところが実情でございます。社協のボラセンの中のスタッフとして、
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いわゆるコーディネーターという位置づけをして、そういった働きをしてもらうというような

ことで、そのコーディネーター自身、資格制度でもないというようなことのようですので、はっ

きり位置づけがしていないというようなこともございまして、現状ではいわゆるコーディネー

ターの育成という形では、あまりしっかり行われていないといったところが実情でございます。

そういった中でボランティアの訓練、災害ボランティアの訓練等を年１回、社協のほうで開催

しているというところで、そういったところでいわゆるコーディネートの部分も含めて今後も

やっていきたいといったところが現状でございます。 

 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） 

 ぜひ若い力を得るという部分では、そういった若い層にも声を掛けていただければなという

ふうに思います。 

 それから今回、４月に新たに笛吹市としても女性の消防団を発足させましたよね。その中に

防火・防犯の広報と式典等を中心に活動を行いますということで、女性の視点を生かすという

意味からも今後、女性消防団の担う責務とか、担うにあたって、今後どういったことをまた幅

広くやっていくのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 この４月からですね、笛吹市の消防団に機能別消防団員ということで女性の消防団員を５名、

任命をしたところでございます。一応、現在は市の、新しく採用した市の職員５名ということ

でございますけども、一応、定数がたしか１５名ということになっておりますので、今後、市

役所へ入ってまだ間もない女性の職員、あるいは一般の方等へも公募をかけてですね、人数は

増やしていきたいというふうに考えております。 

 活動状況についてですが、先ほど言われたように式典等、あるいは防火週間等の啓発等で一

応、活用を考えているところでございますけども、先日、市の市役所の中のですね、いわゆる

本館の防火訓練等をした際に、女性の消防隊の方にもポンプの操法の仕方を訓練していただい

たり、一応、そういったことはやっております。 

 今後、震災等が起こった場合に、先ほど言ったように女性の視点でいわゆるサポートしてい

かなければならない部分というのもありますので、女性消防隊員にはそういった部分での役割

を担っていただ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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 部長、今、１５名とおっしゃって、今現在５名ですけれども、何人まで挑戦していかれます

か。何人まで挑戦して増やしていくお考えがあるか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 



 １１４ 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 現状では定数を満たすことを目標にいたしますけども、先ほど言ったように災害の現場で女

性のそういった活躍、そういったことを見込んでいくためには１５名じゃ少ないなというふう

に感じておりますので、そのへんについては定数の見直し等は今後検討をしていきます。 

 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） 

 先ほど地域防災計画の見直しということで、国・県の計画に準じて作成する必要があって国

の熊本地震の機をもとに見直していくということでしたけれども、この熊本・大分地震に関し

て笛吹市としての検証はどのように考えていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 今回の熊本地震につきましては、やはり東日本の大震災とかですね、阪神・淡路、あるいは

新潟中越とまた違った特徴の、いわゆる狭い範囲で浅い震源の中で大きな地震があった。それ

も１回じゃなくて２回、３回大きなものがあって、また震度５弱ぐらいのものが多発している

というような特徴もあると思います。そういった中で家屋の倒壊といったものが今回は大きな

特徴、またそれに伴う土砂崩れですか、そういったものも関連して起こっているというような

ことが今回の熊本地震の特徴であるというふうに捉えておりますので、市といたしましてもそ

ういった広い範囲でのそういった災害でなくて笛吹市、狭い範囲で大きな地震がきた場合、ど

ういった被害が起こっていくのかといったものは今後、想定して市の防災計画の中に織り込め

るものは織り込んで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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから平成２８年の総合防災訓練という、こういう資料をいただいたんですけれども、今

回は防災訓練を笛吹市では７カ所、指定避難所を指定してやっていくという中で、この７カ所

で耐震は大丈夫でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災訓練の中で指定避難所における防災訓練、これを２年ほど前から行政区を変えながらやっ

ているわけですけども、今回の指定避難所、どこをちょっと使用するのか今、ちょっと私、はっ

きり記憶はしておりませんけども、一応、指定避難所の中で耐震化が満たされていないという

のが、いわゆる区の公民館を指定避難所に指定している６カ所がございます。それ以外の市の

公共施設はいずれも耐震化は進んでお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。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 この資料によりますと一宮の一ノ蔵の公民館というふうになっているんですね。これ、おそ

らく耐震はされていない状況の中で、そこでの指定避難所の訓練をやっていいのかなというふ

うに不思議に思ったんですけど、その点について。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 指定避難所につきましては今後そういった耐震化、あるいはそういった施設の大きさ等も考

える中で見直しを進めてまいりたいということで考えております。基本的にはもう少し広い、

広域での指定避難所の検討というようなことで考えているところでございますけども、行政区

の公民館を市の指定避難所として利用していくといった部分では、ほとんどのところは見直し

をしていかなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 早急に見直しをしてもらいたいことと公民館が指定避難所で耐震ができてなくて何かあった

場合、これ人災に当たると思うんですけども、その点はいかがな認識をされているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 たしかに言われるように、耐震化されていないところで指定避難所として指定をして何かあっ

た場合ということで、何かあっては困りますので、そのへんの見直しは進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 先日の資料の中にありますと、職員の災害時マニュアルの見直しをこの４月に行ったようで

すけれども、具体的な内容を伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災危機管理課の設置に合わせて今年度４月から、これまで職員初動体制マニュアルですか、

そういったことで災害時の職員の初動体制についてのマニュアルを作っていたわけですけども、

どうも実際に駒を動かしてみるとうまくできない部分もあるといったことで、本年度、笛吹市

災害時職員活動マニュアルということで見直しを行ったところでございます。 

 具体的にはですね、大きなところはこれまで情報の収集、発信等に一元的なそういった管理

する部門がなかったというようなことで、混乱を招く恐れがあるということから今年、災害対

策本部の中で統括局といったものを整備をいたしまして、防災危機管理課の職員とその中に各
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部局から何名かそれぞれ代表に出ていただいて、統括局ということで情報の一元化を図るといっ

たことと、あとそれぞれの役割、各部、各班があるわけですけども、これまでの初動体制マニュ

アルでは職員がダブっていたりする部分もあって、実際にどうやって動いていいか分からない

といった部分がありますので、全部、名前をですね、拾い上げる中でそういうダブりがないよ

うにしっかりと調整をしていくといった部分も、これまでとは大きな違いであろうというふう

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） 

 今回、防災危機管理課が新たに新設されたということで、今までと一番、違う場所、違うと

いうか、一番力を入れる部分は教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災危機管理課が設置をされました。これまで総務課、消防防災担当で事務を行ってきたわ

けですけども、基本的には業務内容自体はそれを引き継いで行っているといったところでござ

います。当然、市民の目にも防災危機管理課といえばはっきりここが防災の担当部署だという

こともはっきり分かりますし、職員の意識も専任の課長を置いたということで今までよりも高

い意識を持って取り組んでいかなければならないというところでございます。 

 また質問の中で課題ということでありましたけども、挙げるとすれば職員が直接被災体験、

大きな地震等の被災体験がないといったようなとこはやはり経験という部分では大きな課題で

はないかというふうに思っていますので、これまでの災害等をしっかり検証する中で教訓とし

てしっかり生かしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひですね、現場に行ってこそ見えるものがあると思います。その職員の中で東日本大震災、

今回の九州で遠いですけれども、熊本地震において、中越地震もありました。専門職の方が行

かれたと思うんですけれども、今の防災危機管理課の職員の中でそういった現地を見たという

方はいらっしゃいますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 笛吹市になってからですね、新潟の中越地震と東日本大震災ですか、こちらのほうへいわゆ

る土木系の職員と、それから文化財関係の職員を派遣をしたということでございます。防災危

機管理課の職員はいずれも一般行政職ということで、そちらのほうの現地への派遣の経験はご

ざいません。 

 以上です。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 やはり現場を見て風を感じて、においを嗅いで被災者の方に寄り添ってはじめて生きた、実

効性のある対策ができると思いますので、できたら現地に行くことを望みます。本当に今、忘

れたころにやってくると言いますけれども、覚えてくる間にいろんな災害は、ここに、笛吹市

になくてもやっぱりあるということは本当に他人ごとではなく、わがこととして普段何もない

ときから本当に一人ひとりが認識を変えて考えることがすごい、今回の熊本地震において自分

もそういうふうに思いました。ぜひそういった意味で、また危機管理課ができましたので、住

民の期待もあります。またそれぞれが安全・安心のために職員に頑張っていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 それでは２点目の質問に入らせていただきます。２点目の英語教育について。 

 文部科学省は、中学校での全員参加型の英語力テストの実施などを柱とした中高生の英語力

向上推進プランを発表しましたが、国の教育振興基本計画では平成２９年度に中学校卒業段階

で英検３級程度以上の英語力を持つ生徒を５０％とするという目標を掲げていますが、平成

２６年時点では国では３５％と伸び悩んでいるようです。また都道府県県教委ごとに策定する

英語教育改善プランには具体的な策のほか、英検などの合格実績等の数値目標や制定や日本語

を使わない授業の実施など毎年の進捗状況の検証、公表などが求められていますが、そこで以

下の点について伺います。 

 １点目として、文部科学省が公表した英語力向上推進プランに関する所見を伺います。 

 ２点目として、現時点での本市の児童生徒の英語力についてはどういう認識でどのような課

題があるか伺います。 

 ３点目として、学習意欲の向上や世界的な視野を育む一助とするために中学生の英検検定料

を助成する考えはないか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに生徒の英語力向上推進プランについてですが、本年度中に生徒の英語力にかかる国

の目標を踏まえた県としての英語教育改善プランが策定されます。加えて次期学習指導要領も

本年度中に告示される予定です。これらにより英語教育の内容がより明確になるものと考えて

おります。市教委といたしましては、これらに基づき今後の取り組みについて検討していきた

いと考えております。 

 次に本市の児童生徒の英語力についてのご質問ですが、市教委といたしましては英語を使っ

てコミュニケーションを図る力を児童生徒に身に付けさせたいと考えております。 

 昨年度より文部科学省より笛吹市を含む県内５市町村が英語教育強化地域に指定され、本市

では春日居小学校、春日居中学校、笛吹高校をモデル校として英語でのコミュニケーション能

力の育成を目指した教育課程や指導方法、教材の開発等、さまざまな課題解決に向けて研究を

始めております。 
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 本年度は市内小・中・高校の英語の担当者を中心とした学力向上研究委員会で、これまでの

研究結果を示し、児童生徒の英語力向上につなげたいと考えております。 

 次に英検の検定料助成についてですが現時点で助成する予定はありません。しかし、将来的

には検討する必要が出てくることも考えられますので、国や県の動向を見ながら慎重に対応し

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） 

 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） 

 ありがとうございました。今後、英語教育改善プラン策定などにあたって、県教委とどのよ

うに連携していくのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 英語教育改善プランが示されることによって県の目標等も示されることとなっております。

現在、市では先ほども答弁で申し上げましたが、モデル校を中心に強化地域ということで研究

に取り組んでおります。これらを市内の他の小中学校に広げることによって、新しい教育課程

につなげていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 そういった中で国としては２９年に５０％にもっていくという目標を掲げておりますけども、

笛吹市としてはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 国の目標でございますので、それに近いものにもっていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから市内小中学校でＡＬＴの配置について、配置されていると思いますけども、現状に

ついて今後どういった見直しがあるのか、お聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 ＡＬＴにつきましては、市内の中学校５校とそれから石和南小学校に１名、計６名配置して

おります。石和中学校以外の中学校のＡＬＴにつきましては、それぞれ担当地域の小学校も担
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当しております。 

 今後の見直しということは増やすとかいう、そういうことだと思いますが、一応、現状で考

えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 現状ということで、県内を調べましたら市川三郷町で平成１９年から英語検定に関する助成

制度が始まっております。そういった意味ではぜひ笛吹市にもこういった助成制度、再度お伺

いしますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 答弁でも申しましたが、今の時点では考えておりません。将来、国・県の動向等を踏まえな

がら検討したいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ近い将来、実現できるようによろしくお願いいたします。 

 最後に教育長に伺いますけども、今現在のグローバル化が進展する中で国際共通語は英語だ

と思います。今後、英語力が向上するにあたって日本の将来にとっても笛吹市にとっても重要

と思います。ましてこの２０２０年には東京オリンピック、パラリンピックを見据えて外国人

とのコミュニケーションも必要になってくると思います。その見解を聞いて一般質問を終わり

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） 

 大変難しい質問でございますが、文科省のほうも東京オリンピック・パラリンピックを見据

えて指導要領の改訂等を加速をさせているわけでありまして、本市におきましても先ほど野田

部長のほうからも話がありましたように、特にＡＬＴ等で足りないという場合については積極

的に市民の中で英語が話せる、そういった方々にも協力をお願いしながらどんどんと学校の現

場に入ってもらって、英語のコミュニケーション能力を高めていきたいというふうに思ってお

りますし、この県内でも特に特筆されるのは笛吹高校の生徒に小学校に入ってもらって物語の

読み聞かせ等々を今、計画をしているところでございますので、小・中・高あげて英語の教育

に取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひご協力のほどをお願いしたいと

思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で川村惠子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。 

 （ な し ） 

 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１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５１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。 

 午前中の質疑に対する補足説明の申し出がありました。 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 午前中、中川議員の質疑の中で予算の点について回答させていただきます。 

 本年度の予算につきましては、ふれあいペンダントが６万４，８００円をプラスいたしまし

て総額で４８万円ほどの予算を見込んでおります。この中でパッシブセンサーの対応をしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 笛新会の北嶋恒男です。 

 市民が自主的・自立的にまちづくりを行うために、地域コミュニティ協議会の設立を望むと

いう提言でございます。自分たちのまちは自分たちでつくろうというのが今回のテーマです。 

 現在は地域における少子高齢化、子育て支援、防災・防犯対策等々のさまざまな課題への対

応がより一層大事なものとして求められているときですが、これらの取り組みを困難にしてい

るものとして市民からの地域社会やコミュニティへの希薄化が懸念されています。本市におい

ても各支所機能縮小や職員の削減により行政への市民の関心度も低下しておりますが、ここで

もう一度、市民が行政に関心を持ってもらえて心地よりまちづくりを取り戻すことができない

かと考えます。そこで市民が自主的・自立的にまちづくりを行っている大阪府池田市の先進事

例を参考にし、本市でも検討していただくよう提言するものであります。 

 池田市ではこの制度は全国に先駆けて平成２０年度から実施しており、効果としては各種団

体などが連携し、地域の課題を一緒に解決に向けて取り組むことにより市民と行政との一体感

が生まれていると言われています。提案された要望内容が公共事業の基準では認められないよ

うなものでも市民要望の高い内容であれば認めてもらえることもあるといわれています。 

 池田市の２６年度の１地区の例ですが植栽の事業、子ども会の育成事業、市民レクリエーショ
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ン事業、地域イベント自然学習講習会事業、小学校の倉庫の改修事業、子育て支援事業、公園

整備事業等々、多岐にわたっております。 

 まずこの事業を行うには地域分権の推進に関する条例を制定し地域コミュニティ協議会、こ

れは仮称ですが、というものを立ち上げ市内の各町ごとに地域サポーター（ボランティア）を

公募で選定することとし、池田市の場合、６００名からの応募があったそうでございます。さ

らに各種団体からも専門的な代表者を出していただくものですが、ここでいう各種団体とは例

えば民生委員・児童委員、ＰＴＡ、商工団体、ボランティア団体、老人クラブ、子ども会、自

治会、地区福祉委員会など、あらゆる組織団体であります。 

 また各区の予算提案権の制度がありますが、その限度額は地域ごとに人口・面積を考慮して

上限を設定するものであります。各地域コミュニティ協議会では地域課題の検討を行い提案を

し、その提案をもとに市で審査をし認められたら実施しているものであります。また毎年個人

住民税の１％程度を予算提案権の総予算として充てていることにしております。 

 このような事業を進めるためには本市においては各町の提案事業の指導、調整、予算要望な

どは別欄の各支所長の特命事項とすべきであり、各協議会の窓口としても、石和支所が現在ご

ざいませんが支所の新設、それほどではないんですが、窓口としての新設も検討する必要があ

ると考えます。ついて以下、質問いたします。 

 大きな町、例えば小学校区が複数ある町でございますが石和、一宮、御坂町では小学校区割

を単位として、地域コミュニティ協議会を立ち上げ市と協働でまちづくりを進めていこうとす

るものですが、従来のように各町で個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すものです。

このような提言について市の考えをお伺いいたします。 

 次に最近、自治会組織、組からの離脱する世帯が増えてきております。各町での状況はどん

な状況かということをお伺いいたします。また今後もこのような現象が続く場合には、行政と

してもどのような対策を取られるのか、お伺いいたします。 

 次に地域コミュニティを進めるためには学校、学校教育ですけども学校や地域が一体となっ

て子どもたちを育てていくことが重要と考えますが、市の考えをお伺いいたします。 

 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。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに地域コミュニティ協議会についてですが、本市では地域振興促進助成金制度により

市民活動を支援していますが、その際、事業の自主継続と将来的な広域化を求めております。

この助成金を利用して事業の継続環境を整えるとともに、他地域への広がりとコミュニティ同

士の連携を促す狙いがあります。 

 平成２２年度からは地域の課題を見つけ、その解決策を考えるワークショップを毎年開催し

ており、今年度は「創る春日居ミーティング」と題し春日居エリアを例にワークショップを開

催をいたします。また市民参加型で市民のための協働のまちづくりハンドブック作成を進めて

おります。このような取り組みを通じて住民自らが地域づくりを考え、行政に伝えていくこと

で市民が自主的・自立的にまちづくりを行う姿に近づいていくと考えております。 
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 次に自治会組織からの離脱の状況および対策についてですが、自治会組織への加入につきま

しては、地縁的なつながりの希薄化や生活スタイルの多様化による共通の価値観の希薄化など

により加入しない、または離脱するといったケースが増加傾向にあると感じております。 

 各町の状況につきましては、福祉施設などへの入所者や世帯分離している家庭などがあるた

め数字的に把握することは困難でありますが、一時的な居住を主とするアパートなど集合住宅

が多い地域では加入率が低い傾向にあると考えております。 

 自治会組織への加入は強制するものではありませんが、行政区をはじめとする地域コミュニ

ティが自分たちの地域を自分たちで住みよいまちにしていくこと、顔の見える地域が有事の際

に心強い支えになり、自分自身や家族を守ることにつながることなどをＰＲしながら自治会組

織への加入を促進してまいります。 

 次に小中学校での家庭や地域との連携についてですが、教育行政の指針である笛吹市教育大

綱や笛吹市学校教育ビジョンでも家庭や地域との連携は大きな柱の１つと考えております。こ

の考え方のもと、各学校では保護者や地域住民の皆さまの中から教育に関する理解および見識

を有する方を学校評議員に委嘱し、学校の教育目標や教育活動、学校と地域の連携の進め方な

ど意見や助言をいただいております。 

 また各学校では通学路での立哨や本の読み聞かせ、地域の教員ＯＢの方々による学習支援、

リサイクル活動への協力、部活動指導補助など地域の実情に応じ、さまざまな取り組みも行っ

ております。さらに市全体ではＰＴＡ連合会や教職員で構成する教育協議会、教育委員会など

を構成員とする教育懇談会を組織しております。 

 教育懇談会では保育園や幼稚園、高等学校とも連携し家庭や地域、学校での教育環境の改善・

充実を図り、子どもたちの健全育成を目指す取り組みを行っております。 

 今後もこれらの取り組みを推進し、地域の子どもをみんなで育てていく意識を大切にして家

庭や地域との交流を進めてまいります。 

 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） 

 ただいま答弁をお聞きいたしましたけども、よくちょっと分かっていないのかなと思うんで

すけど、いわゆるこれは私の狙いはですね、一番の狙いは市の職員が市民と直接、関わる機会

をたくさん持っていただきたいということであります。支援事業とかですね、助成金をいただ

いて各団体、それぞれ申し込みしたところは事業をしているわけですけども、３年を限度額と

するわけですけども、この事業はですね、いわゆる、要するに例えば社会施設だとかスポーツ

施設もだんだんと指定管理になってしまっています。そうするともうそれは管理は全部市民に、

そういう指定管理者に任せるわけですけども、そうやってアメとムチではないんですけども、

ムチだけを与えてアメを与えない。要するに予算権をですね、各地区に持たせてですね、そし

てそこのボランティアのサポーターを公募して、そしてその予算で毎年毎年どういったことを

やっていったらいいかということをみんなで話し合うわけなんです。そういったことをすれば

ですね、お互いその交流ができますし、当然、市の職員もいろいろ専門の各担当がいるわけで

すけども、そういった人たちも担当のサポーターを、ボランティアさんを付けていただいて話
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し合いをしていただくというのが私のそういった狙いでございます。 

 そんなことですから特定な、区長会だとか地域審議会とか特定の人たちの集まりではなくて

ですね、市民でやる気のある人が町をどういうふうにしていったら素晴らしい町になるかとい

うことをお互い考え合う、そういう場をつくっていただきたいということであります。 

 そこで予算としましてはですね、使える補助金として１年延びましたけども、都市計画税の

全体予算の中の１割とかそういったものを充てて、まちづくりのために充てるということを思っ

ているわけですけども、そういった考えはですね、もう一度そのへんについてですね、ご答弁

をいただきたいと思いますけど。 

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。 

 北嶋議員がですね、ご質問の中で大阪の池田市の例をですね、出していただきながらですね、

ご提言をいただいたところですけども、例えばこの池田市と本市を比較したときにですね、池

田市の場合、こういった自治会の組織率というものがですね、４割を切るようなですね、そう

いった状況にあったという状況もあるという中で、こういった地域コミュニティ推進協議会と

いうようなものを立ち上げたというふうに認識しております。 

 本市の場合はですね、ご存じのように長い歴史の中でですね、行政区を中心としたその歴史、

あるいは文化、長い歴史の中で築いてきたですね、そういった地域のコミュニティというもの

がございますので、現在のところ、今はそういった行政区を中心とした地域コミュニティに主

眼を置きまして、まちづくりを推進していくという体制を取っているところでございます。 

 ご提言いただいたご意見もですね、場合によってはそういったところも活用しながら、そう

いった向きも考えられないことではございませんけども、現在、今、本市の置かれている状態

はですね、行政区を中心としたコミュニティを中心にまちづくりをしていくといった考えでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 たしかに池田市はですね、もう２０万都市、２９万ですか、大きな都市で自治会に入ってい

ないのも３割ぐらいいらっしゃるということなんですけども、笛吹の場合は町村の合併をいた

しましてですね、今までの思いがやはり支所といいますか、役場の機能の思いがあるわけです。

１２年経ちましたけども。今、見てみますとだんだんだんだんなんだか、もう行政に対するで

すね、冷めた状況が出ているじゃないかということで、そういう意味でですね、ぜひ地域間で

もって皆さんが、やる気の方が集まって、これからまちづくりを、それには予算が必要なんで

す。予算があってはじめてこういうこと、事業をしようということをしていけばですね、お互

い連携を取ってやっていく。それからまた各町村もですね、毎年毎年、どういった事業をした

ということの報告がありますので、御坂ではこういうことをされた、境川ではこういうことを

されたということで、また来年度にだんだんそれへ波及していくわけですけども、そういった、

要するにつながりを、市役所と地元とのつながりをずっと持っていきたいということで大体、
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人口減少の高齢化社会が進むわけですけども、やはり市の職員がですね、そばにいていろいろ

なことを聞いてくれるということが、これからの喜びある生活が送れるんではないかと思って

おります。今の状況を見るとなんか本庁方式といいますか、まとまってしまって地域のほうに

だんだん目が向かなくなる、そうするとまた住民もだんだんだんだん避けていってしまうとい

うようなことを非常に懸念するものですから、そういったことを毎年毎年ですね、つながって

いくようにですね、お互い同士、市民同士もいろいろな話ができるといろいろ発展するんじゃ

ないかと。例えば市民ミーティングをしてもですね、特定な人しか発言をしないわけです。そ

れをやはりですね、日ごろからつながりがあれば、もっともっと市民ミーティングなんてしな

くたって、随時随時そういった事業の説明がされるわけですけども、そういったことで突発的

にそういった事業の話をしてもなかなかうまくいかんではないかということで、とにかくつな

がりを持っていただきたいということが私のというか、今回の提案した理由でございます。 

 市のほうのご説明も今お聞きしましたから、一応、私のほうとしてはそういったことを提言

させていただきますけども、もう１つですね、教育関係者への提言ですけども、バランスのよ

い子どもさんを育てるためにはですね、学校と家庭と地域が一体となってですね、子どもたち

の育てる体制を整えていく必要があるということでございます。とかく学校現場は非常に忙し

い現場ですので、先生方も学校の中でですね、るるいろいろな事業をされているということを

お聞きしましたけども、やはり地域の大人たちですね、われわれのような大人たちが子どもた

ちをどういうふうに思っているかということも聞き及ぶことも必要じゃないかなと思います。

よくあいさつをしてくれてありがたいよとかそういった話でもいいですし、これはこうしたほ

うがいいじゃないかとかいうこともあると思いますので、そうは言っても一般の方と話をする

のもなかなか実現も不可能ということもありますけども、それで手っ取り早い議員とですね、

年に一度か二度、一緒に話し合う機会を学校の管理職の方、先生方と話し合う機会を持ってい

ただいて、そこでいろいろの意見を交換しあうということにすればですね、子どもたちの行動

がどうだとか、これからの将来がどうだということの話が出るんではないかと思いますけど、

そんなことで教育関係者にそういった話し合いの場をつくっていただけないかどうかというこ

とをお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校管理職の皆さんと交流の機会ということでございますけども、たしかに学校は常に開か

れていると思っております。地域の方が学校へ行ったり、あるいはＰＴＡの方が学校へ行った

りというようなこと、開かれた学校づくりをしております。そういう中でやはり議員の皆さま

方にもですね、実際学校へ行っていただいて学校現場を見ていただく、あるいは子どもたちの

様子を見ていただくということが大切かと思います。管理職との交流も大切だと思いますけど

も、ぜひまずは学校を見ていただくというふうなことをしていただけたらというふうに思いま

す。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 
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〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 見ていただくといってもですね、やはりそういった何かの団体でですね、企画をした段階で

なければなかなかそういった形は取れないものですから、またそういったときでないと本当に

発言も出てこないし、個人的な話になってしまいますので、ぜひですね、時間をですね、割い

ていただいて話し合う機会を取ってもらうということは、これは有効ではないかなと思います。

もう一度、そういった形を取れるかどうかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 そういう機会が取れるように検討したいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 先ほども申し上げましたように、ぜひですね、本庁方式を進めているわけですけども、ぜひ

その代わりにですね、地域の人たちが寄り合ってですね、市のことを勉強したり、これからど

ういったことを要望したりということができるようなですね、ぜひ場をつくっていただいて、

そしてだんだん組を抜けるというのもやっぱりあんまり楽しくないからじゃないからと思うん

ですけど、楽しいまちづくりができるようにですね、皆さんと知恵を出してですね、いく機会

をぜひしていただかないと、このまま黙っていきますと、だんだん逃げていってしまうじゃな

いかなというような気がいたしますので、ぜひこういった協議会なるものをですね、つくって

いただいて、ずっと継続できるように努力していただきたいと思いますけど、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 答弁は結構でございます。先ほど聞きましたから。 

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。 

 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 それでは北嶋議員の先ほどの質問の中に、通告書の中には１番最後のページで皆さんのお手

元にはあると思うんですけども、いわゆる支所の問題が一部触れているんですが、北嶋議員が

ちょっと触れる言葉をちょっと割愛してしまった加減で出ていなかったと思うんですけども、

総務課長さんのお話の中に出てきたような地域コミュニティという言葉に切り替わっているよ

うな気がするんですが、支所のあり方とか活用とか今後の支所をどうするのかというふうなこ

とはいろんなところでは市の当局からはいただいておるし、特に石和温泉観光協会に私、携わっ

ておりますので、特に今回、感じておるんですが、石和だけ支所がないんですよ。７町村の合

併なのに、なぜか合併協議会の中でも一度も協議されずに石和町だけ支所がないという、この

現実は皆さん、すっと日常を過ごして１０年経っていますので、まともに誰も討論してこなかっ
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たんじゃないかと思うんですが、石和に支所がないための弊害というのはいっぱい出ていると

思うんです。というのは、石和のことを一元的に処理する窓口がないために例えば福祉は直接、

福祉の関係のところへ石和の住民は行く、学校のことは教育委員会へ行く、土木建設はこっち

へ行けばあっちだからまちづくりです、これは土木課です、これは下水ですって振られる。結

局、石和の住民２万７千人は支所というところがないためにそれぞれのところへ行って、今に

なって支所を縮小しますと言われても支所がないんですよ、石和は。こういう問題に対して今

回、たまたま、私、石和温泉観光協会の事務を今までは各、ほかの石和以外の町は全員支所が

事務所、事務局を担当しながらお手伝いをして、各観光協会のことをおやりになっていたんで

すが、石和だけは笛吹市観光課がやっていたんです。変でしょう。市長さん。とても変だと思

いません。普通にやってこれたからなんとも誰も思っていなかったけども、石和だけは直接笛

吹市役所の本課が担当していて、これは変なんですよ。その変なことを誰も変だと思わずに１０年

通ってきたということに対してですね、ここがやっぱり分岐点ですから、１０年経って次の市

政に変わるのか、変わらないのかよく分かりませんけども、われわれ２１人の議員もここで禊

を受けるわけですから、新たな１０年に向けてのスタートするために支所の扱いをどういうふ

うにしていくんだということを真剣にみんなで考える時ではないかと思います。特に芦川と石

和を比べれば一目瞭然だと思うんですが。そういうことを念頭に置いて私、今、この質問をし

ているんですが、特に市長さんでも副市長さんでも総務部長さんでもいいんですが、石和の支

所に対してどういう認識を持っているのかということをですね、一言ずつで結構でございます。

どうしたいかというのは別の問題ですが、今の現状で石和に支所がないということをどう思っ

ているかということをですね、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 石和に支所がないことをどう思っているかということでございますけども、そもそも石和地

区については本庁があるということで、ほかの地域には支所が置いてありますけども石和には

本庁がない。合併当時は分庁方式でしたので、八代支所に教育と建設関係でしたっけ、が設置

されておりましたので、その関係については石和にもいわゆる地域振興課というような形で、

その石和の支所の部分を預かる部署がございました。本庁のほうに、石和のほうにその部署も

集まったということで、石和には実質支所的な機能がなくなったわけでございますけども、そ

もそも例えば総務課の中にも石和を担当する職員というものがございますし、各部署にもそれ

ぞれ石和の地域を担当する係、あるいは職員がいるというようなことで、あえて支所を置かな

くても石和の地域の業務は単体でできるということで、これまで１０年間やってきたという考

えでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 たぶん、今、総務部長がおっしゃった考え方が職員も石和の住民も含めての考え方なんです
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が、ここで改めて支所の機能を縮小とかという話が出てきたときにですね、石和支所ないじゃ

ん、改めて原点に戻った考え方を今しているということを私、今申し上げているんです。です

から今、総務部長がおっしゃったことはそれは当然そういうことで、今まで１０年通ってきて

しまったと。ですからここでもう一度、石和以外の６町村の支所の機能を考えるときに石和自

身も支所を置くべきなのか、あるいはその、今おっしゃった総務部の中に石和担当がいるのは

当たり前のことなんですよ。土木の中にもいるのは当たり前のことなんですが、石和のすべて、

２万７千人の旧石和町のことを一元的にやる窓口があっても然るべきかなというふうに思いま

すので、そのへんを次の１０年に向けてわれわれ議員も勉強し直さなければいかんですけども、

今、北嶋議員が説明しましたそういうコミュニティを必要なものになるのか、あるいは地域の

今までの組組織で１００％対応できていくのかというへんの問題をですね、もう１回問いかけ

ていきたいなということの関連質問でございますので、今の部長さんのお言葉はそのとおりか

と思うんですが、もう一度原点に立ち戻って考えてほしいということでございますのでよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 もしできたら。正副市長さん、どちらでも結構でございますので。そういう考え方をお聞か

せ願えればと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまの関連質問でありますが、私はちょうどいい機会だと。まさしくいい機会。この秋、

選挙あります。私も実は組織論としては、なんと言うか、本庁がこの、なんと言うのかな、直

轄エリアを持つということは私はかつて在籍した組織にもありましたので、ああ、そういうや

り方もあるなと今まで思っておりましたし、あまりこの石和に支所をというようなことが、こ

れは本来は巻き起こるべきは、こういう言い方は適切かどうか分かりませんが、石和の皆さん

のほうから、わっと沸き起こってくるのかなと思ったんですが、ちょっとそういう感じがなかっ

たので、たまたま石和にお住まいの議員のほうから今、お話があったということはこれはもう

本当に全市的な問題として、ほかの支所のありようともしっかり総合的な観点というか、単に

石和うんぬんではなくて、ほかの支所もどうあるべきかと。これは本当にいい時期だと思いま

すので、私自身もしっかり議論に参加をするというか考えていきたいと、このように思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 はい。 

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。 
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 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。 

 今回の熊本中心の大きな地震で亡くなった方へのご哀悼と、そしてまだ被災で大変な状況が

まだまだ続くと思いますけれど、心からお見舞い申し上げたいと思います。 

 最初に保坂議員のときに私、関連質問しましたけれど、私も議会人としてこれからも被災に

遭って被災生活を長くしなければならない人たちにどういう形で笛吹らしい支援、そういうも

のを議会人として考えていきたいと思います。 

 それでは議長の許可を得ましたので、通告に従って質問したいと思います。 

 論題は今後の市の浮沈を左右する世代とその対策についてということです。 

 ただいま、本当にうちの市だけではなく少子高齢化ということで毎日のようにこれを、この

ことに関連するニュースがあるわけですけれど、とりわけですね、戦後ベビーブームで生まれ

た団塊世代が順次高齢者の仲間入りをしており、高齢化はこれまで以上に驚異的なスピードで

進んでいます。中でも６５歳から８５歳の世代、これ私、年配世代というふうに名付けようか

と思っています。従来はですね、老人とか、もっと客観的に高齢化というような呼び方でこの

世代を言われるわけですけれど、もっと積極的な意味を持ちまして年配世代というふうにその

経験とか豊かさとかそういうことを含意するということで、こういう言葉を使わせていただき

たいと思います。 

 この世代が非常に分厚い層をなしており、この世代のですね、生活、暮らしのあり方、そう

いうものがうち笛吹市だけでなく、それぞれの自治体の今後のあり方を左右する、浮沈を左右

する、そういうふうに分厚い世代を形成しつつあると思います。それを年配世代というような

言い方でイメージするということが、これからは非常に重要ではないか。くどいようですけれ

ど、老人とか高齢者というとどうしても給付の対象とか受け身の世代のようなイメージを持っ

ているわけなんですけれども、実態としてもこの世代は非常に地域に貢献とかですね、仕事で

もまだバリバリやっているということですので、ここのあり方を皆さんとともに共有しですね、

またそれへの対策を考えていきたい、そういう観点から質問をいたします。 

 まず今言ったような認識についてですけれど、まず今、高齢化がですね、わが市にあってど

のようにこれから推移していくか、このへんについて客観的な数値を示していただきたいと思

います。 

 ２番目に市民活動、ボランティアなどこういう、今、盛んですけれど、それを中心に担って

いる世代はどのような世代かということです。 

 さらにうちの笛吹市の基幹産業である農業、こういうものにおいてその中心を担っている世

代はどのような世代か。 

 さらに市民文化、市民芸術、あるいは市民のスポーツ、こういうものを中心で行って施設等

を利用している世代はどのような世代か。さらにですね、この世代が分厚いというふうなこと

を前提に置きますと、この医療費等をですね、大きく膨張させている世代、私はその世代だと

思っているんですが、このへんの認識は市当局はどのようにお持ちかということです。 

 次にですね、この年配世代への市政への対応ということですけれど、私はですね、この年配

世代のあり方、これが地域の創生、これがどういうふうに進むかということにかかっていよう

かというふうに思っています。国の戦略でですね、ひと・まち・しごと総合戦略で非常に人口
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が多くなる、人口が減らすのを小さく、その減り幅を少なくするというのがえらい大問題のよ

うに言われていますけれど、私はむしろ、この世代を非常に生き生きとした世代にすることが

重要ではないかという観点から、この地域創生はむしろこの世代に焦点を当てるべきではない

かと考えていますけれど、このへんの認識についてお聞きします。 

 ２の２番目として、年配世代を基軸としたですね、地域創生はやはり一部署、部局ではなか

なかできない、そういう観点から今まではなされてこなかったんですけれど、得てして福祉関

係の部局がここの世代を担当するというような非常に局所的な対応でありましたけれど、今言っ

たようにもっと社会貢献とか、地域農業を担うというような意味では総合的な、まさに戦略が

市政としても必要ではないかということです。このへんについての考え方ですね。 

 ちょっと今、３番目のほうに、２の３番目のほうにかかってしまいましたけれど、つまり市

全体で横断的で、全庁的な関わりの中でそういうものに対するプロジェクト、こういうものを

構築していく必要があろうかというふうに思いますけれど、この点どうでしょうか。 

 さらにですね、その具体的な方法として、先ほどうちの北嶋議員のほうからも質問が出まし

たけれど、コミュニティ、協働とかそういう観点からですね、この世代を考えていく必要があ

ろうと。年配世代のね、あり方についてはとりわけ市民協働、つまりボランティアとかですね、

共助とかそういう観点が必要であろうかと思いますけれど、この点についてはどう考えるかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

 市民協働といいますと、大きくは市民と市政との協働ですね、もう１つは市民間の協働、こ

ういうものがあろうかと思いますけれど、それぞれの現状を市当局はどのように認識している

か、お示しいただきたいと思います。 

 ３つ目としてですね、市民協働していく上で拠点、こういうものが必要かと思いますけれど、

この点どう考えるか。先ほど北嶋議員のほうからは小学校区、学校区の例のコミュニティの提

言がありましたけれど、このへんをどう考えるか。 

 最後にです。市民協働の拠点として、やはり現状をみると支所と、この１月でしたか、市民

活動・ボランティアセンターができたわけですけれど、この位置づけですね、こういうものを

どういうふうに位置づけ、その体制をどう整えていくか、そのへんの考え方を示していただき

たいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市の浮沈を左右する世代についてのご質問のうち、本市の高齢化の推移については

現在６５歳以上の高齢者が占める割合は２７．８％であり、国立社会保障・人口問題研究所の

推計によりますと２０２５年には３２．５％、２０４０年には３９．８％と２５年後には約４割

の方が６５歳以上の高齢者となっていくと推計されています。 

 次に市民活動、ボランティアを中心に担っている世代については市民活動やボランティア活

動は多種多様でありますので、４０代から７０代にかけての幅広い年齢層が中心となっており、

市の基幹産業であります農業の中心的担い手世代としましては、６５歳から７９歳までの占め

る割合が４６％となっております。 
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 また文化・スポーツを中心に担っている世代についてですが、文化活動においては６０代か

ら７０代が中心であり、スポーツにおいてはあらゆる世代で活動がされています。 

 なお、医療費などを膨張させている年代については高齢化の進展が医療費、介護給付費等を

年々押し上げている状況にあります。 

 次に年配世代への市政の対応についてお答えいたします。 

 まず笛吹市の今後の創生と年配世代についてですが、年配世代の方々は豊富な経験をもとに

知識、技能等を持ち備えていると同時にアクティブシニアと呼ばれる十分な活力をお持ちの方

が大勢いらっしゃいますので、地方創生・地域づくりにおいても重要な役割を果たしていただ

きたいと考えております。 

 担当部署については、年配世代の活躍を考えたときに広範囲に部署が関わってきますので、

より一層、庁内部署の連携を密にしていきたいと考えております。 

 また全庁的、横断的な取り組み、プロジェクトにつきましては、総合戦略の中で進めており

ます誰もが活躍できる地域の交流づくり事業、いわゆる笛吹市版ＣＣＲＣ構想において地域コ

ミュニティ、住民協議会、ボランティア、健康福祉、生涯教育など担当する部署と連携を図り

年配世代の皆さんの多様なお力を活用できるよう考えてまいります。 

 次に１つの方向としての市民協働について、お答えいたします。 

 まず年配世代のあり方と市民協働についてですが、市民協働を円滑に進めていく上で年配世

代の持つ経験、技術、時間の３つの要素は必要不可欠であると考えます。さまざまな分野で活

動するグループの年齢層を見ても、年配世代も市民協働を担う中心的世代の１つであると考え

られます。 

 次に市民と市政の協働、市民間の協働の現状についてですが、市では本年度笛吹市市民協働

庁内推進会議を立ち上げ、市民と行政の協働の事例調査を行っているところです。 

 一般的な傾向とすると社会福祉協議会、行政区など行政関連団体との協働の事例が多く見ら

れますが、健康づくりや観光などの分野ではＮＰＯや市民グループとの協働の事例も見られま

す。 

 市民間の協働については、地域振興促進助成事業やよっちゃばる広場の利用者を通して現状

把握を努めております。 

 今後は、特に市民活動・ボランティアセンターに集うグループなどに情報交換会の開催を呼

びかけ、団体間の情報の共有や協力体制の構築といった市民間の協働の活性化に力を入れてい

きたいと考えております。 

 市民協働を進めていく上での拠点の必要性についてですが、平成２３年に市民団体の活動の

場として、御坂町の農村環境改善センターの中に登録制の市民活動サロンよっちゃばる広場が

開所され、現在２６団体が会議や打ち合わせに活用しております。 

 平成２８年１月には市民活動・ボランティアセンターが開所しボランティア団体、ＮＰＯ、

市民団体の活動拠点としての機能を発揮しつつあります。今後も引き続きセンターが市民団体

の活動拠点となり、市民協働の核としての場になるよう機能の強化を図ってまいりたいと考え

ております。 

 市民協働の拠点としての支所と市民活動・ボランティアセンターの体制整備についてですが

現在、市民活動・ボランティアセンターは八代庁舎内の一室を利用し、各団体が活動を行って

おります。運営は運営委員会が中心となり、市民活動支援課および社会福祉協議会と連携して
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行っております。 

 今後、センターの周知が進むにつれ利用者や利用団体の増加、提供する情報量の増加も考え

られますので、引き続き市民活動・ボランティアセンターの利用状況や活用実績を見ながら体

制整備、施設環境の整備を進め市民活動や市民協働をコーディネートする上でのハブとなる施

設となるよう整備を進めていきたいと考えております。 

 また、支所も含めたより身近な市民協働の拠点のあり方につきましても検討していく必要が

あると考えております。 

 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。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ほぼ年配世代ということで認識を共有していただけたというふうに思います。 

 言葉というのは、私はすごく重要だと思っています。やっぱりいつもそこの世代を老人とか

高齢者というふうな使い方にするか、もっと私たち、この笛吹市では年配世代としてですね、

尊敬も含め、今、指摘されたように経験、技術、時間、こういう豊かな世代をやっぱり位置づ

けていく、こういうことが非常に重要で、位置づけることによって次の政策が生まれてくるだ

ろうと。もちろん介護とか医療のこと、そしてとどのつまったところは対症療法的なことも必

要ですけれど、やはり介護とかそれ以前にですね、年配世代として積極的に位置づけて政策を

練っていく、施していく、こういうことは非常に重要かと思います。 

 時間もあまりないんで、最後にやっぱり拠点というものは重要で、今、部長のほうから支所

とボランティアセンターという、これは今、現状からすると一番それがリアリティのある、現

実的な話かと思います。ただ、支所の問題はですね、先ほどうちの海野議員が関連質問して、

支所をですね、業務をこなすところみたいなところへ必要かどうかでなくて、支所っていうの

はこれからは、先ほど言ったコミュニティとか市民の協働、その拠点になるということを考え

ると、もう石和にはそういうところはまったくないわけで、単なる市民が要求するサービスに

対することだったら滞りなく行われているかもしれないですけど、石和だったら石和を、全体

を見て、石和は大きいですから人口が多いですから１つというのは難しいと思いますが、その

区切られた地域を全体を見てどういうまちづくりをしていくか。こういうことはちゃんとそう

いう、そしてそれがこれからの支所機能の重要な点かと思いますので、この点について先ほど

市長が答えていましたので、そういう観点からの市長の、特にいい機会だと言われましたので、

どのような考えを持っているか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） 

 今の質問に対するお答えになるかどうか分かりませんけれども、やっぱり１つの時代認識だ

と思うんですね。今の時代というものをどういう具合に捉えていくかということが大事であっ

て、この間、これはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、市の１つの流れとしては行政改

革を進めていくということ、これはもちろん大事なことでありますけれども、同時にどのよう

なまち、どのような地域社会をつくっていくかという、この観点をしっかり捉えた上で、そし



 １３２ 

てどのような市役所組織をつくっていくか、市民と市役所との協働をどのような形で深めてい

くか、こういう点が今、求められているというか、ある意味、転換の時期にきているのではな

いかと私自身このように思っております。そういうような立場で、これからの市民との協働の

あり方、地域社会をどう見て、どのような問題が起きていて、これをどのような方向で解決し

ていくのか、しっかり議論をしてその中で支所というもの、そしてボランティアセンターです

ね、１カ所造りまして、大変社協にもご協力いただきながら運営しておりまして、大変感謝を

いただいているんですけれども、私はこれはまだ出発点だというふうに認識をしております。

この広い笛吹市でありますから、郵便ポストの数ほどというようなことは昔よく流行りました

けれども、そこまではいかないにしても拠点機能、市民の拠点機能、住民自治の拠点機能、こ

れをどのように置いていくか、これも大事なテーマとしてしっかり検討していきたい、議論を

していきたい、このように思います。 

 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） 

 誰か拍手しても。今、４分ほどありますので。はい。 

 非常に市長のほうからは前向きのご回答を答弁をいただきました。本当にですね、支所はね、

理念なき縮小だと私は思っています。今までのところ。何が狙いなのかいっさら分からない。

ただ小さくすればいい。やっぱり小さく、こういう時代で行革の時代ですから、そのままの人

数というのはなかなかえらいと思います。というところでいうと、やっぱりまちづくりとかで

すね、福祉の最前線でいうのはやっぱり支所に置かなくてはこれはなかなか今のような形態で

は駄目だろうと。７万人からを一緒に束ねようなんていったって、これは難しいと思います。

やっぱり旧町村単位がいいかどうかはちょっと分からないんでけれど、石和みたいな大きいと

こもありますから、ただある程度の奥行でお互いの市民が顔と顔が見える、そういう空間で市

民活動、地域づくりを進めていくべきだろうと。その中心はやっぱり当面は支所、そしてその

センター的な役割は市民活動ボランティアセンターだろうと。今、市長が言いましたようにまっ

たく、ようやっとといえばようやっと、よくセンターを開設していただきました。それで弾み

がつこうかと思います。もちろん今ので誰一人、十分だとは考えていないと思います。私もあ

そこで半日ほどですね、当番もしましたけれど、いろんなボランティアの要求とボランティア

の活動を提供するって、こういう人たちがいます。ただそれをマッチングさせる、つなぎ合わ

せるというのはやっぱりこれは専門的なですね、人がいないとなかなかこれは難しいと思いま

す。 

 ちなみにですね、私、個人的に前、福生市の方が来て講演もなされましたので、福生市と調

布市のほうに、ちょっとその市民活動の形で調査にも行ってきましたけれど、調布市はですね、

人口が２２万というふうに大きいですけれど、市からですね、年間３千万前後のやっぱり予算

がその活動センターのほうに支給、補助金として出されている。また福生市は人口がうちより

少ない５万人ですけれど、３人体制でやるそのうちの１．３人分をですね、市のほうで補助金

として大体年間１千万円近く、そこのほうに補助していると。やっぱりそういう機能を中心的

に担う人、専門家がいなければ特にボランティア関係、市民活動の関係はやっぱりかなりの経

験とか、もちろん最初からそういうわけにはいかないんですけれど、それなりの専門職でない
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と続けるのはえらいと思いますので、こういうことの充実ということを今後どういうふうに考

えるかと、この点について部長のほうから答弁をお願いします。 

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） 

 野澤議員の再質問にお答えいたします。 

 ボランティアセンターがスタートしたときにもコーディネーターの件が現実、議論されたと

思っております。そのときにもうちのほうで答弁したんですけども、コーディネーターを考え

ないわけではない。ただ、本当に今、スタートしたばかりということでニーズ、それからどの

くらいの量だということも現実的につかめていないということですので、その状況を確認する

中で必要性に応じコーディネーターを設置するということは、一応、皆さんのほうにもお話を

してありますので、市はその考えは変わっておりません。 

 以上といたします。 

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） 

 今の点ですけれど、なかなか難しいのはそのコーディネーターがいてうまくつなげてくれる

と非常にまたそういう噂、話が伝わるということがあって、何、話をしてもあそこは全然、つ

ないではもらえないとか、私はボランティアしたいだけど全然、その口がないみたいな話にな

るとやっぱりまずいんで、積極的にですね、市の財政も十分、私も分かっているつもりですけ

れど、そういうところには投資、先行投資しながら財政を、必要な金はそういうところへ使わ

ず別のところへ使えるようにですね、そんな形でぜひセンターを充実し、そしてそのセンター

の中心になっているのは、やっぱり６０歳以上の人たちが今、時間もありますので、ありますっ

て失礼な言い方もしれませんが、頑張っていますので、またその人たちの活動の場としてよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 

 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 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。 

 最後のほうでもって出てきていたボランティアセンターの開設です。これについては市長の

ほうからもお話が、丁寧なお話がありましたので、心からありがたいというふうに私は考えて

いるとこなんですけども、これに開設に関わっていただきました市の中の３課、それぞれの皆

さま方が本当に温かい思いでやっていただきました。まだ出たばかりでこれは完成ではないと

いうふうな形で市長からお話がありましたが、なかなかですね、最初から理想どおりにはいか

なかったというのが、ここの半年間くらいの現実ではなかったかなというふうには思っていま

す。それでもああいうビューローみたいな形での開設ができたことは非常にボランティアをやっ



 １３４ 

ている方たちからはありがたいというふうに思っていますが、残念なことにですね、やはり独

立してはおりませんので、管理の部分、あるいは運営の部分でですね、土日は開かない、ある

いは時間的な制約があるというふうな形の中で、役所の行動と同じような形でしかボランティ

アの皆さま方がお集まりいただけない。特にですね、いろんな形で土曜日、日曜日、あるいは

そういうときの情報交換ってものすごく大事だと思います。ボランティアの方たちもそういう

ときにも開設していきたい、あるいは会議をしたいというふうな場合にですね、なかなかそれ

がうまくいかないんで、これは部長たちの、また市のお考えをいただいた上でできるだけ、そ

ういう土日に開設できるようなこと、これを知恵をいただきたいなというふうにも思っていま

すが、そのへん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） 

 関連質問にお答えいたします。 

 今現在、先ほども答弁したとおり八代庁舎内を使っておりますので、職員と同じ勤務体制で

時間内で使っていただいているという状況です。ただ、今、土日みたいなところはよっちゃば

る広場が本当にフリーに使えるということですので、そこのほうを使っていただくような形に

はしておりますが、先ほどから今、スタートしたばかりということで、目指すものはボランティ

アセンターとして１棟どこかすべて管理できるようなところを市のほうから提供ができて、そ

こを自分たちが管理運営しながら使えるような形にするというのが理想だと思っておりますの

で、できるだけ理想に近づけるような形になるように努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

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） 

 再質問でそのへんお願いしようかと思ったら部長のほうから言われましたので、ぜひですね、

公共施設白書とともに町内のいろんなものを考えていく中で、そういう場所が、うまいものが

あったら１棟、独立してですね、活用できるようなところを提供していただきたいということ

をお願いいたしまして関連質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連ありますか。関連質問。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開を２時４５分からといたします。 

休憩  午後 ２時３３分 

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

再開  午後 ２時４５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。 
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 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。 

 はじめに今後の財政運営の考え方について質問いたします。 

 地方公共団体は最小の経費で最大の効果を上げることが地方自治法で要請されており、予算

の編成、執行等においては当該年度のみならず翌年度以降における財政の状況をも考慮して財

政の健全運営に努めていくことが求められています。 

 そこで合併から１２年を迎えた本市の財政運営について、その現状と課題を共有し今後の施

策において注力し、あるいは改善するべきポイントを質問いたします。 

 平成２２年度から２６年度の過去５年における一般会計歳出決算額は毎年３１０億円を超え

ており、予算規模も３３０億円以上という状態が続いています。この間、標準税収入額等と普

通交付税に臨時財政対策債を加えた額である標準財政規模、サラリーマンでいえば所定内給与

とされる額、笛吹市の一般財源ベースでの財政規模は２００億円から２０２億円程度となって

います。 

 そこでまず平成２７年度の歳入歳出決算額と経常収支比率、財政力指数の見込みを伺います。 

 次に市町村民税収入は、平成２２年度の９０億円から２６年度は８５億円と傾向としては減

少しているようにみえます。類似団体比較においても平均を下回っている状況ですが、その要

因をどのように判断しているでしょうか。また２７年度の見込み額はどれくらいとなったでしょ

うか。 

 次に歳入における地方債の構成比は上昇傾向となっています。これは類似団体比較において

も４から５ポイント高い状況です。また、投資的経費も２２年度と２５年度を除くと同様に上

昇傾向です。この要因と２７年度の状況、今後の見通しについて伺います。 

 次に繰出金について、毎年４０億円程度が歳出されてきていますが２７年度の状況はいかが

でしょうか。 

 次に性質別歳出のうち普通建設事業費、扶助費、公債費は過去５年間のトレンドとしてずっ

と増加してきています。この要因と２７年度の状況、また今後の見通しについて伺います。 

 次に合併特例債のこれまでの活用額と今後の起債の方針をお聞かせください。 

 次に平成２２年度から２７年度における普通交付税算入されてきている元利償還充当分の額

はどれくらいでしょうか。また、平成２７年度の普通会計資金収支計算書による市債の償還可

能年数は何年となったか、なる見込みかお伺いします。 

 次に普通会計貸借対照表における社会資本形成の世代間負担比率について、将来世代の負担

率は平成２０年度の２８．４％から平成２６年度には３３．４％と毎年増加してきています。

平成２７年度の見込みについて伺います。また人口減少に向かう中で、将来世代負担率を抑制

していくために必要な方策として、どのようなことが考えられるか見解をお尋ねします。 

 次に一般会計から水道事業に支出される出資金等について、２７年度の結果と今後想定され

るボリュームについて伺います。水道事業は供給単価を給水原価が上回っている現状ですが、

石綿管や老朽管等の更新を計画的に進めていく必要がある状況です。今後も一般会計からの財

政的な補助等が見込まれるのか伺います。 

 次に市営四日市場住宅建替事業における建設費用は、集会場とエレベーターを設置する予定
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で土地の購入を含め６億９５０万円を見込んでいましたが、５月の全員協議会で建設工事費だ

けでも６億６，３００万円と増額となる修正案が示されました。このような増額変更は財政運

営上も問題があると思われますが、財政課としてどのような協議や指導をしてきたのかお尋ね

します。 

 最後に一般会計の歳出に占める義務的経費が４割強、物件費と補助費等が２割強、繰出金と

出資金等で１割強、そして１割から２割が普通建設事業費、積立金は調整程度というような状

況の中で、今後の一般会計規模を絞っていくには普通建設事業費などを抑制していかざるを得

ないと思われます。一般会計歳出額は２５０億円から２７０億円程度まで縮小していくことが

必要ではないかと考えますが、市の見解を伺います。 

 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに平成２７年度の歳入歳出決算額と経常収支比率、財政力指数の見込みについてです

が平成２７年度一般会計歳入見込額は３９３億円、歳出見込額は３７６億円を見込んでいます。

経常収支比率は２６年度８８．４％であり、２７年度は算定中であります。財政力指数は２５年

度０．５７、２６年度０．５６、２７年度０．５４を見込み３カ年平均で０．５６を見込んで

おります。 

 次に市税につきましては市民税ではここ数年、徐々に増加傾向にありますが、固定資産税に

ついては土地の評価が年々下落傾向にあり、２７年度は評価替えや加えて大型企業の倒産もあっ

たことなどから減少が見込まれます。市税収入全体では、昨年度と同程度の約８４億円を見込

んでいます。 

 次に地方債については、２７年度はごみ処理組合建設負担金や石和温泉駅周辺整備などの大

型事業へ合併特例債を中心に発行してまいりましたので構成比が高くなっております。今後、

３１年度までは合併特例債発行可能期間でありますので、特例債を中心に発行を考えておりま

す。今後、大型建設事業のピークが過ぎていることもあり、発行額は減少すると見込んでおり

ます。 

 次に２７年度の繰出金は約４３億円と見込んでおります。 

 次に普通建設事業については合併特例債発行期間中、増加傾向にあり、それに伴い公債費も

増加しております。扶助費については、社会保障経費の増加に伴い増加傾向にあります。２７年

度の状況は現在算出中であります。 

 次に合併特例債の発行状況は２７年度末で２７１億円発行しており、今後は限られた期間の

中、有効的に発行していく予定であります。 

 次に普通交付税に算入されている公債費分は２２年度約１６億円、２３年度は約１８億円、

２４年度は約２０億円、２５年度が約２１億円、２６年度が約２４億円、２７年度が約２６億

円であります。市債の償還可能額は、分子である地方債残高の増加と分母である経常的収支額

の減少で今後、数年は増加傾向にあります。その要因として経常的収支額に算入する地方交付

税が特例期間終了に伴い減少することが要因となります。 
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 償還可能年数は２４年度８．７年、２５年度６．５年、２６年度８．２年であり、２７年度

は算定できておりませんが、合併特例債の発行可能期間が終了し市債残高が減少傾向になれば

下降する見込みであります。 

 次に世代間負担比率についてですが、合併特例債発行による市債残高の増加が将来世代負担

比率の増加要因です。分母である公共資産の増加もありますが、減価償却を行う関係で資産価

値が減少し、今後もしばらくの間は増加傾向にあると思われます。抑制への方策は普通建設事

業の抑制とそれに充当する地方債発行を抑えることになります。 

 出資金については２７年度は２億３千万円程度であり、今後も国の定める出資基準に沿って

執行していく予定です。石綿管や老朽管の更新は、企業会計の財源で更新していくものである

ため一般会計からの出資は行いません。 

 次に四日市場市営住宅建替事業ですが、建設におきましては国庫補助金等の特定財源をでき

る限り獲得するとともに事業経費の削減に努めるよう指導しております。また、竣工後は継続

的に家賃低廉化補助金を取り入れ、一般財源の充当をできる限り押さえるよう併せて指導して

おります。 

 次に一般会計歳出については、市の財源の根幹である市税が人口減少や少子高齢化に伴い減

少傾向にあります。加えて交付税は合併後１０年が過ぎ合併特例措置が段階的に縮減され、配

分金の減少が続いています。市税を含め一般財源の確保がますます厳しい状態となっている中、

歳出削減は喫緊の課題であります。 

 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。 

 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。 

 類似団体と比較して歳入である地方税の収入がやや比較したのを下回っていて、これは固定

資産税等の価値がやや小さくなっているというふうなこともあろうかというふうな答弁がござ

いました。今後、税収が伸びていくという見込みは考えられるでしょうか。 

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） 

 お答えいたします。 

 今の状況を考えますと、順調に伸びるということは非常に難しいと考えております。 

 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） 

 それから起債残高もかなり類似団体と比較すると高い、特に市民１人当たりの額にすると

２０万円ほど高いというふうな状況になっていて、これは合併特例債を活用しているというこ

ともあろうかと思いますけども、今後、起債の残高をかなり絞っていかないといけないという

ふうなことを思うわけですけども、２７年度見込みで結構ですので公債費に充てた歳出額と、
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それから起債をして得た収入、歳入になる額、これを教えていただけますか。 

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） 

 今、決算の時期でございますので、あくまでも見込みの数字でございますけども、公債費に

充当した金額につきましては４３億４千万円、地方債で得た歳入でございますけども合計で５６億

５千万円を見込んでおります。 

 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） 

 それから前年度、財政調整基金を取り崩しをする必要があったわけですけども、２７年度末

で２６年度末２９億円から財調の基金現在高、どのくらいになっているのかお願いします。 

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） 

 これも見込みでございますけども、財調の２７年度末の残高につきましては３８億９千万円

を見込んでおります。 

 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） 

 ありがとうございます。よく基礎的財政収支といって単年度で賄える歳入歳出のバランスを

プライマリーバランスというふうなことを言いますけども、今ちょっとお聞きしたものをすぐ

には計算できないわけですけども、プライマリーバランスも下降気味という中で、２７年度に

ついて赤字になるのか、赤字にならないところで踏みとどまっているのか、そのぐらいのレベ

ルなのかなという感じですけども、そのへんはまたこちらでも計算したいと思います。 

 あと他会計の繰り出し、これがかなり大きなボリュームになっています。下水、上水、簡水、

それから国保、その他の会計に繰り出しているものについて、２７年度見込み額、分かりまし

たらお願いします。 

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） 

 それではまず繰り越しの部分でございますけども、これはまだ決算の最中ですから見込みで

ご説明申し上げますけども、まず国保特会につきましては約７億８千万。介護特会へは９億１千

万。後期高齢者医療では８億４千万。公共下水道で１７億４千万。農業集落排水で約３千万。

簡易水道で約１千万ということで合計で約４３億円ということになります。このほかに上水道

で先ほども金額が出ましたけども上水の出資で２億３千万、補助で３億４千万というふうな見

込みを立てております。 

 以上です。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 非常に限られた財政、財政の毎年、特にこの２６年度、また２７年度もそういった判断にな

るのかなと思うんですけども、笛吹市の経常収支比率も臨時財政対策債を除くともう９５％前

後、２６年度、２７年度もそれを含んでも９０％前後ぐらい、８０％台後半ということで非常

に財政が硬直化しているというふうなことが判断できるんだろうと思います。そういう中で先

ほど申し上げた水道、例えばこれも収支という形なのか、補助という形になるのか、いずれに

しても水道事業会計の中で賄うことが難しければ一般会計からなんらかの形でお手伝いしてい

くことも考えられるのかなというふうに思っております。そういったさまざまな観点から限ら

れた財政の中でいろいろな行政サービスをしていかなければいけないと。そういう中で四日市

場の市営住宅の部分については、これはプロポーザルに出した仕様書のところでは、設備につ

いては適切に計画するものとするがエレベーターを検討する場合、維持管理を含めて検討を行

うことという一文が入っていまして、この間の説明だとエレベーターの設置ということで経費

が非常に上がったということでしたけども、これは当初からそういったことを念頭にしていた

のであれば、やはりあとから事業費を増額するというふうなことではなくて、きちんとそういっ

たものを含めた中でのプロポーザルをすべきではなかったかと思うんですけども、財政運営的

にも非常に問題があるんじゃないかと思いますけども、このへんは河野部長いかがでしょうか。 

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。 

 プロポーザル、この前もちょっとお話ししたんですが、当初お話し、プロポーザルのときに

はですね、あくまでも予算的なものと言いますか、なんと言いますか、当初は構造的にも特に

指定はしていないし、エレベーターについてもはじめから付けるというふうな暫定していたも

のではございませんでした。そんな中で金額的にですね、長寿命化計画、従来のものがあるわ

けなんですけども、その平米単価が１８万という金額がありましたので、それを参考におおむ

ねの金額を出してきております。その後ですね、プロポーザルというのはですね、ご案内のと

おりいろんな案を出していただいて事業者をそこから決めていくというものでございます。そ

してその決定したところで、市とですね、担当と、またその業者と一体となって１つの案を練

り上げていく、そういった事業でございますので、その過程の中でバリアフリーの関係であれ

ばエレベーターとかそうしたことが出てきております。ですから当初、一番最初のころについ

てはエレベーターを必ず付けろとそういうようなことではございませんで、それも１つの選択

肢として考えておりました。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 非常に問題だと思います。当初からエレベーターを付けるなら付けるということで経費を算

出していかないと、あとからこういうことになっていくということで、これは４５％の国から
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交付金があるとしてもですね、それから事業が始まってから低廉化補助があると言いますけど

も、残りの部分は基本的に起債していかなければならないということで、これは一般財源でみ

ていくことになると思うんですけども、どのくらいの起債額になるというふうに見込んでいま

すか、河野部長。 

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） 

 志村議員の再質問にお答えいたしますけども、起債については先ほどから話がありますけど

も、国庫補助の関係が約３億ちょっとでございます。それから残りが公営住宅、建設事業債と

いう起債になります。それが１００％充当になっておりますので、金額的には４億７，６００万

円、それが起債としてなってきているわけですけども、先ほどちょっとお話がありましたけど

も、それが今後はですね、それは建設時の話であります。そして公営住宅の考え方というのが、

もうご案内のとおりなんですけども、まず建設時にそういった負担をまず地方自治体が負担を

少なくする。それから今度は２０年間かけて家賃低廉化補助、助成ですね、それと特交の関係

になりますが特別交付税、その関係で、あと家賃、それらを含めて、軽減、払い込んで返して

いくという形になります。その中でやはり、こちらのほうも試算もしているわけでございます

けども、一番、一部位といって安い金額でも計算をしたこともございます。今言いましたよう

にですね、家賃低廉化助成と、それから特別交付税、それからここに住んでおられる方々の家

賃、そういったもので返していく。当然、ＲＣですから７０年間という長期にわたっての耐用

年数があるわけでございますけども、その中でもやはり、なんと言いますかね、その間には何

回か大規模な改修もございます。その都度、国のほうからのですね、補助金等を受けながら、

交付金を受けながらやっていきたいと考えておりますけども。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 低廉化と特別交付税というのはどのくらいそこに充てられるのか、ちょっと分からないです

けど４億７千万で、毎年起こした起債の元利償還額はどのくらいになるんですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 毎年のですね、細かい額については大変申し訳ないんですけども、ただ総額についてちょっ

と計算したところによりますと、家賃低廉化助成のほうは１億２，９６０万円、それがざっく

りですけどね、約１億３千万円というところですね。それと同額のものがですね、国のほうか

らは特別交付税としてくると。それにプラス家賃の関係が出てきております。 

 ご案内のとおり公営住宅については、前々から言っていますように国と地方公共団体が協力

して住居といいますか、困っている皆さん方にご提供していく、直にですね、直接の物資と言

いますかね、建物を提供していく、そういったような国と地方公共団体が一緒になって協力し

ていく事業であります。ご理解いただきたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 理解はしているつもりなんですけど、ざっくりと考えてもですね、毎年２千万ぐらいの、例

えば２０年の借り入れとかですると、２千万ぐらいの返済額になって、そこにいろんな財源を

充てていくということになると思うんですけど、その額というのは見込めていないんですか。 

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） 

 今、再質問にお答えいたしますけども、志村議員が言われているのはたぶんライフサイクル

コストの関係になるかと思いますけども、やはりそちらの関係、あまりですね、どうしても詳

しい内容的なものはちょっと出てきていないんですけども、やはりＲＣの関係で７０年間のう

ちですね、維持管理費とか、それから家賃の関係、そして今言いました特別交付税とか家賃低

廉化の補助の関係、もろもろのですね、全部、７０年間ひっくるめて考えていきますとちょっ

と金額的に言いますとですね、建設費の関係とか、いろんな、すべての関係を含めますと７０年

間では維持管理とかが１３億７千万ぐらい出てきております。その関係についてはですね、総

支払いの関係になりますけども、今後、総収入の関係については先ほど言いましたように国庫

補助金が３億３千万円ぐらい、それから入居者の使用料の関係が４億７，３００万円ぐらい。

そしてこれも今の入居者の使用料については一番お安くといいますかですね、、一部位の関係

で見積もった場合であります。それから家賃低廉化補正が約１億２，９００万。同じく特別交

付税が同額になりますのでね、収入のほうは１０億３，６００万というふうなざっくりと考え

てなってきております。ですから７０年間の収支でいきますと３億３，５００万のマイナスに

なるわけですけども、１年間に換算しますと約４７０万ぐらいですね、そのくらいになりまし

て、１戸当たり３０戸ですので１５万９千円の赤字ということになるわけですけども、こうやっ

てみますと長期的にわたりまして赤字にはなりますけども、わずか３０戸ではありますが、そ

れが長年にかけて多くの家庭の生活を支えていくことができると、直接の支援であると私ども

は考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 公営住宅の質問、このあともあるようですのでこのぐらいにしておきますけど、ちょっと私

の聞き方が悪かったのか、そういうお答えを求めたわけじゃなかったんで、逆に申し訳ありま

せん。 

 歳出がかなり硬直しているというところを確認をしたかったというところで、毎年、消費的

経費、これは公債費を除いた部分で１８１億、これは２６年度の実績でもう円グラフにすると

５１％ですから時計の文字盤とするともう６のところまで一気に消費的経費で消えていくと。

それから公債費が１３％。これはさらにそこから８の文字盤のところまで４０分、円グラフに

するとそこまで消えていくと。さらに繰出金が１２％ですから、もうこれで時計の文字盤で５０分

ぐらいまでいきます。そして公債費が１３％ですので、もうほぼこれで長い針が１回転するぐ
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らいの財政の状況と。そういう中でどこを抑えるかと。何を節約するかと、そういうことを各

部署で考えながら私は事業をしていただきたい、非常に強く思っています。 

 もしこのことについてですね、市長でも結構ですし経営政策部長でも結構です。財政課長で

も結構です。ご見解があればお聞きしたいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 当然、議員おっしゃっておりますとおり今後、市の会計については非常に厳しい状態となっ

ております。自由に使えるお金というふうなものが限られておりますので、そうなりますと先

ほど答弁のほうでも話をいたしましたとおり、普通建設事業につきましても事業についての目

的をしっかり絞りながら行っていく。それに併せまして行財政改革ですとか、そして各種のい

ろいろなソフト事業ですとか、そういうふなものもスクラップ・アンド・ビルドの考え方をもっ

て、もう一度、再度見直していくというふうな歳出の状況も必要だと思います。さらには歳入

につきましても経済が活性化をするような、そんな方法の手法も導入したり、また適切な税の

制度におきまして税も徴収するようなそんなことも考えながら安定した財源確保、また支出も

しっかり事業を見極めて、行わなければならない事業をこれからはしっかり進めていく。その

ように考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 本当にいろいろな市民の方々からの要望、また議員の提案を施策に結び付けていきたいとい

う思いは議員各位、それから職員の皆さま方も同じだと思うんですけども、限られた財政の中

でいかにしていくか、本当に知恵を絞っていきたいと思います。 

 続いて、観光による地方創生「笛吹版ＤＭＯ」の取り組みについて伺います。 

 観光資源を豊富に抱え、温泉・宿泊インフラを有する笛吹市の観光振興の取り組みとして総

合戦略にも盛り込んだ笛吹版ＤＭＯの導入を具体的に検討していくことを提案いたします。そ

れに向けた課題と考え方について、以下質問します。 

 Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ、またはＤｅｓ

ｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ、ＤＭＯは日本でも近

年注目され、その役割は多様な関係者と協働しながら明確なコンセプトに基づいた観光地域づ

くりを実現し、あるいは調整役となる組織として行政と民間が一体となって観光振興の課題解

決に取り組むというものであります。 

 本市のように観光資源や地域資源が多いほど、ビジョンやプランはその方向性や内容が拡散

傾向となる悩みも生じてきます。しかし核となるプラットフォームとしての笛吹版ＤＭＯを組

織し、地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点をもっ

て、その舵取り役となることで観光振興から地域振興へとつなげていくことが可能になると考

えられます。広域連携、地域連携といった枠組みも含めて本市の観光振興を展開するにあたっ

てＤＭＯの導入を具体的に検討していく考え、今後の取り組みについて伺います。 
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 次に具体的な検討の内容として、笛吹市観光物産連盟と旧町村の観光協会のあり方をＤＭＯ

のような形態に改編するなどして、地域の多様な関係者を巻き込み市民の意識と地域のブラン

ド力を高める観光地づくりを総合戦略等も踏まえながら推進していくことが必要であると考え

ますが、ＤＭＯを含めて観光地としての市の課題認識について伺います。 

 以上２問目といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにＤＭＯの導入を検討する考えについてですが、地方創生の中でＤＭＯは地域づくり

の中核組織と位置づけられ、地域全体のブランド戦略作成やマーケティングを担う司令塔であ

ると同時に宿泊や観光企画商品などを訪れる観光客等にワンストップでサービスを提供するこ

とができ、地域の稼ぐ観光の重要な位置づけとなっております。観光関係者だけではなく農業、

商工業やサービス業など地域の住民が主体となって観光地域をつくり、新たな雇用の創出や地

域への経済効果を生む観光地域経営組織を目的としております。本市の観光資源を観光地域づ

くりに生かすために笛吹版ＤＭＯの導入を検討することは極めて重要と考えております。 

 次にＤＭＯを含めた観光地としての市の課題認識についてですが、本市は有力なマーケット

である首都圏から近距離に位置し温泉や果物、ワイン、歴史など観光資源に恵まれております。 

 現在、本市観光の中心は石和・春日居温泉郷の宿泊観光であり、県内宿泊観光の拠点となっ

ております。周辺市町村にも有力な観光資源が多く存在しておりますが、この豊富な観光資源

と宿泊との連携・融合が弱いと感じております。このつながりを強固にするためには、総合的

な見地から企画運営・実行できるＤＭＯ組織は非常に有効であると考えられます。このたび本

市を含む峡東地域とはワインリゾート構想で一体となった取り組みを目指しており、この広域

連携はＤＭＯ組織への関心を向ける好機と捉えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 総合戦略にも掲げられていますけども、なかなか具体化させるのは難しいこともたくさんあ

るかと思います。ぜひこれは前向きに実現していただけたらと思います。 

 日本観光振興協会が紹介している事例のトップに、富士河口湖町のエコビジョンブレインズ

というアウトドア事業、体験事業の会社が出てきます。こうした人やコンテンツを提供してい

る事業者のものを結び付けていくというところを行政も一枚かんで、ぜひ進めていっていただ

きたい。市内の取り組みが大事だと思います。物産連盟の代表理事でもある倉嶋市長、市内の

体制づくり、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 
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〇市長（倉嶋清次君） 

 すでに担当部長の答弁にございましたように、笛吹市観光物産連盟という組織があるわけで

あります。これをいかに活力あるものにしていくかということが大変大事な課題だというふう

に思っております。なかなかクリアしなければならない課題というものもありますけれども、

この組織を発展的に考えていくということで笛吹市の観光の活力をさらに高めてまいる、その

ような努力をしてまいりたいと思っています。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 地域にお金をまわすために頑張っていきましょう。 

 以上、終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で志村直樹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。 

 １９番、前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 志村議員の関連質問をしたいと思います。 

 先ほどの水道事業の中でですね、数年前にですね、供給単価と給水原価が大きく、５０何円

ですか、たしか離れていると思うんですけども、このへんで年間２億近いお金も一般会計から

捻出しているということの中でですね、今後、市のほうの考えとしてはこのへんの料金面での

差をどんなふうに考えているのか。公営企業の部長さんにちょっとお尋ねしたいと思いますけ

ど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤公営企業部長。 

〇公営企業部長（遠藤正文君） 

 前島議員の再質問にお答えいたします。 

 公営企業部では２９年度に向けて水道、徴収業務のほうを委託のほうを考えております。今、

進めているわけですが、効率よい運営を行いまして徴収率を上げていく。また料金についても

ここ数年間のうちに考えていかなければならないというふうには考えているところであります。 

 以上、関連質問の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） 

 事業もですね、はじめの予定からはずいぶん延長になっているという中におきましても、そ

うでありますけども、こういった誤差というか、この単価問題が非常に大きな問題であろうか

と思いますけども、なかなか避けて通れないというようなこともあろうかと思いますけども、

このへんもですね、早い時点に市民の皆さま方に周知する中でぜひ進めていただきたいと思い

ます。 
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 また先ほど来、市営四日市場団地ございます。この問題もですね、市内にはまだまだ多くの

市営団地があります。市のほうの考えはですね、こういった、たしかこれ、３つの団地を１つ

にしてということの中でございますけども、旧町村ごとのこの市営団地に対するですね、今後

の方針というものも、白書等々のこともあろうかと思いますけども、今後も旧町村ごとの市営

団地をどんなふうな今後は進めていくのか、このへんももしできましたら質問したいと思いま

すけど。 

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） 

 関連質問にお答えいたします。 

 議員ご案内のとおりですね、まだまだうちの本市には老朽化した木造の住宅と、あるいはブッ

ロク造づくりの住宅がまだまだたくさんございます。それらを今後どうしていくか。やはりそ

こには大勢の方々がまだまだお住まいになっておりますので、そういった方々のところをです

ね、地区ごとにできればまとめていくとかですね、そういったものを具体的には今年度、本市

の長寿命化計画を見直しを始めますので、これでやはりしっかりと謳っていきたいなと考えて

おりますが、基本的には地域のコミュニティというんですか、先ほどから言葉が出ていますけ

ど地域コミュニティをしっかりと保つためにも、その地域ごとにとりまとめていくというのが

理想ではないのかなと思ってきております。その中で統廃合とかという場面も出てくるかと思

いますけども、それはまた次の計画で基づいてしっかりと立て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） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 このへんの問題も大きな問題であろうかと思いますけど、このへんも早いうちにですね、ぜ

ひ検討していただいてですね、方向性を打ち出していってほしいと。限られた財源の中でより

効果的に、またそのへんの財政的な問題が一番あるわけでございますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はよろしいですか。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 いいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか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。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 笛新会の荻野謙一でございます。 
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 本定例会の最後の質問者となりましたが、今しばらく耳を傾けていただければ幸いだと思い

ます。 

 それでは１問目の質問に入りたいと思います。 

 税および利用料金についてでございますが、倉嶋市長は大型公共事業凍結という大きな課題

を争点として市長に当選されました。それから３年７カ月が経過した中、倉嶋市長は市民の声

を聞き市民との対話をもって希望と理想の溢れる桃源郷を目指して市政運営を行っていくこと

ではなかったのでしょうか。残された５カ月ですが、市長は市民に対して市民の声を聞く、初

心の気持ちに戻ることはいかがですか。市民の声を聞く市政をぜひ残された期間、よろしくお

願いしたいと思います。 

 以下、質問に入りますが以下２点の質問、公共施設料金およびごみ袋有料化につきましては、

私は受益者負担、公正・公平と将来の財政、ならびに環境問題を考えたときに条例の一部改正、

条例の改正に賛成の立場でありました。でも今日、私は市民の立場からの目線で質問をさせて

いただきます。 

 以下、お伺いをいたします。 

 １つ、税と利用料金の項目別に滞納額はどのような状況にあるか教えてください。 

 ２つ目、直近の税および利用料金の欠損処理金額はどのくらいでしょうか。 

 ３つ目、徴収率は２７市町村の中で笛吹市は何番目でしょうか。 

 ４つ目、個人もしくは法人で最高滞納金額はどのくらいあるんでしょうか。 

 ５つ目、税および利用料金の滞納徴収問題は、市民の公平・公正面からしても厳正に対応し

徴収することにより公共施設利用料金問題とか、ごみ袋の価格設定問題等々、市民に少しでも

負担が少なくなることが、それこそが目指す理想の桃源郷だと考えますが市の見解をお伺いい

たします。 

 ５つ目、各種利用団体（スポーツ関係、文化関係、その他）代表者等からの意見の聞き取り

調査、またはアンケート調査を実施されたのか否か。またなぜ値上げ、ならびに利用料金の徴

収をしなければならなくなったのか、根拠とその要因はいかがでしょうか。 

 ７つ目、ごみ袋有料化に至った根拠と要因はどうでしょうか。他市と比較して倍の価格設定

した理由と根拠、有料化にする市のメリット・デメリットはいかがでしょうか。 

 以上、１問目の質問とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに税と利用料金の項目別の滞納額についてですが、税および料金の現年度分および累

積の滞納額につきましては、平成２７年度決算見込み額でございますが市税が１０億５千万円、

国民健康保険税６億１千万円、保育料２，１００万円、介護保険料５千万円、後期高齢者医療

保険料５００万円、住宅使用料２千万円、水道料金１億４千万円、下水道料金６，５００万円

となっております。 

 次に直近の税および利用料金の欠損処理額についてですが、本年３月末に不納欠損とした金

額につきましては市税２億６千万円、国民健康保険税８，５００万円、保育料１７２万円、介
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護保険料１，８００万円、後期高齢者医療保険料１９万円、水道料金１，１００万円、下水道

料金１８８万円としております。 

 次に徴収率の県内の順位についてですが、平成２６年度決算値による収納率の順位について

は市税が２７位、国民健康保険税が２３位、後期高齢者医療保険料が１８位となっております。

他の項目につきましては不明でございます。 

 次に最高滞納金額についてですが、項目別の最高滞納金額でありますが市税３，９００万円、

国民健康保険税３４２万円、保育料１１８万円、介護保険料２４万円、後期高齢者医療保険料

１０６万円、住宅使用料３２８万円、水道料金３９１万円、下水道料金８０４万円となってお

ります。 

 次に税と利用料金の滞納徴収問題への対応についてですが、本市では合併以来、税および各

種料金の収納率が他市町村と比較し著しく低いことから、全庁体制で収納率向上対策に取り組

んできたところであります。 

 滞納者に対しては、財産の差し押さえや給水停止などの処分を積極的に行っているところで

あり、こうした努力が実を結び年々収納率も向上をしているところであります。滞納対策の強

化推進により結果的に財源の確保につながることとなりますが、しかし滞納整理の第一の目的

につきましては、税および料金の負担の公平性を維持することと考えておりますので、議員が

質問された各種行政サービスにかかる経費の市民負担の軽減の件と滞納の問題とは切り離して

考えるべきものと考えます。 

 市では市民の皆さまへの負担を極力減らすよう行政運営を行っているところでありますが各

種行政経費が増大する一方、市税や地方交付税などの一般財源の減少が続いており、財政の硬

直化が懸念されております。 

 今後、市が安定した財政運営を維持していくためにも、各種利用料金および受益にかかる負

担金等につきましては、市民の皆さまにご理解をいただく中で一定のご負担をお願いしたいと

考えておるところでございます。 

 次に公共施設の使用料改定の根拠および要因についてですが、社会教育施設および社会体育

施設等の使用料改定に際して、利用団体からの聞き取り調査やアンケート調査は実施をしてお

りません。しかし審議会の委員の皆さんがそれぞれの所属団体の立場から状況を把握し、審議

をしていただいているものと理解をしております。 

 また今回の料金改定は合併に伴う協定項目となっており、地域による料金格差をなくすため

算定基準を統一化し、規模、内容等に応じた料金としたものです。加えて施設の維持管理費を

受益者負担という形で利用される方に少しでもご負担いただくものであり、決して値上げその

ものを目的としたものではありませんのでご理解をいただきたいと思います。 

 次にごみ袋有料化の根拠および要因、価格設定理由と有料化のメリット・デメリットについ

てですが、笛吹市のごみ減量の現状につきましては、ごみ減量５３％の目標達成は難しい状況

にあります。ごみ減量の取り組みとして、笛吹市一般廃棄物処理基本計画に示された施策の検

証を行い、排出抑制と分別の促進、ならびにごみ減量に対する意識の向上の必要性から有料指

定ごみ袋の導入を実施いたしました。 

 ごみ袋の価格は排出抑制と連動しており、高いほど減量効果が認められていることから笛吹

市では可燃ごみの減量を促進するための施策内容と妥当な価格を検討し、本市の生活状況等を

勘案した上で価格設定を行ったところであります。 
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 また、他市では指定可燃ごみ袋以外についても有料での収集が行われているなど、それぞれ

の施策が実施されており、有料指定ごみ袋のみを取り上げて比較するのは適切ではないと考え

ております。 

 次にメリットにつきましては、ごみの減量化が図られるとともに処理費が大幅に削減される

こと、さらに他市および事業系ごみとの差別化が明確にできることが挙げられます。デメリッ

トにつきましては不法投棄や野焼き等が懸念をされるところでありますが、有料指定ごみ袋の

周知と併せ、徹底した啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひ、そのように努力を惜しみなくしていただきたいと思います。 

 それから次に徴収率のことなんですけど、合併以来、笛吹市は常に逆から見ればトップなん

ですよ。一番、２７市町村の中で合併以来ずっと２０何番目を走っています。こういった状況

を見る中で本当に市として努力しているのでしょうか。そのへんの意見をお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 徴収率につきましては、市税の徴収率については毎年、最下位というようなことで私どもも

ここはできる努力はしていかなければならないというふうに考えているところでございます。

徴収率自体については合併以来、年々、上昇をしているところでございますし、担当の職員も

非常に精神的につらい思いをしながらも頑張っているところでございます。これからも徴収率

の上昇に向けて努力をしてまいります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ２７年度の単年度の徴収率は何％でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ２７年度につきましては現在、策定中ということで正確な数字は出てございません。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 また、その徴収率はのちほど教えていただきたいと思います。 

 それから次に最高滞納金額についてでございますが、先ほど市税からもろもろ下水料金まで

ありますが、この金額は１個人と１法人ということでよろしいんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 このへんに関しては個人の情報ということでもございますので、はっきりどの部分が法人で

個人ということは言えませんけども、法人と個人ということでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それではもう一度お伺いしますが、この最高滞納額、仮に１個人か、もしくは法人かで最高

の金額はいくらなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 それはあれですか、その法人の最高額がいくらで個人の最高額がいくらということでしょう

か。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 反問権ということで、よろしいですね。 
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 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 もしできるであれば個人と法人ということでお答えいただければと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 現状でちょっとそのへんの具体的に個人がいくらということはお示しできませんので、また

ちょっとこのへんは調べていただ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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 たしか昨年の総務常任委員会で聞いたところ最高額が約３億円あると聞いておりますが、そ

れも調べていただいて、実際そのくらいあるのかどうか。そして今、聞いた、この最高滞納額

について、この金額には、これは本税でしょうか、これ遅延金も含まれた金額でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 含まれた額だというふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ありがとうございます。 

 それでは次に公共施設料金の料金についてですけど、これ今、部長の答弁だとこういった聞

き取り、調査とかアンケートとかそういったことはしていないということなんですが、この審

議委員会のメンバーというか、構成されている人を見れば各種団体とかそういった代表者がか

なり参加しているようですが、そういった代表者がこの下部の組織に一切そういった相談をし

なかったんでしょうか。そういった原因で今、このような市民からの苦情とか意見とか、出ら

れている要因はなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 先日の小林議員のご質問の際にお答えしたとおりでございまして、それぞれの審議委員さん

がそれぞれの所属団体の立場からご審議をいだいているものと理解しております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 時間をとって審議されているって非常にありがたいことなんですが、ただ審議するだけでは



 １５２ 

なくて、やはりそういった団体が、代表者が出ている中でなぜそういった下部組織にそういっ

た調査アンケートを取らなかったか。それがやっぱりこの今、苦情とかいろいろの支所のとこ

ろの声とかあります。そういった原因がそういったことだと思われますが、そのへんについて

部長はどのようにお考えですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 

 審議する過程の中で十分、情報公開を行ってこなかったということは反省すべき点だという

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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 分かりました。それからごみ袋の有料化、先ほどの施設料金の改定、ごみ袋の有料化という

ことは私も非常に受益者負担とかいろいろの部分で、こういった非常に有料化しなければいけ

ないということは非常に私も賛同して賛成いたしました。そういった中で、なぜ私がこういっ

たことを質問するかとなると、これはやはり市民の声を聞かないことがやっぱり原因の１つだ

ということで私は質問しているわけでございます。そういった中で、ぜひ最後に倉嶋市長にも

お伺いしますけども、こういったことを踏まえた中で、もう一度、ごみ袋についてなんですけ

ど、ここにごみ袋減量５３％目標の達成は難しい状況にあるとありますが、このごみ袋５３％

の減量、これは以前のこれは決めたことだとは思われますが、ただのごみ、５３％という語呂

合わせで決めた、これは非常に市民を馬鹿にした数字でやってきたと思われます。ここでこの

５３％の数字は、目標を変える考えはあるのでしょうか。 

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） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 

 ５３％を決めるときには、やはりいろんな環境の中のいろんな条件の中で目指したものだと

思います。本来じゃあもう１００に近いほどごみ減量というのが理想だと思いますけども、や

はり生活していく中で出てくるものはあるということで、ここのところ５３でおそらく妥協と

いうか、そこで決めたと思います。ただ、今言いましたように変更があるかどうかということ

については毎年、５年にいっぺんアクションプラン等、いろんな形で計画していく中で状況が

変わる中でこれが絶対無理とかということになれば減りますし、さらにもっと伸びることがで

きる減量できるということであれば増える可能性もあると思いますので、それは変更は可能だ

と考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 

 それではお聞きしますが、今現状で何％の減量が達成できたでしょうか。 

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。 

 何度かお答えしておりますが３０％ということです。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 分かりました。それでごみ袋についてなんですけど、ごみ袋の価格、これは一応、４５リッ

ターで３０円ということなんですけど、この価格は３０円と決めて販売するのか、各商店でそ

れは決めて販売するのか、そのへんはいかがなんでしょうか。 

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。 

 ごみ袋は手数料ということになっておりますので、すべてのところで３０円で販売いたしま

す。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 その３０円という価格設定をした中で、独禁法とかそういった、私も難しい法律はよく分か

りませんが、市が主導してそういうことをやらせたということで、そういった部分については

どんなんでしょうか。 

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。 

 手数料ということで金額を設定しておりますので、これは市の条例の中で決めたことですの

で問題ないと考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 分かりました。それからもう１点、ごみ袋、当然、市で入札して原価というものがあります

けど、当然販売価格というのはその差益がありますよね。その差益について、この市はどんな

ようにそれを利用しようと、利用というかそれをどんな、環境問題に使うのか、どういったも
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のに使うのか、ちょっともしそういう考えがあればお聞かせください。 

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。 

 基本的には環境行政に使います。ですけども中にはすべてがハードではなく、いろんな意味

でソフトな面で市民の方に使っていただくような形も考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 分かりました。それでは次の２問目の質問に入りたいと思います。 

 市営住宅四日市場団地建設についてということでして、国におかれても空き家対策問題は大

きな重点課題とされています。笛吹市でも例外ではなく民間住宅、ならびに賃貸住宅の空き家

はここ数年増加する一方でもあります。そういった現状の中、本当に市営住宅建設が将来を見

据えた必要な公共投資なのでしょうか。今後の空き家対策問題と市営住宅建設問題は並行して

考えるべきではないでしょうか。もっと空き家対策をどうするべきかも検討されたらいかがで

しょうか、以下質問に入ります。 

 １つ目、市にとって本当にしなければならない将来に向けた公共投資なのかお伺いします。 

 ２つ目、戸数３０戸の市営住宅建設予定にかかる総額予算は８億から９億と考えられますが

１戸当たりに換算すると２，７００万円から３千万ぐらいかかると査定されます。本当に市民

にとって公平・公正な事業と言えるのでしょうか、お伺いします。 

 ３つ目、行政は事業を行う上で国・県の補助金を使えるので市の負担は少なく済むから事業

をしなければ損だという考えがあるようですが、それは私は大きな勘違いと指摘します。事業

の目的・内容が大事であり、すべてこれ補助金でも税金でございます。そのへん市の見解をお

伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに本当にしなければならない将来に向けての公共投資なのかとのご質問ですが、平成

１８年６月に成立した住生活基本法では、国および地方公共団体は住生活の安定の確保および

向上の促進に関する施策を策定し、実施する責務を有するとしています。 

 昨年１０月に策定された笛吹市人口ビジョンでは本市の総人口は２０１０年以降、減少傾向

が続きますが６５歳以上の人口は２０４０年まで微増が続き、それ以降は総人口と同様な減少

に転じます。 

 また民間賃貸住宅事業者は高齢者世帯への貸借を望まぬ傾向がみられ、高齢者人口が増え続

ける２０４０年までの間、高齢者が入居できる住宅は今以上に不足してくることが想像できま

す。さらに少子化により単身世帯や夫婦のみ世帯が増加し、需要と供給のバランスにより民間
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賃貸住宅市場は、子育てに適した住宅が不足してくることが考えられます。市営住宅四日市場

団地のみならず、本市には昭和５０年以前の老朽化した住宅が８４戸あり、現在も１２８人が

生活しております。これらの住宅事情を考慮すると市営住宅四日市場団地を含め、公営住宅の

建替事業は本市にとってしなければならない事業と捉えております。 

 次に市民にとって公平・公正な事業といえるのかについてですが、市営住宅四日市場団地は

病院、保育所、市役所、さらには日用品や食料品店舗に近く特に移動の制約を受ける高齢者や

生活に必要な各種サービスを必要とする子育て世帯にとって住環境に恵まれた団地であります。

公営住宅の建て替えは、財源的には建設時点でおおむねその４５％を社会資本整備総合交付金

が充てられ、残りは公営住宅建設事業債が充当率１００％となっています。さらにこの地方債

の返済を軽減するために２０年間、国からは家賃低廉化助成金と特別交付税が支出されます。 

 当然、本団地は公営住宅法に基づく建替事業のため、所得等による入居制限が設けられてお

り、すべての市民が入居できる団地ではありませんが住宅扶助制度と異なり、一定の居住水準

を確保した住宅を直接、住宅に困窮する低額所得者に提供する事業として多くの家庭の生活を

支えていくことができます。 

 次に補助金を使えるから事業をするのではなく目的や内容が大事とのご指摘ですが、冒頭で

お示ししたとおり公営住宅は住生活基本法に基づき、国と地方公共団体が協力して住宅に困窮

する低額所得者に対し、低廉な家賃で供給されるものであります。さらに少子高齢化時代を迎

え「いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使うこと」、住宅にも長寿命化が

求められる時代となっております。市営住宅四日市場団地は、ＲＣ構造により長年にわたり施

設が活用できる優れた住宅と考えております。 

 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。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今の答弁、いつもと同じ答弁であります。そういった中で初日の答弁の中にもありましたよ

うに、笛吹市の中にも２，６５０戸の空き家が想定されているという中で本当にこういったこ

とが必要なのかどうか、もっと私は将来に向けた子育て支援とかそういったものに特化したも

のに投資すべきじゃないかと考えております。 

 それ最後に市長にお伺いしますが公共施設料金、ごみ袋設定価格等の問題、市民の多くから

意見が寄せられています。これはやはり行政の市民に対しての押し付けだと思います。市民の

声を聞かないことが要因だと考えられますが、市長のお考えをお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 議員からは残された任期はあと５カ月、初心に戻ってはいかがかと。このようなご指摘だっ

たと思います。３年７カ月前に戻ることができれば戻りたいという気持ちはありますが、それ

はかないませんので、せめて残りのこの任期の５カ月間、しっかり私の初心はなんだったのか、

これを検証していきたいというか、検証しているところでございます。そういう中でいろんな

皆さまからいただいた意見等々を噛みしめながら、日々、認識を新たにしている、そのような
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現状でございます。これが新しい認識というような形になるかどうかはまだ分かりませんけれ

ども、ご指摘の点はしっかり受け止めて残りの期間、しっかり頑張ってまいりたいと思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 どうもありがとうございます。私どももあと、当然、市長と同じ５カ月でございます。精一

杯、努力していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で荻野謙一君の一般質問を終了いたします。 

 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

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） 

 ○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁漏れとですね、答弁不明瞭な部分の関連ということで関連をお願いします。 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 今、私は４市が一緒になって料金を決めるということを言っているわけじゃないんです。こ

の料金設定の中で今、荻野議員のほうから高いとかいろいろと出ている問題と、そしてこれに

絡んだ中で委員会でも色別のことも出ている問題を絡めた中でもって、このごみというものは

非常に一番生きていく中でもって皆さんが、一人ひとりが丁寧にやらないと減量化というもの

は進まないから、これは当然、関連質問の中でもやっていかなければならない問題だともあり

ますから、質問の中へ入れたわけでございますから。春日居町はこの笛吹市の中の、４市でな

くても、今、答弁の中でですね、４市が一緒になるなんて言っていました。そういうことを言っ

ているわけじゃなくて、その料金も設定する中でもってメリットがあったと。それで収集枠の、

ちゃんと収集所が春日居町は全部区でもって、各区長さんをはじめ衛生委員がしっかりやって

いるから、そういうもので軽減されていると。その中のものを１つのものにするじゃなし、こ

れから笛吹市がやっていこうとするものに、もしできることからそういうものを加味して入れ

ていったらどうかという提言なんですけども、その点をもう一度聞いて質問を終わります。違

いますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えできます。 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 関連にお答えいたします。 

 神澤議員がおっしゃっているように、要するに袋だけじゃなくて人の気持ちという、その分

別しなければならないという、そういう思いが必要だということだと思いますので、当然、ご

み袋を導入したからごみが減るとは思っておりません。それは１つのツールにすぎないという

ことで、当然、環境教育、それから指導とかいうのは徹底しなければならないですし、先ほど

言ったその物を置く、場所ですね、ステーションとかそういうようなことも含めて市民が一番

ごみは分別しやすく減量できる方法というのは検討していきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 ほか関連質問はありますか。 
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 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日１４日から６月２３日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日１４日から６月２３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６月２４日、午後２時３０分から再開といたします。 

 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１５分 

 

 

 



 １５９ 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ８ 年 

 

 

笛 吹 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 

 

 

 

６ 月 ２ ４ 日 

 

 

 



 １６０ 

 

平成２８年笛吹市議会第２回定例会 

 

１．議 事 日 程（第４号） 

平成２８ ６月２４日 

午後 ２時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 議案第５７号 笛吹市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について 

日程第 ２ 議案第５８号 笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等に関する条例の一部改正について 

日程第 ３ 議案第５９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 

日程第 ４ 議案第６０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 

日程第 ５ 議案第６１号 笛吹市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第 ６ 議案第６２号 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ７ 議案第６３号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第 ８ 議案第６４号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第 ９ 議案第６５号 平成２８年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１０ 議案第６６号 平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１１ 議案第６７号 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

について 

日程第１２ 議案第６８号 動産の取得について（シンクライアント用ストレージ機器購

入） 

日程第１３ 請願第１号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた

めの請願書 

日程第１４ 請願第２号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める

請願書 

日程第１５ 議案第６９号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第１６ 同意第２号 大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 

日程第１７ 同意第３号 崩山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
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日程第１８ 発議第２号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた

めの意見書の提出について 

日程第１９ 発議第３号 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める

意見書の提出について 

日程第２０ 閉会中の継続審査について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 

 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 

 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 

 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 

 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 

 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 

 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 

 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 

 １５番 渡 辺 清 美 １６番 亀 山 和 子 

 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 

 １９番 前 島 敏 彦 ２０番 小 林  始 

 ２１番 大 久 保 俊 雄 

 

 

３．欠席議員 

 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 

 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 

 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 雨 宮 寿 男 

 経営政策部長 小 澤 紀 元 会 計 管 理 者 成 島 敦 志 

 市民環境部長 鶴 田 一 二 美 保健福祉部長 風 間  斉 

 福祉事務所長 杉 原 清 美 産業観光部長 雨 宮 良 秋 

 建 設 部 長 河 野 正 美 公営企業部長 遠 藤 正 文 

 教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹 

 経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫 

 消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 里 吉 和 子 

 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 

 

 

 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   古 屋  健 

 議 会 書 記   井 上 博 之 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午後 ２時３１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。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、代表監査委員 横山祥子君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いた

します。 

 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。 

 日程に入る前に、先ほど荻野議員から６月１３日の本会議、一般質問の中の発言について会

議規則第６４条の規定により事実と異なる発言があったことにより、お手元にお配りしました

発言訂正申出書に記載した部分を訂正したいとの申し出がありましたので、発言を許します。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ただいま議長のほうからお許しをいただきましたので、笛新会の荻野でございます。 

 ６月１３日の私の一般質問の再質問における発言について、一部訂正についての旨を議長宛

てに提出いたしましたので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

――発言の一部訂正（原文より抜粋）―― 

 〔再質問①〕「税金の滞納額についてお聞きします。2年前と比較して6億円くらい増加して

います。このうち市税が10億5千万円であり、相当増加しています。」を「税金の滞納額につ

いてお聞きします。市税、保険料、使用料など滞納額は 19 億 6 千万円であり、2 年前と比較

して4億9千万円減少していますが、このうち市税は10億5千万円であり、滞納額の50％を

占めており、まだまだ滞納額は高くなっておりますが、当局の説明をお願いします。」に訂正。 

 〔再質問②〕「27年度の滞納額の見込み額は19億6千万円であり、2年前は13億2千万円

です。6億数千万円の増額は市税の何が要因か。」を「27年度の滞納額の見込み額は19億6千

万円であり、2年前は24億5千万円になっていますが、4億9千万円の減額になった要因は何

か。」に訂正。 

 〔再質問③〕「2年前の市税の滞納額はトータル13億2千万円です。内訳は、市税、3億6千

万円、固定資産税9億4千万円、都市計画税3千万円、軽自動車税2千2百万円、入湯税1千5百

万円になっています。非常に努力していると言っていますが、6 億円増加している。今後、健

全財政を進めなければ市民サービスが停滞することになりますので、税金の収納業務を徹底し

ていただきたい。次に不納欠損額についてですが、平成 27年度の見込み額が 3億 6千万円で

あります。毎年、不納欠損額で処理されて徴収不納になることが予測されますが、当局の見解

を伺います。」を「2年前の市税の滞納額は 13億 2千万円です。内訳は、市税 2億 6千万円、
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固定資産税 9億 8千万円、都市計画税 3千万円、軽自動車税 2千 2百万円、入湯税 2千 3百

万円であり、2億 8千万円減少している。担当部署においては市民サービスが停滞しないよう

健全財政に努められるとともに、税金の収納業務を徹底していただきたい。次に不納欠損額に

ついてですが、平成 27年度の不納欠損額の見込み額が 2億 6千万円でありますが、毎年、不

納欠損される市税等が増加されることが懸念されていますが、この件について、お伺いします。」

に訂正。 

――ここまで―― 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいま荻野議員からの発言の訂正については、申出書のとおり訂正することを議長におい

て許可いたします。 

 続きまして雨宮総務部長から６月１３日の本会議、荻野議員一般質問の答弁における発言に

ついて会議規則第６４条の規定により事実と異なる答弁があったことにより、お手元にお配り

しました発言訂正申出書に記載した部分を訂正したいとの申し出がありましたので、発言を許

します。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ６月１３日の一般質問の中で荻野謙一議員の再質問に対する私の答弁の中、発言で一部事実

と異なる発言があったこと、また先ほどの荻野議員の再質問の訂正に対して答弁内容を訂正を

したいと思います。会議規則６４条の規定により申し出るものであります。どうかよろしくお

願いをいたします。 

――発言の一部訂正（原文より抜粋）―― 

 ｛再質問１の回答｝『市税の滞納金額が増加している原因ということですが、固定資産税等

の滞納分が増加しているということが一つと、県の方から、滞納整理ということで強化したが、

考え方としては国保税の滞納の方に力を入れたので、国保の滞納が少なく、市税等の滞納金額

が増えてきていると考えられます。』を『市税の合併当初 16 年度決算においては、滞納額は

21 億円で、その後も増加し続け 21 年度決算においては 26 億円と最高額となったところであ

ります。市では、平成 19 年度に税務課から収納部門を独立させた収税課を設置し、徴収体制

の強化を図るとともに、適正な執行停止を行うことにより着実に未納額の減少に努めてきたと

ころであります。その結果、平成27年度における市税の滞納見込み額は、10億5千万円と減

少しております。』に訂正。 

 ｛再質問 2 の回答｝『その比較対象となる年度の資料がございませんので、後ほど答弁した

い。』を『減額になった要因ですが、市税等の強制徴収公債権については、滞納者に対して財

産の差押えや動産の公売等の処分を積極的に行っており、また、水道料や公営住宅使用料等の

私債権については、給水停止及び債権回収のために裁判所への提訴なども行っております。ま

た、平成 19 年度には、市長を本部長とし、税・料金の担当部署の部長・課長を本部員で構成

する市税等収納率向上対策本部会議を設置し、全庁体制並びに内部連携強化により収納率向上

に努めており、講師を招いての研修会の実施や3ヶ月ごと税・料金の収納状況の考察など、各

種対策を実施してまいりました。このような継続的な取り組みが税・料金の滞納額の減少に繋

がっているものと考えております。』に訂正。 

 ｛再質問３の回答｝『不納欠損についての考え方ですが、基本的には地方税法に係る執行停
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止3年経過、会社の解散等による執行停止の即時消滅。また民法上の5年時効という形の処理

になるが、できるだけ不納欠損にならないように努力してまいりたい。』を『税の不納欠損に

おいては地方税法上の滞納処分の執行停止によるのものと、民法上の 5年時効による欠損があ

ります。27年度中の市税の不納欠損 2億 6千万円の内訳は、執行停止によるものが 2億 2千

万円、5年時効によるものが 4千万円となっております。市では、税の負担の公平性の観点か

ら、5 年時効による不納欠損は極力避けるよう努力しているところであります。また、滞納処

分の執行停止による不納欠損については、職員が滞納者への十分な財産調査を行った上で、徴

収が不可能と判断した場合にのみ決定している合法的な手法であり、県からも適正な執行停止

の促進について指導を受けていることから、今後も、執行停止を活用し、収納率の向上と滞納

額の減少に努めてまいります。』に訂正。 

――ここまで―― 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいま雨宮総務部長からの荻野議員の一般質問の答弁の訂正については、申出書のとおり

訂正することを議長において許可いたします。 

 続きまして神澤議員から６月１３日の本会議、荻野議員一般質問の関連質問における発言に

ついて会議規則第６４条の規定により事実と異なる発言があったことにより、お手元にお配り

しました発言取消申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありましたので、発言を

許します。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 議長のお許しをいただきました。 

 荻野議員の質問の関連質問について取り消しの趣旨を申し上げさせていただきます。 

 ６月１３日の荻野議員の一般質問の関連質問における発言について、その全部を取り消す旨

の申出書を議長宛てに提出させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいま神澤議員より荻野議員の一般質問の関連質問における発言の取り消しについて、申

出書の提出および発言がありました。 

 お諮りいたします。 

 取り消しの申し出を許可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。 

 神澤議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。 

 それでは日程に入ります。 

 もとい、なお神澤議員の当該関連質問については鶴田市民環境部長が答弁しております。こ

の答弁は議事整理権により、笛吹市議会会議規則第４２条に基づき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。 

 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。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第５７号から日程第１２ 議案第６８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お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） 

 それでは議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので、報告い

たします。 

 去る６月９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６月１５日、１７日

の２日間の日程で委員会を開催し、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・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 

 まず総務部税務課、ならびに収税課所管では議案第６２号 「平成２８年度一般会計補正予

算（第１号）について」において、委員より収税課の職員１名の増員で１千万円以上の人件費

の増額は大きすぎるのではとの質問に対し執行部より異動職員の役職・年齢構成により、この

ような増額補正になったとの説明がありました。 

 総務課所管では議案第６２号 「平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について」にお

いて、委員よりコミュニティ助成事業の４７０万円増額補正にかかわり、どういう基準で助成

先の地区を選定しているのかとの質問があり、これに対し執行部よりいくつかの審査項目につ

いて総合的に評価し、地区選定の優先順位を決めているとの説明がありました。 

 また、委員より八代地内の忠魂碑補修工事代２０万円について、市が補修工事をする必要が

あるのかとの質問があり、これに対し執行部より旧八代町時代、公共施設建設に伴い町のほう

で移設させてもらったものであり、その移設の際、不十分な工事、とりわけ土台部分の不十分

な工事であったため、今回補正が必要になったとの説明がありました。 

 管財課所管では議案第６８号 「動産の取得について（シンクライアント用ストレージ機器

購入）」の審査において、委員よりその耐用年数は何年かとの質問があり、これに対し執行部よ

り、このような機械は一般的には５年であるとの答弁がありました。 

 消防本部所管では昨年度不手際のあった自家給油所整備事業も業者が決まり、順調に進んで

いること、また出張所庁舎整備事業については候補地が選定され、各種手続きを進めていると

の報告がなされました。 

 経営企画課所管では、ふるさと納税事業の１５０万円の増額補正にかかわり委員よりシステ

ム改修が必要なのはどうしてかとの質問があり、これに対して執行部より取扱件数が一昨年の

２，７００件から昨年は７千件へと急増し仕分けが繁雑になり、またトラブルも発生したりし

たので、トラブル解消とスムーズな礼品発送ができるようシステム改修の補正予算を計上した

との説明がありました。 

 次に討論について報告します。 

 議案第６２号 「平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について」において、反対討論

として総務課所管の中に支所職員６３名から４９名に削減されたことに伴う人件費減額補正が
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計上されているが、支所縮小には反対の立場からこれには反対するとの意見がありました。 

 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第５７号 「笛吹市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

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６２号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）についてのうち、総務常

任委員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６８号 「動産の取得について（シンクライアント用ストレージ機器購入）」、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。 

 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６２号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算」については、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５７号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本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。 

 お諮りいたします。 

 本案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本案件は、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５７号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第６８号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本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。 
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 お諮りします。 

 本案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本案件は、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６８号は原案のとおり可決されました。 

 続いて教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査

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） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会のご報告をいたします。 

 ６月９日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１５日および１７日の２日

間にわたり委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行いました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。 

 保健福祉部所管では、子育て支援課において議案第５８号 「笛吹市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改正」に関し、今回の改正は多子

世帯やひとり親世帯に対する保育料の軽減措置の拡大であり、該当するのは何人かとの質問に

対し、多子世帯では約２００名と見込んでおり必要経費は１，７００万円。ひとり親世帯は約

５０名と３００万円の経費を見込んでいる。参考までに県の無料化制度の対象者は３００名見

込んでおり、５，６００万円ほどの経費となるとの説明がありました。 

 長寿介護課において、債務負担行為にかかわる地域包括センター準備事業で設置する場所は

どこを予定しているのか。また選定はいつごろになるのかとの質問に対し、設置は市内を３圏

域に分けて本庁、八代支所、一宮支所、または御坂支所を予定している。選定については７月

中旬に地域包括支援センター運営に関わる委員会の審議を経て設置場所を決定し、８月に事業

者説明、９月に公募を行い１０月には事業者の決定を予定してい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衛生総務事業での公衆浴場施設改修費補助金はど

のような改修の内容かとの質問に対し、石和にある銭湯でろ過機の循環ポンプと送風機の故障

のための改修で総事業費のうち市負担である２分の１に対し、３分の２を県からの補助金で賄

う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道徳教育研究推進校事業で一宮西小学校が推進校

として指定されたが、道徳教育推進校とはどのような事業を行うかとの質問に対し、県の新や

まなしの教育振興プランの基本方針の一つである豊かな心の育成のために行われる事業で学習

指導の実践的な研究や成果の調査、また道徳授業研究会の実施により、研究成果を市内をはじ

めとする他の学校に生かしてもらうことを目的としています。県内３地区で６校の小中学校が

指定され、峡東・甲府地区の小学校として一宮西小学校が指定されておるとの説明がありまし

た。 

 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についてご報告いたします。 

 審査結果については次のとおりであります。 

 議案第５８号 「笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関

する条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第５９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６０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」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６２号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）についてのうち、教育厚

生常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６３号 「平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６４号 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６５号 「平成２８年笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 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は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第６２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５８号から議案第６０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５８号から議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第６３号および議案第６４号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 すみません、通告になかったんですけども分離して採決をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時５５分 

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

再開  午後 ３時１０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。着席を願います。 

 再開のあと順次進めてまいります。 

 続いて議案第６３号および議案第６４号を一括議題とします。 

 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。 

 （「動議。」の声） 

 渡辺正秀君。異議の内容の発言を求めます。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 それぞれを分けて採決することを申し入れます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 異議の内容に対する賛同者は起立願います。 

 （ 起 立 ３ 名 ） 

 おのおの採決するという動議に対しましての賛成の方の起立を求めます・・・動議に賛成の

方です。今、別々に。 

 じゃあ確認いたします。 

 ただいま分割にするという動議に対しての賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 ３ 名 ） 

 続けます。 

 議案第６３号および議案第６４号を一括議題といたします。 

 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。 

 （亀山和子議員・渡辺正秀議員 退席） 

 （異議なし。の声） 

 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６３号および議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

 入ってもらってください。 

 議案第６５号を討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第６５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６５号は原案のとおり可決されました。 

 続いて建設経済常任委員会に付託して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報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る６月９日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月１５日および

１７日の両日に全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。 

 最初に産業観光部所管では農林振興課にかかわる地域農業振興事業のＪＡ笛吹、デコレーショ

ン軽トラック購入補助について尋ねたところ、桃の花や農産物などの絵をトラックへデコレー

ションすることで県内外で行われる消費拡大宣伝、その他のイベントやその走行の際に笛吹市

のＰＲを行うことができることから、その際、経費の一部を補助するとのことでした。 

 また、地産地消推進事業および芦川地域活性化推進事業のＡＥＤ賃貸料の内容について説明

を求めたところ、市内直売所による連絡協議会から要望があり、八代・境川・春日居・芦川農

産物直売所へＡＥＤを設置するもので、現在３施設は指定管理となっているが、公の施設とし

て厚生労働省が示すＡＥＤの適正配置に関するガイドラインを遵守する中で、市がリースし設

置する。なお、パットや電池の定期的な交換などメンテナンスのことを考え５年リースとする

との説明がありました。 

 次に農林土木課にかかわる資源保全事業、市内水門設備点検業務にかかる水門管理について

尋ねたところ、平等川の改修に伴い県からの水門譲与により管理するもので、水門管理は地元

の水利組合や行政区、農林土木課または支所において行う。また台風による増水などの緊急対

応も行うとの説明がありました。 

 観光商工課にかかわる春日居町駅トイレ改修事業計画について尋ねたところ、施設の老朽化

に伴い全面改修を予定しており、男子用・女子用のそれぞれを設置する。また障がい者用を併

用することも考えている。工事費の２分の１は富士の国やまなし観光振興施設整備補助金を充

てるとの説明があり、委員からは話題性、材質、防犯ベル・エアタオル・ウォシュレットの設

置、いたずらされにくくするために明るくするなど十分に検討しながら進めてもらいたいとの

要望がありました。 

 続いて、建設部所管では管理総務課にかかわる市営住宅四日市場団地建替事業の造成、解体

工事費の増額について説明を求めたところ、来年度、建て替えに伴う本体工事にかかるには今

年度中に四日市場団地を取り壊し、開発の許可を取らなければならないため、一部計画を前倒
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しし、ここで３，２４０万円を補正するとの説明がありました。 

 次に、まちづくり整備課にかかわる空き家等対策推進事業の調査について説明を求めたとこ

ろ、昨年度に調査を実施し税務課が所有している建物台帳や水道課により水道を１年間使って

いない、あるいは休止しているなどの情報をもとに約２，６５０戸が空き家となっている。今

年度は一軒一軒現地調査し、状況によってランク付けを行い、その後、所有者の意向調査等ま

でを計画している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の笛吹川地区国営共有施設共同工事負担金について、こ

の負担金は何年まで払っていくのか、また負担金の算出根拠はとの質問に対し、支払いについ

ては現在、国営管路の更新や修繕を行っており、この工事が続く限り負担金も続くこととなる。

算出根拠については広瀬ダムの共同管理や改良事業、畑かん共有物共同管理、水源確保などの

経費がもととなって、広瀬ダムの使用水量により負担金が決まるとの説明がありました。 

 以上が本委員会に付託を受けました案件にかかわる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果について次のとおりでございます。 

 議案第６１号 「笛吹市公共下水道事業の設置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６２号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第１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６６号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第６７号 「平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 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６２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６１号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本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。 

 本案件についての委員長報告は、可決であります。 
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 本案件は、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６１号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第６６号および議案第６７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６６号および議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第６２号 「平成２８年度笛吹市一般

会計補正予算（第１号）について」を議題とし、討論を行います。 

 まず反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議長の許可をいただきましたので、反対討論を行います。 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 今回の補正の中で支所職員を６３名から４９名に減らして、１４名の削減でございます。こ

の結果、コミュニティの活性化にとって今、大きな支障が出ている。そして市民との協働を推

進する上でも大変な不信感や、それから不都合が生じているのは皆さんもご存じのとおりだと

思います。このことによって１億飛び１００万円の減額が行われております。このことについ

ては反対でございます。 

 なお、支所のこの間、一路縮小路線、これについてはやはり市民協働、あるいはコミュニティ

の活性化、こうした視点から、あるいは市民の利便性の向上、こうした観点から見直しが必要

という見解も市長から出されております。 

 ぜひこの見直し、しっかりやって一日も早く支所を充実していただくことを併せて要望しな

がら反対討論といたします。 

 以上でございます。 

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 ） 
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 討論を終結します。 

 これより議案第６２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６２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   引き続きまして日程第１３ 請願第１号を議題といたします。 

 本案については、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 

 審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 本委員会に付託された請願は次のとおり決定しましたので、会議規則第１３３条第１項の規

定により報告をいたします。 

 平成２８年度請願第１号 

 平成２８年６月９日付託 

 「３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書」については採決

の結果、採択６名、不採択０となり採択すべきものと決定いたしました。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、請願第１号について委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 続いて、請願第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 請願第１号の採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 

 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題といたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第１４ 請願第２号を議題といたします。 

 本案については、審査を建設経済常任委員会に付託いたしました。 

 審査の結果について、建設経済常任委員長から報告を求めます。 

 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） 

 本委員会に付託された請願は次のとおり決定したので、会議規則第１３３条第１項の規定に

より報告します。 

 平成２８年請願第２号 

 平成２８年６月９日付託 

 「「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める請願書」については採決の結果、

採択６名、不採択０となり採択すべきものと決定。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、請願第２号について委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 続いて、請願第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 請願第２号の採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、請願第２号は委員長報告のとおり採決することに決しました。 

 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題といたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後３時４０分といたします。 

休憩  午後 ３時３０分 

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

再開  午後 ３時４２分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 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２件が提出されました。 

 お諮りします。 
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 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第１５ 議案第６９号から日程第１７ 同意第３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案件につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます案件は人権擁護委員の候補者の推薦にかかる議案が１件、恩賜

県有財産保護財産区管理会委員の選任にかかる同意案件が２件であります。 

 はじめに議案第６９号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」でありますが、任期満了

となります１名の委員につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求めるものであります。 

 候補者については若尾光明氏、御坂町在住、再任であり任期は平成２８年１０月１日から３年

間であります。 

 なお、経歴等については案件の末尾にあります参考資料のとおりであります。 

 次に同意第２号 大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任についてでありますが、

委員の改選に伴い新たに委員として中村善次氏、古屋千浩氏、里吉有廣氏の３名の選任につい

て、地方自治法第２９６条の４第１項および大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条

の規定により議会の同意をお願いするものであります。 

 中村氏、古屋氏、里吉氏は新任であり任期は平成３２年５月３１日までとなります。 

 次に同意第３号 崩山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任についてでありますが、委

員の逝去に伴い新たに委員として横内春夫氏の選任について、地方自治法第２９６条の４第１項

および崩山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により議会の同意をお願いするも

のであります。 

 横内氏は新任であり、任期は前任者の残任期間の平成３１年３月３１日までとなります。 

 以上、追加提案いたしました案件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。 

 これより日程第１５ 議案第６９号、日程第１６ 同意第２号および日程第１７ 同意第３号

の３案件の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 
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 ただいま議題となっております３案件については、会議規則第３６条第３項の規定により委

員会付託を省略し、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、本３案件は委員会へ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６９号について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第６９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。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第６９号は原案のとおり承認されました。 

 次に同意第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第２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２号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に同意第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第３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３号は原案のとおり同意することに決しました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第１８ 発議第２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。 
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〇８番議員（中村正彦君） 

 発議第２号 

 平成２８年６月２４日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市市議会議員 中村正彦 

賛同者 

笛吹市市議会議員 野澤今朝幸 

    〃    海野利比古 

 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について 

 上記意見書を笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定により別紙のとおり提出いたします。 

 提案理由 

 教育の機会均等や水準の維持向上、義務教育費国庫負担制度を堅持し国による教育予算の拡

充と豊かな教育環境を整備する必要があるため、本意見書を提出するものであります。 

 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（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２号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第２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２号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第１９ 発議第３号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 発議第３号 

 平成２８年６月２４日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 
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提出者 

笛吹市議会議員 海野利比古 

賛同者 

笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

   〃    中村正彦 

 「協同労働の協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書の提出について 

 上記意見書を笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定により別紙のとおり提出します。 

 提案理由 

 協同労働の協同組合は市民事業による市民主体のまちづくりを創造し、働くこと・生きるこ

とに困難を抱える人々自身が社会に参加する道を開くものである。 

 社会の実情を踏まえ就労の創出、地域の再生、少子高齢社会に対する有力な制度として国に

おける速やかな法制定を求め、本意見書を提出するものである。 

 以上でございます。 

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３号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第３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３号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２０ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 
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〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２８年第２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６月９日から本日まで１６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、

現状の課題を認識し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。 

 ７月１０日を選挙期日とする参議院議員通常選挙が６月２２日に公示されました。今回の選

挙は選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられる初めての国政選挙であります。社会の担い手で

あるという意識を若いうちから持っていただき、主体的に政治に関わる若者が増えてほしいと

願うところであります。 

 桃の出荷がいよいよ本格的に始まりました。今年は春先から好天に恵まれたこともあり、甘

味が強く玉の張りもよい桃に仕上がっているようです。関係機関と連携し、魅力ある笛吹ブラ

ンドの高品質な果物を国内外へ積極的に発信してまいります。 

 さて７月２０日から始まる笛吹市夏まつりでありますが笛吹川石和鵜飼、石和温泉連夜花火

を皮切りに甲斐一宮大文字焼き、春日居笈形焼きなどで盛り上げ、８月２１日の石和温泉花火

大会でフィナーレとなります。今年も商工会会員の皆さまに出店のご協力をいただき花火の見

せ方等にも工夫を凝らし、県内外からお越しいただく多くの方々に大輪の花火を堪能していた

だきたいと考えております。 

 今年の夏は気温が平年並みか、それより高くなると予想されております。議員ならびに市民

の皆さまにおかれましては熱中症など健康に十分ご留意いただき、引き続き本市の発展のため

ご活躍いただきますよう祈念申し上げ、閉会にあたりましてのあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、平成２８年笛吹市議会第２回定例会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ３時５６分 
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