
 １ 

 

 

 

 

 

平成２８年 
 

 

 

笛 吹 市 議 会 

第３回定例会会議録 
 

 

 

平成２８年８月３１日  開会 

平成２８年９月２８日  閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県笛吹市議会 
 



 ２ 

 

笛吹市告示第１１５号 

 

 

平成２８年笛吹市議会第３回定例会を次のとおり招集する。 

 

 

                平成２８年８月２４日 

 

                           笛吹市長  倉 嶋 清 次 

 

 

 

 

１． 期  日    平成２８年８月３１日  午後 １時３０分 

 

 

２． 場  所    笛 吹 市 役 所 議 場 

 

 

 



 ３ 

 

 

○ 応招・不応招議員 

 

 

応招議員（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 

 

 

 

 

不応招議員（ な し ） 

 

 



 ４ 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ８ 年 

 

 

笛 吹 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会 

 

 

 

８ 月 ３ １ 日 

 



 ５ 

 

平成２８年笛吹市議会第３回定例会 

 

１．議 事 日 程（第１号） 

平成２８年８月３１日 

午後 １時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議会関係諸般の報告 

日程第 ４ 市長行政報告並びに提出議案要旨説明 

日程第 ５ 決算審査報告 

日程第 ６ 報 告 第 ４ 号 平成２７年度笛吹市財政健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告について 

日程第 ７ 報 告 第 ５ 号 笛吹市一般会計継続費精算報告書について 

日程第 ８ 議案第７０号 笛吹市移住定住お試し住宅条例の制定について 

日程第 ９ 議案第７１号 笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 

日程第１０ 議案第７２号 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第７３号 笛吹市税条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第７４号 笛吹市暴力団排除条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第７５号 笛吹市立小中学校教員住宅条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第７６号 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第７７号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１６ 議案第７８号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１７ 議案第７９号 平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１８ 議案第８０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

２号）について 

日程第１９ 議案第８１号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第２０ 議案第８２号 平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第２１ 議案第８３号 平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

 



 ６ 

日程第２２ 議案第８４号 平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第８５号 平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第８６号 平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２５ 議案第８７号 平成２８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２６ 議案第８８号 平成２８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２７ 議案第８９号 平成２８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２８ 議案第９０号 平成２８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２９ 議案第９１号 平成２８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第３０ 議案第９２号 平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第３１ 議案第９３号 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算(第２号)

について 

日程第３２ 議案第９４号 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予

算(第１号)について 

日程第３３ 議案第９５号 平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第３４ 議案第９６号 平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３５ 議案第９７号 平成２７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３６ 議案第９８号 平成２７年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３７ 議案第９９号 平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第３８ 議案第１００号 平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第３９ 議案第１０１号 平成２７年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第４０ 議案第１０２号 平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第４１ 議案第１０３号 平成２７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

 



 ７ 

日程第４２ 議案第１０４号 平成２７年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４３ 議案第１０５号 平成２７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４４ 議案第１０６号 平成２７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４５ 議案第１０７号 平成２７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４６ 議案第１０８号 平成２７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４７ 議案第１０９号 平成２７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４８ 議案第１１０号 平成２７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４９ 議案第１１１号 平成２７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第５０ 議案第１１２号 平成２７年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

日程第５１ 議案第１１３号 平成２７年度笛吹市市営春日居地区温泉給湯事業会計決算

認定について 

日程第５２ 発 議 第 ４ 号 笛吹市都市計画税条例の廃止について 

 

 



 ８ 

 

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 ） 

 

 

４．会議録署名議員 

 

 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 

 



 ９ 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（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 
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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第３回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今年は猛暑続きの夏でありましたがリオオリンピックも開催され、世界中が暑く沸き上がり

出場された本市職員の中山陽介選手も市民に大きな夢と感動を与えてくれました。 

 そして笛吹市夏まつりも各地で賑わい、また２１日に開催された山梨県消防団員ポンプ操法

大会において笛吹消防団石和分団が優勝し、全国大会へ進む快挙もありました。 

 季節も収穫の秋に移ろうとしております。この時期になりますとわがふるさとの飯田龍太先

生の句「新米といふよろこびのかすかなり」。米だけでなく農業に従事する者の収穫の喜びを表

した句であります。実りの秋に至るまで土と語り空と語らいながら１年３６５日を働くからこ

そ、収穫したものを目の前にした喜びをじわりと感じた句であります。 

 農業と観光、種をまき続けている諸施策がさらによく実り、地域の活性化向上につながるこ

とを熱望いたします。 

 さらに２０１７年度予算の各省庁による概算要求の枠が２９日、固まりました。人口減少が

影を落とす地域経済を元気にするため、政府は観光業、農業の振興を成長戦略の大きな柱に据

えております。観光案内所の増設や駅のバリアフリー化、訪日客獲得に向けた宿泊施設の支援、

農産物輸出推進のためのトップセールス、農業の競争力強化、農地集約等、まさに笛吹市の重

要施策と一致し、遺漏ない予算獲得が急務であります。 

 今定例会は決算議会でもあり、４年の任期満了を迎える最後の議会でもあります。二元代表

制の一翼を担う議会としましても議員諸兄の英知と熱意を集約していただき、市民ニーズにタ

イムリーに応えられる市政の推進、さらに新しい大きな飛躍につながる審査と議論と提言をお

願い申し上げ開会のごあいさつといたします。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可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。 

 現在、夏季の軽装の取り組みが行われております。本日の会議の議場内での上着の着用につ

いては個人の判断に委ねます。 

 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。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第５番 岩沢正敏君および 

 議席第６番 梶原 清君 

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９月２８日までの２９日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から９月２８日までの２９日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「会議関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、農業委員会会長 赤岡勝廣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。 

 次に本日までに受理した請願はありませんでしたので、その旨ご報告いたします。 

 続いて監査委員から、平成２８年５月分から平成２８年７月分の例月出納検査の結果につい

て報告がありました。 

 お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

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６ 報告第４号から日程第５１ 議案第１１３号ま

でを一括議題とし、提出案件に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２８年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

ご説明申し上げます。それに先立ち前回定例会以降の行政運営の状況について申し述べ、議員

各位ならびに市民の皆さまにご理解を賜りたいと存じます。 

 まず、これは行政運営の状況とはいささか異なるとは思いますが、私は７月２６日にこの１０月

に行われる笛吹市長選挙に立候補することを表明いたしましたので、そのことに触れたいと思
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います。 

 ４年前、市長に当選して以来、厳しい財政事情のもとではありましたが議会の皆さま、市民

の皆さまのご理解をいただき、多くの部面で仕事をしてきたと振り返っているところでござい

ます。その一端を申し述べれば、まず財政の問題では多機能アリーナ建設、バイオマスセンター

建設にストップをかけ、合わせて５０億円もの建設費と後年度負担を削減し財政健全化に貢献

しました。 

 市民活動の後押しという点では地域振興助成の幅広い活用を推進し、芦川の古民家の再生・

活用に弾みをつける、市民による財政分析の支援など効果的な活用を心掛けました。また、ボ

ランティアセンターの設置や合併１０周年を期して市民祭りを創設しました。 

 日本一の果樹産地を守りアピール・発展させるために、日本一桃源郷宣言、全国桃サミット

の開催などに取り組みました。平成２６年２月の雪害の際には、近隣市や地元選出国会議員と

連携して国の大幅な支援を引き出し、復興を強力に推進しました。 

 福祉施策の面では、重度心身障がい児の医療費窓口無料化に取り組むとともに障がい者支援

の総合窓口として基幹相談支援センターを設置、ＩＣＴ技術を活用した介護支援を推進してい

るところであります。 

 子育て・教育に関しては教育大綱を取りまとめ、教育振興を方向付けたほか、これもＩＣＴ

技術を活用した子育て支援や東京オリ・パラのホームタウン化に取り組んでまいりました。 

 観光振興・まちづくりの分野では、ＪＡと協力して国内外へのトップセールスを強化すると

ともに、日本への観光ブームの機を逃さず東南アジア諸国への観光客誘致の取り組みを推進、

観光地としての魅力アップを図るため、リニアの見える丘を整備するとともに駅前通りと近津

用水にイルミネーションを設置したところであります。また商工会の協力を得て、プレミアム

付き商品券を数次にわたって発行し消費の浮揚を図るとともに、企業誘致を促進するための優

遇措置の強化、ミズベリング構想に基づくまちづくりを推進、地方創生の総合戦略を取りまと

め、国の交付金を活用し諸事業を推進するなど多くの面で成果を挙げ得たと考えております。 

 しかしながら、４年間市政を担当してきて多くの課題が見えてきたことから、今後あと４年

という時間をいただき、課題に向かって取り組んでいきたいと考え、市長選挙への出馬を決断

したところであります。 

 第１は、市民本位の市政を徹底することです。 

 「市民の力・地域の力こそが市政推進の土台」をモットーとして市政運営に取り組みます。

具体的には市民参加の組織の設置、専門家の活用、ボランティア活動への支援など、まちづく

りの根幹を市民参加で推進することを徹底したいと考えます。 

 第２は、すべての市民が暮らしいいまちづくりを進めます。 

 格差社会のもと貧困層の拡大、子どもの貧困が社会問題となっている今日、生活弱者を見守

り・支援する取り組みを強めたいと考えています。ＩＣＴ技術を活用した子育て支援・介護支

援、手話言語条例の制定、指定避難所の１００％耐震化、福祉避難所の充実など幅広い課題に

取り組んでまいります。 

 第３の課題、日本一桃源郷を磨き上げるまちづくり・仕事づくりに関しては果樹農業の担い

手対策への強力な取り組み、中心市街地に市民の憩いの場を設ける、農村体験と結んだ農家民

宿など新しい観光への取り組み、「ふえふき小さな旅」（フットパス）やトレイルランなど基幹

産業を飛躍させる取り組みを推進します。 
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 第４は教育・文化・スポーツの振興で、教育大綱の具現化や俳句の里づくり、芝生のサッカー

場などに取り組みたいと考えています。 

 以上、市長選立候補に関わる決意の一端を申し述べました。議員の皆さま、市民の皆さまの

ご理解を重ねてお願い申し上げます。 

 さて、今年の夏は全国的に猛暑日が多く山梨でも３８度を超える日が続きました。降水量が

少なかったため、桃・ブドウの大きさは例年と比較し小さく数量が少なかったものの、春先か

ら好天に恵まれたことで甘みが強く良い食味に仕上がっており、高値で取り引きされ販売状況

は好調とのことであります。 

 また４年に１度のオリンピックも開催され、世界中の人々が熱く盛り上がった夏でもありま

した。 

 御坂町出身で市職員の中山陽介さんもウエイトリフティング６２キロ級に出場しました。「リ

オ五輪を競技人生の集大成と位置づけ、８位入賞を目標に全力で戦ってくる」と語ってくれた

中山選手。結果は惜しくも１２位と目標には届きませんでしたが、私たちに夢と希望を与えて

くれました。 

 ここで１件、ご報告があります。先ほども議長のほうからお話がありましたが８月２１日、

日曜日に山梨県消防学校で開催された山梨県消防団員ポンプ操法大会において、笛吹市消防団

石和分団が見事優勝し、１０月１４日、長野県で開催される全国大会に出場いたします。 

 続きまして、これまでの行政運営についてご報告いたします。 

 はじめに、トップセールスであります。 

 桃・ブドウの販売促進に関しては、議員の参加も得てＪＡ笛吹との共同により６月に東京、

７月に関西で実施しました。また先日、香港で観光宣伝と併せて消費拡大宣伝を行い、桃やシャ

インマスカットを中心に販売・ＰＲ等を実施し、好評を得ました。 

 トップセールスについては市長が自ら赴くことにより、相手方に本市をより強く印象付ける

事ができ、果実の販路拡大、観光宣伝等を行う上で重要であると考えており、これまで以上に

戦略を明確にし、効果的なものになるよう研究してまいります。 

 次に、夏の各種イベントについてご報告申し上げます。 

 本年は旅行会社のツアーなどが増えたことにより、７月２０日から始まった笛吹川石和鵜飼、

石和連夜花火には、例年より多くのお客さまをお迎えすることができました。 

 また、甲斐いちのみや大文字焼きなど各地区の納涼祭りも特色ある祭りとして大いに賑わい

をみせていました。 

 夏祭りの最後を飾る８月２１日の石和温泉花火大会は、音楽やレーザー光線のコラボレーショ

ンやオリンピックをイメージした作品など特色を凝らし、約１５万人の皆さまに興奮と感動を

与えることができました。 

 夏祭りの企画・運営を担当していただいた市民・地域の実行委員会の皆さま、また出店によ

り祭りに華を添えていただきました商工会会員の皆さまなど、ご支援・ご協力いただいた関係

各位に改めまして深く感謝申し上げるところであります。 

 笛吹市ミズベリング事業の一環として、市役所前の笛吹川河川敷に笛吹川水辺カフェをオー

プンいたします。この水辺カフェは笛吹市で収穫された桃・ブドウや野菜、市内ワイナリーの

ワインや県産食材のみにこだわった笛吹市の食の体験スペースであり、笛吹市を訪れる観光客

と地域住民の憩いの場として、まちの活性化を図るための社会実験として実施するものであり



 １４ 

ます。すでにご案内のとおり、本日オープン記念式典を行います。笛吹川で夕涼みをしながら、

ご堪能いただきたいと思います。 

 ミズベリング構想におけるソフト事業として、８月７日に市役所前の笛吹川において、ＮＰ

Ｏ法人 川に学ぶ体験活動協議会の協力のもと子どもの水辺安全教室「夏休み、川遊び体験ｉ

ｎ笛吹川」を開催いたしました。 

 市内の小学生と保護者約８０名が参加し、川遊びの楽しさや危険性を体験を通して学びまし

た。今後、参加者からアンケートを取り、来年度以降の実施について検討いたします。 

 次に中学総合体育大会の結果についてであります。 

 県大会において、団体戦では石和中学の男女の弓道、男子空手、一宮中学のサッカーが優勝

しました。個人戦では石和中の陸上、女子ソフトテニス、一宮中の水泳、春日居中の相撲が優

勝しました。その他、各中学校とも多数の入賞があり、関東大会および全国大会へ１１４名の

選手が出場しました。 

 次に、小学生・中学生俳句会についてであります。 

 子どもたちの心豊かな成長と地域を大切にする心を育むことを目的に始まった小学生・中学

生俳句会も本年で２０回を数え、毎年全国から３万句を超える投句をいただいています。 

 本年は第２０回の記念事業として、７月３１日にテレビでもご活躍の夏井いつき先生と、か

つてランドセル俳人として注目された小林凜さんを迎え、「夏井いつきの句会ライブ」を開催し

当日は３００名を超えるご参加をいただき、盛会のうちに終了いたしました。 

 今後も俳壇の巨匠、飯田蛇笏・龍太のふるさと笛吹市として、俳句の里づくりに取り組んで

まいります。 

 戦争の悲惨さを知り平和の大切さを考え後世に伝えるため、春日居郷土館において今年も「わ

が町の八月十五日展」を開催しました。 

 今年度は「出征した人と戦時中の子どもの暮らし」にスポットをあて、市内の小中学校の子

どもたちや一般の方々から寄せられた１，５００枚余の「戦争と平和を考えるメッセージカー

ド」も展示しました。 

 また期間中のイベントとして、８月６日の広島原爆犠牲者慰霊の日に詩笛の会による「戦争

と平和への祈り」を開催しました。企画を通じ次代を担う子どもたちが平和の尊さを自ら考え、

後世に伝える原動力になってもらえることを切に願うものであります。 

 次に、移住定住に関する取り組みであります。 

 ８月２６日から２８日、東京にあるやまなし暮らし支援センターにおいて、６月に続き２回

目の相談会を開催しました。会場には移住を希望する１０名の相談者が来場しました。９月２９日

から１０月１日に３回目の相談会を開催します。また９月１０日は山梨県・長野県・静岡県、

３県合同の移住相談会に参加する予定であります。 

 次に、中国天津市和平区との教育交流についてであります。 

 ６月２７日に和平区と教育交流協定を締結し、７月１１日に天津市から約２００名の小中学

生が本市を訪れました。市内６つの小中学校で折り紙や百人一首、合唱など各校で趣向を凝ら

した交流を行いました。 

 次に、警察との相互連携協定の締結についてです。 

 ７月２５日に山梨県警察本部・笛吹警察署・市教育委員会が相互連携に関する協定を締結し

ました。この協定により、児童生徒の安全な生活の確保と健全育成のための指導や支援を行う
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とともに非行や犯罪被害の未然防止のため、互いに連携することを確認したところです。 

 消防署出張所庁舎整備事業についてであります。 

 選定しておりました候補地が一宮町と境川町に決定し、現在、用地取得に向け測量業務と不

動産鑑定業務を進めております。 

 用地取得後、来年度の建設に向けて建設実施設計業務、地質調査業務等を行い年度内に業務

を完了する予定です。 

 次に、甲府・峡東地域ごみ処理施設の建設状況ならびに仮稼動についてであります。 

 平成２９年４月の稼動に向け順調に建設が進んでおり、現在９２％の進捗率であります。９月

に施設が完成し、１１月からは４市の可燃ごみを搬入し試運転を行う予定であります。 

 それに関連いたしますが、有料指定ごみ袋の製造について、先般、一般競争入札により製造

業者が決定し４５リットル・２０リットル・１０リットル、３種類のごみ袋の製造を開始して

おります。１１月から市内の量販店や小売店、ＪＡ笛吹において販売する予定であります。 

 最後に、市税の徴収についてであります。 

 平成２７年度の市税収納率は、現年度課税分が９６．９％で前年度比０．１ポイント増、過

年度課税分は１７．７％で前年度比０．３ポイント増、全体では８６．５％となり０．４ポイ

ントの増加となりました。 

 また国民健康保険税については現年度分の収納率が９４．３％となり、前年度比２．５ポイ

ント増と大きく上昇しております。 

 要因としては県および山梨県地方税滞納整理推進機構との連携強化により、職員の徴収技術

の向上が図られ、法令に基づく迅速な滞納整理が実現できていることが挙げられます。 

 市財源の根幹である市税の収入確保はもちろんのこと、税負担の公平性を堅持するため今後

も徴収体制の強化に努めてまいります。 

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

 提出させていただいた案件は報告２件、条例案６件、補正予算案１９件、決算認定１９件、

合わせて４６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、条例案についてです。 

 笛吹市移住定住お試し住宅条例については、笛吹市芦川町に移住を検討している人を対象に

一定期間、市内の風土および日常生活を体感するための住宅整備を行うために定めるものであ

ります。 

 笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例については、中小企業等が地域経済や地域生活を

支える基盤として大きな役割を担ってきたことについて、市、関係機関および市民が理解し、

またそれぞれの役割を明確にし、総合的に中小企業の振興を図るため定めるものであります。 

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

笛吹市入札監視委員会の設置に伴い、委員の報酬について一部改正を行う必要が生じたもので

す。 

 笛吹市税条例の一部改正については地方税法の一部改正に伴い、延滞金の計算期間等の見直

しについて、一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市暴力団排除条例の一部改正については山梨県暴力団排除条例の一部改正に伴い、暴力

団排除特別強化地域等について、一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市立小中学校教員住宅条例の一部改正については、芦川町の教員住宅について今後、教
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員住宅として使用する見込みがないため、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２号）でありますが、歳入歳出それぞれ２億８，

６０８万円を追加し、総額を３３５億６，６４９万円とするものであります。 

 併せて繰越明許費の補正、債務負担行為の補正、市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正

につきましてもお願いするところです。 

 まず歳入の主なものでありますが国庫支出金７，４７２万円の減額、県支出金２，２４３万

円の追加、繰入金１０億８，９６０万円の減額、繰越金として平成２７年度一般会計決算剰余

金１３億７，２３５万円の追加、また市債については合併特例債１億２，６８０万円を追加し、

臨時財政対策債を７，２８０万円、減額するものであります。 

 次に、歳出の主なものとしましては庁舎維持管理事務に６９１万円、移住・定住促進事業に

５０６万円、児童扶養手当支給事業に１，２１７万円、生活保護総務事業に５，８００万円、

地域密着型サービス事業に４３８万円、地域農業振興事業費に８６０万円、農業施設整備事業

に２，５９２万円、資源保全事業費に２，６２１万円、温泉街活性化促進事業に１千万円、道

路維持管理費に３，４７１万円、学校施設整備維持管理事業に８２０万円の追加等を行うもの

であります。 

 次に、特別会計の補正予算案であります。 

 国民健康保険特別会計等１５会計につきまして、総額２億３，７４９万円を増額するもので

あります。 

 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 

 平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では、収益的収入及び支出において

２２５万円を追加し総額を１６億８，２９６万円にし、資本的支出においては４８３万円を追

加し総額を１２億１，６６９万円にするものであります。 

 平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）では、収益的収入及

び支出において４９万円を追加し、総額を６，１１９万円にするものであります。 

 平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第２号）では、資本的収入及び支出にお

いて２１万円を追加し、総額を１８億４１万円にするものであります。 

 続きまして、平成２７年度の決算認定についてであります。 

 一般会計歳入歳出決算につきましては歳入総額が３９３億８，２００万円、歳出総額が３７６億

５，５００万円の決算となりました。 

 歳入歳出差引額は１７億２，７００万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は２億

１，５００万円であり、これを差し引いた実質収支額は１５億１，１００万円となりました。 

 そのほか特別会計１６案件、企業会計２案件につきまして地方自治法第２３３条第３項およ

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

見を付して提案するものです。 

 なお、詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 

 次に、財政健全化の状況についてであります。 

 平成２７年度決算について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化

判断比率、ならびに資金不足比率を算出いたしました。 

 健全化判断比率のうち実質公債費比率は１３．４％で前年度を０．４ポイント下回りました。 
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 将来負担比率につきましては７７．６％で、前年度を３．９ポイント下回りました。 

 いずれの指標も自治体における早期健全化基準を下回っております。今後も引き続き堅調な

財政経営に努めてまいります。 

 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記してお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。 

 続きまして議案第９５号から議案第１１３号 決算認定に伴う案件につきまして、会計管理

者から補足説明があります。 

 会計管理者、成島敦志君。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 ただいま、市長が提案いたしました議案第９５号の一般会計から議案第１１３号の企業会計

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

させていただきます。 

 決算書のほうを出していただきたいと思います。 

 それでは、お手元の平成２７年度笛吹市一般会計・特別会計・企業会計歳入歳出決算書に基

づきまして、ご説明をいたします。 

 なお、概要の説明となりますので金額につきましては１万円未満を省略させていただきます。 

 それでは決算書の２ページをお開きください。 

 平成２７年度一般会計と１６の特別会計の歳入歳出決算総括表でございます。一番下の合計

欄でありますけれども収入済額の合計が６０３億９，５５０万円、支出済額の合計は５８２億

５，９０３万円、歳入歳出差引額の合計は２１億３，６４７万円となりました。 

 それでは、個々の会計につきましてご説明をいたします。 

 まず議案第９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明申し

上げます。 

 歳入につきましては、６ページからになります。 

 なお、歳入は収入済額でご説明をいたします。 

 第１款市税は収入済額８４億１，５３８万円で、過年度分を含めた市税全体の収納率は８６．

５％であります。主なものといたしまして市民税３４億２，０９１万円、固定資産税４０億６，

２２２万円などとなっております。市税は歳入全体の２１．４％を占めており、前年度と比較

いたしますと１．３％、１億９６６万円の減額となっております。 

 次に第２款地方譲与税でありますが２億５，３９１万円となっております。 

 次に第３款の利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は、総額で１５億４，

９３９万円、前年度に比べ５億４，５２６万円の増額となっております。 

 第１０款地方交付税は１００億７，２９０万円で歳入全体の２５．６％を占めております。

前年度と比較しますと１億４，３８３万円の減額となりました。 

 以下の歳入につきましては主なものを申し上げます。８ページをご覧ください。 

 第１４款の国庫支出金４２億９，５８２万円。第１５款県支出金４１億７，７０４万円。第

１９款繰越金２９億４，６３９万円。 
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 続いて１０ページをご覧ください。 

 ２１款の市債が５７億２００万円であります。 

 その結果、歳入決算額は３９３億８，２７０万円となり前年度と比べ２．７％、金額で１０億

２，９３１万円の増額となっております。 

 次に歳出でありますが、１２ページからになります。 

 歳出は支出済額でご説明をいたします。 

 まず第１款議会費は支出済額２億３，９５７万円で、執行率は９８．６％であります。 

 次に第２款の総務費につきましては３３億２４万円で、その主なものといたしまして総務管

理費２８億３，７９１万円となっております。総務費全体の執行率は８８．６％でシステム改

修改良事業など５事業、合わせて２億５，８４０万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第３款民生費は１０３億９，９３５万円で、歳出全体の２７．６％を占めております。

歳出の中では最も大きな支出になっています。 

 その内訳といたしまして社会福祉費が４８億５７２万円、児童福祉費４２億８，４００万円、

生活保護費１３億９６２万円となっており、民生費全体の執行率は９３．９％であります。低

所得の高齢者向け給付金事業など４事業で２億７，８７５万円を翌年度へ繰り越しをしており

ます。 

 次に第４款衛生費は３５億１，９７８万円となっております。内訳は保健衛生費５億８，

７３５万円、環境衛生費６億７，９０５万円、清掃費が６億８，５４０万円、環境対策費１５億

６，７９６万円であります。 

 衛生費全体の執行率は９５．８％で、上水道事業会計出資費など２事業で７，００４万円を

翌年度へ繰り越ししております。 

 次の第５款労働費は１，２９９万円で、執行率は１００％であります。 

 次に第６款農林水産業費は４２億５，５９１万円となっております。内訳は農業費が４１億

８，８８６万円、林業費６，７０４万円であります。 

 農林水産業費の執行率は６５．３％で、地域農業振興事業など９事業で７億２，６８０万円

を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第７款商工費は４億６，２２３万円で執行率は８８．３％となっており、インバウンド

促進支援事業など２事業で４，１００万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第８款土木費は５６億３，４１５万円で、その主なものにつきましては、１４ページの

ほうになりますけれども道路橋梁費が１３億５，００２万円、都市計画費３９億３，６４１万

円などであります。 

 土木費全体の執行率は８４．４％で、大坪地区浸水対策事業やスマートインターチェンジ周

辺道路整備事業など１３事業で５億９，８４７万円を翌年度に繰り越ししております。 

 次に第９款消防費は１０億４，０７５万円で、執行率は９６．６％となっております。 

 次に第１０款教育費は３３億２，３７６万円で、そのうち主なものは小学校費５億５，６８２万

円、中学校費１１億６，７１１万円、社会教育費が７億５１４万円などとなっております。 

 教育費全体の執行率は９１．２％で、芦川小学校屋内運動場耐震改築事業など２事業で６，

２９４万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第１１款の災害復旧費につきましては、執行はございませんでした。 

 次の第１２款公債費は４３億４，１４７万円で、地方債借入金の元利償還金として支出をし
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ております。 

 次の第１３款諸支出金につきましては１１億２，５０８万円で、財政調整基金などへの積み

立てを行ったものであります。 

 以上、歳出合計は３７６億５，５３４万円で前年度と比べ６．４％、金額で２２億４，８３５万

円の増額となりました。 

 なお、歳出全体の執行率は８８．３％であります。 

 その結果といたしまして、１６ページをご覧ください。 

 １６ページ、歳入金が３９３億８，２７０万円、歳出金３７６億５，５３４万円で歳入歳出

差引額１７億２，７３６万円であります。 

 次にページのほうが飛びますけれども、２７０ページをご覧ください。 

 平成２７年度の笛吹市一般会計の実質収支に関する調書であります。 

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

として繰越明許費繰越額が２億１，５４９万円で、これを差し引いた実質収支額は１５億１，

１８６万円となっております。 

 以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 

 次に２７２ページをご覧ください。 

 議案第９６号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 まず主な歳入でありますが、第１款国民健康保険税の収入済額は２２億９，１３９万円となっ

ております。国保税全体の収納率は７６．７％であります。 

 次に第３款国庫支出金２２億３，２７８万円。第５款前期高齢者交付金２１億６，４２１万

円。第７款の共同事業交付金が２２億９，９３４万円。第９款繰入金７億８，２９９万円となっ

ております。 

 以下、繰越金、諸収入などを合わせた歳入合計は１０７億２，８５１万円で前年度と比べ１７．

４％、１５億９，２００万円の増額となっております。 

 次に２７４ページの歳出になります。 

 主なものにつきまして、支出済額で申し上げます。 

 第２款保険給付費は６２億２，７１６万円で、これは前年度と比べ６．６％、３億８，７７９万

円の増額となっております。 

 以下、第３款後期高齢者支援金等が１１億６，９５８万円。第６款介護納付金４億９，６８８万

円。第７款共同事業拠出金２３億６６２万円などとなっております。 

 歳出合計は１０５億５，２９８万円で前年度と比べ１７．８％、１５億９，５８４万円の増

額となりました。 

 その結果といたしまして、２７８ページをご覧ください。 

 歳入金１０７億２，８５１万円、歳出金１０５億５，２９８万円、歳入歳出差引額１億７，

５５３万円であります。 

 以上が国民健康保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３１０ページをご覧ください。 

 議案第９７号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 まず歳入でありますが、第１款保険料は１２億２，５１５万円で収納率は９４．６％となっ

ております。 
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 第３款国庫支出金１４億１，０３２万円。第４款支払基金交付金１６億１，２２１万円。第

５款県支出金８億４，１３３万円。第７款繰入金が９億１，４４１万円などで歳入合計は６０億

３，９２２万円、前年度と比べ３．８％、２億２，１００万円の増額となっております。 

 次に３１２ページの歳出になります。 

 主なものは第１款の総務費が１億３，７０４万円で、介護システム改修費の３７８万円を翌

年度に繰り越しをしております。 

 第２款保険給付費は５６億２，４５２万円で前年度と比べ３．２％、１億７，１８７万円の

増額となっております。 

 以下、歳出合計は５９億７，４０８万円で、保険給付費の伸びなどによりまして前年度と比

べ３．３％、１億９，１４３万円の増額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３１４ページをご覧ください。 

 歳入金６０億３，９２２万円、歳出金５９億７，４０８万円、歳入歳出差引額６，５１３万

円であります。 

 以上が介護保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３４０ページをご覧ください。 

 議案第９８号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 まず歳入ですが第１款サービス収入が１，９６８万円。第３款繰越金が８８万円。歳入合計

は２，０５７万円で前年度と比べ１１．９％、２１９万円の増額となっております。 

 次の３４２ページの歳出になります。 

 第２款の事業費が１，４２７万円。これは歳出合計と同じく１，４２７万円で前年度と比べ

１８．４％、３２２万円の減額となっております。 

 結果といたしまして、次の３４４ページをご覧ください。 

 歳入金２，０５７万円、歳出金１，４２７万円で歳入歳出差引額６３０万円となっておりま

す。 

 以上が介護サービス特別会計決算の概要であります。 

 次に３５２ページになります。 

 議案第９９号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 まず主な歳入でありますが、第１款後期高齢者医療保険料４億５，１９３万円。第３款繰入

金８億４，０９８万円などで、歳入合計は１２億９，５６５万円で前年度と比べ２．６％、３，

３１２万円の増額となっております。 

 次に３５４ページの歳出になります。 

 第１款総務費が１，８８５万円。第２款後期高齢者医療広域連合納付金１２億７，４４９万

円などで歳出合計は１２億９，４５０万円、前年度と比べ２．７％、３，３４５万円の増額と

なっております。 

 結果といたしまして、次の３５６ページをご覧ください。 

 歳入金１２億９，５６５万円、歳出金１２億９，４５０万円、歳入歳出差引額１１５万円と

なっております。 

 以上が後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。 

 次に３６８ページになります。 

 議案第１００号 「公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 
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 まず主な歳入でありますが第２款使用料及び手数料は５億５，３５２万円で、このうち下水

道使用料の収納率は８９．１％となっております。 

 第３款国庫支出金８，６２０万円。第４款繰入金１７億４，８２９万円。第７款市債が２億

２千万円などであります。 

 歳入合計は２８億１，１６３万円で前年度と比べ６．３％、１億８，７４５万円の減額とな

りました。 

 次に３７０ページの歳出になります。 

 第１款総務費１億７，４２５万円。第２款下水道事業費は８億５１２万円。第３款公債費１７億

２，９５５万円となっておりまして、歳出合計は２７億８９３万円で前年度と比べ４．９％、

１億３，９５４万円の減額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３７２ページをご覧ください。 

 歳入金２８億１，１６３万円、歳出金２７億８９３万円、歳入歳出差引額１億２７０万円で

あります。 

 以上が公共下水道特別会計決算の概要であります。 

 次に３８６ページになります。 

 議案第１０１号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 この会計は芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計であります。 

 まず主な歳入でありますが第２款使用料及び手数料８１３万円。第３款繰入金２，９０５万

円などで歳入合計は４，８１７万円となり前年度と比べ６．１％、３１４万円の減額となって

おります。 

 次に３８８ページの歳出になります。 

 主なものといたしまして第２款農業集落排水事業費が１，３４８万円。第３款公債費２，

９７３万円などであります。 

 歳出合計は４，３３８万円で前年度と比べ４．９％、２０１万円の増額となっております。 

 結果といたしまして、次の３９０ページになります。 

 歳入金４，８１７万円、歳出金４，３３８万円、歳入歳出差引額４７８万円であります。 

 以上が農業集落排水特別会計決算の概要であります。 

 次に４００ページをご覧ください。 

 議案第１０２号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明をいたします。 

 歳入の主なものは第２款使用料及び手数料３２４万円。第４款繰入金９７７万円。第５款繰

越金４４９万円などで歳入合計は１，７５０万円であります。 

 次に歳出でありますが４０２ページです。 

 主なものといたしまして第２款水道費が７１７万円。第３款公債費４２２万円などで歳出合

計は１，１６１万円となっております。 

 その結果といたしまして、次の４０４ページになりますが歳入金１，７５０万円、歳出金１，

１６１万円、歳入歳出差引額５８９万円であります。 

 以上が簡易水道特別会計決算の概要であります。 

 次に議案第１０３号から議案第１１１号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有財

産保護財産区管理会特別会計の決算認定についてでありますので、一括してご説明をいたしま

す。４１６ページからになります。 



 ２２ 

 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は５，１５１万円で、歳出総額は３９０万円となって

おります。差引額の４，７６１万円につきましては、翌年度への繰り越しとなります。 

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

動費などに予算執行されたものであります。 

 それぞれの決算額につきましては、４１６ページから５３６ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 

 一般会計ならびに１６の特別会計の決算につきましては以上であります。 

 なお、５３８ページから５４６ページにつきましては財産に関する調書がございます。この

中に市の公有財産、備品、基金等の詳細が記載されておりますので、これ併せて参考にしてい

ただければと存じます。 

 それでは、次に２つの事業会計の決算でございます。５４８ページになります。 

 まず議案第１１２号 「水道事業会計決算認定について」ご説明をいたします。 

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

８，５２５万円となっております。 

 また支出でありますが、第１款水道事業費用の決算額は１６億６，２０１万円となっており

ます。 

 次の５４９ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は８億２，２０２万円となっております。 

 また支出でありますが第１款資本的支出といたしまして、決算額１２億８，１６７万円となっ

ており、不足額４億５，９６５万円につきましては、当年度損益勘定留保資金等で補てんをし

ております。 

 以上が水道事業会計決算の概要であります。 

 次に最後となります、５８０ページをご覧ください。 

 議案第１１３号 「市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」ご説明いたします。 

 まず収益的収入及び支出のうち収入については、第１款温泉事業収益が決算額６，９８０万

円となっております。 

 また、支出につきましては第１款温泉事業費用の決算額が６，６３９万円となっております。 

 次の５８１ページの資本的支出でありますが、第１款資本的支出といたしまして決算額

９９６万円となっており、不足額につきましては過年度損益勘定留保資金等で補てんをしてお

ります。 

 以上が温泉給湯事業会計決算の概要であります。 

 なお、平成２７年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ます。この中に２７年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事業概要も記

載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 

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

上げ、平成２７年度における笛吹市のすべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で会計管理者の説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（大久保俊雄君） 

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

 代表監査委員、横山祥子君。 

〇代表監査委員（横山祥子君） 

 先ほどは大変失礼いたしました。 

 それでは、決算審査の結果につきましてご報告を申し上げます。 

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

た平成２７年度笛吹市一般会計・特別会計・企業会計の歳入歳出決算および基金運用状況の審

査結果につきまして、お手元の決算審査意見書に基づきご報告を申し上げます。 

 笛吹市一般会計・特別会計歳入歳出決算および基金運用状況審査意見書の１ページをご覧く

ださい。 

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

用状況に関する調書を対象に、平成２８年６月３０日から７月２８日まで審査を実施いたしま

した。 

 審査の方法は審査に付された決算書および各主管部局から提出された審査資料に基づき関係

帳簿、証ひょう書類により計数を証査するとともに関係職員から説明を聴取し決算額の正否、

予算執行状況および財政状況の適否等について審査を執行いたしました。 

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

れており、決算係数はいずれも関係帳簿、証ひょう書類と符合し、かつ正確であると認められ

ました。また決算の内容、予算執行についても適正妥当であると認められました。 

 以下、各会計ごとに審査意見を報告させていただきます。 

 一般会計については、２ページからをご覧ください。 

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

いただきたいと存じます。 

 平成２７年度一般会計の決算状況は歳入総額３９３億８，２７１万円、歳出総額３７６億５，

５３５万円で形式収支は１７億２，７３６万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源、２億１，

５４９万円を差し引いた実質収支額は１５億１，１８７万円となっております。 

 歳入は自主財源の根幹である市税が前年度より１億９６６万円減少し、８４億１，５３９万

円、依存財源の主である地方交付税が前年度より１億４，３８４万円減少し、１００億７，２９０万

円となっております。 

 歳出は補助費等が６６億８，１８４万円、普通建設事業が６１億２，７７０万円、扶助費が

５６億２，１０８万円となっております。 

 これからの市政運営につきましては少子高齢化の進行による社会保障費の増加、公共施設の

老朽化による改築・修繕など義務的経費の増加、また福祉・教育・環境問題などの経費が見込

まれる中で臨時財政対策債、合併特例債の打ち切りや社会経済状況の閉塞による各種収納率の

低下等が懸念され、ますます厳しい財政運営になることが予想されます。 

 事業の樹立、執行については大幅な歳出削減が必要になることから市民の目線に立ち、施策

の必要性、優先順位を厳しく選択し、限られた財源を効率よく効果的に配分した行財政を推進

するよう強く求めるものであります。 
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 「財源を開拓して流出を節約する」「収入を増やして支出を抑える」という財政健全のたと

えである開源節流の基本に立ち返り、市民の貴重な税金を運用しているという責任を十分に自

覚するとともに常に費用対効果を検証し、必要とする住民サービスの水準を維持、向上させな

がら施策を執行するよう強く希望するものであります。 

 ついては、次の事項について取り組みを望みます。 

 １．第３次笛吹市行財政改革大綱の推進について。 

 地方自治体には国の地域主権の推進により、自らの判断と責任において地域の実情に合った

行財政運営が求められております。このため、事業実施にあたっては自発的な事業内容の見直

しや実施方法の改善等に取り組むとともに計画や目標に対する的確な検証・評価を行い、効果

的に予算を執行することが大切です。 

 市政運営のこれからとしては、１つ目として類似の公共施設の統合整理が必要と思われます。

公共施設の果たす役割を見据えた適正な配置と整備を図っていただきたいと思います。 

 ２つ目として事業の必要性でありますが、各部局それぞれの立場ではなく、市民側から見た

事業の必要性の見直しをし、効率的な執行をしていただきたいと思います。 

 次に委託事業については、直営で行うほうが効率的かつ経済的ではないかと思われる事業が

見受けられました。また市民や地区の住民が主体的に運営している事業は、業務委託ではなく

地域の自主性を尊重する事業として、１０割補助事業に転換することも考えられるのではない

かと思います。 

 ２．災害等に対する危機管理体制の強化について。 

 市においては、平成２８年４月１日の組織改革により総務部に防災危機管理課を設置いたし

ました。このような行政の動きと平行し、防災・災害対策には住民の防災意識の高揚が不可欠

であり、市民に一番身近である行政区の役割が大変重要になります。区民一人ひとりを意識し

た防災対策が各地区において早急に、かつ計画的に推進されるよう防災計画の（案）や指針等

を示しながら、助言・指導していただきたいと思います。 

 ３．指定管理者制度の検証について。 

 指定管理者制度については、協定書を遵守した業務執行のため、目的に沿った業務が行われ

ているか、指定管理料が申請内訳のとおり執行されているか、市民サービスが向上しているか

等、日ごろから検証していただきたいと思います。 

 市になり代わり公共施設、福祉施設等を運営することは利益追求の一般企業とは少々違うと

考えます。このため市では日ごろから受託者と意思の疎通を図り、方向性、業務内容、予算の

執行状況等を確認しながら推進していただくことを望みます。 

 次に特別会計です。 

 まず国民健康保険特別会計について、４１ページからをご覧ください。 

 歳入額１０７億２，８５２万円、歳出額１０５億５，２９９万円で、歳入歳出差引残額１億

７，５５３万円となっております。 

 なお、国民健康保険税の収入未済額は６億９５０万円です。滞納世帯に対しては明確な基準

を設けながら厳正に対応し、収入未済額が縮減されるよう、より一層、徴収の強化を望みます。 

 次に介護保険、特別会計について、４５ページからをご覧ください。 

 歳入額６０億３，９２２万円、歳出額５９億７，４０９万円で、歳入歳出差引残額６，５１３万

円となっています。 
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 なお、介護保険料の収入未済額は５，０７１万円となっており、円滑な保険事業運営のため

にも収納率向上と不納欠損額の縮減に努めていただくことを希望します。 

 次に介護サービス特別会計について、４８ページをご覧ください。 

 歳入額２，０５７万円、歳出額１，４２７万円で、歳入歳出差引残額６３０万円となってお

ります。 

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

から、成果の検証等を行い、その結果を反映したサービスの提供が重要です。 

 介護保険料の上昇を防ぐためにも十分な予防の成果が得られるよう、積極的な取り組みを望

むところです。 

 次に後期高齢者医療特別会計について、４９ページからをご覧ください。 

 歳入額１２億９，５６５万円、歳出額１２億９，４５０万円で、歳入歳出差引残額１１５万

円となっています。 

 なお、保険料の滞納額は５８０万円で昨年度より増加しております。保険料は、この制度を

支える重要な財源となるので、滞納縮減に向けた一層の努力を希望します。 

 次に公共下水道、特別会計について、５１ページからをご覧ください。 

 歳入額２８億１，１６４万円、歳出額２７億８９３万円で、歳入歳出差引残額１億２７１万

円となっています。 

 歳入は一般会計からの繰入金が６２．２％を、歳出は公債費が６３．８％を占める状況で一

般会計における財政運営にも大きな影響を及ぼしているのが現状です。 

 下水道受益者負担金の未収金と使用料の未収金を合わせますと８，１０８万円の収入未済額

があります。自主財源の乏しい中、受益者負担金や使用料は重要な下水道事業の財源であるた

め、収入未済額の縮減対策の強化を希望します。 

 また、平成２８年度からは地方公営企業会計制度に移行することもあり、費用対効果を見極

めながら、効率的な整備推進を図り健全な財政運営を遂行されることを望みます。 

 次に農業集落排水特別会計について、５４ページをご覧ください。 

 歳入額４，８１７万円、歳出額４，３３８万円で、歳入歳出差引残額４７９万円となってお

ります。 

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

ものです。 

 なお、未収金につきましては収納対策の強化を望みます。 

 次に簡易水道特別会計について、５５ページからをご覧ください。 

 歳入額１，７５０万円、歳出額１，１６１万円で、歳入歳出差引残額５８９万円となってい

ます。 

 簡易水道事業は、芦川地区で行っている水道事業です。 

 有収率は昨年度とほぼ同じ９０%ですが、老朽管の布設替え等を積極的に行い、有収率の向

上を図っていただきたいと思います。 

 なお、給水原価１６７．０円に比する供給単価４５．９円の見直しが必要と思われますので

検討をしていただきたいと思います。 

 次に財産区管理会特別会計について、５７ページからをご覧ください。 

 財産区の管理体制につきましては構成員の高齢化が進み、管理が大変難しい状況です。後継
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者選び等の検討課題もありますが今後も貴重な資源の保護、育成を推進することを希望します。 

 次に財産に関する調書について、６３ページからをご覧ください。 

 ６６ページの基金につきましては安全性の確保が重要であることから、金融機関の経営状況

等の信用格付情報を入手し、慎重な運用に心掛け適正な管理が行われておりました。 

 次に基金運用状況に関する調書について、７０ページをご覧ください。 

 土地開発基金の運用状況につきましては、規程に基づき適正な管理が行われておりました。 

 次に公営企業会計です。 

 まず、水道会計についてです。 

 水道事業会計決算意見書をご覧いただきたいと思います。 

 平成２７年度における水道事業の業務実績を見ますと、給水世帯数および年間有収水量は微

増しておりますが、給水人口については微減の状況です。 

 給水原価１７３．６円に対し供給単価１２３．０円で、１立方メートル当たり５０．６円の

不足がしており、多くを一般会計からの補助金に依存しているのが現状であります。広報など

で、水道事業の経営状況について早急に市民に周知するとともに供給単価の見直し等、経営改

善に向けた手立てを進めていただきたいと思います。 

 水道料金の徴収状況については未収金が１億４，０９６万円ありますが、前年度より減少し

ており、一定の成果が見られます。今後とも戸別徴収の強化や規定に基づいた給水停止等の措

置を実施し、徴収率が向上するよう努めることを望みます。 

 なお、高額滞納者に対しましては断固たる姿勢を示し、少しでも多くの未収金を回収するよ

う取り組むことを希望します。 

 工事や委託業務の執行については例年同様、随意契約が多く見受けられます。特命随意契約

については内容の精査を徹底し、可能な限り競争原理を働かせる中で、経費節減に向けて取り

組んでいただきたいと思います。 

 本市の水道事業は公営企業会計でありながら非常に厳しい経営状況であるため、実質的な収

益の向上と安定した経営に向けて事業を遂行されるよう望みます。 

 次に温泉給湯事業です。 

 温泉給湯事業会計、決算意見書をご覧いただきたいと思います。 

 平成２７年度における温泉給湯事業の業務状況は契約件数１５４件、給湯世帯数１３７戸で

既存の契約施設において温泉使用量が減少したことにより、温泉供給収益は前年度より減少し

ています。 

 温泉使用料金の未収金は１，４３３万円で前年度より増加しております。滞納縮減対策に取

り組まれているところですが、今後とも規定に基づいた督促状の発送、戸別徴収の強化などを

積極的に行い、特に高額の滞納者や権利放棄者、権利者の中で使用していない者に対しては断

固たる姿勢を示して、公平性の面からも未収金解消のための取り組みを進めていただきたいと

思います。 

 審査年度の温泉給湯事業は、温泉供給単価が温泉給湯原価を下回る状況となっております。

最少の経費で最大の効果をあげられるよう、公営企業として将来を見据えた事業経営を遂行さ

れるよう望みます。 

 次に平成２７年度健全化比率等、審査意見書をご覧ください。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化判断比率および第
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２２条に規定する資金不足比率については、８月９日に審査を実施いたしました。 

 平成２７年度における健全化判断比率等は早期健全化基準および経営健全化基準の範囲内で

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

ます。 

 将来を見据えた健全な財政基盤の確立のため、人口減少社会における財政規模の縮小に応じ

た事業実施のあり方について検討するとともに、一般会計からの補助金や繰入金が多額である

企業会計および特別会計の歳入と歳出のバランスなど、将来の市民生活に目を向けた行財政運

営が推進されるよう望みます。 

 なお、行財政運営を行うにあたり、いくつかの課題が見受けられましたので検討していただ

くことを望みます。 

 １．市税および料金等の収納率の向上について。 

 平成２７年度末の一般会計において、市の歳入の根幹をなす市税および各種料金等の収入未

済額については１１億１２７万円となっております。 

 厳しい財政状況の中で、自主財源を確保するためには、収納率の向上や収入未済額の解消は

極めて重要でより一層の努力を求めます。 

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

立を招くことがないよう、職員の意識向上を図るとともに効率的・効果的な徴収に努めていた

だきたいと存じます。 

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

などをさらに強化し、組織として総合的・効率的・一元的に管理回収できる体制の構築を検討

していただくよう望みます。 

 また、収納率向上の方法として、収税の専門家や収税の経験者の雇用を積極的に進め、滞納

縮減につなげることを提案いたします。 

 ２．随意契約、変更契約、委託業務契約について。 

 随意契約については、削減について努力のあとは見受けられるものの本年も多い状況です。

中でも１業者のみの見積もりで契約する随意契約が多く見受けられました。 

 随意契約は事業実施の迅速性が確保できる反面、経済性確保という観点からは競争入札に比

べて必ずしも有利とは言えません。納入実績がある、使い勝手がよいという理由だけでは随意

契約の理由とは言えません。独占企業とさせないためにも、適切な契約手続きで執行すること

を望みます。 

 次に工事変更契約の件数が多く見受けられました。 

 天災等の不可抗力、地域住民等の要望があった場合などは仕方がないにしても当初、設計段

階での現場の周辺状況調査や協議を綿密に行い安易な変更に流れることがないよう希望します。 

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

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

安価に市民に提供するためにも、安易に同一事業者と契約することなく、契約の原理原則に立

ち返るべきであります。 

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

厳正に積算したものでなければなりません。しっかりとした考え方と積算の上、編成すること

を望みます。 
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 なお、決裁権者および予算執行担当者は実績報告書等により委託内容が十分に達成されてい

るか否かを検証し、次年度の事業成果が上がるよう努めることを望みます。 

 ３．各課の事業の見直しおよび事務処理の適正化について。 

 事業の見直しについては各課で執行している事業の中で、他課で執行する方が効率よくでき

る事業がいくつか見受けられましたので、全庁で見直しを検討していただきたいと思います。 

 事務処理の適正化については、市の職員として職務に対する責任感を持つこと、その業務に

関係する条例や諸規定を遵守しながら執行すること、またいかなる場合においてもいつ何時で

も事業の流れが確認できるよう、一連の書類の整理をしっかりとしておくことを望みます。 

 今後においても市民の負託に応えられるよう法制度のもと業務実施に細心の注意を払い、健

全で適切な行政運営が遂行されることを監査委員一同、心から望むものであります。 

 以上、平成２７年度決算審査の報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第６ 報告第４号および日程第７ 報告第５号を一括議題とします。 

 本件につきましては、議案書にありますとおり地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告、ならびに地方自治法施行令

に基づく一般会計継続費精算書の報告ですのでご了承を願います。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第８ 議案第７０号から日程第５１ 議案第１１３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、所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、これらの案件につきましては大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

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

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

 質疑はございますか。 

 （ 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７０号から議案第１１３号の４４案件については、お

手元に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後３時１５分といたします。 

休憩  午後 ３時００分 

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

再開  午後 ３時１６分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 
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 ただいま１件の議員発議が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第５２ 発議第４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。 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 発議第４号 「笛吹市都市計画税条例の廃止について」 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法１１２条および笛吹市議会会議規則第１３条の規定

により提出します。 

 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ３ １ 日 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 亀山和子 

賛成者 

笛吹市議会議員 渡辺正秀 

 笛吹市都市計画税条例の廃止について 

 笛吹市都市計画税条例を廃止する条例を次のように定める。 

 提案理由の、附則について、この条例は公布の日から施行する。 

 提案理由の説明をいたします。 

 笛吹市都市計画税条例（平成１６年笛吹市条例第６３号）は、合併協定項目８．地方税の取

り扱い、（２）都市計画税については目的税であるため新市施行後において都市計画法土地利

用計画に基づいて検討していくこととするに反して定められた。 

 また都市計画事業の計画がない地域まで課税区域としているが、これは都市計画税の趣旨に

反する。さらに市民の暮らしと担税能力は都市計画税の課税に耐えられる状況にない。この間、

４回にわたって徴収延期されており、笛吹市都市計画税条例は実効性を失っている。笛吹市都

市計画税条例を廃止するため、本条例を定める必要がある。 

 これが本条例案を提出する理由である。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 発議第４号の提出者より説明が終わりました。 

 これより、発議第４号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 ただいまの発議第４号については、委員会に付託することになっておりますのでここでは大
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綱的な質疑に留めたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま、議題になっております発議第４号についてはお手元に配布してあります議案付託

表のとおり、総務常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の本会議は明日９月１日、午前１０時から再開といたします。 

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

散会  午後 ３時２０分 
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平成２８年笛吹市議会第３回定例会 

 

１．議 事 日 程（第２号） 

平成２８年９月１日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

 

日程第１ 代 表 質 問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 

 １番 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 ） 

 



 ３３ 

 

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 桑 原 庸 五 

 代表監査委員 横 山 祥 子 

 

 

 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   古 屋  健 

 議 会 書 記   小 林  匡 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午前１０時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ご報告いたします。 

 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については個人の判断に委ねます。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 赤岡勝廣君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告い

たします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 

 質問につきましては申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

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

をお願いいたします。 

 それでは、まず笛新会の代表質問を行います。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 失礼いたしました。委員長報告と誤解しちゃいまして。 

 おはようございます。笛新会の海野でございます。 

 質問に入ります前に議長にお許しをいただきまして、本日の代表質問の機会をお与えいただ

きました会派の先輩、また同僚の議員の皆さまに心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 それと先の台風１０号における北海道、東北の被災者の皆さまに心よりお悔やみを申し上げ

ます。 

 さて８月５日、準備の遅れや治安の悪化などにより心配されたリオデジャネイロ・オリンピッ

クが無事開催され、全２８競技３０６種目に及ぶ熱戦が広げられました。日本選手団は参加

２０５カ国中６番目に多い１２個の金メダルを獲得する大躍進を遂げ、そしてわが笛吹市職員

として参加したウエイトリフティングの中山陽介選手の活躍も記憶に新しいところであります。

そして来週７日には１２日間の日程でパラリンピックが始まります。まだまだ熱戦冷め止まぬ
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中、もうしばらくの間はテレビにくぎ付けになりそうでございます。 

 早速ですが、１つ目の質問になります。 

 平成２４年１１月１４日、多機能アリーナ反対を支持する市民の声に支えられ誕生した倉嶋

市政ですが、１期４年間に石和温泉駅舎建て替えや全国桃サミット開催、ミズベリングプロジ

エクト構想策定、リニアの見える丘花鳥山展望台建設など数々の事業に着手してきました。 

 そして７月２６日、市長は再選立候補を表明しました。これまでの市政を振り返り、２期目

に掛ける強い信念をもって再出馬を決断されたことと思います。なお、今月９日から姉妹都市

バート・メルゲント・ハイム市への友好訪問が予定されており、準備で忙しいところとだと思

いますが、渡航前に市長の再選立候補についての考えをお聞かせください。 

 それでは倉嶋市政を４年間支えてまいりましたわれわれ笛新会を代表いたしまして質問に入

ります。 

 倉嶋市長は、どのような思いで立候補を決意したのでしょうか。 

 次に市長は就任時にどのような市政のグランドデザインを描き、どのような事業に取り組み

実現してきたのですか。倉嶋市政１期４年間の実績と反省について伺います。 

 次に就任時の思いは、市政に十分反映できましたでしょうか。 

 また、市長立候補のときの公約の実現はできたのでしょうか。 

 そして、自らの市政をどのように評価していますか。 

 続いて、笛新会からさまざまな政策提言をいたしましたが、その中の主なものについて市長

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 まず、ＮＴＴ用地の活用についてはどのように考えますか。 

 次に、都市計画税についてどのように考えていますか。 

 また支所のあり方についてどのように考えていますか。 

 最後に倉嶋市長は２期目を目指し立候補を表明されましたが、その政治理念、政治方針を教

えていただきたいと思います。 

 ２つ目の質問は、エコフォレストさかいがわについてでございます。 

 現在、笛吹市に建設している新処分場につきましては、平成１９年に境川町上寺尾区が建設

候補地として名乗りをあげて以来、笛吹市・甲府市・山梨市および甲州市の４市による甲府・

峡東地域ごみ処理施設事務組合による検討協議を行い、平成２６年中の操業開始を目指して事

業が進められてきました。 

 そこで質問でございます。 

 新ごみ処理施設の進捗状況はどのようになっているか。 

 次にエコフォレストさかいがわが稼働を開始すると、笛吹市には一体どのような環境影響が

及ぶのですか。また経済効果については、どのような変化が想定されますでしょうか。 

 さらに新ごみ処理場を建設したことにより、ごみ処理にかかる費用は建設前と比べてどの程

度、削減されることになるのでしょうか。 

 続きまして、３つ目の質問をいたします。 

 ３つ目の質問は、高齢化社会の現状と課題および地域包括支援センターの役割について質問

をいたします。 

 平成２８年高齢社会白書によると、わが国の高齢者人口は団塊の世代が７５歳以上になる平

成３７年に３，６５７万人に達し、その後も増加を続け平成５４年にピークを迎えると推計さ
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れています。また平均寿命は平成２４年現在で男性７９．９歳、女性８６．４歳となり、男女

とも延び続けております。 

 総人口が減少を続ける中、高齢者人口が増加することにより高齢化率は上昇を続け平成４７年

には３人に１人が高齢者になると推計されています。高齢社会白書によると６５歳以上の高齢

者のいる世帯は増え続けており、平成２６年現在で全世帯の半数近くを占める２，３５７万世

帯となっています。そのうち高齢者夫婦のみの世帯が３割を占め、ひとり暮らし高齢者と合わ

せると過半数が高齢者のみの世帯となっております。また、高齢者を介護している家族の年齢

については約７割が６０歳以上であり、いわゆる老老介護のケースが相当数存在している状況

にあると伺っております。 

 そこで質問でございますが、はじめに笛吹市のひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の現状に

ついて伺います。 

 次に市の要介護認定者と介護給付の状況はどのようになっていますか。また、介護給付費を

抑制するためにどのような対策を講じていますか。 

 最後に市では地域包括支援センターを３カ所に拡充する計画があると伺っていますが、地域

包括支援センターはどのような業務を行い、また現在どのような課題を抱えているのでしょう

か。 

 以上、市長の答弁を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛新会、海野利比古議員の代表質問にお答えします。 

 冒頭、議員からこのたびの台風の被害についてお話がございました。比較的台風による災害

が少ないといわれている北海道で、あのようなタマネギ畑が、あるいは馬鈴薯畑が大被害を負

うという、これを見まして山梨は比較的台風被害が少ないから安全なんだ、そのような気の緩

みは許されないということを改めて感じたところでありますし、また老人介護施設、高齢者介

護施設があのような被害を受けて、やはり弱い人たちを真っ先に救わなければならない、これ

が災害対策のまず基本におかなければならないということも改めて痛感したところでございま

す。 

 さてご質問の最初の質問、倉嶋市政４年間と再選の立候補に関するご質問でございます。 

 まず再選立候補の決意、この点についてお答えしたいと思います。 

 市政運営を任されてこの４年間を振り返りまして、改めてこの笛吹市の良さ、強み、また見

逃されている良さ、そういった点が見えてきました。また同時に課題も、さまざまな課題、た

くさんあるということも見えてまいりました。この４年間の経験を生かして、さらなる笛吹市

の躍進に向けて全力を傾けていきたい、このように考えているところでございます。 

 次に市長のグラウンドデザインを踏まえて、どのような４年間の実績、そして反省点、この

ようなお話が、質問がございました。私は多機能アリーナに反対ということを掲げて当選した

わけでありますから、そのグラウンドデザインと言えるかどうかは別としても最初の課題は財

政をしっかり健全な軌道に乗せていく、このことが私に課せられた１つの使命だというふうに

感じておりますし、またこれも選挙戦の中でもお話ししてきましたけれども、私が山梨、この
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笛吹市に移住してきた一番大きな要因は、この素晴らしい桃源郷の景色に魅せられたというこ

とでありますので日本一の桃源郷を宣言し、それはただ単に風景だけではなくて人々の心まで

もが桃源郷、あの陶淵明が描いた桃源郷のようなそのような笛吹市をつくりたい、こういう気

持ちで市政を担当してきたつもりでございます。 

 さて４年間の実績に関しましては、冒頭のあいさつでも触れましたので簡単に述べたいと思

いますが、まず財政の問題では、今申し上げましたように多機能アリーナの建設にストップを

かけ財政の健全化に貢献した。次に市民活動を後押しするという点でも強調しておきたいんで

すが、地域振興助成の幅広い活用を推進する。そしてまたボランティアセンターの設置を行い

ましたし、合併１０周年を期して市民まつりを創設した。こういう点で市民の活動を強力に支

えてきたというふうに考えております。 

 ３番目に農業面でありますが日本一桃源郷を宣言、また全国桃サミットを開催、そして一番

の課題として突き付けられた２６年２月の雪害でありますが、２６年度、２７年度、この２年

間は、農業政策というのは雪害対策、これに追われたというふうに言っても過言ではないと思

いますが、おかげさまで地元の選出の国会議員の皆さんの大変なご活躍もあって復興が見事に

遂げられたというふうに考えております。 

 ４番目に福祉施策につきまして、これにつきましては重度心身障がい児の医療費窓口無料化

に取り組むとともに基幹相談支援センターの設置等々につきまして推進し、現在も取り組んで

いる、現在もＩＣＴ技術の活用した介護支援、子育て支援などに取り組んでいるところでござ

います。 

 子育て・教育に関しては教育大綱を取りまとめまして、教育振興を方向付けたほか、ただい

ま申し上げましたようなスマホを使った子育て支援、そしてまた東京オリンピック・パラリン

ピックのホームタウン化に関する取り組みを行ってきたところでございます。 

 最後に観光振興、そしてまちづくりの分野につきましては、国内外へのトップセールスを行

い笛吹ブランドを世界に浸透させる、国内にさらに評価を高める努力をしてまいりましたし、

日本への観光ブームという機を逃さず、インバウンドの推進にさまざまな形で努めてきたとこ

ろでございます。またイルミネーションの設置、それからリニアの見える丘の整備等を進めて

きたところであります。 

 また商工会の皆さまのご協力も得てプレミアム付き商品券の発行、それからミズベリング構

想に基づくまちづくりを推進する、そして特に地方創生の総合戦略を取りまとめ、国の交付金

を、これは１００%、国のお金で事業ができるわけでありますから、これを大いに取り入れて

数多くの面で成果を挙げてきたと、このように考えているところであります。 

 一方、また反省点といたしましては、私の政治家としての不慣れな部分が出たのかもしれま

せんが、議会の皆さま方、そして市民の皆さま方との対話、あるいは市民への丁寧な説明、こ

ういった部分に欠けるところがあったのではないかと、このように反省をしているところでご

ざいます。 

 次に掲げた公約についてはどうなのかと、公約からの市政の評価という点でございますが、

いちいち申し上げませんけれども、特に前市政が進めようとしていた５つの大型事業、これに

つきましてはそれぞれの事業の必要性をしっかり吟味するとともに、その事業がどのあたりま

で進展、進んでいるのかといったような度合いを踏まえ、財政的見地もしっかりと加えまして

それぞれ５大プロジェクトにつきましての適切な判断を行い、市民の皆さまからいただいた貴
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重な財源の有効活用を図ることができたのではないかと自己評価をしているところでございま

す。５つの大きなプロジェクト、それぞれに適切な判断を下したというふうに私は考えている

ことを繰り返し強調しておきたいというふうに思います。 

 次に笛新会の皆さま方からの政策提言につきまして、今改めて３点ご指摘がございました。 

 まず、ＮＴＴ用地についてであります。 

 笛新会の皆さまからはたくさんご提案いただきました。その中にはドーム型の運動施設のご

提案をいただき、スポーツツーリズムを進める上で拠点施設となる、このように考え期待でき

ますので、今後の活用策の１つとして活用例の中に含めて市民の皆さまに提示をしているとこ

ろでございます。 

 ２番目に都市計画税についてでありますが、都市計画税につきましては、昨年１２月の議会

におきまして１年間の課税猶予となりました。それを踏まえまして現在、関係部署において庁

内の検討会を重ねているところでございます。 

 都市計画マスタープランにおける都市計画の基本的な方針や目標とするまちづくり像を再確

認する中で課税対象となる区域や都市計画事業を検証するとともに、財政状況などを踏まえ都

市計画税の方向性を検討をしているところであります。 

 ３番目に支所の問題であります。 

 支所の位置づけにつきましては、これまで行財政改革による業務の効率化および組織のスリ

ム化を進めるために一定の業務を本庁に集約化し、職員を削減してまいりました。 

 各支所で、限られた職員数ではありますが一定の窓口業務のほか、行政区をはじめとする地

域コミュニティをサポートする機能、また交通弱者である高齢の方々などをサポートする機能

などを備えた地域の相談センター的なものにしていくことが市の進むべき方向であると考えて

おります。 

 次に２期目を目指す政治理念、政治方針についてであります。 

 今回、今議会冒頭のあいさつで述べさせていただきましたが、まず第１に市民本位の市政を

徹底することであります。市民の力・地域の力こそが市政推進の土台であるということをモッ

トーにして、市民参加の組織の設置などに取り組んでまいります。 

 第２は、暮らしやすいまちづくりであります。生活弱者を見守り・支援を行うとともに子育

て支援、障がい者支援、防災対策の強化、手話言語条例の制定などを進めてまいります。 

 第３に、日本一桃源郷をさらに磨き上げるまちづくり・仕事づくりを進めます。果樹農業の

担い手対策などへの強力な取り組みを行います。また観光産業につきましては、温泉はもちろ

んでありますが農業、農村、文化財、歴史的な遺産、そして里山などの自然、さまざまな観光

資源と結合した新観光産業の創造、そういった方向で笛吹観光をさらに幅広くレベルアップし

てまいりたいと考えているところであります。 

 また教育・文化・スポーツの振興におきましても俳句の里づくり、芝生のサッカー場建設、

さらには、どういう言葉を使ったらいいのか分かりませんが、たくさん文化的な資産が死蔵さ

れているという状況がございますので、こういったものをどのように活用していくか、市民の

皆さんに積極的に活用していただく、こういった取り組みをぜひ進めたいとこのように考えて

いるところであります。 

 以上が１問目の質問に対する答弁でございます。 

 続きまして、エコフォレストさかいがわについてお答えいたします。 
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 まず施設の進捗状況でございますが甲府・峡東地域ごみ処理施設の建設の状況、そして稼動

につきましては来年４月の稼動に向けまして順調に建設が進んでおり、９５％の進捗率であり、

試運転をこの１１月から行う予定でございます。 

 一方、一般廃棄物の最終処分場につきましても構造物の建設等が順調に進んでおり、こちら

のほうは現在２０％の進捗となっております。 

 また域振興施設の、いわゆる観光交流センターにつきましては７月２１日に起工式を行い、

建物本体の基礎工事が順調に進んでいるところでございますし、緑地エリアにつきましても取

り組みを進めているところでございます。平成２９年４月のオープンを目指して順調に進んで

いるところであります。 

 次に稼動してからの笛吹市に及ぼす環境影響と観光交流センターの経済効果についての質問

でございますが、エコフォレストさかいがわの環境影響につきましては、事業着手以前にアセ

スメントを十分に行っており、稼動後におきましても生活環境に支障を来たすことはないと確

信をしているところでございます。 

 また観光交流センター、この経済効果につきましては、このエリアの地域振興施設として整

備されます、この観光交流センターを拠点にして年間３万人から５万人の集客を見込んでおり

ます。農産物販売、その他の形で地域にお金がまわるように、お金が落ちるように関係の皆さ

まとしっかり相談をしながら進めていきたいと考えております。 

 次に新処理場建設に伴う、ごみの処理費の削減についてであります。 

 現在、甲府市と東山梨のごみ処理場にごみの処理を委託しておりまして、この年間費用が、

処理費が約４億円であります。新しいごみ処理場ができますと２０年間のＤＢＯ方式による運

営、そして高効率ごみ発電の売電、また市の全域を境川のごみ処理施設１カ所で処理すること

から管理費の平準化と低減が図られ、年間約２億円の削減が図られるとこのように試算をして

いるところであります。 

 続きまして３つ目のご質問、高齢化の現状と課題および地域包括支援センターの役割につい

てをお答えをいたします。 

 はじめに、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の現状についてであります。 

 少し細かい数字になりますが２８年、今年の４月１日現在の高齢者福祉基礎調査、これによ

りますと笛吹市の高齢者人口は１万９，６１２人、高齢化率は２７．８％となっています。そ

のうち在宅のひとり暮らし高齢者は男性が１，３７８人、女性が２，７２７人、合計４，１０５人

となっておりまして、高齢者に占める割合は２０．９％であります。また７５歳以上のひとり

暮らし高齢者は２，２３５人と生活や介護、医療だけでなく安全・安心な生活への支援のあり

方も問われているところと認識しております。 

 一方、認知症高齢者は男性６４１人、女性１，６３８人、計２，２７９人で高齢者のうちの

１１．６％を占めております。そのうち７５歳以上が２，０５７人、９０．２６％を占めてお

ります。また在宅生活者１，６４１人、施設入所者６３８人で在宅が７２％となっているとこ

ろでございます。 

 次に要介護認定と介護給付の状況、介護給付費を抑制するための対策についてであります。 

 笛吹市の２７年度末の介護認定者は３，１３２人で、高齢者に占める認定者の割合は１６．

１％となっております。平成２７年度末の介護給付費は５６億２千万円で毎年増加傾向にあり

ます。内訳としては居宅サービス給付費が２７億７千万円で給付費全体の４９．３％、施設サー
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ビス給付費が１６億１千万円で２８．７％、地域密着型サービス給付費６億６千万円で１１．

７％となっております。 

 受給者１人当たりの月額で見ますと施設サービス給付費が２４万７千円で最も高く、次いで

地域密着型サービス給付費が２２万６千円、居宅サービス給付費が１４万円などとなっており

ます。 

 介護給付費を抑制していくためには、要介護状態にならないよう市民の皆さまに介護予防事

業に取り組んでいただくことが重要であります。本市では現在、要介護状態が進まないように

する介護予防プラン作成の支援や介護予防事業の取り組み、サービス提供体制の整備に取り組

んでいるところでございます。 

 また２８年度から在宅医療・介護連携推進事業をスタートさせ、地域包括ケアシステムのも

と、在宅での医療や介護サービスの利用促進に取り組んでまいります。 

 次に地域包括支援センターについてであります。 

 地域包括支援センターでは高齢者を対象とした総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケ

アマネジメント、介護予防ケアマネジメント、この４業務を行っております。 

 １番目の総合相談支援業務は地域の高齢者がどのような支援が必要かを把握し、介護事業者

や民生委員、警察等の関係機関と連携して医療機関の相談や介護保険申請等、適切なサービス

の利用につなげる支援を行います。 

 ２番目の権利擁護業務は、生活に困難を抱えた高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を送

ることができるよう支援を行います。具体的には老人福祉施設等への措置、虐待への対応、そ

して成年後見制度の活用促進などを行っております。 

 ３番目の包括的・継続的ケアマネジメント業務は介護支援専門員や医療機関、介護事業所等

から要援護高齢者への支援依頼、虐待や権利擁護および介護サービス計画作成等に関する相談

を受け支援を行っています。 

 ４番目の介護予防ケアマネジメントは、要介護状態となるおそれの高い高齢者の要介護状態

への進行を予防するため介護予防サービス計画を作成し、これに基づき必要な支援を行ってい

ます。 

 このように、地域包括支援センターは幅広く専門性の高い相談支援を行う機関であることか

ら保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門３職種を置くことが義務付けられています

が人材の確保は困難であり大きな課題となっております。 

 そこで第６期介護保険事業計画において、平成３０年度までに地域包括支援センターを現在

の１カ所から３カ所に増設することを盛り込み、計画実現に向けて検討・協議を重ねてまいり

ました。 

 なお、増設する地域包括支援センター２カ所について医療法人や社会福祉法人等に運営委託

していくこととして、現在、事業者選定作業を進めているところであります。 

 以上、笛新会からの代表質問に対する答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 答弁ありがとうございました。 
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 それでは答弁の中でですね、いくつかまた繰り返しになるかもしれませんが市長にお尋ねし

ます。 

 先ほどのお答えの中で、自らの市政運営の中での目標が財政の健全化であるというふうにおっ

しゃられておりましたけども、そのへんの具体的なですね、財政がこういう形で健全化になっ

たと思われますという、あくまでも、市長個人の思い出でも結構でございます。今この場でい

くらいくらがこうなったというふうなことまで求めるつもりもございませんが、それがまず１つ

でございます。 

 それと市長のお言葉の中で日本一桃源という言葉が何回も出てまいりましたけれども、私も

この地域へ住んで３７年目でございますが、本当に桃源郷という呼び名にふさわしい景色が毎

年毎年春に繰り返し繰り返し目にしてきて、国の内外を問わずと、最近はそういう言い方をす

るようにしてますが、全国津々浦々なんてものじゃなくて、もう世界中からですね、その景色

を見に来る観光客が増えているということは私どもも実感しておるわけですけれども、市長の

口から出る桃源郷、日本一桃源郷という言葉の割には日本一、桃はたしかに日本一獲れており

ますが、当然、桃が獲れるということは花も日本一なんですよ、間違いなく。その日本一の桃

の花、いわゆる桃源郷とおっしゃるその地域をですね、日本一下手くそに見せているんじゃな

いかと、私は常々、いつかの一般質問のときも申し上げました。なぜ日本一の桃の花を日本一

よく見せるようにしないのか。リニアの見える丘も結構でございます。でも今ある、何十年も

の生産者の努力によってつくられてきた、この産地形成された素晴らしい桃源郷のピンクのじゅ

うたんをですね、われわれだけではなくて、１０万人も２０万人も来られるような、そういう

桃源郷として完成させようという意思がどうも見られない。言葉はたしかに日本一桃源郷とい

うものを標榜して、私もそれに憧れて遠く旭川から居を移し、ここに居を構えて１０数年とい

うふうなお言葉は何回もお伺いしています。ですが、この４年間の取り組みの中で言葉と桃源

郷の日という日の設定、これはたしかに実績として認めます。ですが実際に桃源郷、日本一の

桃源郷をですね、こうやって見せて、こういうところで私が、市長自らが提案をし、こういう

形で生産者の皆さんに迷惑かけることなく観光客も楽しく、そして訴えるような、こういう形

で農道の整備をしましたとか、あるいは市内何カ所に、例えば狐新居とか上のあの花見台のと

ころまでの、あの旧一宮町がそれこそ巨費を投じて整備していただいたあの場所が十分生かし

切れていないというのは私一人の感想ではないと思います。ですからそのへんのこともですね、

日本一桃源郷、日本一桃源郷とおっしゃるんであれば、そこのところももうちょっと具体的な、

これから２期目に向けてあなたはもう一度、市長に立候補するということであれば、そのへん

の具体的な方策もほしいなというふうに私は思います。 

 それからもう１つ、支所につきましてのお言葉が、ちょっと私も質問の中で簡単にしか触れ

ていなかったんですが、たしかに効率化とか財政のこととか考えますと一番問題なのは人が多

ければ金がかかる。それは十分、分かります。理解しますが、私も前のこの前の議会のときに

関連質問で申し上げましたが、合併７町村の中で石和町だけ支所がないんです。こんなことは、

そっちへ座っている何十人、１０幾人もいる皆さんの中でも疑問すら思ったことないと思う。

石和の役場があるからいいじゃんかと。それが本所になったからいいじゃんかということで、

誰も真剣に石和支所の存在について論議したことはないと思うんです。でも現実には石和町に

は石和支所はないんです。ですからすべて問題があると全部、本課へ飛び込むわけです。です

が春日居、八代、境川、ほかの町村は支所へ行けば、これはこうですよ、ここはこうですよと
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示していただける。ついこの間までは支所へ行けば証明書が取れた。ここのところ財政の関係

で証明書を取る機械を全部廃止してしまったおかげで、コンビニにはあるが本所にないという、

異常事態だと誰も思っていないでしょう、そちらの皆さんも。市役所の本所へ来て印鑑証明が

取れないなんていう馬鹿な話がどこの社会に通ります。そう思いませんか。そこへ皆さん座っ

てて。部長さん方。市長も含めてですよ。セブンイレブン行けば取れるけど本所じゃ取れんな

んていう話はこのうしろにいる、傍聴の皆さんだってそう思いません、皆さん。私はそれを不

思議だと思う。その不思議を不思議と思わないで２期目へ出られると、これもちょっといかが

かなと思う。そのへんも提言したい。 

 そしてもう１つですね、市民本位で地域の力は市民参加だとおっしゃっておりましたけども、

４年間の反省に立って、市民の意見を十分取り入れた中での市民の目線に立った市民参加の市

政をおやりになるというお言葉の中で、今はまだ種々の具体的な政策を今、倉嶋市政、２期目

に向けておつくりになっているところだから、具体的にこういう形をしますというふうなこと

が示せないのかもしれませんが、少なくともわれわれ笛新会がかなりの時間と労力を費やして

ＮＴＴグラウンドのための、跡地利用のための研修を重ね資料を集め、倉嶋清次さん自らわれ

われとも話し合いをし、いくつかお示しした案もあるんですが、われわれ８人と倉嶋清次さん

だけの９人の話以外に広がっていかなかった。この点は私どもが提言をして、あとはボールを

市長に投げた、そういうつもりでわれわれは二度目のＮＴＴ用地買収に向けてのあなたの決意

を私は自らこの場で伺って、あなたが不退転の決意でと私に二度も繰り返し、たしか、議事録

を見れば２回ぐらい言っていると思うんです。その不退転の決意というものをですね、重く受

け止めていただいて、その不退転の決意というものをお示しいただきたいなと。 

 まさしくＮＴＴグラウンドというのは笛吹市の財産になり得る、目的がないから買収は駄目

だという議員さんも何人かおったわけですけれども、労報橋の架け替えに伴う道路建設に必要

な土地であるという、これでも立派な目的だと思うんです。私は。それすらも強行突破できな

かったというよりも、倉嶋さんのお人柄かなと。みんなの無理強いをしてもいかんなという、

そういうやさしい心根かもしれませんが、やはり不退転で臨んだという言葉の裏に、そういう

不退転だというものをお示し願いたかったなと。いささか残念な思いがしておる次第でござい

ますが、２期目へ向けてのそのへん、くどいようで申し訳ないんですが、本当に三度目を出し

たら隣の甲州市と同じで、三度目出して否決された日には２期目もへったくれもなくなるとい

うふうに私は思っております。リーダーシップの欠如ということがあからさまになった場合の

ときに不退転という言葉は重いんですよということを私はもう一度申し上げたい。 

 それから今のお答えの中で芝生のサッカー場とか、文化的資産の活用とかという中の特に文

化的資産の活用という中で、この４年間、大変残念に思うのは国分尼寺の跡地の活用を、ほと

んど見捨てられた状態であるということが１つと、それから八代の皆さんが長年にわたってご

苦労願ったホタル銀河の会の、ホタルの資産を一生懸命やって、ホタルの資源を活用していた

だいた銀河の会の皆さんのご苦労に報いるためにも、銀河の会の四ッ沢川のもうあと１キロ足

らず上にいきますと稲山ケヤキの森というのがありまして、市民の憩いの場だということで八

代町役場の時代に相当力を入れて、山梨県林務部も力を入れたいわゆる、あれを見本林という

言い方をしているんですが、ケヤキの見本林の場所があるんですが、つい先日、私がホタル銀

河を見るついでに視察をしてまいりましたが、もうジャングルでございます。せっかく大きな

お金をかけてトイレも整備し、きれいなトイレがあるんですがカギが掛かっておりますし、入っ
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ていく木道のところも全部ジャングルのごとき草に覆われて、見るかげもない密林になってお

ります。そういうところをですね、市長自らお出向きいただいて、今、自らの言葉で文化的な

資産の活用もできなくて残念だとおっしゃるんであれば、そういうところをですね、国分尼寺

もそのとおり花を植えましょうという一宮市民の皆さんのご苦労がほとんど報われていないよ

うに思います。当然、春日居の長谷寺もそうでございますし、兜山の登山道もそうでございま

すが、一部市民の熱意による細々としたボランティアの活動によって続けられているいろいろ

な活動の賜物でございますが、そういう市民の努力が花が咲くところまでいっていない。この

現実をですね、もうちょっとよく見ていただいて、そして２期目に向けてもこういう、本人自

らおっしゃったんですよ。このことは。私が今つくったわけでもないし、要望しているわけで

もない。そういうことをしたいというであれば、そういうところも、稲山のケヤキの森なんて

行ってみれば分かりますが、５年１０年でできる森じゃないんです。それこそ戦後７０年とい

われている、そのくらいの時間が経っているところにケヤキの見本林があってということを知

らない市民もいっぱいいると思うんです。おそらくそちらへ座っている方だって、稲山行って

１日デイキャンプしたなんて人はおそらく１人もいないんじゃないんですか。私は過去、ボー

イスカウトの活動をしてまいったときに、デイキャンプでちょっと使わせていただいたことが

あるんで良いとこだなという思いが、そのころは甲府市民でしたから。でも笛吹市民になって

改めて稲山の森へ行ってみたら、トイレもきれいになって水も流れて木道も整備されて、あず

まやもあってこれはすごいなと思って、自ら市議会議員になってこの間４年ぶりに行ってみた

ら、もうジャングルだった。そういうことをですね、改めて私はここで、２期目へ向けての倉

嶋市政の重要課題の中にそういうことももっともっと取り入れてですね、市長自ら山歩きが若

いころはお得意だったということで健脚も自負していらっしゃる市長でございますので、自ら

の足でお確かめいただいて、そういうところを活用していく、これはお金がうんとかからなく

ても十分市民に訴えていける、そして市民もああよかったなと思える、そういう場所の活用が

できるのが本当の意味での文化的資産の活用になるのではないかなと思いましたので、余計な

ことかもしれませんが、今、市長に改めてもう一度ご質問を申し上げてですね、そのことをちょっ

とお伺いしてお答えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 海野議員の再質問、５点ほどあったかというふうに思いますがお答えをしたいと思います。 

 最初は、財政の問題でございます。 

 先ほど申し上げましたようにアリーナの建設、そしてバイオマスセンターの建設、これで建

設費の５０億円、さらに後年度負担が軽減されるというか、という点では私は大きな成果があ

るというふうに思っております。 

 ただ、議員ご承知のように膨大な大きな笛吹市の財政の状況、そして借金の残高も大変大き

いわけでございますし、それが直ちに数字的なものに影響してくるということにはならないわ

けであります。実際に起債残高、むしろ増えているということだったとたしか記憶しておりま

す。ただ、いずれにしろこのまま放っておくとさらにさらに財政の悪化は避けられないという

ことで、場合によっては痛みを伴う、メスを入れていかなければいけないだろうというふうに

思っております。 
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 私はそういう意味で強調しているのは市民の皆さまが自ら財政について勉強しようと、こう

いう機運が出てきたことは大変良いことだと思います。市民の皆さまがなるほどねというふう

にご理解いただければ、それはやっぱりわれわれも痛みを享受しなければいけないのかなとい

うこともご理解いただく。そういう形で、今後も財政の健全化に向けた取り組みをさらに進め

てまいりたいと、このように思っております。 

 ２番目に日本一桃源郷の問題であります。 

 桃源郷桃源郷言う割にはということで、下手くそというお言葉をいただきました。これも実

は私も下手くそでありましたが、ずっと下手くそだったので、私自身、東京に２０年も住んで

いて、そのすぐ近くにこんな素晴らしい場所があるということを知りませんでした。そのこと

自体が下手くそということかと思いますし、それを早く改めなきゃいかんということを改めて

決意をしたところでございます。 

 もちろん何もやっていないわけではなくて、春まつりのさまざまな改革も試行錯誤的ではあ

りますけどもやっておりますし、リニアの見える丘をこれからもっともっと活用していかなけ

ればならない。春に結婚式を桃の花の中で行うとか里山で行うとか、さまざまな市民の試みも

積極的に後押しをしていって、さらにさらにこれはＰＲ、ご指摘のように下手くそと言われな

いようなことは一生懸命やっていきたいというふうに思っております。 

 それから１つ、一宮につきまして、いわゆる花見台という良い場所があるではないかという

ご指摘もいただきました。これにつきましては、地元からのご要望もいただいております。最

近の道路整備に対する国の助成等々が大変厳しくなっておりまして、道路建設、特に山の中に

道路をひくとなるとかなりの市の財政の持ち出しもあるということで、大変難しい課題ではご

ざいますけれども、これも国会議員の皆さまのご協力も得て、なんとか有利な財源の道がつけ

ばということで一生懸命、取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 それから支所の問題でございます。 特に石和支所がないのはどうなのかということでござ

います。 

 私も今回、立候補するにあたっては市民の力とともに地域の力と。地域が衰退しているとい

う認識、このままでは本当に地域コミュニティが壊れてしまうのではないか、そう思いながら、

しかし一方ではボランティアの皆さまのさまざまな活動が生まれてきている、広がってきてい

る、こういうことにも着目をして、やはり地域での拠点的な機能はしっかりつくっていかなけ

ればならないのではないかというふうに考えておりまして、そういう観点からまちづくりの観

点、地域づくりの観点から支所というものを改めて、石和にはないということもしっかり見つ

めて、どうすべきかということを検討していきたいというふうに思っております。 

 いずれにしろ地域の拠点機能の強化というのが今後の大きな笛吹市のテーマになっていく、

笛吹市の将来に関わっていくというふうに考えております。 

 ３つ目でありますが、市民本位の市政の推進ということで特にＮＴＴ跡地の問題についての

ご質問がございました。 

 私も三船敏郎ミュージアムについて、これは世界の三船ということで皆さんのご理解を得る

べくいろいろ努力をしたつもりでありますけれども、それにつきまして残念ながらご理解をい

ただけないと。不退転の決意と申し上げましたけれども、三船はしかし、なかなかご理解得ら

れなくても私はあのＮＴＴ跡地の利用という点については、これは市民の皆さんに、あれはや

はり大事な土地なんだという認識は、大方の市民に広がっているのではないかというふうに思っ
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ておりますので、その内容、どう使っていくか、笛新会の皆さまからもご提案いただいており

ます。われわれも５つの活用例を示しております。また市民の皆さんからもいろんなご提案も

いただいておりますので、これはとにかく市として購入をして、特にやはり市民の皆さんのご

理解が大事でありますので、そういう方向、そういう角度での活用ということが大事ではない

かなと、このように考えているところであります。 

 最後に文化財の関係でお話がございました。 

 別に国分寺の利用という点でまったく利用していないということではございませんで、着々

と整備に向けて買収も進め、そして市民のボランティアの皆さんの協力も得ながら花の時期、

お客さまを呼べるような形で活用しておりますし、これはしっかりと取り組みを進めていきた

いと、このように考えております。 

 それから稲山のケヤキの森であります。これにつきましても私、ちょっとしばらくは行って

おりませんが、最初に訪れたときの、素晴らしい、こんなものがあるのかというのは本当に驚

きましたけれども、ただ、いかんせんアクセス道路が何かえらい暗い感じがして、すきっとし

ないなというのがそのときの印象でございました。ただ大事な観光資源というかですね、あん

なところでバーベキューをやったらいいななんてこともその当時思ったわけでございますので、

なんとか活用の方途ということは考えていきたいし、何よりも身近なところにある、あのよう

なケヤキ林、あれだけのケヤキ林というのはそうそう全国、しかも身近なところにあるという

のはないと思いますので、市民に知っていただいて大いに楽しんでいただく。できれば先ほど

ホタルのお話もございましたけれども、ホタルと結びつける。可能であれば、そこに良いハイ

キングコースをしっかりと整備をして市民の皆さんに楽しんでもらえる、そのような場所にし

ていくことが大事ではないかというふうに思っているところでございます。 

 いくつか答弁漏れがあるかもしれませんけれども、以上で再質問に対する答弁とさせていた

だきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問ありますか。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 ありがとうございました。特に最後の稲山の森に対するご認識はお伺いしまして一安心をし

たところでございますが、ぜひこれが選挙前のリップサービスではなくて、本気で取り組んで

いただくということに期待をしてさらなる質問を続けさせていただきたいんですが、２期目に

向けてですね、私、ちょっとこれはここでお尋ねするのが良いのか悪いのか、ちょっと分かり

ませんが、もし答えられたらということで結構でございますが、今、今日現在に至ってもです

ね、倉嶋市長を推薦する団体の、普通であれば現職が次へ出るというときに例えばいろいろな

市の中の、例えば体協だとか安協だとかというふうなことで、各種団体の推薦等が耳に入って

くるのが通例ではございますが、倉嶋氏の２期目に向けてのそういう支援団体等のお話がちょっ

と見えないので、もし答えづらかったら別に結構でございますが、私が一般市民の気持ちを代

弁して言うならばどういう方たちが倉嶋市政の２期目を支援しているのかなということをです

ね、いろんな無尽会へ行くと「海野さん、どうで」と聞かれても「さあ」と言う以外にお答え

のしようがないというような状況がございますので、もし差し支えなかったならば一番大きな

支援団体のことは１つだけ私も承知はしているんですが、そのへんのことで、これからの段階
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ですよということならそれも結構でございますが、もしそのことに差し支えなかったら、その

１点だけちょっと２期目へ向けての一番、私が市民から「なんで」「どうしてですか」と聞かれ

るときの質問ですので、私個人ということではなくて、いろいろな方のお言葉の中からちょっ

ともし聞かせていただいたらいいかなと思いますので、お答えができましたらお願いいたしま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 お答えになるかどうか分かりませんが、何を夢物語みたいなことを言うとるのかと言われる

かもしれませんが、私の希望だということでお聞きいただきたいんですが、私が期待をしてい

る最大の市民団体は市民でありまして、これを絶対、絶対的と言っちゃおかしいんですけども、

基礎として一人ひとりの市民がそうだねと、倉嶋も４年間やってきていろいろあれだけども、

まあもう１期やらせようと、こういうような声がふつふつと沸いてくるように今、仲間たちと

一緒に取り組みを進めているところでございます。 

 もちろんそんな、市民という漠たることで当選ができるというふうには思っておりませんの

で、これから私のほうでさまざまな団体の皆さまとお話をしていくということは進めてまいり

たいと、このように考えているところでございます。 

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） 

 今お答えいただいたのが現状だということを、またこれがＣＡＴＶで放送される市民の皆さ

んがご覧いただいて、「なるほど、倉嶋さんって市民を頼りにしているんだ」ということが伝わ

ればいいかなと思います。 

 それは見る人の気持ち次第ということになるわけですけども、引き続きですね、くどいよう

でございますけれども、その２期目の最重要課題というのが今、自らもおっしゃったように市

民と共にということですので、もしですよ、もしここでまだ職員の皆さんにもお伝えしていな

いけども、こんなふうな形の市民との対話みたいな形をですね、こういう形で進めたいなと。

市長個人が私見でも結構ですから、これから先、市民を中心にということであれば市民とどう

いう形で、先ほど私、あえて三船敏郎という言葉を避けて質問をしたんですが、本人自らが三

船敏郎とおっしゃったんで、ああいうまずいものは二度と出さないようにということで、言葉

を続けなければならなくなってしまった私のつらさをお分かりください。わざと私は三船敏郎

を避けたつもりで質問したんですが、自らがおっしゃったので、あれはまずかったですよ。 

 ということでですね、そのまずいことも含めて市民に全然周知がなくてやったからというこ

とも１つ、否決の理由で、あのときの市議会の評決は４人しか賛成を得られないという散々た

るありさまで懲りたわけですから、二度目も力及ばずで、三度目を出すときには必ず過半数は

得られるような市民の合意が得られる形でぜひお進めいただきたいんですが、そういう意味も

込めてですね、まだ倉嶋市長、２期目へ向けて全部のいろんなことが済んでいないというふう

な自らのお言葉でしたけれども、その中でも特に、私見でも結構ですが、市民とこういう形で

市長と市民の合意形成をこんな形でやっていきたいんだというものがもし頭の隅におありになっ
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たら、ぜひお示しいただければ２期目へ向けての市民の、聞かれたときのですね、説明材料に

なるかなと思いますので、これは笛新会のやさしさだと思ってお答えいただければ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 大変やさしい質問、ありがとうございます。 

 そうですね、ちょっと答弁のかみ合わない答弁になる部分もあろうかと思いますが、まず現

在、市民ということで考えているのはちらっと触れていると思いますが、市民会議といったよ

うなもの、それは基本的には公募というかですね、こういう言い方は適切かどうか分かりませ

んが、充て職的な組織ではなくて本当に笛吹市のことを憂い、思い、地域のことを考え、そし

て若い力、そういったような人を地域ごとに組織する。あるいは自然体としても今までにない

ような形での市民会議を組織していく。議会の皆さまとうまく両立をするような、そういうよ

うな形を一つは考えているところでございます。 

 それから市民市民と言いましたけれども、私のもう１つ、念頭にありますのは現在の厳しい

格差社会、なかなかアベノミクスの成果がわれわれのところにも及ばずに貧困の問題、あるい

は子どもの貧困の問題、こういうことが語られている現状に鑑みれば、私が一番念頭にあるの

はそうした明日の生活もままならない、そういうような市民に対していかに手を差し伸べるか

と。そういうことが私は大事な２期目の課題ではないかと、このように考えているところでご

ざいます。痛みを分かち合い、生活に苦しんでいる人、さまざまな困難を抱えている人をしっ

かりと支えていく、そういう意味での市民目線と申しますか、大事ではないかというふうに考

えておりまして、今、いろいろ政策を、２期目の基本政策を練っているところでございますが、

私としては私自身がまず身を切る覚悟を示すということが大事ではないかということで、この

市民という話と私の身を切る覚悟というのがうまく結びつくかどうかは分かりません。そこは

先ほど申し上げた市民と言ってもやっぱり一番困難な方に焦点を当てていくんだという気持ち

で、私は現在、考えているのは、実は明日、政策を発表する場をセットする予定でございます

けれども、私自身の給与を３割カットするということで、まず自ら身を切る覚悟、そしてそれ

を直接にというわけにはいきませんので、それとの見合いで市の財政の中から生活を助けるよ

うな、そうした困った人の緊急に、すぐにでもお助けできるような、そうしたような資金の使

途、基金というか、生活支援基金と言うんでしょうか、そういったようなものを現在でも社会

福祉協議会の中にありますが、もっともっと使い良い、緊急に間に合うような、そのような基

金的なものをつくっていく、そのために私自身も身を切る覚悟を示していきたいと、このよう

に考えているところであります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 どうもありがとうございました。思わぬところまでお話をいただけて、ありがとうございま

した。 

 私も今のお話の中でですね、出てまいりました、いわゆる市民目線とか市民をということで、

老婆心ながら申し上げますと市長が市民の目線までおりていかないように、これはわれわれが
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強く望むところでありますし、市民を大事にするあまり市民と迎合しないように、これを一言

申し添えて市民を大事にするということと迎合するということは違うんですよということを改

めて申し上げてですね、市民目線という感覚も市民の皆さんのところまでおりていってしまっ

ては先を見通す市長の力が半減しますよということもあえて申し上げて、倉嶋市政２期目へ向

けてのですね、再々質問という形で、倉嶋市政、次へ向けてということの質問をこれで閉じさ

せていただきます。 

 続いて再質問の中の２問目、エコフォレストに関する再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 エコフォレストの中でですね、ごみ袋が有料化になるということが先の議会でも話題になり、

ほぼ決定し、ごみ袋の製作にも入った入札が終わったということも聞いておりますが、ごみ袋

の有料化による収入が当然発生するわけでございますが、そのごみ袋、有料ごみ袋の収入金は

どのような道に生かされていくのかということが１つ。 

 それと先ほど市長もちょっと触れましたが、寺尾の湯という名前が決まっております地域交

流センターの進捗状況、ならびにこれの交流センターに関する希望といいますか、今現在は先

ほど申し上げました甲府・笛吹・甲州・山梨の４市でこれを運営するんですが、ここに来るお

客さんについてはですね、甲府市南部、それから中道町、豊富、昔の東八の一番西の外れの２町

村までも広い意味で呼びかけをいただいて、なるべくここの寺尾の湯がですね、繁盛するよう

に、そして当然、甲府市民は笛吹市民と同じ料金で入浴できるわけですから、そういう意味も

込めてとにかくたくさん来ていただければ、先ほど市長が申したようにこの中で運営する産直

にしても、そういう形で何か行うときに人が来れば必ず儲かるということで地域の活性化にも

つながってくるのかなというふうにも思いますので、そういう利用方法をぜひ心がけていただ

きたいということと、そこの管理運営方式について今、お分りいただけているところがあった

らば担当者でも結構でございますので、お答えいただきたい。ごみの有料化のお金の使い道と

交流センターの宣伝方法と、それから管理運営方式についてと、この３点をお尋ねします。よ

ろしくお願いいたします。 

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） 

 海野議員の再質問にお答えいたします。 

 まず１点目のごみ袋の収益についてですが、これにつきましては特定財源としていただき環

境の事業に充当させていただきたいと考えております。特にここではハード、ソフト、両方を

考えておりまして、ハードの面ではなるべく地域に、環境に取り組んでいただくための資金と

して還元する方法、今ちょうど資源ごみなんかの回収のときに報奨金という形でキロいくらと

いう形で出しているんですが、そこの部分の金額を見直すこと、それからステーションなどを

つくる場合の支援というような形も考えております。 

 それからソフトの部分ではごみの有料化の地域説明会をするときに大変、オムツのことを心

配されておりました。市民の方が。介護にしても新生児についてもそうなんですけども、それ

はもう減らすものではない、減らせないということを聞いておりますので、そのへんの方たち

に対して現物支給ではないですけども、そういうようなことができないかなということを今、

検討しております。 
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 次に温泉のほうのＰＲということなんですが、これについては先ほど議員さんもおっしゃい

ましたが、４市の組合ですので４市とも市内の、市民という同じ扱いで料金等々は考えており

ます。それからなるべくやはりあそこのところの良いところをＰＲして、多くの方に来ていた

だけるような方法は検討してまいりたいと考えております。 

 それの温泉の運営方法ということですが、運営がスムーズにいく方法を４市が組合でやって

いる場合、どれがいいだろうかということを考えたとき、これは運営は基本的に笛吹市直営で

やりたいなと思っております。方法としては委託というような形を考えております。委託先に

つきましては、まだ具体的なものは出ておりませんが、年内には内容を検討する中で委託先の

ほうも示されたらいいなと考えております。 

 以上といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 ありがとうございました。特に最後のですね、笛吹市直営でということですが、業者委託と

いうことですので、くれぐれも今までも温泉施設の指定管理という方向の中でいろいろな不具

合が生じたりですね、軋轢があったりと、業者のいろんなことがあったというふうにも聞く部

分がありましたので、ぜひ新しい施設がよりスムーズな形で、しかも良い形で運営できるよう

にですね、業者選定のほうも、あとで「えっ」みたいなことにならないように十分注意して業

者選定に臨んでいただければありがたいかなと思います。 

 そしてごみの有料化のお金の使い道についてはよく分かりましたので、まだまだ、今まで１２円

とか１３円で買っていた袋が３０円になるわけですから、一部、今の笛吹市の中で有料袋は春

日居だけだと承知しておりますが、ほかの地域はタダ同然の袋で出している人もいっぱいいる

わけで、スーパーのビニール袋が５円になってから多少意識も変わっていると思うんですが、

そういう中で５０枚入りの４５リットルが安いときにはとんでもなく安く売るわけですから、

１枚３０円の４５リットルという袋が決して軽い負担ではないということを念頭に置いていた

だいて、いろんなツールを使いながら、広報でやっているからいいんですよという格好ではな

く、いろんなところに環境関係の職員の皆さんに出向いていただくなり、各地域の区長会なり、

あるいは環境指導員なりというふうなことを通じてですね、微に入り細に入り、もうくどいく

らいに説明をしていただいて、３０円で出せばよくなるんですよということをですね、くどく

市民７万２千人に、７万人の皆さんに周知していただくということを徹底していただいて、ま

ずそこから始めていただいて、３０円に気持ちよく市民全員が協力していただけるというふう

なことをですね、切にお願い申し上げて、この再質問は終わりにしたいと思います。 

 それでは、最後の３問目に対する再質問に移ります。 

 全国ではひとり暮らしをしている高齢者がアパートの一室で誰も助けも呼べずに、誰にも看

取られることなく亡くなっている孤独死というものが話題になっておるわけですけども、かく

言う私もアパート経営で身を立てているものでございますので、この８月の１０日、私が市長

と共に香港へ出掛けた日の早朝ですね、私のアパートの一室で孤独死がございました。そして

たまたま私が１０、１１、１２、１３と、１３日の真夜中まで留守だったものですから、香港

に行っているときにですね、笛吹警察署の２６２の０１１０番というのが着信にあったんです

が、こんなとこで警察の電話へ出てもしょうがねえと思ったから、電話代ももったいねえなと
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思って、どうせ１１０番じゃろくな電話じゃねえと思ったから出ずに放っといたんです。帰っ

てきたら次の日の朝ですね、女房がいますので、一番最初、俺がまだ２時ごろ寝たのに５時ちょっ

と過ぎに起こしに来て、「大変だったんですよ」と言うから「なんだ」と聞いたらこういうわ

けだって。部屋へ行こうと思ったら行けないというわけなんです。というのは病院で亡くなっ

た人は当然医師の死亡診断書があって死因もはっきりしているからいいんですが、まさしく私

が質問しようと思ったことが現実に起きまして、私は体験者としてここで改めて福祉とか、こ

の包括支援センターの重要性をですね、経験者の一人として身をもって質問するんですが、私

どもは大家として自分のアパートに住んでいますから、マンションに。ですから３０６号室の

方がここ３日も、４日も見えませんよ、奥さんと言われて女房が見に行った。当然、大家です

から合鍵持っていますから開けて、パッと玄関を開けた瞬間にもう正面に本人が横たわってい

た。声かけても出て来ないで異臭もするということでですね、すぐ警察を呼んだらどうも死後

５日ぐらい経っていたみたいです。３日から５日という判断で。 

 それからが大変でしてね、身元の確認というのがまず最初で、遺族を見つけなきゃならない

んです。ひとり暮らしの８２歳のおばちゃんでしたから、全然手がかりがなくて、うちの女房

のところへ唯一書き残した携帯電話へ、たぶんこれが身内だといってもらっていますというと

ころへ電話をして、それから１週間ぐらいで本人と連絡がついてお姉さんが亡くなりましたと

いうことが分かりまして、８月の２４日に引き取りにまいりまして東八聖苑でお骨にしてお持

ち帰りいただいて、それから私ども大家は部屋の片付けに入るという大変な手間で、たまたま

笛吹警察署の署長さんのところへすぐお伺いしたんで、１週間、処理の時間が短くなったとい

う、それでも１週間しか短くならなかった。ですから例えばこれが仮に管理会社にお願いして

いたアパートで、月いっぺんの家賃だけもらっているというふうな建物であれば白骨化してい

るまで気が付かないと思うんです。ですからこの包括支援センターという名前がですね、いま

だによく分からない、私ども勉強してなくて申し訳なかったんですが、なんの包括支援さんだ

と。要は高齢者に関わるすべての問題を包括的に支援するから地域包括支援センターという名

前で国は言っているんですが、たまたま私の後輩が甲府東南包括支援センターの所長をやって

おりまして、そいつのところへ電話をしてどういう仕事を具体的にしてるだということをお伺

いしたところ、「それは海野さんね、分かりやすく言うと年寄りの問題、高齢者の問題はすべ

てを、どんなことでも、すべてを一括的に包括的に支援しているから地域包括支援センターと

いう言い方をするんです」と。そこではじめてなるほどと、私もこの事件に関わったら実感と

して思うわけです。 

 そこで質問があるんですが、笛吹市では高齢者に対する包括支援センターをおやりになると

いうことであれば、高齢者の虐待についてのケースをどの程度確認できているかということと、

また私も本当に自らが体験して、こりゃあ容易じゃないやと思ったのに、そういう、普段元気

なんです、その人は。８２歳で自分でバイクで買い物に行ったりしていて、ある日突然、朝起

きてこなかったという状況なので、そういうことが起き得る可能性の、先ほど数字でお示しい

ただいた老人何％とおっしゃって、簡単におっしゃっていましたけども、かく言う私も昭和２４年

生まれ、６７歳で年金受給はとっくにいただいておりますし、４０歳以上ですから当然、介護

保険も取られているし、年金先引きで。この中にも７５歳になってくると、いわゆる後期高齢

者に近い議員も、今はまだいないんですが、まもなくなる議員もいるんです。そうなってきた

ときにですね、自らがそうなったときにはじめてこれはまずいぞと。人間ってみんなそうじゃ
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ないですか。もう自らが経験してはじめてこれはまずい、やばいやと。世間で言っているよう

なことが簡単に起きるんだなということをですね、私も自ら経験して本当に思ったんですが、

そういうときに高齢者についてのことをですね、民生委員、それから地域の区の役員、組長さ

ん、すべてひっくるめてですね、市役所も含めてです。そういう方たちが全員でそういうもの

を把握しないと、おそらくこれから先、ますますさっきの数字のように増えてくるわけですか

ら。白骨死体がぼろぼろ出るような、例えばですよ、四日市場住宅に３つも４つも白骨者が出

たなんてこれは問題な話で、そうならないためにどういう手段を講じていくのか。それの一番、

私個人的にはその障害は個人情報保護法というね、問題が非常に障害になっていると思う。私

も長い間、組長やら３年前に石和仲町区の区長をして、朝３時半ごろ消防署から電話があって

なんとかという緊急電話がある年寄りが出ない。その電話が鳴っているけど本人が出ないから

区長さん悪いけど行って見てきてくれといって、しょぼしょぼ雨の降る中行ったら、おばあさ

んがベッドと車いすの間に落っこっちゃって、上を向いたままずっと４時間ぐらいいたみたい

です。われわれが行ったから、しかも救急隊と一緒に行ったから事なきをえたんですが、あれ

だってわれわれがそこへ行かなければ、あと半日そうなっていれば脱水症で分からなかったで

すねというのがあとの消防署のお答えでした。そういうことがあるので、そういうことに対し

て一体どうやって具体的には、何か方策があるのかなというふうに思いましたので質問させて

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） 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 海野議員の再質問にお答えをいたします。 

 大変な思いをされたということでございます。私ごとを言いますと、私も長く福祉の仕事を

しておりまして、石和町時代に生活保護で何件もそういう目にあっております。今ちょうど同

じようなことを思い出して、仲町で生活保護の方が何日もいないからといって民生委員さんが

伺ったらカギがかかっていて、大家さんのほうがすぐ近くだったんですが、古いアパートだっ

たのでじゃらじゃらした、何十個も付いているカギの中からカギが見つからないといって大騒

ぎをして、台所の窓からのぞいたら黒い死体にハエがわいていたというような痛ましい記憶が

よみがえってまいりました。まさに議員がおっしゃった、あってはならないことということだ

と思います。 

 さてご質問の虐待やひとり暮らしの高齢者の、包括支援センターの支援のあり方ということ

でございます。 

 笛吹市の包括支援センター、現状、直営で１カ所設置しておりますけれども、この１カ所で

全地域を賄っているというような状況で、ご案内のような早期にひとり暮らしの方たちをどう

把握するのかという点では、やはりこれは防災のほうにも関わってきますが、避難行動要支援

者台帳の整備ということが今、進められているというか、すでに行われておりまして、これは

防災危機管理課と福祉のほうでタイアップをしながら民生委員さん、区長さんとのご協力を得

ながら各地域の独居や高齢世帯について、いざというときにはどこへ連絡していいのか、お尋

ねしてどうしたらいいのかというふうな台帳をつくっております。これは災害のときの備えで

ありますけれども、こういったネットワークの中から先ほど言われました民生委員さん、児童

委員さんのところ、それから家族や近隣の住民の方、それから社会福祉協議会や警察や認知症
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の家族会などと、地域のネットワークというものを構築をしていくということがまず事前の取

り組みというふうになっております。 

 この中では、例えば虐待でありますと笛吹市虐待防止ネットワーク会議というような形で、

いざ虐待の通報があった場合には、そういったネットワークの中で順次、事実確認やすぐに訪

問をして対応するというふうな体制を取っているところです。 

 また高齢者の元気度チェックというふうなことを行っておりまして、こうした中から回答者、

未回答者の中から実態の把握をして支援に結び付けているという実情がございます。また実際

に支援が必要な状況が生まれた際には、地域ケア会議と言われる専門関係職種等が情報を寄せ

合って、その支援に対して緊急性、専門性を判断をいたしまして対策を練るという形になって

おります。 

 それから介護予防のサービス計画ということで、元気な方が予防をしていく、ひとり暮らし

なんかでつないでいくという点では介護予防のサービスをお使いいただいて、その計画を包括

支援センターが担当していくということで、できるだけ支援の必要のある方を拾い出してそう

いったサービスに結び付けていって見守りをしていくというようなことが現状、包括支援セン

ターの取り組みとしてはございます。 

 ちょっと答弁になりましたかどうか分かりませんが以上、答弁といたします。 

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） 

 総体的なお話は分かったんですが、再質問の趣旨でございます、どの程度、把握しているか

という部分がちょっとお答えの中になかったので、ひとり暮らしの高齢者の把握というのはど

こでどのようにしているかということをちょっと分かりましたらば、お聞かせ願いたい。 

 それと地域の行政区の関わり、それをどういうふうにジョイントしていっているのかなと。

それが甲府の場合なんかは、私がちょっと聞いたところによると甲府の包括支援センターって

基本的に中学校単位に包括支援センターを設けようというようなことで、より細かな情報の把

握に努めないと２０万都市としてはなかなか無理なんですよという話を聞いたんですが、今、

聞くとうちの、笛吹市の包括支援センター、３カ所、２カ所、３カ所。 

 １カ所が２カ所増えて３カ所になるということですが、それを３カ所で果たして、そういう

細かな情報まで確保していけるのかなという、ちょっと不安と心配が頭をよぎりまして、私も

こういう当事者になってみてはじめて真剣に考えるようになって誠に申し訳ないんですが、そ

のへんについてもうちょっと詳しい、今の現状、３カ所になった場合はかなりの確率でひとり

暮らしの老人のいろんな高齢者のことについては対応が可能ですよということが、具体例が示

されましたらぜひお願いいたします。 

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。 

 すみません、ちょっとずれたような回答だったのかもしれません。包括支援センターだけで

はなく、市の体制といたしましては先ほど言った避難行動要支援者台帳というものが地区の民

生委員さんや区長さんとともに把握に努めて、本人の同意のもとに登録をされているという状
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況がございます。包括支援センターといたしましてはそういったシステム、あるいはひとり暮

らしの高齢者の安否を確認するふれあいペンダント等の安否確認のシステム等と併せて把握を

するという形になっております。 

 また虐待等につきましては、近年、徐々に増えつつあるということや虐待自体が社会の中で

問題視される中で通報等も多くなっているということで、それについては通報されたものに対

して対応するというふうな流れになっております。 

 包括支援センターにつきましては現状の１カ所ではありますけれども、市内全域をカバーす

るだけの人材を社会福祉協議会のご協力をいただいて、整えて対応しているということでござ

いますが、今後２カ所、増設をするといいますか、３カ所にするというのはおおむね人口規模

から、高齢者の人口規模の６千人に１カ所というのが基準になっておりますので、そちらでよ

り近いところで、今、議員のおっしゃったような対応をキーステーションとしてできるように、

また今後地域包括ケアということが叫ばれており、そちらのキー局になるようにという意味で

３カ所を目指しているという状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 分かりました。なかなか行政でこういうものに取り組むと全部が全部、満足いくような方策

を取るということは非常に困難だということは十分承知しているんですが、ここのところの新

聞記事を見るとですね、高齢のお母さんやお父さんを見るのが大変になって４０、５０の息子

が親の首を絞めてしまったとか、あるいは言うことをきかないからって父や母を殴ったり蹴っ

たり大声で罵ったりというようなことが、なんだか１カ月のうち何回もそんなふうなことが新

聞へ載ってくると、そして私も当事者になってみると、今までは表題だけ見て、さっと新聞、

中身も読まずにいたのが最近、克明に中身を読んで、これまた大変だったんだろうなというふ

うに思うようになってきた昨今ですから、ぜひ包括支援センターを２カ所増やしていくという

ふうなことの中でですね、ぜひ市の取り組みももっともっときめ細かにいけるような努力をで

すね、市として一所懸命していただいて、笛吹市の老人に対するケアは素晴らしいよというこ

とでですね、よそからたくさん高齢者に来てくださいとは言いませんが、われわれが年を取っ

たときに安心して住める笛吹市になってほしいなということは常々思っております。７５歳に

なったからもっと住み良いところへ移りたいなと思っても、なかなかそういうわけにいかない

のが現状でございます。少子高齢化という中でですね、年寄りもだんだん増えていく中でわれ

われもいつしか高齢の枠へ入ってしまってきているような状況の中で、ぜひ包括支援センター

を増やすというこの機会にもう一度、根底から見直しをしていただいて、なるべく孤独死がな

いように、虐待がないように年寄りが安心して終活を迎えられるような良い笛吹市でいられる

ようにお願いをして私の代表質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で笛新会の代表質問を終了いたします。 

 次に誠和会の代表質問を行います。 

 質問に入る前に誠和会、小林始君から通告内容の訂正について申し出がございました。 

 質問事項①倉嶋市政４年間を振り返っての公約、施策の検証についてのうち項目番号９につ
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いて、お手元に配布してあります申出書のとおり訂正を許可いたしました。 

 それでは誠和会の代表質問、小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 誠和会の小林始です。 

 議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して通告しました３問について質問させて

いただきます。 

 先の台風１０号において１０年に一度という大雨の中、北海道、岩手県の被災された方々に

お悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 今年は温暖化傾向になってきたと思わせるように、笛吹市の特産である桃は例年になく高温

少雨で出荷が早まり、味はよいが出荷量が減少していると聞いています。一方、ブドウは例年

になく出来がよく甘くておいしいブドウの生産となりました。これから秋のブドウ狩りシーズ

ンも本番を迎え、おいしいブドウを多くの観光客にたくさん食べていただいたり、買っていた

だきたいと思います。 

 ８月に入り甲子園では高校野球の県勢の活躍、またリオでは本市の職員、中山陽介君が長年

夢見たオリンピックに出場し、入賞は逃したものの１２位と活躍しました。また柔道、レスリ

ング、水泳をはじめとした日本選手活躍で金メダル１２個、銀メダル８個、銅メダル２１個、

計４１個と前回のロンドンを上回る過去の大会で最多となったメダルラッシュとなりました。

次回開催の東京オリンピックと併せて大変盛り上がった夏となりました。 

 それでは、通告いたしました質問に入ります。 

 はじめに倉嶋市長が就任して４年を経過しようとしております。倉嶋市政４年間を振り返っ

ての公約、施策の検証について質問を行います。 

 ４年前の平成２４年１０月２１日、多くの市民の支持を得て当選し、１１月１４日に就任し

てから早くも４年を経過しようとしております。市長の選挙時の公約、市政の重点施策、懸案

事項について伺います。 

 まずはじめに大型施設整備事業ですが、公約ではいずれもいったん凍結するということでし

たが結果的には多機能アリーナは中止、バイオマスセンターは一時凍結をしたが結局は２事業

は中止となりました。石和温泉駅周辺整備、砂原橋架け替え周辺道路整備事業、ふるさと公園

整備、大坪浸水対策の４事業はそのまま継続となり、石和温泉駅、ふるさと公園の２事業は完

成しましたが、４年間経過した現在、砂原橋周辺道路整備事業、大坪の浸水対策の２事業はま

だ事業は継続中で完成しておりません。当選した当初はいったん凍結してから市民、議員の意

見を聞いて取り扱いたいとしていましたが、それぞれの事業は４年を経過した現在、検証結果

はどうであったのか伺います。 

 次に特に喫緊の課題としていた中心市街地、石和温泉・春日居温泉郷の特色を生かした温泉

街づくり、活性化策でありますが、まちを魅力あるものにするとともにスポーツや医療・介護・

健康等と結び付いた温泉観光などあらゆる可能性を追求し、誘客につなげるとしていたがどの

ような取り組みで実現したのか伺います。 

 次に選挙で訴えた地域活性化総合特区は、歴史的な文化財を観光資源として活用しながら地

域経済を底上げし、周辺地域と連携した活性化はどのような施策で実現したのか伺います。 

 次に基幹産業である農業の振興では若者が喜んで就農できる農業を目指し、通年型の農業、

六次産業化に取り組むとした施策はどのような取り組みで実現したのか伺います。 
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 次に選挙中に「合併特例債も借金で孫子の代までツケをまわす」と言われていた市長ですが、

４年間の公債費、いわゆる市の借金の増減はどのようになったのか伺います。 

 次に市長は就任時に市はこれまで合併前の市町村時代の慣行を踏襲しており、今後は市役所

機能を見直し、７万都市にふさわしい効果的・合理的な行政スタイルを探求するとしていたが

実現したのか伺います。 

 また市政の基本姿勢として「市民の声の届く政治」「市民から信頼される市政」とし、情報公

開を徹底するとともに市民の皆さまのさまざまな声に真摯に耳を傾け、公正・公平・透明性の

高い市政を推進するとしていましたが、どのような検証結果か伺います。 

 次に市民の安全・安心を確保し、住んでみたくなるまち笛吹づくりを進めることとしていた

がどのような取り組みで実現したのか伺います。 

 平成１８年１２月、甲府市と笛吹市が協定書を締結し、その後、山梨市、甲州市も同歩調を

確認している懸案問題の八千蔵・高家地区の用地買収を行政責任として境川・寺尾地区と同時

進行で行うことが約束されていたが、４年間でどのような推進が図られたのか伺います。 

 次に合併後、行政経営システムとして導入した事務事業評価や人事評価、月次予算執行など

いくつかの経営システムの構築がされてきたところですが、一部は廃止と聞いているがどのよ

うなシステムが切り捨てられたのか、新たに導入したり実現したシステムの運用の検証結果は

どうか伺います。 

 次に２問目として、平成２７年度決算状況と重要施策について伺います。 

 平成２７年度決算は歳入合計３９３億８千万円、歳出合計３７６億５千万円となり、歳入歳

出差引額は１７億２千万円となっており、決算額の歳入歳出とも合併以来、最高額の決算とな

りました。２８年度に繰り越す財源を除く実質収支は１５億１千万円の黒字決算となっていま

すが、前年度からの繰越金を除く市町村財政の原則である単年度収支は２億３千万円の赤字と

なりました。また財政健全化法に基づく財政健全化判断比率の指標も健全基準の範囲内を維持

しているとの報告がされています。 

 しかしながら合併後、普通交付税が段階的に減少される年度に入り、地方交付税が対前年比

で１．４％、１億４千万円ほどの減額となったのをはじめ自主財源である税収も１．３％、１億

円の減収となるなど歳入財源は減少傾向に向かっているところです。 

 健全で安定した財政基盤を構築するために、第３次笛吹市行財政改革大綱に掲げた項目をさ

らに着実に実行した歳出削減と財源確保が必要であります。 

 ２７年度の予算執行方針では事業実施にあたっては、常に自発的に事業内容の見直しや実施

方法の改善等に取り組み、計画・目標に対する的確な検証評価を繰り返し行うことにより効果

的な予算執行の徹底を図ることとされておりました。 

 そこではじめに、従来は総合計画の着実な実行をするための施策別枠配分方式から２７年度

は部局の裁量を強化した効率的・効果的な予算編成とした部局別枠配分方式に変更した決算で

したが、総合計画の２５施策に基づき重点施策とした２７事業の執行は計画どおりに効果的執

行ができたのか、効果はどうであったのか検証結果を伺います。 

 次に予算執行方針では予算計上を行った事業のうち見直しや実施方針の改善等に取り組み、

効率的な予算執行を行うとされていましたが、見直し・改善を行った事業はあったのか、見直

しによる成果があったのか伺います。 

 次に歳入３９３億円、歳出３７６億円と合併後、最高額となった決算についての特徴はどの



 ５６ 

ようなものか伺います。 

 次に国で示す本市の標準財政規模は２０２億円です。市の決算額は３７６億円と１８６％、

１７４億円もの増額の大型決算となっております。財政健全化判断比率は健全の範囲内として

いますが、今後の財政運営における取り組み方針はどのように考えているのか伺います。 

 次に大型決算となっていますが、財政指標のうち財政力指数と経常収支比率が徐々に悪化し

ていると見えますが、どのような対処を図れば改善するのか伺います。 

 次に３番目ですが、観光振興施策について伺います。 

 笛吹市の夏まつりも７月２０日からの笛吹川石和鵜飼いや石和温泉連夜花火、笛吹川の舞で

始まり、８月に入り各町の納涼まつりに続き１６日の甲斐・一宮大文字焼き、最終日の２１日

の第５２回の石和温泉花火大会も盛況なうちにフィナーレとなりました。これからは秋の観光

シーズン、ブドウ狩りが本格化し、大勢の観光客が来てくれることを期待しております。 

 笛吹市の観光施策は第１次総合計画のもと、平成２２年度に策定の笛吹市観光振興ビジョン

で基本構想を示し、平成２３年度に策定した笛吹市観光振興アクションプランで具体的に本市

の観光振興施策の指針となる基本計画で推進してきたところです。 

 近年は観光振興と言われる事業もなく川まちづくり計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略

などで計画され、観光振興施策としては重点事業からは影が薄れているように思われます。毎

年の予算を見るに観光費は２億円前後でその７０％は補助金・交付金であり、毎年同じような

事業の継続であります。観光振興計画の今後について以下、質問をいたします。 

 まずはじめに観光振興ビジョンの見直し、修正の予定はあるのか伺います。 

 次に観光振興アクションプランは、計画年度が平成２３年度から２７年度で終了となってい

るが、現計画をそのまま継続するのか、新たに計画策定を予定するのか伺います。 

 次にアクションプランに対して、実施計画となるような計画はあるのか。 

 次に観光費の予算は毎年２億円前後ですが、その７０％は補助金・交付金となっています。

計画目標年次までに事業実施が可能と考えるのか。執行しているすべての事業を検証している

と思うが、見直しを必要とする事業などはどのように判断しているのか伺います。 

 次に２７年度の予算編成方針で定められている創意工夫、選択と集中などや予算執行時にお

いて実施方法の改善に取り組み、計画・目標に対する的確な検証・評価を繰り返し、効果的な

予算執行を行うとしているが、観光振興施策について決算結果はどのような判断をしているの

か伺います。 

 以上、誠和会の代表質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ここで暫時休憩といたし、答弁は午後からといたしますのでご了解をお願いいたしたいと思

います。 

 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５７分 

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

再開  午後 １時２９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは午前に引き続き誠和会、小林始君の代表質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 
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〇市長（倉嶋清次君） 

 誠和会、小林始議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに倉嶋市政４年間を振り返っての公約、施策の検証についてのうち、まず大型施設整

備事業の４年を経過した検証結果についてでありますが、まず石和温泉駅周辺整備事業につき

ましては笛吹市の玄関口であり、温泉観光の一層の振興、身体障がい者に配慮した施設整備の

必要性等に鑑み、また事業を中止した場合の財政負担を考慮し、推進することとしたところで

あり、ご案内のとおり本年２月、竣工に至ったところであります。これからの本市発展の交通

拠点として活用を考えていく必要があると考えております。 

 次に砂原橋架け替え事業についてでありますが、石和・八代・境川地区をつなぐ重要な道路

として地元から強い要望があり、また就任当時において、すでに橋梁本体工事のうち下部工が

すべて発注済みであり、橋脚３基の完成、上部工の製作も終わっていたことから財政負担を考

慮すると事業の中止は選択し得ないといたしました。 

 ご案内のとおり現在、橋梁本体は完成しており、橋を含め市道１３号線として用地買収と並

行して工事を進めているところであります。 

 この事業は現在、事業中の笛吹・八代スマートインターチェンジや新山梨環状道路東油川ラ

ンプの計画と連携する重要な事業と考えており、平成３１年度末までには完成させたいと考え

ております。 

 次に八代ふるさと公園拡張整備事業についてでありますが、市長に就任した時点では平成

２２年度から開始した第６次公園拡張整備事業の３年目となっており、用地購入、造成工事に

続き駐車場、園内遊歩道、大型遊具、トイレ施設などの施設工事が行われており、市民の憩い

の場としての意義に鑑み、早期に完成させるべきと判断して事業を推進し平成２６年度に完成

しました。 

 貴重な史跡を身近に感じられる市民の憩いと癒しの空間づくりの公園として、また災害時の

ヘリポートとしての機能も有しております。さらに、２７年度にはリニアの見える展望台を設

置し、笛吹市の重要な観光名所になっているところであります。 

 次に大坪浸水対策事業についてですが、選挙公約での大型建設事業の対象ではありませんで

したが、事業費が大きかったことから事業の検証をいたしました。 

 現在も境川町大坪地区の大坪尻川下流部において、年に数回程度、大雨による道路の冠水や

民地内への浸水が発生しており、地元行政区からも強い改善の要望を受ける中、地域住民の安

全・安心の確保を図る上で非常に重要な事業と判断し、計画を進めてきました。 

 事業は浸水現況調査、詳細設計を経て現在は第３期浸水対策工事として調整池の掘削と排水

ポンプの整備を進めており、平成２９年度にはすべて完成する計画でおります。 

 次に石和・春日居温泉の温泉街づくりについてであります。 

 一帯がピンクに染まる美しい景観を象徴として四季折々彩りに満ち、人々が栄え、憩いとや

すらぎ、笑顔が輝く理想郷を目指し平成２５年４月１０日、日本一桃源郷宣言ならびに笛吹市

桃源郷の日を制定しました。市のイメージアップが図られ、誘客にも大いに成果があったと考

えております。 

 中心市街地や石和・春日居温泉郷のまちづくりでは、駅前線や近津用水にイルミネーション

を設置し、賑わい創出とまち歩きを図っております。現在進行しているミズベリング構想でも

この近津用水の活用事業を盛り込んでおります。国内外を問わず、さまざまなセールス活動を
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行うとともに笛吹観光物産連盟に国際観光戦略監を置き、海外からのツアーやメディアを招致

するなど外国人観光客の誘致にも積極的に努めました。結果、石和・春日居温泉郷の宿泊客数

は平成２５年度の９３万人、２６年度１０３万人、２７年度１５４万人と非常に大きく伸びて

おり、また外国人宿泊客は平成２５年度５万人、２６年度１０万人、２７年度１７万人と着実

に実績を上げております。 

 スポーツを利用した観光につきましては大蔵経寺山・兜山を駆けるトレイルラン大会、本市

と富士河口湖町を周遊するサイクリングイベントは、宿泊と結び付くため新たに立ち上げたも

のであり、桃の里マラソンをはじめゲートボール、壮年ソフトボール大会など年間を通じて各

種スポーツ大会を官民、広域で開催しております。また全国大会開催奨励金は、対象を関東大

会以上に改めたところ、誘致大会が増加し温泉街の活性化につながったと考えております。各

大会には市内外から多くの参加者があり、石和・春日居温泉への宿泊客の増加と果実やワイン

の販売促進につながりました。 

 次に地域活性化総合特区についてですが、地域活性化総合特区につきましては、国において

当面指定を行わないことが判明したため実現できませんでした。しかし、ご指摘のあった歴史

的文化財の活用については、モデルコースを選定し石和温泉旅館協同組合の協力のもと効率的

な周遊案内に努めております。 

 また釈迦堂遺跡博物館では、春まつり特別企画をはじめ絵画・ランプ等の企画展の開催、ま

た官民にこだわらず研修会・講演会等の会場として提供することにより、縄文土器と触れ合う

機会の創出に努めました。一宮国分寺跡は、地域の皆さまの協力のもと花植えなどにより春ま

つり会場として賑わいが復活しております。 

 周辺自治体、甲府市・甲州市・山梨市とは４市連携として旅行業者へのエキスカーションを

実施し、広域観光の宿泊拠点として本市の魅力を伝えております。富士河口湖町とはサイクリ

ングイベントの共同開催やハラル料理の開発などにより相互交流を進めております。また、こ

のほど策定されました峡東地域ワインリゾート構想は、ワインによる３市の連携を強化するも

のであり、広域周遊による滞在促進につながるものと考えております。 

 次に若者をはじめとする農業の担い手育成、通年型農業の実現と六次産業化の推進について

であります。 

 通年型農業の実現および六次産業化施策につきましては、国・県はもとより市として意欲あ

る農業者や農業団体の支援を積極的に行ってまいりました。平成２５年度には、御坂町に赤ワ

イン生産用の発酵用タンク一式を新たに整備することで、高品質化と生産量の増加に寄与した

ところであります。地元ワインの知名度向上とブランド強化を図るとともに、地域農業者の所

得向上を期待しております。 

 また平成２６年度には八代農産物直売所に加工施設を併設し、地場農作物の加工販売を促進

することで地域農業振興と地産地消の推進、地元農業者の雇用創出を図ってきたところであり

ます。平成２７年度実績につきましては、利用人数・売り上げとも整備３年後の施設目標を初

年度で達成したところであります。 

 担い手育成に関しましても、市では国・県と連携を図る中で青年就農給付金交付事業を推進

し、これを補完する市単独の新規就農者支援事業、新規就農農業後継者支援事業等を実施して

おります。また計画的・持続的な農業経営を図るため、認定農業者制度を推進しており、平成

２６年度からは農業用機械等購入補助金制度を新設するなど、将来にわたってその経営体を維
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持・継続・拡充していける環境・体制づくりや新規就農の育成事業に数多く取り組んでいると

ころであります。この結果、新規就農者数は過去３年間で１００人を超えております。これは

近隣の山梨・甲州市に比べ３割以上高い実績を誇っているところであります。 

 次に選挙中「合併特例債も借金で孫子の代までツケをまわすな」と言われていたが、４年間

の公債費の増減はどうなったかというご質問でございます。 

 私も合併特例債も借金とこういう言い方はしたかというふうに思ってはおりますが「孫子の

代までツケをまわすな」というこういうフレーズは、こういう気の利いたフレーズはちょっと

私にあまり記憶がございません。ただ市議選の中でこういうフレーズを使っておられた方もい

たように記憶をして、「ああ、センスが良い人がいるな」とこのように思った記憶がございます。 

 それはどうでも、置いときましてまず一般会計の市債残高でありますが４年前の平成２３年

度末が３３７億３，４００万円、２７年度末が４３９億１，６００万円であり、６１億８，２００万

円の増加になりました。臨時財政対策債、合併特例債、緊急防災減災事業債、過疎対策事業債

の発行が主なものであります。特別会計・企業会計を含む市債残高は、平成２３年度末が６７４億

２，９００万円、平成２７年度末が７０２億９，９００万円となり２８億７千万円の増加となっ

ております。 

 次の質問でありますが、市役所機能の見直しについてお尋ねでございます。 

 私も就任早々、仕事のやり方の改革が必要であるというふうに感じ、７万都市にふさわしい

行政スタイルの探求を提起し、この間、一貫して心掛けてまいりました。求めるものは職員の

レベルアップであり、市民にとっても、職員にとっても極めて大事な部分と考えて改善の努力

をしてきたところです。 

 事例的に申し上げますと第１にまず文書による報告であります。事象、事柄をしっかりと文

書にまとめ、課題を深めていくというそういう仕事のスタイルを奨励をしてまいりました。 

 第２に特に注意喚起をしたことは、前例踏襲から脱却せよという点であります。これも事な

かれ主義的にかなり広範に行われているという印象を受けましたので、これの改善というか前

例踏襲はいけないよということには、かなりのエネルギーを注いてきたつもりでございます。 

 第３は外注を抑制をするということでございます。各種計画をつくるといったような際に外

注がいろいろ行われておりました。今もおります。専門的な分野、専門的なノウハウを必要と

する部分については仕方ないにしても、計画づくりのその中身までも外注をするということは

それはあり得ないだろうと。市役所は市内最大のシンクタンク、このように私は考えており、

市民、職員にも常日ごろ申し上げているところでございます。 

 このほかにも市役所幹部職員による経営会議の進め方、あるいは次の年の予算編成の進め方

につきましても改革を行ったところであります。これらにつきましては、まだ道半ばと認識を

しており、職員の皆さまの意識改革、私自身が先頭に立って推進しなければならないと考えて

おります。 

 次のご質問ですが、公正・公平・透明性の高い市政の推進についてであります。 

 ご承知のとおり私の推薦の母体は市民の声を届ける会を中心としたものであり、市民の一人

ひとりの声を市政に反映することが政治信条であります。任期中、さまざまな会合に出席をす

る中、市民の皆さまの声に真摯に耳を傾け市政運営に生かさせていただいたというふうに考え

ております。 

 また情報公開においても市民ミーティング、広報紙などを通じて市民に分かりやすい情報発
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信に努め、市民との協働を基本理念としながら市民が参加できる市政運営に心がけてきたと考

えております。 

 次に住んでみたくなるまち笛吹づくりの推進についてであります。 

 全国各地で発生する災害を教訓としながら、危機管理の徹底や避難行動要支援者の把握など

に努め、本年度からは危機管理課を新設するなど災害に対応できるまちづくりを進めてまいり

ました。 

 また、昨年策定いたしましたまち・ひと・しごと創生総合戦略において、誰でもが住みやす

いまちをつくるための生活の基盤づくりとして、防災、医療・介護、公共交通の再編、多世代

における生きがいづくりを取り組みとして掲げているところであり、道半ばではありますが今

後はその実現に向け、更なる施策の推進を図ってまいります。 

 次に八千蔵・高家地区の問題についてでございます。 

 来年４月から本稼動する境川地区のごみ処理場完成を間近に控え、八千蔵・高家地区用地活

用についての行政責任は非常に重く、今日まで４市で活用できる土地利用につき検討を重ねて

きたところでありますが、住民が歓迎する施設建設は自らの市内に建設を求める基本的考えを

超えての４市での調整が難しく、共通した土地利用策については万策が尽きた状況であります。 

 今後は施設建設等による土地利用だけではなく、地域や土地所有者が利用しやすい環境を整

えることも視野に入れ、引き続き検討をしてまいります。 

 次に行政経営システムについてであります。 

 行政経営システムのうち予算編成における次年度方針の決定方法について、施策評価採点結

果に基づき行っておりましたが、施策別配分方式から行政課題や急速な社会情勢の変化に対応

できるよう部局別枠配分方式に見直しを行いました。 

 また月次予算執行報告につきましては、部局ごとの説明については取りやめにし、部局の責

任において執行管理を行う方式と改めました。 

 続きまして、平成２７年度決算状況と重要施策についてお答えします。 

 はじめに重点２７事業の検証結果についてですが、重点事業は一般会計２６事業、特別会計

１事業であります。一般会計においては１事業が繰り越しとなっておりますが、計画どおりに

執行している状況でございます。 

 次に見直しや改善を行った事業と成果についてお尋ねですが、２７年度において見直しや実

施方針を変更した事業は特にありませんでしたが、各事業については進捗状況に合わせ補正や

国の補正などの状況を見ながら財源の更正に努めてまいりました。 

 次に最高額となった決算の特徴についてでありますが、歳入においては対前年度比１０億２，

９００万円、歳出においては前年度比２２億４，８００万円の増となり、合併以来最高額の決

算となりました。 

 主な増減要因は、大型事業がピークを超えたことにより普通建設事業が前年度より１３億４，

７００万円減少したものの記録的大雪被害による雪害対策補助金２１億５，７００万円、甲府・

峡東地域ごみ処理施設事務組合への負担金も１１億９，１００万円の増となり、補助費等が３１億

８，８００万円に膨らんだことが主な増加要因であります。 

 次に今後の財政運営における取り組み方針についてでありますが、標準財政規模２０２億円

は標準税収入額、普通交付税、臨時財政対策債を足し込んだ数値であり、国県支出金や地方債

の借入は含まれておりません。 
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 普通建設事業に含まれる石和温泉駅周辺整備事業や石和中学校校舎等改築事業など大型事業

には、国県支出金や地方債を充当して執行しております。また扶助費は制度上、国県支出金が

大きく充当されております。 

 今後も事業執行にあたり、特定財源を積極的に獲得するとともに選択と集中を繰り返し、事

業の精査を行い、適正な予算規模を保持してまいります。 

 次に財政力指数と経常収支比率の改善についてであります。 

 平成２７年度の財政力指数は平成２５、２６、２７年度の３カ年平均で算出していますが、

０．５６と前年度より０．０１ポイント下回りました。この要因としては、分子である基準財

政収入額が前年度より２億２，７００万円増加しましたが、分母である基準財政需要額も１０億

２，４００万円と大きく増加したため低下をしたものであります。財政力指数を上昇させるに

は分子の根幹である税収を増加させることにあります。 

 次に経常収支比率ですが、平成２７年度は８９％と昨年度より０．６ポイント上昇し財政の

硬直化が進みました。この要因としては経常的経費の人件費、扶助費、公債費が増加したこと

により、それを補う一般財源が増加したことが主要な要因となっております。 

 改善策として、経常的な経費の見直しや更なる経費の削減はもとより地方債の借入の抑制に

よる公債費の抑制や経常的な収入の根幹である市税の増加は必須条件と考えております。更な

る徴収率の向上、企業誘致等による市税の増加は経常収支比率を下げさせる要因となるという

ふうに考えます。 

 続きまして観光振興施策についてのご質問のうち観光振興ビジョン、観光アクションプラン、

実施計画についてのお尋ねについて併せてお答えを申し上げます。 

 観光振興ビジョンについては平成２２年３月、「暮らしたくなる旅の地笛吹桃源郷を目指して」

を将来像に掲げ７つの基本方針を定めました。平成２３年３月、観光振興ビジョンを具現化す

るための施策を示した観光振興アクションプランを策定し、これに基づき各種事業を行ってま

いりました。 

 平成２７年度にアクションプランの計画期間が終了したことに伴い、今年度新たに第２次観

光振興計画を策定してまいりますが、観光振興ビジョンと観光振興アクションプランを兼ね備

えた実効性のあるものとなるよう検討をしているところであります。 

 次に事業の検証について、お尋ねでございます。 

 アクションプラン推進会議においては毎年度の進捗状況を確認しており、事業着手率は毎年

１００％でありました。最終年度のアクションプラン推進会議においては、事業の総括ととも

に観光客の傾向、国や県の観光動向等の変化も踏まえ検証がなされ、次の観光振興計画策定に

向けて５つの主要項目が答申されました。１つは地域資源の活用、２つ目がインバウンド観光

の推進、３つ目がユニバーサルデザイン、４つ目が情報発信の強化、そして５つ目が季節ごと

のターゲットづくりでありますが、これらを新たな計画に反映させてまいりたいとこのように

考えております。 

 また事業の加速化を図るためには、まち・ひと・しごと創生総合戦略に盛り込むことで国の

交付金が活用でき、効果的な事業が実施できるものと考えているところであります。 

 次に観光振興施策についての決算結果についてでありますが観光施設の維持管理、さまざま

な媒体を利用した情報の発信、各種イベントの実施のほか新たな観光名所となったリニアの見

える丘周辺整備、また国からの交付金を活用することで積極的かつ大胆に事業を実施すること
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ができたと考えております。新たな賑わいの創出となった近津川のイルミネーション、水辺活

性化事業や外国旅行会社誘致促進事業など、国や県の予算を活用し効果的に観光施策に取り組

んでいると判断をしているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ありがとうございました。再質問をさせていただきます。 

 まず市長の市政の運営に対する基本姿勢でありますが、就任当初は課題に真正面から立ち向

かい真摯な対応を第一とすることとしていましたが、４年間の公約、施策の対応でただいまの

答弁からは課題への対応に疑問を感じる点もあります。再度、基本姿勢の取り組みは十分な成

果だったのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 就任当初から今日に至るまで当面する課題につきまして真正面から真摯に取り組む、このよ

うな姿勢を貫いてきたと、このように考えているところでございます。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ４年間、市職員と意思疎通を深める中で市民への奉仕者であるという意識をさらに高め、市

民のご期待にお応えできるよう職員と一丸となり、持てる力のすべてを注ぎ取り組むとしてい

ました。先般の次期市長選へ出馬表明時に今期は不完全燃焼だったと表現していましたが、不

完全燃焼だった部分とは何かお聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 課題に対する対応につきまして、今、申し述べたように真摯に一生懸命やってきたつもりで

ありますけれども、なかなか十分に対処できなかったというものもございますので、その点を

不完全燃焼と表現いたしました。 

 具体的に挙げますと農業対策、農業施策であります。これは言い訳になるかもしれないので

知れませんけれども、いろいろ私としては抱負を持っておりましたけれども、現実問題として

雪害対応に取られるという、そちらのほうに力を注いできたというようなこともございまして、

これについては、自分としては宿題を残したというかですね、次の期にはしっかりと農業対策

について取り組んでいきたいと、こういう気持ちを込めて不完全燃焼と発言をしたところでご

ざいます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 市長、先ほどの笛新会の質問、答弁の中で市長自ら歳費を３割カットというような発言が飛

び出しましたが、唐突な話で私もできるのかな、心配しましたけども、これに連動してですね、

市長はっきり公言したんですから３割カットすると思いますけども、これいつからカットする

のか。それから特別職の副市長、教育長もおられますし、職員も、また議会も、市長が３割カッ

トなら当然それどこかも連動しなければならない部分があるんですけども、これ市長、どうい

う部分の意味ではっきり言ったのか分からんですけども、これ実現できる問題でしょうかね。

それとも勝手に言ったことなのかどうか、これ明確な答弁、ぜひお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 この議場で議員の皆さま方、そして市民の皆さま方の前で言ったことでありますので、当選

の暁には必ず実施をいたします。それは当然、次の倉嶋市政がスタートしたところから始まる

ということでございます。 

 なお、今、申し上げているのは私自身の市長給与ということでございまして、その他特別職

の対応につきましては今後、検討課題というふうに認識をしておりますし、市の職員のうんぬ

んというところまでは、私は現在時点では考えてはおりません。 

 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） 

 今、現時点で考えていない、ちょっと無責任だと私は思いますけども、首長が３割カットで

したら当然、特別職も３割カットなんですけども、だと思いますけども、もし特別職がカット

しなければ市長は教育長より給料安くなるんですよ、これ。３割カットすると。ですから教育

長はもう議員並みの給料になっちゃうんですけども、それそういった部分で市長、責任持った、

これは発言ですかね、これ。もう一度、的確にお願いしますよ、これ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 私、私というか市長給与については、３割カットについてはこれは本当に責任を持って対処

すると。これは当然であります。そのようにつきましては、これは全国いろんなケースもござ

いますので、そのあたりをよく吟味してどのような形がいいのか。私自身ですね、別に夫婦２人

で老後の暮らしでございますので、日々の生活は私自身は別に３割カットでもまったくなんと

かやっていけるであろうということでありますけれども、いろいろ特別職には特別職なり、い

ろんな生活もございますので、私のほうでまだ、これはまず第一弾として、この部分について

は責任を持ってということでありますけれども、そのような部分についてはこれから相談をす

るという、検討をするとこういうことでご理解をいただければというふうに思っております。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 当然、首長の給料カットは通常ですと職員がよっぽどの不祥事、もしくは当の本人の失態等、

考えられるんですけども、それで先ほどの私、質問したんですけども不完全燃焼、この不完全

燃焼も含めてちょっと多すぎた、そういう部分で市長、考えているんですかね。もう一度お願

いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 別に不祥事、首長が賃金、給与をカットするのは不祥事ばかりではない。代表的な例は名古

屋の河村市長の例があろうかとは思いますので、決してそういうことではありませんし、不完

全燃焼だったから私は給与を切り下げると、こういうつもりもございません。先ほど申し上げ

ましたように今後、市民とともに寄り添っていく、市民中心の市政を展開する上で私の視線は

今一番困っている方、そういったような方をどういう形で少しでも手を差し伸べることができ

るだろうかと、そういう気持ちが一つはありまして、そのために基金というかですね、見合い

でそういうものがつくれたら、それはもう私の賃金を削る、給与をカットするという、これで

いこうではないかと、このように考えたところでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 そのへんにしましてね、市長、今年の３月２３日ですけども、経済懇話会という会議があり

ましたけども、その席の中で、市長、ほかの市ではね、大きなホールがある、施設がある。笛

吹市でも千人規模のホールがほしいと、こういうふうにあいさつされたんですけども、それ以

前にも２、３回そういった部分のあいさつをしていますけども、どのようなお考えのもとで千

人規模と発言されたのか。３、４回発言していますけども。お聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 笛吹市という町の将来像をどのように考えていくか、ここは私は大変大事なところだろうと

思います。何か全体としてどんよりという空気が流れて、何か箱もの的な話をするとすぐに叩

かれるというかですね、もの言えば唇寒し的な空気が漂っているのは非常に私は笛吹市の発展

にとってよくないと、このように考えております。あえてそれは、なんだ、倉嶋は箱もの批判

で当選しておいて、まだ箱ものを造るつもりかとこのようなことは、批判は覚悟の上で、そう

ではないでしょうと。近隣の町をご覧いただければ分かりますが、あまり数字は申し上げませ

ん。千人規模の、笛吹市７万都市であれば千人規模の施設ぐらいはあるんじゃないでしょうか

ねというふうに私は考えて、あえて議論を仕掛けているところでございます。 

 根拠はと言われてもあれですが、まさに７万都市という規模、そしてこの峡東の地域の中で
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も中心的なというと怒られちゃうかもしれませんけれども観光のまち、全国大会をいろいろ招

致したり、最近はどうでしょうかね、今でもやはり温泉まち、全国大会を呼んだりしていると

思います。そういうことを考え合わせれば、あえてそういうような問題提起も必要ではないか

というふうに思っております。別にホールに限らず、笛吹市のこのまちの将来をどういう具合

に描くのか。そこのところはタブーなしに議論していくことが大事だというのが私の本心であ

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） 

 今の中ですね、私は箱ものの定義を質問しようかなと思ったんですけども、市長の提案した

戦国ミュージアム、それから三船ミュージアムはご案内のとおり否決されたわけなんですけど

も、千人ホールとミュージアム、先ほど市長も申されましたけども、箱ものの部分で私はこの

箱ものの定義という部分を前に、１年前にも私、代表質問で質問したことがあるんですけども、

もう一度、この箱ものの定義、それで市長は当選した部分なんですけどもね。明確に。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日の代表質問の中で三船の話が先ほどちょっと飛び出してしまいまして、また出ましたの

で申し上げますけれども、いわゆる箱もの批判、なんでもかんでも箱ものでいけないというこ

とでは私はないと思うんですね。特に私どもがこのミズベリングの事業の中で提案した施設は、

これはもう産業の施設、産業施設、元を取るということを第一に考えたということであります。

よく道の駅とかですね、各自治体で整備をしております。最近でも富士川町で道の駅ができて

おりますし、都留市でも道の駅の建設が進んでおります。あれはまったく産業施設であって元

を取る、そして地域への活性化、地域産業の活性化に結び付けていく、そういうような施設で

あって、将来的に負担がかかっていく施設とは私はもう明確に区別して考えていかないと、こ

れまた先ほどの私の話に戻りますけれども、笛吹市では何も議論もできないみたいなですね、

そういうところにいってしまうので、そこのところはちゃんと区別をして将来的にさまざまな

負担がかかっていくものについては、ですから私も千人規模のホールと申し上げていますけれ

ども、そんなものは今すぐ造れるなんてことは到底思ってはおりませんし、当然それはまた負

担がかかっていく、そういうものでありますが、しかし議論はしっかりするなりしていく必要

が私はあると思って、あえて提起をしたところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それぞれ人間は個性もあるし、個人的発言もたぶん多々にあるんですけども、市長のその提

起の部分はやはり個人的都合のいい見解かなと私は思っていますけども、まあまあこのへんは

このへんであれですけども、次に砂原橋は完成しましたが、前後の取り付け道路の完成予定が

３１年とのことで境川や八代の多くの市民からは不自由だと聞いています。多額の財源を投資
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しても何年も利用できないことをどのように考えているのか。また本年１月か２月でしたか、

地元へのお願いを市長は直接、接触したそうですけども、感触はどのような感触ですか、お聞

きいたします。 

 いや、市長の感触。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 砂原橋の建設につきましては、先ほどお話をしたとおりでございます。現在、計画に従って

建設工事を進めているところでありますが、なかなか国の、これはもう国の助成交付金による

ところが大きいわけでありますので、最近の国のお金のおり方が大変厳しくなってきている。

これはどこの事業もそうでありますけれども、そういう中でなかなか事業の進捗には苦慮をし

ているというところでございます。 

 ご指摘のように地権者の中に同意をしてくれない方がおりまして、私もこれはほっとけない

事案でございますので、これからもですね、足を運んでご理解をいただくようにしていきたい。

なかなかそのへんの話の糸口が見いだせないというのが現状でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 市長ね、大変失礼かもしれんですけども、この橋の、砂原橋に関してのこの事業の正式名を

ちょっと市長、お願いします。正式名、一字一句。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 誠に申し訳ございません。私はもう砂原橋事業ということで、すべて通用しているところで

ございますので、改めて正式名称につきまして一言一句と言われてもちょっと思いつかないの

でご容赦いただきたいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 このへんで市長がね、勘違いした部分と公約違反をした部分だと私は思いますけども、この

事業の正式名は砂原橋架け替え工事および周辺道路整備事業なんですよ。橋とこの周辺道路整

備事業なんですよ。ですから先ほども市長、答弁いただきましたけども、砂原地域の皆さん方

はこの凍結中止に関して納得していないんですよ。納得していない。要するに道路整備事業の

部分で、橋は国交省の許可を受けて市の予算で３０億、４０億、できましたけども、周辺整備

事業がまだ残っているんですよ。だからここの説明を今年、３年経って初めて市長が砂原へ出

向いたそうですけども、これが遅いんですよ。ぜひ、市長もさっき言われたように地元の説得

をしなければこの道路は、倉嶋市長がやっている間は仕上がりませんよ、いつになっても。も

ういっぺん答弁を。 

 



 ６７ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 今の議員のお話しでは何か私が就任３年間、全然、地元に足を運ばないで３年目にして初め

て行ったというようなご発言でありましたけども、私の記憶では就任直後から何度か複数回、

足を運んで地元の皆さんにはご説明をし、ご理解を得るよう努めてきたつもりでありますし、

その方針はまったく変わっておりませんので、今後ともさらに引き続き先頭に立って進めてい

くという決意を先ほど述べたところでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それもちょっと見解の相違かもしれんですけども、市長が出向くときに公式の場所で、場所

というか、地権者そろえての説明会を私はほしいなと思いました。個人的見解でなくてね。 

 以上です。 

 次はですね、市政の基本姿勢である情報公開の徹底を図ることですが２５年、２６年、２７年、

２８年度の開示請求件数は何件か、内訳をお聞きいたします。 

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） 

 再質問にお答えをいたします。 

 市長就任後の開示請求の件数ということでございますけども、２４年度は年度途中というこ

とですが、一応、参考までに２８件、開示請求がございました。情報公開の開示請求です。２５年

度が１９件。２６年度が２８件。２７年度が９８件。２８年度が途中でございますが５０件と

いうことでございます。合計で２８２件ですか。 

 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） 

 ２８２件の開示請求の中で、いわゆる異議があるということで情報開示審査請求が出されて

ですね、審査会で審査された件数と回数、分かりますか。 

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。 

 ２４年度ですが、これは市長就任前からですけど、２４年度が１件の審査に対して３回行っ

ております。それから２７年度になりまして１件の審査について３回行いました。それから２８年

度、まだこれも年度途中でございますけども、２件の審査を今、審査中でございますがそれぞ

れ２回と１回というような形で行っております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 この継続審査の中でね、百条関係は出ていますでしょうかね。継続しています。そんな話を

私もちらっと聞いたことがあるんですけども。 

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） 

 情報公開審査会の審査内容については基本的には非公開ということですので、詳しい内容、

どこまでお話できるかということでございますけども、準備に関わる件で審査のほうを行って

いる経過がございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 開示請求もこの４年間で２８２回、相当な請求なんですけども、この中で１つ、提言したい

部分があるんですけども、これから内容も、もちろん数も増えますし、内容も多様化するわけ

なんですけども、今３名の審査委員ですか、おられるんですけども、またこの中でもこの別で

もですね、他市ではいるそうですけども、専門の法律家等、特に長けている方々も審査委員、

審査会の中へ入れたらどうかというような提言ですけども、いかがでしょうかね。 

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。 

 まず審査件数、情報公開の開示請求の件数が多くなっている要因といたしましては工事入札

が終わったあと、金入りの設計書の開示の請求が非常に最近多いというようなことで件数が伸

びております。これは県でも先ごろニュース等で報じられておりましたけども、県でも情報公

開の請求の中でそういった設計書の開示が非常に多いということが、これはたぶん県内、どこ

の市に行ってもそうではないかというふうに思っています。 

 それから情報公開の委員の、どんな方たちがなっているかというようなことで、たしかに県

内他市の状況を見ますと、弁護士ですとか大学教授が委員に含まれているケースが多いところ

でございます。本市においては、これまでの委員さんの中で法律関係では司法書士の先生に入っ

ていただいた時期もありましたけども、現状では行政、県の職員のＯＢですとかそういった方

を中心に選んでいるというような状況です。ただ最近の県内の状況ですとか、県の弁護士会の

事業の中でそういった市町村の、県や市町村のですね、審査会にそういった派遣事業をしてい

るというようなこともございますので、今後そういった制度を活用しながらですね、そういっ

た法律の専門家といいますか、そういった方も今後、審査委員の中に含めていくことを検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ぜひともよろしくお願いいたします。 

 八千蔵・高家の件ですけども４市共通の課題であり、本市に用地があることで推進している

問題であります。先ほどの市長の答弁の中でですね、万策尽きた状況と言いました。４市のう

ち３市の首長がもう交代しました。４年間も協議会ですね、これは首長会ですけども、協議会

が開催されなかったというようなことも聞いておりますけども、甲府、山梨の市長は八千蔵・

高家の用地に対してどのような考えか、倉嶋市長、ごみ処理組合の議会もありますので会う機

会はいっぱいあると思いますけども、この点について何か話し合いは当然私はあったと思いま

すけども、どのような状況ですかね。お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 いわゆる八千蔵・高家の用地の問題でございます。これはもう議員もご案内のことと思いま

すけれども、協議会のもとに部課長クラスの幹事会を設けて、その場でずっと検討を続けてき

たところでございます。その検討、その都度、それぞれ市長に話をあげて、市長同士の話し合

いとか、そういう場での議論というのはありませんけれども、４市密接に協議を続けてきてい

るということでございます。市長同士、顔を合わせる機会はございますが、この問題について

特に深く突っ込んだ議論を行うというような機会はなかなか持てないわけでございます。たま

たま議会で顔を合わせるというようなことでございますので、一つよろしくお願いしますとい

うようなことでございまして、あとはその幹事会の中でさまざまに検討を積み上げ、首長の意

見も反映しながらやってきて、先ほどのような万策尽きたというかですね、そういう状況認識

に至っているところでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 協議会が４年間、一度も開催されていないということで、答弁の中では万策尽きたというよ

うな発言をしましたけども、答弁で。これは私、市長ね、これは要するに八千蔵・高家の地権

者に関しては、本当にこれは失礼な話だと思いますよ。だって首長会を開かなくて、協議会で

すけども、万策尽きた、やる気がないっちゅうことじゃないですか、これは。これはもう行政

責任として、境川と一緒に事業を進めるということでもう決まっているんですよ。よろしくお

願いしますよ、はっきり。 

 答弁を。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁、はい。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 住民の地権者の皆さんの希望は、とにかく４市で協働して使えるような施設を造ってもらい

たいと。早い話が土地を４市で買い上げていただいてと、こういうのが地権者の皆さま方、あ
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るいは地域の皆さま方から与えられた課題であるということで、それをいろんな時間をかけて

やってきたけれども、それに関してはもうこれ以上の知恵はないだろうと。ないということで

ございまして、当然、行政の責任というのはそれぞれの首長も、代わった首長も、交代した首

長もおりますけど、市長もおりますけれども十分に認識をしているし、それはしっかり責任を

果たさなければいけないと、そういうことでございまして、決して無責任に万策尽きたと言っ

ているわけではございません。先ほど申し上げたように買い上げることはできないけれども、

そのほかのさまざまな手立てをこれから考えていく、そういう方向に今、転換をするというか

ですね、そっちの方向をしっかり見定めて進んでいこうではないかと、こういう考えでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で誠和会の代表質問を終了いたします。 

 引き続きまして、公明党の代表質問を行います。 

 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。 

 議長から許可をいただきましたので、これより通告により代表質問をさせていただきます。 

 はじめにこのたびの台風１０号に伴う東北、北海道地方における災害に見舞われました皆さ

まにお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 さて今定例会では倉嶋市政４年目を評価・分析をするため、平成２７年度の決算状況および、

また今後の重点政策について市長にお伺いいたします。 

 さて総務省ホームページによりまして、健全化判断比率等のですね、概要について確認しま

したところ、健全化法では公立病院や下水道などの公営企業の赤字、また地方公社や第三セク

ターの負債についても明らかにし、地方公共団体の財政の全体像を浮き彫りにすると。この中

で実質赤字比率とは、地方公共団体の最も主要な会計である一般会計等に生じている赤字の大

きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表わしたもの。また連結実質赤字比率と

は、公立病院や下水道など公営企業を含む地方公共団体の全会計に生じている赤字の大きさを

財政規模に対する割合で表わしたもの。また実質公債費比率とは地方公共団体の借入金の地方

債の返済額、また公債費の大きさをその地方公共団体の財政規模に対する割合で表わしたもの。

最後に将来負担比率とは地方公共団体の借入金、地方債など現在抱えている負債の大きさをそ

の地方公共団体の財政規模に対する割合で表わしたものといわれております。 

 さて平成２７年度におきます財政健全化法に基づく４指標、財政赤字比率、連結実質赤字比

率、また実質公債費比率、将来負担比率の評価と分析についてお伺いをいたします。 

 また自主財源確保への取り組みとして、税・料金の収納状況についてお伺いいたします。 

 また合併特例債の起債状況と今後の活用方法について、お伺いいたします。 

 次に各種基金の状況と今後の重点政策についてお伺いいたします。 

 また、毎年約２００件を超えるといわれております各種行政区からの地域要望についてでご

ざいますが、平成２７年における市内１３２地区からの申請されます地域要望について、これ

に対します進捗状況をお伺いいたします。 

 また少子高齢化の進行によりまして、わが国の生産年齢は１９９５年をピークに減少に転じ
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ておりました。総人口も２００８年をピークに減少に転じています。国勢調査によりますと

２０１０年度比でございますが、総務省の資料によりますとわが国の総人口は１億２，８０６万

人と言われておりまして、国立社会保障人口問題研究所の将来推計では総人口は２０３０年に

は１億１，６６２万人。２０６０年には８，６７４万人まで減少すると見込まれております。

生産年齢人口は２０３０年には６，７７３万人。２０６０年には４，４１８万人にまで減少す

ると見込まれておりますけれども、さて平成２７年度におきます笛吹市の人口減少に伴います

子育ての支援の主な重点政策についてお伺いいたします。 

 さらに高齢社会の進展に伴います社会保障事業の主な重点政策についてお伺いいたします。 

 続きまして、平成２７年度におけます石和地区におけます下水道整備事業の計画と進捗状況

についてお伺いいたします。 

 最後に、倉嶋市長がこれまで過去３年間に取り組まれました重要政策に対する国や県などへ

の連携・要望の活動についてお伺いいたしまして、質問といたします。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。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 公明党、中川秀哉議員の代表質問、平成２７年度の決算状況ならびに主な重点施策について

お答えします。 

 まずはじめに平成２７年度の決算状況および今後の重点施策についてのご質問のうち、財政

健全化法に基づく４指標の評価と分析についてであります。 

 実質赤字比率ならびに連結実質赤字比率は、一般会計・特別会計および企業会計が今年度も

すべて黒字であったため、赤字比率は算出されませんでした。 

 実質公債費比率については０．４ポイント減少し、１３．４％となりました。元利償還金は

増加していますが、基準財政需要額の公債費算入総額がそれ以上に増加したことが主な要因で

あります。 

 将来負担比率については、市債借入額の増加に比例して基準財政需要額の公債費算入見込額

も増加傾向であります。また財政調整基金の積み立てにより、充当可能基金残高が大きく上昇

し３．９ポイント減少して７７．６％となりました。 

 本市の健全化４指標は、いずれも健全の基準範囲内を維持しております。 

 今後における実質公債費比率は、公債費は合併特例債発行可能期間までは横ばいの状態です

が平成３１年度以降、公債費は減少していくと推計をしております。 

 また将来負担比率は一般会計、特別会計の起債残高の減少をはじめ充当可能基金が平成２９年

度以降、平成３１年度まで増額となりますので将来負担比率は減少していく推計となっており

ます。 

 次に自主財源確保への取り組みと税・料金の収納状況についてであります。 

 平成２７年度決算における税および料金の収納状況でありますが、全体的に見ますと昨年度

より向上した項目が多いところであります。 

 主な税・料金の収納率を紹介しますと、まず税・料金の大半を占める市税につきましては８６．

５％となり、昨年度より０．４ポイント向上しております。次に国保税については７６．７％
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で昨年度より３．４ポイント向上しております。上水道使用料については８７．４％で昨年度

より１．３ポイント向上しております。下水道については８９．１％で２．５ポイント向上を

しております。また保育料、住宅使用料、介護保険料の収納率についても前年度より向上して

いるところであります。 

 市では他の自治体と比較して税・料金の収納率が低いことから、合併以来、徴収の強化に努

めてきたところでありますが、現在、合併特例期間の終了による地方交付税の減少が続いてお

り、自主財源の確保対策は財政運営においても重要な課題であります。 

 今後とも税・料金の徴収については、今まで以上に市長を中心として全庁体制で取り組む中

で徴収の強化を図ってまいります。 

 次に合併特例債の起債の状況と今後の活用方針についてでありますが、平成２７年度末の借

入の状況は２７１億４，３００万円であり、残りの発行可能額は１１５億８，６００万円とな

り、平成２８年度の当初分と平成２７年度からの繰越分を差し引くと平成２９年度以降は８０億

３，８００万円となります。今後の活用方針として、合併特例債は平成３１年度までが発行可

能期間ですので、市の基盤整備はもとより限られた期間の中で有効活用していきたいと考えて

おります。 

 各種基金の状況と今後の重点政策についてでありますが、平成２７年度の基金残高は土地開

発基金、北野福祉基金を除くと１６３億１，８００万円となります。平成２７年度中の取崩額

が１億３，３００万円に対し積立額が１１億２，５００万円でした。各基金の残高は財政調整

基金が９億８，３００万円を積み立てし３８億９，２００万円、減債基金は１７億８，９００万

円、公共施設整備基金は３５億５，８００万円、地域振興基金４８億８千万円、その他特目基

金として２１億９，９００万円となっております。 

 取り崩しを最小限に抑える中で、基金の使途に応じて充当することを前提に考えてまいりま

す。また、まちづくり基金については寄附者の意向に沿った事業に充当し、また今後の財源不

足に対応し得るよう、加えて重点施策に対応できるよう充当する方針であります。 

 次に各行政区からの地域要望に対する進捗状況についてでありますが、各行政区から提出さ

れる要望は毎年１０月に受け付けを行っており、提出された要望は優先順位をつける中で翌年

度に予算化を図っております。 

 平成２７年度における地区要望への対応状況は要望事項の約半分である３２８件、５億円余

りの事業費となっており、道・道路の整備、消火栓や防犯灯の設置などを実施しています。い

ただいているすべての地区要望に対応するには、財政的な制約などにより困難な状況でありま

すが、今後もできる限り地域の皆さまの要望に応えられるよう努めてまいります。 

 次に人口減少に伴う子育て支援の重点対策についてですが、平成２７年度における子育て支

援の重点対策といたしまして、笛吹市子ども・子育て支援事業計画に掲げる３本の基本方針の

実現に向けた各施策を推進し、子育て支援の充実を図ったところであります。 

 施策ごとの主な事業として、まず幼児期の教育・保育体制の充実では、保育所において土曜

日１日保育の実施に向けて今年２月から公立保育所で試行を行い、４月からは私立保育園も含

め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。 

 次に地域における子育て支援サービスの充実として、地域子育て支援拠点事業では子育て支

援センターを１カ所増設し、市内７カ所の子育て支援センターにおいて、子育て中の親子が交

流する場所の提供を行い、育児に対する悩みや不安の相談、さまざまな情報交換を行える場所
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として利用者が年々増加しております。併せて専門の研修を受けた子育て経験のあるボランティ

アが未就学児のいる家庭を訪問し、家事や育児の手伝いを行うホームスタート事業を開始いた

しました。 

 また就労中の保護者の支援として病気やケガのために登園、登校できない子どもを医療機関

内にある専門の施設で保育する病児・病後児保育事業を実施し、延べ４３５人の児童の利用が

ありました。 

 次に放課後児童の居場所づくりの推進として、放課後児童健全育成事業では市内２６カ所の

学童保育クラブにおいて対象児童を小学６年生まで拡大し、放課後留守家庭の児童を預かり学

童支援員のもとで遊びや学習など生活の場を提供をしております。 

 さらに笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略の柱の１つである結婚・妊娠・子育てまで継

続的な支援の具体策として、若い世代の生活スタイルに合わせスマートフォンなどを活用して

子育てに関する情報を配信する子育て情報クラウド化事業の取り組みを開始したところであり

ます。 

 次に高齢社会の進展に伴う社会保障事業の重点対策についてでありますが、高齢社会の進展

に伴い加齢によるケガや病気のリスクの高まり、社会保障制度である国民年金保険、国民健康

保険および後期高齢者医療等の医療保険、ならびに介護保険、生活保護などへの影響等が懸念

されております。 

 本市におきましても、高齢者が病気や介護が必要となっても尊厳を持って暮らし続けること

ができる社会の仕組みづくりとともに医療、介護のお世話にならないように市民一人ひとりが

介護予防に取り組むことが求められているところであります。 

 平成２７年度は、高齢となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるための仕組みづくりと

して在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、新しい介護予防・日常生活支援総合事業に重点

的に取り組みました。 

 また介護予防の取り組みについては、地域介護予防活動支援として各種運動機能向上教室や

介護予防メニューに取り組み、シニアボランティアや高齢者自身の健康、介護予防、社会参加

の取り組みの促進を行いました。 

 今後も団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年に向けて、市民の皆さま自身が介護予防の

取り組みに参画できるよう努めてまいりたいと思います。 

 次に石和地区の下水道整備事業の計画と進捗状況についてでありますが、本市の下水道事業

計画面積２，５１２．８ヘクタールのうち、国から事業認可を得ている石和地区の面積は６６７ヘ

クタールであります。昭和５４年から着手し平成２７年度は小石和、下平井、松本地区におい

て事業を実施し、年度末で４７６．９ヘクタールが使用可能となり、進捗率は７１．５％となっ

ております。 

 今年度は四日市場、下平井、小石和地区で事業を実施し、財政困難な折ではありますが、少

しでも面積を広げ環境保全に資する努力をしてまいります。 

 次に重要施策に対する国・県との連携、要望活動についてですが、本市の主要施策の着実な

推進を図り諸課題を解決するため、国・県の施策および予算に関しては地方創生交付金、リニ

ア中央新幹線の整備促進、各種医療費助成の公費負担、青年就農給付金、新山梨環状道路、地

方道整備、特別支援教育にかかる諸課題など要望事項を取りまとめ、山梨県市長会と一体となっ

て要望活動を行っております。 
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 また市議会議員の皆さんや県議会議員、地元選出国会議員の方々にお力添えをいただきなが

ら関係省庁に対して西関東連絡道路整備、新山梨環状線、上黒駒砂防堰堤、雪害補助、世界農

業遺産への登録、桃サミット開催など本市の抱える諸課題についてご理解をいただくとともに、

その解決に向け強く要望を行いました。 

 今後も関係省庁および県に対して働きかけを行い、本市の重要施策の実現に向けて取り組ん

でまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 るるご説明をいただきまして、ありがとうございました。少なからず２７年度決算について

は、順調に推移はしているということが市民の皆さんも分かったかと思われます。また各項に

ついてこれから質問をさせていただきたいと思いますが、まず一番重要なのは歳入におけます

収入、また税と料金の出納ということになると思います。一番はやはり滞納債権についての取

り組みということになると思うんですけども、２６年度の決算の資料につきましても、やはり

この滞納整理についてですね、しっかりやっていくべきだということの市監査委員からの指導

があったように書いてございます。この２７年におきまして、重点としてですね、どのような

取り組みをしたか、確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょうか。 

 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。 

 ２７年度における滞納に対する対策ということでございますが、ここ数年、行ってきている

ところでございますけども、臨戸徴収、また収納強化月間等を実施すること。また家宅捜索や

預貯金調査等も徹底して行っているというような状況でございます。滞納処分につきましても

差し押さえを合計で３４０件ほど行ったところでございます。 

 また昨年度は県滞納整理推進機構のほうから職員２名を派遣していただきまして、半年間で

ございますけども、市の滞納整理の強化に協力をしていただいたというような状況でございま

す。また本年度からは電話等による直接のそういった請求等を行っているということで非常に

効果をあげているというふうに感じております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。やはり県からの指導をいただく中で、残念なことにまだですね、笛

吹市の徴収率、滞納整理のほうがですね、市の中では下の部分だということでございますので、

この向上についてですね、さらにまた職員のまた教育等を含めてですね、県の力をいただく中

でしっかり進めていただきたいと思います。 
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 続きまして行政区からのですね、要望でございますけども、各地域から前回３２８件という

ことでの要望が行われました。また道路だとか防犯灯、いろいろあったかと思うんですけども、

この中で年度をまたいでさらに継続して審査している案件というのはどのぐらいあるのか、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。 

 毎年、継続の事業につきましてはその年度ごと、また改めて出していただくというようなこ

とになっているわけでございます。平成２７年度全体での要望件数は７０３件あったと。その

うち２７年度中に事業が実施されたのが３２８件ということで約５０％というか、弱として４６．

７％の事業をですね、実現をしているというような状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。やはりですね、あの地域での要望事項、やはり合併して１２年を迎

える中でですね、いろんな意味で施設の老朽化も含めてなっていくかと思いますので、また今

後もですね、このような形が多くなってくると思いますけども、ぜひ１件でも多くのですね、

要望のほうをお願いしたいかと思います。 

 続きまして高齢者のですね、支援についてでございますけれども、先ほどもご答弁にもあり

ましたけども、やはり元気で長生きをしていただくということで、やはりこの介護保険料の削

減ということが求められるということで、介護予防に重点をということになってくるかと思う

んですけども、これについて２７年度、どのような事業をですね、行われているのか、ちょっ

と確認をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（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。 

 介護予防事業につきましては、介護保険の事業の中で要支援１、２の方、あるいはそこの介

護認定を受けられない方につきましても、本市の単独の事業としてさまざまな事業を行ってお

ります。例えば一般会計のほうでは生活援助員の派遣事業、あるいは生きがいのデイサービス

というふうな認定を受けられない方への支援、それから介護保険の中では家族介護の支援事業

として介護慰労金等の事業をしたり、それから介護予防の普及啓発、また二次予防事業対策と

いうふうなこと、あるいは介護予防の通所型の介護予防、あるいは認知症の、先ほどの答弁の

中に申しましたが、初期集中支援推進事業というようなものを実施をしております。 

 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。そういった中でのですね、成果と言うんですか、どのくらいの実施
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が行われてきたのか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） 

 ちょっと実施回数等についての数字が、通所介護については現行サービスの部分で９３人ほ

どの利用者、それから訪問介護では５８人ほどというふうに、あと一般介護予防では要支援１で

未利用者の方ということで２４人ほど、二次予防事業、つるかめ塾とかきらめき塾というタイ

トルで行っているものですが、１３６人ほどの事業がございます。また先ほど言った一般会計

のほうの生きがいデイサービス、自立の方ですが予防というところで支援している方は登録者

が２８人、生活援助員の登録者は２４人というふうになっております。 

 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） 

 やはり高齢化という中ではですね、認知症のほかにですね、障がい者のですね、高齢化とい

うこともだんだんされております。本当にあるご家庭の例を言いますとお母さんが９０歳、息

子さんが障がいを持った方でもう６０歳という方のご家庭でおきますと、やはり家庭でのそう

いう見守りというのがなかなか難しいふうになってきております。また通所、また訪問等ので

すね、そういった支援もですね、高齢化になってくるとなかなか難しいというふうにも言われ

ております。そういった部分についてのですね、何か施策は、２７年度、検討されている部分

はございますでしょうか。 

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） 

 お答えをいたします。 

 ご指摘のように高齢者、高齢者自身の高齢化もさることながら介護者の高齢化ということで、

必然的に老老介護というふうな状況が生まれてくるというのが、これからの高齢社会の中の課

題の１つであるというのはご指摘のとおりだと思います。現状では介護、老老介護でございま

すから高齢者の施策の中でその対策、どういうふうにそういった高齢者世帯について支援をし

ていくのかということで捉えていくというのが現状でございます。障がい者の方、障がいのあ

る方が高齢化していって介護保険のサービスが使えるという年齢になりますと介護保険のサー

ビスを使っていただく、認定を受けていただいてということになりますし、障がいがあるから

ということでいきなり介護のサービスを同じようにというわけにはいきませんが、障がいのサー

ビスのほうでも同様な支援サービスを行っておりますので、そこと徐々にリンクといいますか、

させていきながら支援していくというふうな形になろうかと思います。その際には包括支援セ

ンターや、それから障がい者の支援センター、基幹相談支援センターが相互に連携をとりなが

ら介護者のほうの支援、それから当事者の方の支援というものを連携とって行っていくという

のが現状の市の対策でございます。 

 以上です。 
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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。本当にそういった部分でですね、こういう窓口が間口が広がるとい

う部分におきましてはですね、今後包括支援センターが１カ所から増えるというお話も先ほど

の質問の中でも伺うことができました。そういった中でですね、まずその支援を受ける前に、

それをどういったサービスが受けられるかどうか、まずその皆さんへのチェックと言うんです

かね、そういったものを確認するすべとしてですね、甲府市は本年４月からですか、元気アッ

プチェックという事業を立ち上げたようでございます。そういった部分の認知の度合い、また

支援、介護への度合いというものをある程度のチェックシートで確認ができると。それによっ

てどういった支援、サービスができるかということを認定を受けなくてもそれができるんだと

いうことで非常に喜ばれていると聞いております。そういった部分について、本市については

どのような取り組みになるかお伺いできればと思います。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） 

 本市におきましても元気度チェックというものを行っておりまして、包括支援センターのほ

うでそこに漏れている方も含めてフォローしているという状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 それでは今現在、それをやられているということでございますので、またそのときにですね、

また市民の皆さまにもこの情報が伝わるかと思いますので、皆さまにもまた私たちも訴えさせ

ていただきますし、また市の広報としてもぜひまた広めていただければと思います。 

 それでは続きまして石和地区のですね、下水道整備事業についてでございますが、やはり平

均ですね、進捗状況７１．５％ということでございます。財源の厳しい中でですね、一歩一歩

進めていただいて向上しているかと思うんですけども、私も市民活動、議員活動をする中でで

すね、伺うのはやはり一日も早く地元のところは付けていただいて、これは本当に言っていい

かどうか失礼ですけども、私の生きている間に下水を付けてほしいよというお話をいただきま

す。特に石和温泉駅前、前後ですね、岡部地区、また山岸地区、甲府に隣接するような地区に

つきましては、特にそういうお話をいただくことが多いです。そういう部分についてですね、

今後の状況、また現在の状況と今後の計画についてお伺いできればと思うし、よろしくお願い

いたします。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 ただいま中川議員の質問でございますが、石和町の事業面積といたしますと毎年１０ヘクター

ル、目安として事業を展開しているところであります。 
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 質問の中にございました例の中に岡部地区の山岸地区、特に甲府市の隣接しているところか

らの要望も非常に高いというお話を頂戴したわけですが、現在、下水道事業が完了していると

ころが駅の北口のところでございます。そこから甲府との境であります山岸地区となりますと、

かなり距離がございます。やはり事業を展開していく上におきましては、接続可能な地域がど

うしても順次行われなければならないというところであります。 

 該当される皆さまの同意をいただき、地区要望を挙げていただくということが事業を進める

上で必要になってくるわけでありますが、ただいまの中川議員の例ですと若干距離があるとい

うところで、もうしばらく年次を追ってお待ちいただくというようなところになろうかと思い

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。まさしくですね、昭和５４年からの布設という事業の中で、隣の甲

府市はもう大体、接続が終わりまして老朽管の工事ということで、桜井町ですかね、境のとこ

ろは今年の６月から７月末までの間にですね、布設替えが終わってしまったと。その中で、と

ころによる、先ほど申し上げました山岸地区の方から甲府に布設を依頼できないかというよう

なこともですね、ご相談をいただいたところでもございます。そういった部分につきましては、

今、ご答弁いただきました地区からの布設に対しての要望、またその駅裏ですか、までつながっ

たということで、松本の踏切ですかね、そこの下が通ったということでもございますので、そ

の部分についてまた地元の皆さまにもご説明をする中で順次進めていただくよう、またお願い

をしていきたいと思っております。 

 最後に倉嶋市長にお伺いいたしますけれども、これまで市政４年間ですね、３年を過ぎた中

でですね、一番これまでですね、政策の中で県・国へ要望してきた部分で一番印象に残ってい

る活動というのはどういったものがあるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 いろいろ国会議員の皆さまにご紹介をいただいて、大臣室であるとか、あるいは与党の幹部

の部屋とか、いろいろ訪ねて地元の要望を直にお願いするという活動を何度もやってまいりま

した。特に印象に残っておりますのは、たしか新山梨環状道路、そして東関東自動車道路、こ

の要望ではなかったかと思いますが、国土交通大臣に直接にお会いをして、なかなかわれわれ

行っても大臣にお会いできるということは難しいんでありますが、当時の太田国土交通大臣に

直に要請に訪れたというのが大変印象に残っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。ありがとうございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 あまりこちらから言われるとまた、ご配慮いただいてというわけでもないですけども、やは
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り笛吹市にとって一番大事な政策を特に県、国へつなげるという部分でですね、トップリーダー

シップを発揮していただく中で進めていただくということが大事かなと思っておりますけども、

先ほどからもるる、２７年度の決算を確認する中でやはりこれから一本算定になってくるにあ

たりまして、２７年度から交付税の減額が進んでくるという中で、いかにこの笛吹市が自立し

てやっていけるかということが問われるかと思われます。それについて市長にですね、一言、

この事業、またこの案件の進めていく中で笛吹市がしっかりやっていかなければいけないと感

じている部分についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ご案内のように、現下の地方行政は地方創生という国の旗振りの下で行われているわけでご

ざいます。もちろんもろもろの課題にそれぞれにそれぞれの自治体が取り組んでいるわけでご

ざいますが、この間、特に私どもとしてせっかく素早く総合戦略をつくって国に提出をし、ス

タートダッシュよく、この地方創生絡みの取り組みをやってきたわけであります。おかげさま

で１００点満点と言ってもいいほどに国からの交付金を引き出すことができて、通常ではなか

なか、いや、とても市単独では実行できないような、さまざまな取り組みが実行できたという

ふうに自負をしているところでございます。 

 今後ともこの地方創生への取り組み、なかなかだんだん難しい、ハードルも高くなってきて

いるということもございますけれども、引き続き努力をしていくということでございますし、

また今朝の新聞では１００兆円を超える大型の２９年度概算要求がまとまったということでご

ざいますので、これにつきましてもしっかりとわれわれとして何が国からの、引き出せるかと

言っちゃあおかしいんですけれども、しっかりと国の支援を引き出して諸課題を解決すべく職

員を叱咤激励して研究をしていきたいとこのように考えておりますし、またその実現のために

は国の国会議員の皆さん、県会議員の皆さん、そしてまた特に与党に強い市会議員の皆さま方

にもしっかりご協力をいただいて取り組んでいかなければならないかと、このように考えてい

るところでございます。 

 答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 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） 

 以上で公明党の代表質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は３時３０分といたします。 

休憩  午後 ３時１９分 

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

再開  午後 ３時３２分 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 引き続きまして、笛政クラブの代表質問を行います。 

 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す。笛政クラブを代表して、今定例会に提案されました平成２７年

度決算認定議案、ならびに市政全般について質問いたします。 

 冒頭、先の台風１０号で被災された北海道、東北地方などの皆さまにお悔やみとお見舞いを

申し上げます。 

 また閉幕したリオオリンピックにおいて、ウエイトリフティング日本代表として出場した本

市職員、中山陽介選手のご検討を称えるとともに先の山梨県消防団員操法大会において優勝さ

れ、来月、全国大会に出場される笛吹市消防団石和分団の選手の皆さま方に対し、心よりお祝

いを申し上げます。 

 さてヘルシンキオリンピックが開催された昭和２７年７月、俳人の飯田龍太氏は次のような

句を詠んでいます。「親しき家もにくきも茂りゆたかなり」。戦後、農村の人々の交わりも考え

方もがらっと変わってきたけれども家の問題になるとそうでもない。旧来の色彩が色濃く出て

くる。特にそれが露骨に出るのが選挙であると龍太先生ご自身が解説されています。 

 この年はわが国の主権回復、血のメーデー事件、抜き打ち解散などがあり、戦後復興から高

度経済成長に向かう騒乱と激動の時代。１０月には公職選挙法施行後初の第２５回衆院総選挙

もあり、歴史的にも節目となる年だったと言えます。 

 変わっていく時代、変わっていかなければならない時代に旧態依然とした人間模様、ことに

選挙がその例だけれども、一方で庭の草木は深く茂り豊かな緑を見せている。そんな情景を詠

まれたのだと受け止めております。 

 われわれ笛吹市議会もあと２カ月余で任期満了となる最後の定例会、市民の負託に応え得る

今任期の集大成の議会となるよう取り組むとともに、市の施策の茂りを豊かなものにしていき

たい。情念で政治に向き合うことなく、未来に向かって幅広い行政施策について議論を深め前

進させていく。選挙においてもそうした茂りを大切にして選択していただけるような、しっか

りとした審議や議論を尽くしてまいりたいと思います。 

 それでははじめに平成２７年度決算および今後の財政運営について、お尋ねします。 

 まず２７年度決算について、その評価と今後の財政運営の考え方について伺います。 

 次に決算を受けて経常収支比率、実質公債費比率、財政力指数等、財政の数値や結果が算定

されましたが、これらをどのように分析しているのかお聞かせください。 

 次に２７年度の事業において、事業費の増額や見込みを上回る歳出が行われた事業はどれく

らいあったでしょうか。また、その原因をどのように分析しているのか伺います。 

 次に昨年１２月議会での１年延期という議決をふまえ、来年４月からの都市計画税の課税再

開に向けて、財源として市民の理解を得るために市としてどのような対応を検討しているのか

伺います。 

 続いて、ミズベリング構想についてお尋ねします。 

 ミズベリング構想に掲げた事業について、検討や事業着手が行われている状況ですが今後の

取り組みについて伺います。 
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 まず水辺の楽校や水辺カフェなどの取り組みについて評価と今後の方針をお聞かせください。 

 次に市長はＮＴＴ用地の取得を目指していく方針は変わらないとのことですが、取得および

その手法等への賛否両論の意見がある中で利活用の方針が示され、市民とともに検討が進めら

れる環境が担保されなければ、理解を得ていくのは困難が予想されると考えます。 

 具体的な利活用の方針はこれまでどのように検討され、今後展開されていくのかお示しくだ

さい。 

 次に用地に関して課題となっている都市計画道路路線の見直し、変更や廃止等について、こ

れまでの検討状況を伺います。 

 続いて、入札事務について質問いたします。 

 倉嶋市政の前半で大きく市民の信頼を揺るがせた課題の１つとして、入札事務に関し議会に

おいて百条委員会を設置し、調査を行うという事案がありました。このことは市内外の耳目を

集め、結果的には入札事務に対して一層の透明性と客観的な監視や評価を可能にするような対

応が求められることとなったわけですが、その後どのような改善策等が進められているのか伺

います。 

 まず百条委員会からの改善策の提言を受けて、これまでにどのような対応をしてきたのかお

聞かせください。 

 次に今後、設置される入札監視委員会は、どのような内容や役割を持つものとなるのか伺い

ます。 

 次に今後、引き続き入札事務の改善を図るために必要だと考えていることは何か見解を求め

ます。 

 次に公共事業の執行における地産地消とともに、随意契約の取り扱いについての考え方をお

聞かせください。また２７年度における一般競争入札と随意契約の件数、見積り合わせ、一業

者見積りの状況についてもお伺いします。 

 続いて、高齢者等の見守り体制についてお尋ねします。 

 本市は７万人人口のうち、およそ２万人が６５歳以上であり、そのうち約１万人が後期高齢

者の方々です。高齢者夫婦のみの世帯は２，９００世帯とされ、在宅のひとり暮らし高齢者人

口は４，１０５人。そのうち後期高齢者の方は２，２３５人。また在宅の寝たきり高齢者は８２８人。

認知症の高齢者は２，２７９人で、うち在宅の方は１，６４１人です。こうした中、高齢者の

見守り体制の取り組みについて伺います。 

 まず、院外ナースコールといわれるふれあいペンダントの利用者数を確認します。 

 次に高齢者の見守り方法として複線での見守り体制の構築が必要であり、地域の共助、人や

ツールを効果的に組み合わせていくことが肝要です。それには地域の状況を熟知した人材や体

制を整えていくことが大切であると考えますが、市の見解をお聞きします。 

 次に県内他市町村の高齢者等の見守り体制の状況も比較検討する中で、本市の取り組み状況

をどのように評価しているのか伺います。 

 続いて、障がい児者福祉について質問いたします。 

 今年７月２６日、神奈川県相模原市にある津久井やまゆり園で元職員による施設利用者およ

び職員を殺傷するという凄惨な事件が発生し、障がい当事者はもとより家族や関係者、また社

会に対し大きな衝撃を与えました。これは命の尊さやユニバーサル社会、インクルージョンと

いった共に生きていく、共生社会への誤った考え方がいまだに解消されていない現実でもあり、
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しかし人口減少と高齢化が進む私たちの未来に決して容認され得ない事案である、こういうこ

とを申し上げたいと思います。お亡くなりになった方々には心から哀悼の意を表するとともに

負傷された方々にもお見舞いを申し上げ、一刻も早いご回復とこれまで以上の障がい福祉サー

ビスの充実をお祈り申し上げます。 

 さて本市では昨年度から障害者基幹相談支援センターを設置し、障がい者に対する相談支援

体制の強化を図るなどの取り組みを進めてきています。国は障害者総合支援法および児童福祉

法の改正を行い、障がい者の望む地域生活の支援、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細

やかな対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備を充実・強化していく方針を打ち出

しております。本市においても地域福祉の全体計画である地域福祉計画と障害者基本計画の見

直しが進められており、来年度の次期障害福祉計画の策定も控える中、市の取り組みと方針を

伺います。 

 まず津久井やまゆり園の事件で、改めて障がい児者に対する社会や市民の心のバリアフリー

といった意識の重要性を再認識させられたと障がい当事者の方々からもやるせない思いを伺っ

ております。本市の障がい児者福祉に対する啓発や障がい者週間などの取り組み状況について

お聞かせください。 

 次に障がい児者に対する福祉サービスについて、一括して理解できるようなしおりやパンフ

レット等の作成を求めます。 

 次に本市における医療的ケアを要する障がい児に対する支援の状況について伺います。 

 次に学校などの教育現場、保育所等における障がい児への支援について、その対応や連携の

状況を伺います。取り組みや体制づくりについて進展はみられているのか、お聞かせください。 

 次に石和温泉駅について、北口に整備したトイレが一部の車いす利用者の利用において困難

なケースが生じている状況です。このことについて、関係者や団体等から市に対しても要望や

意見等が寄せられており、先般８月２７日に山梨車いす生活者の会ステップアップ主催による

第２９回公共施設等まちなか実態調査も行われ、市の関係部署の皆さんも含め実際に現場を確

認していただいております。今後の対応方針についてご見解を伺います。 

 続いて、産業振興の取り組みについてお尋ねします。 

 本市は桃・ブドウ生産量日本一、石和・春日居温泉郷を旗印に多様な産業が地域の支えとなっ

ており、その促進策としての施策展開と中小零細事業者や個人事業主も含めた農林商工業のバ

ランスの取れた発展が市の未来への活力をもたらすものと考えられます。市の産業振興の取り

組みについて伺います。 

 本市は市民・事業者・農業者の協働による果樹と温泉と地産地消の郷づくりを目指し、平成

２１年度に笛吹市地産地消推進計画を策定しております。これは平成２６年度で計画期間が終

了しており、継続して地産地消推進を進めていくとの過去の議会答弁もあったわけですが、そ

の後どのようになっているのかお聞かせください。 

 次に観光振興、宿泊観光の推進に向けて。倉嶋市政においては、ミズベリング構想に含めた

戦国・三船ミュージアムやＮＴＴ用地購入にかかる紆余曲折、迷走ともいえる状況が続き、具

体的な進展や積極的かつ新しい施策展開は、これまでのところあまり見られなかったと言わざ

るを得ません。後顧に失われた４年間と評価されかねない状況だったとも考えられますが、前

進した観光施策にはどのようなものがあったのか、見解を伺います。 

 次に観光施設整備基金の活用についての方針、考え方についてお聞かせください。 
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 次に企業立地促進、産業競争力強化に関連し市の工場誘致奨励金、企業立地促進事業助成金

の活用状況について伺います。厳しい経済環境の中、設備投資や雇用拡大にチャレンジし支援

を希望する企業にとって活用しやすい制度となっているのか、見解を求めます。 

 次に停滞する地方経済への打開策が求められる中、補助金や助成金について産業振興に対し

て有効性が検証される必要があり、その上で既得権化しているようなものや効果に疑問がある

ものは見直さなければならないとの指摘もあります。こうした課題や支援を必要とする優れた

施策提言に対してのフォローアップはなされているのか。また、今後の補助金や助成金のあり

方をどのように考えているのか、お伺いします。 

 最後に、防災対策について質問いたします。 

 地域防災計画に基づいた防災・減災意識の高揚や行政区や自主防災組織の具体的かつ実効性

のある取り組みが必要とされる中、防災マップづくりに留まらない一歩も二歩も踏み込んだ防

災対策が求められると考えます。９月４日の防災訓練も控え本市の取り組みについて伺います。 

 まず、地域防災リーダーの育成状況についてお聞かせください。 

 次に地域防災計画は、行政区においてどのように活用されているのか。市における行政区や

コミュニティレベルでの防災体制づくり等への支援策は、どのようになっているのか伺います。 

 次に災害が発生した場合の想定や訓練について、災害の種類や規模、期間、複合的な災害な

ど実際には多岐にわたる想定とその対応ということが必要となります。 

 一方で地域施設の防災拠点としての利用想定、地域住民の顔の見える関係づくりや役割分担

など、身近なところで自助や共助を強化する取り組みに踏み出せていない地域も少なくないと

いえます。防災訓練もルーティンになりがちであり、一歩も二歩も進んだ取り組みが求められ

ますが、今年度の対応や具体的に踏み込んだ行政としての取り組みをお聞かせください。 

 最後に高齢者のみならず障がい者や妊産婦、乳幼児等、日常生活の中で支援を必要とする方々、

防災面で避難行動要支援者と位置づけられる方々の支援体制の構築に向けて、現在の取り組み

状況をお伺いします。 

 以上、笛政クラブの代表質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに、平成２７年度決算および今後の財政運営についてお答えします。 

 まず平成２７年度決算の評価と今後の財政運営の考え方についてですが、平成２７年度笛吹

市一般会計は歳入においては前年度比１０億２，９００万円、２．７％増の３９３億８，３００万

円。一方、歳出は前年度比２２億４，８００万円、６．４％増の３７６億５，５００万円とな

り、歳入歳出とも合併以来最高額となりました。 

 形式収支となる歳入歳出差引額は１７億２，７００万円で、そのうち２億１，５００万円は

２８年度への繰越財源となり、実質収支は１５億１，２００万円で６年連続１０億円を超えま

した。また前年度からの繰越金を控除する単年度収支は２億３，７００万円減少し、３年ぶり

の赤字となりました。しかし財政調整基金の積み立てや取り崩し、市債の繰上償還を考慮する

実質単年度収支は７億４，６００万円となり、黒字となりました。 
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 決算額増加の要因は記録的大雪被害による雪害対策補助金２１億５，７００万円、甲府・峡

東地域ごみ処理施設事務組合への負担金も１１億９，１００万円増となり、補助費等が３１億

８，８００万円に膨らんだことが要因となります。 

 今後の財政運営は、市税は減少傾向でありますし地方交付税も段階的縮減が平成３２年度ま

で行われ、減少傾向に変わりはありません。地方債も交付税措置のある有利な起債を借り入れ

ることを前提としています。 

 歳出面においては、公共施設の再配置を考慮し普通建設事業の更なる抑制や物件費・維持管

理経費の縮小に努めていくこと。加えて、行財政改革を一層推進して選択と集中を繰り返すこ

とで事業の精査にも取り組む方針であります。 

 次に財政指標の分析についてでありますが、まず財政健全化法に基づく財政健全化判断比率

の状況です。 

 実質赤字比率、ならびに連結実質赤字比率は一般会計・特別会計および企業会計が今年度す

べて黒字であったため、赤字比率は算出されませんでした。 

 実質公債費比率については、単年度比率は２６年度より０．４ポイント低下して１３．４％

となりました。元利償還金は増加していますが、基準財政需要額の公債費算入総額がそれ以上

に増加したことが主な原因であります。 

 また将来負担比率については、市債借入額の増加に比例して基準財政需要額の公債費算入見

込額も増加傾向であります。また財政調整基金の積み立てができたことにより、充当可能基金

残高が大きく上昇し、３．９ポイント低下して７７．６％となりました。 

 本市の健全化４指標はいずれも健全の基準内を維持しておりますが、常に健全化指標の動向

に注意した財政運営が求められるところであります。 

 経常収支比率ですが、平成２７年度は８９．０％であり昨年度より０．６ポイント上昇し財

政の硬直化が進んでおります。この要因として経常的経費の人件費、扶助費、公債費が前年度

に比べ３億２，５００万円増加したことにより、それを賄う一般財源が２億３，７００万円増

加したことが主な要因となります。 

 ２７年度の財政力指数は、平成２５年度から２７年度の３カ年平均での算出で０．５６であ

りました。前年度より０．０１ポイント下回りました。この要因として分子である基準財政収

入額が昨年度より２億２，７００万円上昇しましたが、分母である基準財政需要額も１０億２，

４００万円と大きく上昇したことが減少した要因となります。 

 経常収支比率、財政力指数ともに歳出の削減はもとより、市税収入の増収が財政指標の向上

に大きく影響するものであります。 

 次に事業費の増額や見込みを上回る歳出を行った事業についてですが、一般会計において最

終的に１５６事業が当初予算より増額となりました。主な原因として、施設等の緊急やむを得

ない修繕費や社会保障番号制度に伴うシステム改修費、国や県の制度改正等に伴う補正や交付

金創設に伴うものが大半であります。 

 次に都市計画税課税再開に向けての市の対応についてでありますが、７年間の課税猶予を行っ

てきました。その間、都市計画税を充当できる都市計画事業に一般財源を充当してまいりまし

た。都市計画税は貴重な財源であります。今まで都市計画事業に充当してまいりました一般財

源を教育・福祉等に振り替えて活用できる、そのようなことになるわけでありますが、今後、

税収そのものが減少し、財政運営はさらに厳しいものになると予測されます。全員協議会でお
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配りした財政推計をもとに都市計画税の仕組みや使途を市の広報紙、ホームページ、市民ミー

ティング等で説明する中、市民の皆さまにご理解をいただきたいと考えております。 

 続きまして、ミズベリング構想についてお答えします。 

 はじめに水辺の楽校、水辺カフェなどの取り組み、評価、今後の方針についてであります。 

 水辺の楽校につきましては市内の小学生および保護者８０名の参加をいただき、川の危険性

や川での遊び方について学習を行ったところであります。参加者に行いましたアンケート調査

では「川や海での事故が多い中、注意すべきことをしっかり教えてくれた」などといったご意

見が多く寄せられ、この事業については高評価をいただいております。 

 地方創生加速化交付金の活用による水辺カフェにつきましては、昨日からの営業となってお

ります。今後、アンケート調査による結果や収支の状況等も踏まえ、来年度以降の継続性につ

いて評価・検証していきたいと考えます。 

 なお、今後もミズベリング構想におけるソフト事業につきましては、水辺やまちの賑わいを

つくり、人づくりの仕組みをとおして、そこに関わる人を育てる取り組みを展開していきたい

と考えております。 

 次にＮＴＴ用地の具体的な利活用方針の検討状況と今後の展開についてですが、活用例につ

いては、議会全員協議会および市民説明会等におきまして５案を示してきたところであります。

この活用例案につきましては市民の皆さま、宿泊客の皆さま等に実施いたしました活用策アン

ケート調査、不特定多数の方から回答をいただきましたインターネット調査、市議会議員の皆

さまからのご提案、一般公募による市民、有識者らが参加する検討会議などにおいて検討した

結果を参考に作成したものであります。 

 今後はＮＴＴ用地の具体的活用案につき、お示ししました活用例案を検討資料としながら議

員各位や市民の皆さま、検討会議等において将来の笛吹市の活性化に大いに寄与する活用策を

しっかり検討し、再度市民の皆さまに十分な説明を尽くしながらご理解いただけるよう取り組

んでまいります。 

 次に都市計画道路の見直しの検討状況についてであります。 

 都市計画道路は市の根幹的な基盤施設であり、多様な機能を有し将来のまちづくりを誘導し

てゆく骨格となるもので、数十年後のまちづくりをイメージして広く住民の意見を反映し、都

市計画審議会で慎重審議を行い決定しました。しかしながら約４５年以上、未整備のままになっ

ている路線もあり硬直した事業となっているのが実情であります。 

 見直しの状況でありますが、将来の笛吹市の都市構造を踏まえた上で現在までに整備された

幹線道路とのアクセスや計画路線の重要性や位置づけなどの評価のために交通量の調査・解析、

将来交通量の推計などを行っておりますが、これまで県との協議を重ねる中で見直しには国の

難しい条件や制限があり、非常に厳しい状況にあります。 

 続きまして、入札事務についてお答えをいたします。 

 はじめに、百条委員会からの改善策の提言を受けての対応状況についてであります。 

 この件につきましては、平成２７年４月３０日付けで工事入札の改善を求める決議に対する

回答により対応を提出させていただきましたが、その後につきましても各項目において検討・

改善に努めております。 

 まず入札参加資格審査委員会に関することについてでありますが、ご指摘されました点につ

きましては、従来より対応している点が多く今後もなお一層、厳粛に取り組んでまいります。 
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 次に新たなルールづくりに関することについてでありますが、入札参加資格基準の明確化と

いうご指摘に対しましては、入札公告事項設定基準を作成し必要に応じて改正を加えるなど設

定基準を明確にした中で公平性、競争性の確保を図っているところであります。 

 次に組織の設置に関することについてでありますが、あとの質問にもございますとおり新た

に入札監視委員会を今年度に設置する予定となっております。 

 最後にその他に関することについてでありますが、入札方法については現在、事後審査型条

件付き一般競争入札により実施しておりますが、今後は他公共団体の例も参考にしながら時代

の変化や課題に応じた中で適切な入札執行制度の見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 次に入札監視委員会の内容や役割についてでありますが、入札監視委員会につきましては笛

吹市の入札および契約手続きにおきます公正な競争の確保、ならびに客観性および透明性の向

上を図ることを目的としております。 

 主な内容ですが、市が発注した予定価格が１３０万円を超える工事や予定価格が５０万円を

超える委託など入札対象となる案件の運用状況等に関して、一般競争入札参加資格の設定およ

び随意契約の理由等について審議を行い、必要と認めるときは市長に対して意見の具申または

勧告を行うこととしております。 

 また市が行った入札および契約手続きならびに入札参加資格停止措置に関し、市長に対して

苦情の申し立てがあった場合は、市長の諮問に応じての審議や入札および契約手続き適正化を

図るために必要な事項について調査し、意見の具申を行うこととなっております。 

 なお、委員会の委員数につきましては５名以内で、その任期につきましては２年としており

ます。 

 次に今後、入札事務の改善を図るために必要なことに関してでありますが、本市では入札制

度の原則であります公平性・透明性・競争性の基本に立ち、入札事務の適切な執行を図るため

関係法令をもとに随時見直しを行ってまいりました。 

 笛吹市では原則、事後公表による一般競争入札を実施しておりますが、県内では事前公表や

指名競争入札を実施している事例も多いことから、こうした状況を踏まえ県や他市の入札制度

を参考としながら、より適切な入札事務の執行に努めてまいります。 

 次に随意契約の取り扱いについてでありますが、随意契約につきましては平成２７年１月に

策定した笛吹市随意契約ガイドラインに基づき執行しております。ガイドラインではできる限

り市内業者への発注を優先し地産地消に努めることとし、法令に基づく随意契約理由、業者選

定理由などの記載のほか、公正性や公平性を欠いたりすることのないよう細心の注意を払って

いるところであります。 

 平成２７年度における一般競争入札の契約件数につきましては２９１件、随意契約の件数に

つきましては３１０件であります。そのうち２社以上による見積もり合わせが７３件、特命随

契が２３７件であります。 

 続きまして、高齢者等の見守り体制についてお答えします。 

 はじめにふれあいペンダントの利用者数については、本年７月末現在２３７人であります。 

 次に高齢者の見守り方法については、本市においてはふれあいペンダントや配食サービスな

どと合わせ、高齢者見守り事業や民間事業者との見守り協定による複線的な見守りを実施して

おります。さらに体制強化を図るため、市民の一人ひとりが子ども、高齢者、障がい者等への

異変に気づき、緊急時に対応できる地域づくりを目的とした笛吹市安心・安全見守り連絡協議
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会の設置に向けた準備を現在進めております。 

 協議会では地域の中で声かけや安否確認等の見守り活動を行っている団体や警察・消防・医

療などの専門機関、児童・教育・福祉などの関係機関に参加をいただき、市民全体に見守り活

動が浸透できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に他市町村の取り組みと比較検討する中での本市の取り組み状況の評価についてですが、

本市においては、ふれあいペンダント事業等の高齢者見守り事業や民間事業者や民間事業者等

との見守り協定、青色パトロールカーによる巡回等に加え、地域での個人やボランティア団体

等による子どもの登下校を中心とした見守りや社会福祉協議会と市内事業者との協定によるゆ

るやかな見守りといった市民レベルでの見守り活動も数多く行われており、市民協働による新

しい公共のあり方として評価されるものであり、市民の皆さまの見守りに対する認識は他市町

村に比べても高いものであると考えております。 

 続きまして、障がい児者福祉についてお答えします。 

 はじめに、本市の障がい児者福祉に対する啓発や障がい者週間などの取り組み状況について

です。 

 相模原市の事件では、障害者差別解消法の趣旨である障がいのある人もない人も互いにその

人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることの大切さを痛感させられました。 

 本市においては、当事者・家族が積極的に地域に出向いての啓発活動への支援や広報ふえふ

きに障がい福祉情報や障がい者の活動紹介等を掲載し、障がい者の存在が社会にとって自然な

ものであることの周知啓発に努めているところであります。 

 また１２月３日からの障がい者週間についても例年、市の広報紙やホームページに障がい者

週間の目的や趣旨を掲載し、障がい福祉についての関心と理解を深められるよう啓発活動に取

り組んでおります。 

 少々お待ちください。失礼しました。 

 次に障がい児者に対する福祉サービスのパンフレットにつきましては、従来、山梨県が毎年

度作成するパンフレットを利用しておりましたが、今年度より笛吹市のサービスを分かりやす

く紹介した独自のパンフレットを作成し、現在窓口等で活用をしております。 

 次に医療ケアを要する障がい児に対する支援状況についてでありますが、現在、本市には医

療的ケアを必要とする障がい児が数名おり、医療機関との情報連携や保健師の訪問支援等を行っ

ております。 

 次に学校や保育所等における障がい児への支援についてですが、学校においては児童生徒の

個々の障がいの状況に応じた支援を行っており、市教育委員会として障がいをはじめとした学

校生活で支援が必要な児童のため、市内小学校に学校サポーター１５名を配置しております。 

 保育所等においては、受け入れに当たって障がいの状況と保護者の要望を伺う中で児童を安

全に保育できるよう努めております。 

 支援の内容として保育士の加配、保健師や臨床心理士による保育所巡回指導、保育所と並行

通所している障害児施設との定期的な話し合い、医師との連携による情報共有を行い児童の特

性を考慮した対応を行っております。 

 また専門研修への積極的な参加と園内研修の実施など、障がい児とその家族に対する理解を

深められるよう保育士のスキルアップにも取り組んでおり、支援の態勢整備は着実に進展して

おります。 
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 次に石和温泉駅北口トイレの車いす利用困難への対応についてでありますが、石和温泉駅周

辺整備事業では橋上設置となった改札口へのアクセスのためのエレベーターの設置、障がいを

持つ方を含めたすべての方にご利用いただける多目的トイレを南口と駅構内に設置し、施設の

バリアフリー化を図ったところです。 

 駅北口トイレにつきましては、当初計画において北口の利用者数や北口広場から改札口まで

の距離のコンパクト化を考え設置の計画はありませんでしたが、地元地域からの設置要望があ

り、平面計画に追加する形で設置を検討し、他施設の面積を縮小し空間を確保した中で手動車

いすでのご利用に限られますが、簡易型多機能トイレを設置することとなったものです。 

 施設の供用開始にあたり、利用する方々への十分なお知らせや掲示ができていなかったこと

からご不便をおかけいたしましたが、電動車いす等の利用者の皆さまへの南口トイレへの誘導

サインを設置し、利用のすみ分けへのご理解をお願いしてまいりたいと考えております。 

 今後もご利用いただく方々のご意見を参考に、より使いやすい施設にしていけるよう機会を

みて改善していきたいと考えております。 

 続きまして、産業振興の取り組みについてお答えいたします。 

 はじめに笛吹市地産地消推進計画についてでありますが、平成２１年度に策定された笛吹市

地産地消推進計画は平成２６年度で計画期間としては終了しておりますが、この理念を継承し

つつ地産地消につきましては、積極的にこれを継承・推進しているところであります。 

 具体的には市内６店舗の農産物直売所施設を地場農産物の情報発信の核、拠点とし、ご家庭

の食卓だけでなく市内小中学校の給食の食材としても広く活用しているところであります。 

 市指定管理４店舗の状況ですが平成２５年度利用人数２６万４千人、売上高３億６，５００万

円でしたが平成２７年度には利用人数２７万４千人、売上高４億１，４７０万円といずれも増

加をし、数値の面からも地産地消の促進が図られていると考えております。 

 次に観光施策に関してでありますが、日本一桃源郷のまちを目指し平成２５年４月１０日、

先人たちが築き上げてこられた偉業を称え日本一桃源郷を宣言し、同日を笛吹市桃源郷の日と

定めました。満開の桃の花が織りなす絶佳の風景を大切に次の世代に引き継いでいこうとする

ものであります。 

 本市の名前の由来ともなっている笛吹川、この恵まれた水辺空間の活用、川を生かしたミズ

ベリング構想においては集客の拠点となるＮＴＴ用地は取得できませんでしたが、その他の事

業は着実に進んでおります。新たな賑わいの創出を目指し、近津用水のイルミネーションや水

辺カフェ、水辺の楽校等、本市への誘客の起爆剤となるべく推進をしているところであります。 

 次にインバウンド観光でありますが富士山の世界文化遺産登録、東京オリンピック、パラリ

ンピックを控え、海外でのトップセールス活動を強化しました。受け入れ態勢としては観光防

災アプリを導入し、観光情報はもちろんのこと災害にも対応した情報の提供。またホームペー

ジの多言語化や無料Ｗｉ－Ｆｉ機器の設置箇所を増やすなど、来訪する外国人の利便性向上に

も努めてまいりました。その結果、本市を訪れる外国人観光客も大きく伸びており、市内の外

国人宿泊客数は昨年度、過去最高となる１７万人となっており、県内では富士吉田・河口湖に

続いて２番目となっております。 

 なお、山梨県の外国人宿泊客数は１２５万人と全国１０位であります。このチャンスを生か

すべく国際観光地を目指して取り組みを進めてまいります。 

 今年２月オープンしたＪＲ石和温泉駅観光案内所には、全国初となるワインサーバーを設置
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いたしました。笛吹産のワインを紹介し、観光客の皆さまを市内のワイナリーへ周遊させると

ともに販路拡大につなげていこうとするものであります。月平均１千件を超す利用があり、皆

さまに大変好評をいただいております。さらには、リニアを間近で見ることのできる絶好のポ

イントを観光資源として生かすべく展望台を整備し、新たな観光の名所として観光客の皆さま

にお越しいただいております。 

 日本一桃源郷の更なる輝きを目指して、四季折々一年を通じて、やすらぎと彩と笑顔あふれ

るまちづくりを進めてまいりました。 

 ただいま申し上げましたようにこの４年間、観光の面で大いに成果があがったというふうに

認識をしております。議員は大変ネーミングが上手で、失われた４年というようなことも言わ

れましたけれども、私は決してそのように思ってはおりません。 

 さて次は観光施設整備基金についてでありますが、この基金は観光産業を総合的に発展させ

る目的をもって整備する施設に要する経費の財源として備えているものであり、今後、観光施

設の建設が見込まれる場合に、財政状況を鑑みつつ適切に活用をしてまいります。 

 次に企業立地の促進についてでありますが、企業が納税された固定資産税の一部を３年間奨

励金として助成する笛吹市工場誘致奨励条例は平成２４年から３件の利用があり、うち１件は

現在も継続中であります。 

 笛吹市企業立地促進事業助成金は過去に１件の利用がありましたが、対象要件および対象業

種の緩和を図るために９月上旬に要綱の改正を予定しております。 

 なお、本年３月には操業から３年間、固定資産税の課税免除を行う笛吹市企業等振興支援条

例および市独自の起業支援策として笛吹市企業立地奨励金交付要綱を定め、利便性の向上に努

めているところであります。 

 次に産業振興に伴う補助金・助成金の見直し、今後のあり方についてでありますが産業振興

にかかる補助金等につきましては自助・自立していただくまでの間、事業の活性化のためには

支援が必要であると考えており、適時・適切に執行しております。 

 今後も産業振興は最重要事項でございますのでより活発な経済活動に、より豊かな市民生活

が送られますよう財政状況を考慮しつつ、できるだけの支援をしたいと考えているところであ

ります。 

 続きまして、防災対策についてお答えいたします。 

 はじめに地域防災リーダーの育成状況についてですが、県と連携を図り地域防災力向上を目

的に峡東圏域地域防災リーダー育成講座と甲斐の国・防災リーダー養成講座を開催し、地域防

災組織関係者などが受講を行い、平成２５年から２７年までの３年間で２７４名が受講する中

で地域防災力の向上に協力をいただいております。 

 次に地域防災計画の行政区での活用、行政区の防災対策づくりへの支援策についてでありま

すが、地域防災計画に則り行政区とともに指定避難所開設運営を行う訓練や自主防災組織の組

織体制づくりを行っております。 

 防災体制づくりについては各行政区の区役員会などに赴き、総合防災訓練の説明とともに自

主防災組織の重要性や組織体制づくりの説明をするともに、行政区でない団体にも出前講座と

して災害についての説明を行っております。 

 平成２８年度は、５月から８月までに３９回実施しております。 

 次に防災訓練についてでありますが、今年度の総合防災訓練は７カ所の指定避難所で行政区・
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施設管理者である学校・市職員で避難所運営委員会を設置し、災害時を想定した避難所開設訓

練や避難所講習会等を行う予定であり、今後すべての指定避難所で開設訓練を順次実施します。

また市内１３２行政区で避難行動要支援者も含め、過去の災害教訓から区内住民の安否確認や

情報伝達を迅速に行う訓練を区長、区役員、民生委員を中心に取り組んでいただき地域の備え

である共助の強化を図ってまいります。 

 次に避難行動要支援者の支援体制についてですが高齢者、障がい者、妊産婦および乳幼児等

のいわゆる要配慮者とされる方々のうち、高齢者および障がい者については避難行動要支援者

の対象であり、避難行動の要支援者台帳への登録を行い円滑かつ迅速な避難の確保を図ってお

ります。 

 制度開始１年目の平成２７年度の同意確認者は１万５３３人で登録者は４，８１８人でした。

平成２８年８月末現在では、それぞれ８，０４２人と１，８８７人であります。妊産婦および

乳幼児の支援体制については、各行政区における共助の取り組みの中での支援をお願いしてい

るところであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ご丁寧な答弁をいただきました。決算の状況ですけれども、そうはいっても経常収支比率が

８９％、臨財債等を考えて９５％ということなのでいっぱいいっぱいに近づいていると。グラ

フを見ても、かなり高止まりでこれからも進むのかなという気がしております。 

 そういう中で監査意見でも指摘をされました、これまでの質問などでも何度か触れてきまし

た水道料金、見直していく必要があるもののこれが実行できなければまた一般財源からの応援

が必要になります。これから普通建設事業費も制約されます。都市計画をベースにしたハード

整備、財源活用というのも、これは方法論としてはやっぱり必要かつご理解を求める努力も不

可欠なものであるというふうに考えています。これは条例があるからというだけではなくて行

政執行、あるいは財政運営の観点からこの猶予期間内にしっかりとご理解を求めていく必要が

あるというふうに考えていますので、先ほど広報や市民ミーティングなどで説明というふうな

ご答弁だったんですけども、市民ミーティング、これは選挙もあるわけですけれども、いつご

ろ開催していくとお考えでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 財政の現状につきまして、市民の理解を得ていくと、このことは大変重要なことでありまし

て、あらゆる方法を通じてお知らせをしていくということ。先ほど触れたかどうかちょっと忘

れましたが、市民による財政分析、議員もたしか参加しておられたと思いますが、こういった

ような取り組みは大変大事なことであると思いますし、この４年間の中で私は特に心掛けたの

は分かりやすく市の財政の状況、要するに決算であるとか予算であるとかについて、いかに分

かりやすく市民にお知らせしていくかということには注意を払ってきたし、担当者にもいろい

ろ工夫をするようにということで指示をしてきたところでございます。これからもとにかく市
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民に分かりやすい情報を提供していくということ、そして市民が笛吹市の財政に積極的に理解

をし、その改革といいますか、場合によっては痛みを分かち合っていただくということもござ

いますので、その活動につきましては力を入れていかなければいけないとこのように思ってお

ります。 

 いつごろ市民ミーティングを開催するのかということでございますが、今の日程で今期の私

の日程からいうとなかなか厳しいと思いますが、首尾よく再選をさせていただければ即座に開

催をしていきたいと、このように考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは次のところにいきますけども、ミズベリングについては昨日も水辺カフェ、これは

あとの観光の部分で、私も失われた４年間などというふうに形容はしましたけれども、先ほど

のご答弁を聞けば本当に観光施策も皆さまのご努力、あるいは議会からも、あるいは団体から

もいろいろなご提案をいただいたものも少しずつ形になってきているんだろうと思っています

ので、そういう意味では昨日グラウンドオープンした水辺カフェにも期待をしているところで

あります。 

 そこの用地取得の関係、これ土地開発基金以外のやはり方法も含めて観光施設整備基金にも

触れましたけども、方針とそれから取得の方法もいろいろな方法をぜひ検討していっていただ

きたい、そんなふうに思いますけれども、この点についてご見解あればお願いします。 

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） 

 お答えをいたします。 

 ミズベリング事業につきましては、先ほど説明をさせていただきましたとおり、いろいろな

ソフト事業によりまして評価をいただいているところでございます。ＮＴＴ用地につきまして

も用地の必要性等につきましては、すでに認識されているというふうなことでございますので

早い時点で購入というふうなことも認識をしているものでございます。 

 またどのような財源、どのようなものによって購入していくかというふうなことでございま

すけれども、これにつきましてはその必要性を明らかにした時点で購入すること、またはきち

んといろんな方法もございますけれども、今後１０月の選挙等もございますので、そののちはっ

きりした中でできるだけ早い時点での購入というふうなものを視野に入れながら対応していき

たいと、そのように思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから入札事務について、設置される入札監視委員会、年１回の開催というふうに要綱で

もなっていると理解していますけども、具体的にどんなふうな方法でどのようにチェックして

いくのか、答弁をお願いします。 
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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） 

 お答えをいたします。 

 入札監視委員会の事務についてでございますけども、先ほど若干答弁の中で触れましたけど

も予定価格が１３０万円以上の工事や５０万円以上の委託等についての契約、手続き、運用状

況等の報告を受けること。それから委員会が抽出した契約案件の一般競争入札参加資格の設定

や随意契約の理由等の審議、市長への意見・具申・勧告を行うこと等が事務ということになっ

ていますが、それについては年に１回、４月から１２月までの契約の分を２月くらいに開催を

する予定でいると。それ以外に、定例以外に臨時の会議の開催というものがございますけども

入札および契約手続き、入札参加資格停止措置に対し苦情申し立てを行ったものが、その回答

に対して不服申し立てがあった場合の諮問に応じて審議を行うこと、これは随時行っていくと

いうものでございます。そのほか入札契約手続きの適正化のために必要な事項の調査・意見・

具申を行うことができるというふうになってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 あまり活用されないほうが本当はきっといい組織なんだろうなというふうに思います。 

 それから公共事業の執行における地産地消ということと一般競争、それから随契の件数はお

聞きしたわけですけども、これが一般競争入札と随意契約の金額的なボリュームの比較という

ところが、概略で結構ですので分かればお願いをしたいと思います。 

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） 

 先ほどの答弁で一般競争入札が２９１件、金額にしてですね、約４１億８千万円、合計でご

ざいます。随意契約が３１０件で合計で約１２億７千万円という金額となっております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 金額がやっぱり、随意契約のほうが件数は多くてもボリュームは小さいと。それから一業者

見積もり、特命随契がどうしても多くなっているという、その理由といいますか、そういう傾

向になっている事情というのは、ご説明がいただければお願いいたします。 

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） 

 特命随契が２３７件ということで、随意契約の中で、何割ですか、３分の２以上、４分の３く

らいですかね、あるわけでございますけども、これについてはすべてを調べているわけではご

ざいませんが、各業務システム等の保守点検等についてはやはりそのメーカーに保守点検をお
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願いするというケースがやはり多いと思います。その関係で特命随契が多くなっている。その

ほうが、そのメーカーがやるほうが経費的にもおそらく安くなるであろうという判断でござい

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そういった部分、特に物品とか委託の関係も含めてですね、なかなかそうはいっても地産地

消、あるいは地元業者の育成というところで課題はあろうかと思いますし、また大手のメーカー

の製品を使うというほうが経費的には安いというところも当然、これはあろうかと思います。

このあとのふれペンにも関係する部分もありますし、いろんな部署でお仕事されている中で、

できる限りその地元、あるいは県内の事業者さん、そういったところで仕事していただくとお

金も動くと。県内で動く、あるいは市内で動くと。こういったところをぜひこれからもできる

だけ留意して進めていただきたいと、こんなふうに思っています。 

 それでふれあいペンダントについてですけども、生活リズムセンサーというのを今後、使用

もしていくということで、それはどんなものなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 先の６月議会のときにも説明をいたしましたけれども、赤外線のセンサーを設置をして反応

がない場合について、異常があったというふうな形で感知をして対応するというものでござい

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） 

 これは機種とかメーカーが限定されるものですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 このシステムにつきましては現在、富士通さんとコールセンターのほうの契約をしておりま

す。富士通の機種について、そのパッシブセンサーというものを設置可能だということで新規

なものに入れ替えた際に導入をしているということで、つい先日、８月くらいから導入したい

ということで、対象者のほうも１件設置をしたという状況でございます。 

 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） 

 これ以上、ここは深く突っ込みませんけども、大手のメーカーだけに頼らずにやはり地元の

事業者さんといたしてもぜひ視野に入れていただきたい。４，３００台あるふれペンのうちの
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３千台は県内の事業者さんが担当してくださっています。 

 それからパンフレット、障がい者福祉の。これ質問と意を通じていただいた、あるいはもう

取り組んでいただいたということで、８月現在で配布されているわけですけども、例えば相談

窓口に連絡先だけではなくて対応可能な曜日、時間なんかを明記していただいたほうがよいと

思います。また改善していっていただけたらと思いますけども、いかがでしょうか。 

〇議長（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。 

 本年度から笛吹市の実態に合わせたサービスガイドのほうを作らせていただきました。ご指

摘いただいたように、より使いやすいような創意工夫をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 あれを見ていただくのは当事者や関係者だけじゃなくて、すべての市民という気持ちで作っ

ていただくのが大事だと思います。障がい者マークとかクローバーマークとかそういったもの

も説明していただけるような部分も、他の自治体のこういったパンフレットではございます。

ぜひ取り入れていただけたらと思います。そして石和温泉駅のトイレ、課題、広さ、ドアロッ

ク、いろいろ、非常ボタンがないとかあるわけですけども、これは今後、具体的にいかがでしょ

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） 

 ご質問のとおりですね、石和温泉北口につきまして、そちらのトイレについてちょっとご指

摘があったわけでございますけども、できる範囲で、できることにつきましては早々に施設の

改善等、進めてまいりたいと思います。 

 あとはですね、こちらのご質問にありますように駅の駅上、橋上駅舎の構内、あるいは南口

にトイレがありますので、そういったものについてはここに書かれているように、サインとい

いますか、表示について有効に誘導していきたいと思っており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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 南口のトイレも素晴らしいんですけど、中からロックしないようにという注意書きを入れた

ほうがいいということと北口の身障者乗降所の段差、あれは南口と比べて登れない、登りにく

い段差です。そういうのはすぐ直していただきたいです。いかがですか。 
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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） 

 北口の、おそらく身障者の乗降口のところの段差ということですね。そこらへんはちょっと

確認させていただいて対応していきたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 職員の方も一緒に確認していただいていますし、また写真等もございますので、そのあたり

も含めて改善を要望していきたいなと思います。 

 もう時間もきましたので、今任期最後の笛政クラブの代表質問ということで質問をさせてい

ただいたことに、会派の皆さまにもまた感謝を申し上げながら代表質問を終了させていただき

ます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で笛政クラブの代表質問を終了いたします。 

 引き続きまして、日本共産党の代表質問を行います。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 任期最後の代表質問となります。私はすべての定例会で代表質問、一般質問を行ってまいり

ました。その中で基本的で、かつもう一歩明確な答弁が得られなかった事項について今回まと

めの質問とさせていただきたいと思います。 

 第１は財政問題についてです。 

 思い起こせば前市長時代のこと、多機能アリーナ建設を進める際には実質公債費比率などを

持ち出し財政は極めて健全と言い、行革を進める際には長期財政推計を持ち出し財政は危機的

だと説明しました。健全なのか危機なのか訳が分かりませんでした。 

 そして今回、２７年度決算によりますと基金残高は１６０億円を超え、平成２７年３月に出

した長期財政計画よりも３０億円以上、上回ったと。こんなに現実と決算とかけ離れた資料を、

試算を出して財政は大変だ大変だと言っていたのでは、市民参加の財政民主主義は成り立ちま

せん。市当局も適正な財政運営は、これではできないのではないでしょうか。 

 適切な長期財政推計の作成は財政民主主義と財政運営の土台だと思いますが、まずこのこと

について市長の所見を伺います。 

 さて私たちの指摘を受け入れていただき、平成２７年２月作成の長期財政推計では大きな修

正をしていただいた。さらに２７年１２月議会ではこれまで３月に出してきた長期財政試算を

今後、実質収支など決算見込みがほぼ確定し、普通交付税も確定する７月以降に作成するとい

う答弁をいただきました。その新しい推計の特徴を伺います。特に２７年３月作成の長期財政

推計と決算の結果、そして今回のシミュレーションをもとに平成３６年度末の基金残高の見込

み額はどのように変わったか、２７年のシミュレーションとどのように変わったか伺います。 

 次に２つ目のテーマとして、支所の充実を求めるということでございます。 

 この件については第１次行革大綱の検討のとき以来求めてまいったわけですけども、支所縮
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小の弊害がますます大きな問題となってきました。今、この問題は区長会はじめ多くの市民の

関心事となり、議会でも私たち以外の会派からもこの件に関する質問が出されるようになりま

した。支所の充実について市長の考えを伺います。 

 次に都市計画税条例の廃止についての考えを伺いたいと思います。 

 乱開発を防止する観点で都市計画区域に組み込まれた地域、山沿いの地域ですね、そこまで

課税するという道理なき都市計画税条例、都市計画法土地利用計画に基づき検討するとした合

併協定を無視し策定された都市計画税条例、市民の暮らし・担税能力を無視した都市計画税条

例、これは廃止しかないと考えますが市長の考えを伺います。 

 ３点、問題を挙げましたけども一つひとつについて見解を伺いたいと思います。 

 そして４番目に、社会教育施設等の使用料の見直しの考えを問うということでございます。 

 この値上げ、有料化には批判が殺到しております。 

 この問題の原因は次の３点にあると私、考えます。 

 利用者・利用団体の意見、具体的な影響について聞き取り調査やアンケート調査などが行わ

れなかったこと。 

 ２つ目に人々がよっちゃばって活動することが市民の喜びと活力の源であり、同時にそれが

市の文化・宝であるという評価の欠落。 

 そして３つ目に昨今の受益者負担の原則という風潮の無批判的適用。 

 この私の指摘について、どのように考えているか伺います。 

 そして値上げが利用実績にどう影響しているか、伺います。 

 先の使用料の値上げ・有料化を見直す考えかどうか伺います。 

 見直しが終わるまで当面、使用規則によって従来並みの使用料とすべきだと考えるがいかが

か伺います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに、適切な長期財政推計の作成は財政民主主義と財政運営の土台についてお答えをし

ます。 

 今回の財政推計は、平成２８年度９月補正後の数値をもとに予算ベースで作成しております。

また平成２８年度普通地方交付税は、現在確定している数値を計上しております。市税につい

ては、平成２９年度から都市計画税を見込んでおります。地方消費税交付金等ですが平成３１年

度から消費税１０％になることを見込み、平成３２年度以降、地方消費税交付金を段階的に増

額をしております。そのほかには平成２７年度からの繰越金が含まれております。 

 前回と今回の財政推計を比較した基金残高ですが、平成２７年度末の残高は前回財政推計が

１３１億７，６００万円、今回が１６３億１，８００万円となり、平成３６年度末基金残高の

推計は前回が８６億２，９００万円、今回が１０１億１，６００万円となります。 

 今回の推計は最新の情報をもとに作成をしております。９月補正後の数値を反映し、普通建

設事業は、総合計画に掲げる事業および新市建設計画・新笛吹市基本計画に基づいて財源の確
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保に重点を置き各年度の事業費を算出しております。扶助費・繰出金においても各年度の推計

事業費を積み上げることで作成をしております。 

 続きまして、支所の充実についてであります。 

 本市では行財政改革を推進する中で合併によるスケールメリットを生かし、業務を効率的・

効果的に集約しながら組織のスリム化を進めてまいりました。これは限られた行政資源の中で

地方分権への対応や市民ニーズに応じた新たな行政サービスの提供などを的確に行っていくた

めには不可欠なものであると考えております。この過程の中で一定の支所業務を本庁に集約化

するとともに職員の削減を進めてまいりました。このことで市民の皆さまにご不便をおかけす

る部分もございますが行財政改革の趣旨を踏まえ、ご理解賜りたいと考えるところであります。 

 しかしながら、良好な地域づくりを推進するためは行政区をはじめさまざまな地域コミュニ

ティが果たす役割は重要であると認識しておりますので、それぞれ地域特有の課題などに対す

る相談・サポート体制を維持するとともに、交通弱者である高齢の方々などをサポートできる

体制は整える必要があると考えております。 

 続きまして都市計画税条例についてですが、合併時に都市計画税条例が制定され、５年間は

特例により石和地域のみで不均一課税が行われていました。平成２２年度以降は不均一課税の

終了により都市計画区域の全域に課税することになりましたが、東日本大震災、消費税の引き

上げ、大雪災害などによる市民生活への影響を考慮し、四度の条例改正により平成２８年度ま

で課税が猶予されています。 

 現在、昨年の１２月議会の結果を踏まえ庁内検討会を重ねており、市として一定の方向性が

出た時点において市民の皆さまにあらゆる方法を用いて説明、お知らせ等を行っていきたいと

考えているところであります。 

 続きまして、社会教育施設等の使用料の見直しについてであります。 

 今回の施設利用料の改定に伴い、利用団体からの聞き取り調査やアンケート調査は行ってお

りませんが、スポーツ推進審議会や社会教育委員の会議の委員の皆さんがそれぞれの所属団体

の立場を超え、中立的な立場からご審議していただいたと理解をしているところであります。 

 また決定されたあとではありますが、各種団体の理事会・総会に出向きましてご説明をさせ

ていただいたところであります。人々が集まり活動することが喜びと活力の源であることも十

分承知しております。しかし、市の財政状況や利用する人としない人との公平性の確保などか

ら、施設の維持管理費を受益者負担という形で利用者の皆さんに少しずつご負担をいただきた

いと考えたところでございます。 

 今回の料金改定は合併に伴う協定項目となっており、施設による料金格差をなくすための算

定基準を統一化し、規模・内容等に応じた適正料金を算出させたものであります。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。 

 次に改訂後の利用実績への影響についてですが、前半期の９月末に向け各施設で集計中です

けれど、現時点でいくつか調査したところ市内在住者を優先的に使えるように配慮したことで

市外在住者の利用が昨年度と比べ減少傾向にあります。 

 次に使用料の見直しについてですが、使用料の改定について基本方針では３年ごとに見直し

を行うこととなっておりますが、利用状況や利用者等の意見も聞きながら検討してまいりたい

と考えております。 

 最後に従来並みの使用料とすべきとのご指摘についてですが、使用料の改定から６カ月が過



 ９８ 

ぎるところでありますが、利用者の皆さんからも少しずつご理解をいただき、申請手続きにつ

きましてもスムーズに進むようになってまいりました。今後も利用者のご意見を伺いながら適

正に運営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） 

 ここで申し上げます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 再質問を行います。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 まず再質問、財政問題についてであります。 

 新しい長期財政試算では、たしかに普通交付税確定額や前年度実質収支繰越金などが反映さ

れ一歩前進と思います。しかし今年も１５億円からの余剰金が２７年度生まれたということで、

毎年、この間も１０億円以上だということが続いているわけですが、そして標準財政規模の３％

から５％、金額にすれば６億円から１０億円が適切とされている実質収支、余剰金が２８年度

以降、まったく反映されていないと思いますけども、これは一体なぜか説明願います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今回の推計も予算イコール決算の原則によって推計を行っております。あらかじめ余剰金が

出るのであれば、あらかじめ歳入を削るということが原則でございますので、この方式によっ

て推計をし、今後もこの方式で変更する予定はございません。 

 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） 

 だから現実から離れていく。毎年、標準財政規模の３％から５％が適切だとされてて、６億

から１０億という金額が打ち出されてくるわけです。これを全然反映しなかったら大変だ大変

だという結果が出るのは当たり前じゃないですか。どう思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今、申し上げたとおりでございまして、あくまで余剰金は結果による余剰金でございます。

標財の３から５％というのはこれぐらい出てもいいという数字でございまして、本来であれば

先ほど申し上げたとおり予算イコール決算、それが一番ベストでございますので、その原則で

推計はさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 まったく現実からかけ離れたものをやり続けようと。それで大変だ大変だって職員も脅かす、

市民も脅かす結果になると思います。 

 次に孫子にツケを残さないということで将来負担比率、将来負担額というのは大変重要です。

一般会計の地方債残高、特別会計、企業会計、退職手当等の負担見込み額の合計は６８０億円

にも及びます。市民１人当たり９７万円と言われております。 

 しかし一方、充当可能財源がございます。充当可能財源の種類と金額を示してください。そ

して将来負担額から充当可能財源を差し引いた正味の将来負担額および市民１人当たりに換算

した正味の将来負担額をお示しください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 充当可能財源につきましては１つ目に基金、２つ目に公債費にかかる基準財政需要額相当分。

３つ目に市町村振興資金の元利補給金などでございまして約５６２億円と算出しております。

将来負担額から充当可能財源を差し引いた額は約１２６億円と算出しまして、市民１人当たり

の将来負担額は約１７万５千円と算出をしております。 

 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） 

 正味の将来負担額９７万円ではなくて１７．５万円ということであります。この数字という

のはたぶんここでも初めて出てくる数字ですけども、やはり大事な数字で正味の将来負担額、

１人当たりの金額ですから、このことはちゃんと周知していただきたいと思います。いかがで

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） 

 また決算特集号が発行されますので、その時点でお知らせできるように考えていきたいと思

います。 

 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） 

 今のことも含め、ただ財政は大変だ大変だというのでなく適切な判断材料を示すことが必要

だと思います。正しい財政見通しを示してこそ市民が何を節減し、何を充実するか意見を述べ

ることが可能になり財政民主主義の土台になります。市長、あなたはやはり富めるときも財政

が厳しい、貧しいときもそうした情報をしっかり流し市民とともに道を切り開いていくこと、

これをぜひお誓いいただきたいと思います。ちょっと結婚式のあれみたいになりましたが。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 



 １００ 

〇市長（倉嶋清次君） 

 何度か申し上げてきましたが、財政の問題につきまして、私は決して楽観視はできないとい

うふうに思っております。そのためにも財政の状況について正確に市民の皆さまにお知らせを

していく。このことは一番大切なこと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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私も楽観視しておりません。笛吹市の財政構造はたしかに一般会計の借金、上下水道の借金

が多すぎます。類似団体比較で異常です。一方、長期財政見通しは裕福とは言えないが、堅実

な財政運営を行えば財政危機は免れる見込みだと私、受け止めております。 

 一方、福祉の切り下げ等による市民の困難、これを軽減する市の対策は財政難を理由に十分

取り組まれておりませんでした。異常を正し市民の願いに応える財政健全化の考えを市長に伺

いたいと思います。 

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） 

 お答えいたします。 

 一般会計の関係で起債の残高でございますけれども、当然のとおり、議員ご承知のとおり大

型事業というふうなものを行ってまいりましたので、これによりまして増えているということ

でございます。 

 また会計の、会計でございますけども、当然、事業を行っているということでインフラが整

備されていると。しかしながら監査委員のほうのご指摘もありましたとおり、会計企業につき

ましては、これにつきましては独立採算という原則もございますので将来的にしっかり努力を

しながら一般財源からの繰り入れというふうなものがなくなるような、そんな行いを行ってま

いりたいと思っております。 

 また福祉の関係でございますけれども、これにつきましては笛吹市のこの福祉政策に対する

適正化のこの福祉政策に対するほかの市町村と比較いたしますと、引けをともなすものではな

く、むしろ高水準にあるとそのように認識をしております。決して財源不足でそこを切るとか、

そういうふうなことは毛頭行っておりません。いろいろスクラップ・アンド・ビルドの原則に

立ちまして、今後も必要なものについては的確な財源を付け、またよく見直し、行財政改革を

徹底しながら健全な財政の運営を努めてまいりたいと、このよ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） 

 私、先ほどからもやっぱり都市計画税が絡んで教育や福祉にまわせる金を結局、そっちへ取

られているという趣旨のことを言いましたんでね、こういう質問をしたわけです。 

 私は行財政改革路線に基づいて、選択と集中など言いますけども、集中したものに金出すけ

ども、その選択から外れたところについて一律にどんどん切っとけと。例えば支所とかそうい

う問題も含めてですね。そういうことでなんでも削減、なんでも市民負担増には反対します。
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財政の効果的運用は無駄な排除や個別具体的でございます。その考えに基づいて私、さまざま

な提案をしてまいりました。例えば下水道建設は密集地に限り、他の地域には市町村設置型合

併処理浄化槽事業を行えという提案。合併以降、これをやっていれば、私、少なくとも数十億

円、事業費減らすことができたと思います。多機能アリーナに関してはもちろんです。それか

ら御坂浄水場建設を見直し、リニア湧水を活用すれば建設費で２０数億円節減でき年間経費を

約１億円節減できると提案しました。小さいこと、大きいこと、さまざまな提案をしてきまし

た。財政健全化は個別、具体的な検討が必要かつ決断が必要だと思いますが、市長いかがでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 議員ご指摘のとおり財政というものは具体的な中身があるものでありますので、財政の健全

化は当然のことながら個別、具体的な中身が伴わなければいけないというふうに考えておりま

す。しかし、なかなか議員もいろいろご提案をいただきましたけれども、じゃあリニアの水を

すぐに笛吹市の水道の水の転換できるかというふうに言われましても、これはなかなか難しい

問題があります。ことほど左様に一つひとつの課題については相当に重いものがございますの

で、右から左へと簡単に、なんと言うかですね、切り捨てていく、切っていく、整備をしてい

く、そういうことはなかなか難しいものだということは、当然ご理解いただければならないと

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） 

 都市計画税条例について、私が今の条例はこういう条例だといった中身について、一つひと

つ見解をお聞きしたいと思います。 

 課長でも市長でも。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 いかがでしょう。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 

 最初の質問の中での問いに対して一つひとつお答えを願いたいということでございますけど

も、答弁の中でもありましたように、まず最初の都市計画条例の制定の部分でございますけど

も、これについては合併協定で協議され、合併時に議会の議決をいただいて議決をされたもの

でございます。その間、５年間、石和町時代からの都市計画条例がありましたので、５年間は

不均一課税を行ってきたという経過でございました。 

 それから２２年度以降、不均一課税が終了したということで、都市計画区域の全域に課税を

することとなりますわけでございますけども・・・いいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 最初に言ったのは、この１項目１項目に答弁してくださいと言ったのは乱開発防止のためで

都市計画区域に組み込まれた地域まで課税するということは道理があるか。それから２つ目に

都市計画、こういう合併協定に対してそのとおりにやってきたか。そして暮らし担税能力につ

いてどう考えるかという質問でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょう。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 乱開発を防止するための都市計画区域ということで、いわゆる山林や原野というところまで

都市計画区域に組み込まれたということについてだと思いますけども、都市計画区域について

はその区域全体を一体的に総合的に都市計画整備をするということで、現在、山林になってい

るところ、あるいは原野に近いようなところでございましても市として将来的に総合的にやっ

ていくと。都市計画そのものは５年や１０年でできるものではない。長い年月も経費もかかる

ということですから、そういった意味で県で定められた都市計画区域の中でこういったものの

中で都市計画税条例を規定をいたしまして課税をしていくということでございます。そのへん

はご理解をいただきたいと思います。 

 また土地利用計画に基づき検討するといった合併協定を無視しているのではないかというこ

とでございますけども、これにつきましては石和町の条例がございましたので、それに基づき

合併時に条例を可決していただいたということでございます。 

 ただ、言われたように、合併協定を無視したということでございますけども、５年間の間に

土地利用計画マスタープランが策定された、これに基づいて都市計画条例の方針を検討して決

めてきたということでございますので、まったく無視をしているわけではないというふうに考

えております。 

 それから市民の暮らし担税能力を無視した都市計画税条例ということでございます。これに

ついてもそれぞれの方針を検討していく中で、過去何回か、４回ですか、市民の暮らし等を考

慮する中で猶予をしてきた、延長をしてきたということでございますので、このへんもご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 だいぶ無理な答弁で、私からはもう一度、勉強し直せと。何を検討してきたんだということ

を言って、次の質問に移ります。 

 社会教育施設の利用料について、利用状況、減っているということであります。そしてあと

有料化、値上げの弊害、影響について一例だけ述べます。八代町老人クラブは毎年、高齢者作

品展を開催してきました。その作品の中から選んで市の健康まつりに出品してきました。この

方式は幅広い高齢者が作品を制作し、文化活動のすそ野を広げてきました。この取り組みは社

会福祉協議会など多くの方々から高く評価されてきました。すなわち他の地域では市の健康ま

つりへの出品は特定の方にお願いして出していただく。そのために出品者が特定の方に限定さ
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れがちである。一方、八代町はすそ野を広げ模範であるという評価であります。若彦路ふれあ

いセンターの展示ホールを３日間使えば３万円以上かかる。とても出せない。無料の北公民館

を使えば、ついたてや机、いすを運び込まなくてはならない。年寄りには重労働だ。長い間やっ

てきた高齢者の作品展も今年でおしまいか、こんな話が出ております。なんとかせにゃいかん

でしょう。答弁を求めます。 

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） 

 お答えいたします。 

 ご指摘の点、課題の１つとして次の見直しに向けて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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次では、来年の２月には間に合いませんよ。やめちゃうかもしれないということなんです。 

 受益者負担の原則、近年で流行ですが、これは小泉改革以来、自己責任論とともに強調され

るようになったものです。もともと受益者負担の法的意味は公共事業により特別な利益を受け

るものに対して、特別な利益を限度としてその事業費の全部か一部を負担させることでありま

す。例えば特定の方しか使わない農道建設について負担金を求めることなどでございます。営

業用の施設で営業用の利用なら受益者負担も当然でありますが、市の公共施設は本来、市民の

ニーズに応え市民の福祉向上のために税金によって造られたものであり、市民活動に受益者負

担を原則的に主張することは間違っております。 

 ところで、市は施設を使う人は限られた人で受益者負担を取らなければ使わない人にとって

は不公平だと繰り返してきました。あえて使う人と使わない人を分断し、殺伐とした対立を煽

ることはやめてほしいと思います。老人クラブがわずか１週間ほどで２，６２７筆の署名を集

めました。もう公共施設に行くこともないお年寄りが、年寄りのちっとばかしの楽しみに使用

料をかけるなんて言って署名をしてくれたそうです。自分が参加できなくても他の人たちが楽

しく活動できることを喜んでくれる、こうした社会こそ社会教育は目指すところだと思います

がいかがでしょうか。受益者負担が原則で料金を取るのが当たり前、この考えは捨てていただ

きたいのですがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 

 先ほども市長が答弁の中で申しましたように人々が集まり活動するということは喜び、活力

の源であるということは十分理解しております。ただ、施設の運営に関する経費は使用料とそ

れ以外はすべて税で賄われておるわけでございます。施設を使用しない市民も間接的に税とい

う形で負担しているところでございます。サービスの利用を受けるものと、それから使用しな

い人の公平性の確保という意味から受益者負担の原則は、考慮されるべきものだというふうに

考えております。決して対立を煽っているわけではございません。むしろ双方の理解が得られ
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ることが大切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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 納得できる答弁でありませんけども、私はなんでもタダにしろと言っているわけではありま

せん。受益者負担が当たり前という考えはやめてくださいと言っているんです。提案がありま

す。まず公共的利用については、経済原則に沿って近傍同種の施設を参考に利用料金を設定す

ること。公共的施設を除く一般施設の市民の日常的利用については原則無料。ただし特別に水

光熱費を使う場合や機材の消耗を伴う場合は、一定の負担をいただくこと。こうした考えを基

本にしていただきたいのですがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 次回の見直しに向けて検討したいと思います。 

 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） 

 補足的にですが市外利用者に対する市場価格無視、政策的減免抜きの料金設定では市外の方

はこの笛吹市の、あんまり良いと思えない施設、誰も使いませんよ、来ませんよ。文化の空白

地になってしまいます。市外者利用も、それから利用者も減って値上げでいくら収入が増え財

政が助かるんでしょうか。私はわずかな収入増で市民の活力を削ぐことには危機を感じます。

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） 

 お答えいたします。 

 そのへんも含めて次回の検討、見直しに向けて検討したいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 しっかり見直してください。市民の声を聞いて。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で日本共産党の代表質問を終了いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は明日９月２日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時１４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ご報告いたします。 

 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については個人の判断に委ねます。 

 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６名から１１問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問時間については、１人１５分以内といたします。 

 なお、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

べて終わったあととなりますので、ご承知願います。 

 関連質問につきましては、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、くれぐれもご承知ください。 

 なお、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。 

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

 それでは順次、質問を許可いたします。 

 まずはじめに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。２点、質問させていただきます。 

 はじめに災害廃棄物処理計画策定の推進について、お伺いいたします。 

 近年、膨大な廃棄物をもたらす大規模な自然災害が頻繁に発生しております。しかし、全国

的にも予期せぬ災害に対する対策は十分とは言えない状況です。これまでも被災地では路上へ

の不法投棄や、また不衛生で悪臭を放つ大量のごみに対応することに追われてしまい復旧作業

に支障をきたしてきました。国は自治体に対して大規模災害に備えて、事前に仮置き場や処理

方法を定めた災害廃棄物処理規定の策定を求めております。 

 市区町村に計画、作成の義務はないものの災害の際に混乱が生じるため、平成２７年５月か

ら環境省では大規模災害発生時における災害対策検討会を設置し定期的に会合をもち、そして



 １１０ 

連絡協議会などを通じて各自治体に災害廃棄物に対する処理策定の推進を促しております。 

 また平成２７年８月６日には、東日本大震災の教訓を踏まえて切れ目なく災害対策を実施、

強化するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律および災害対策基本法の一部を改正するた

めの法律を作成し、翌月には国、自治体、事業者の連携により災害対応力向上につながる災害

対策支援ネットワークが発足されました。今後は自治体の災害対策の、この処理計画への支援

をする役割が求められております。そこで本市の今後の取り組みについて、お伺いいたします。 

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。 

 災害廃棄物処理計画の策定についてでありますが、改正廃棄物処理法では都道府県計画に災

害廃棄物の仮置き場の設置や処理方法等について規定することとしております。 

 本市においては平成２７年度改訂、笛吹市地域防災計画の中に廃棄物処理計画を策定をして

おりますが、災害廃棄物の仮置き場の確保や処理方法等についての具体的な定めがありません

ので、県と連携しながら見直しを進めてまいりたいと考えております。 

 近年の災害では廃棄物の処理について大きな課題となっていることから、災害時の廃棄物処

理について関係団体との連携・協力関係を構築し、県や災害廃棄物処理支援ネットワークなど

の助言・協力をいただく中で、より実効的な行動計画・処理計画の作成に努めてまいります。 

 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。 

 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。この前の大雪のときなども捨てる場所がなくて、指定していただ

いたからいろいろというか、川とかいろんな場所に雪を置くことができましたけれども、その

ようにやはり前もって、何の災害が起きるか分かりませんので、その対応をよろしくお願いし

たいと思います。また、廃棄物といってもいろんなごみが出てきます。そういった分別は本当

に自治体だけでは大変なものとなると思いますけれども、こういった分類分けなどについての

何かお考えなどはあるでしょうか。 

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） 

 廃棄物の種類によってのそういった処理方法についてでございますけども、廃棄物の適正な

処理、再生利用、円滑かつ迅速な処理のために災害時のがれきですとか粗大ごみ、生活ごみ、

処理困難物、し尿等に分別して収集方法、また仮置き場や処理方法の決定をしなければならな

いというふうになっております。 

 災害時については、一般家庭などから一般廃棄物や家庭の解体による産業廃棄物ですか、そ

ういったものが多くて、いずれもごっちゃになって災害廃棄物というような形になって処理さ

れるような場合が多いと思います。これらについてもできるだけ、できるものは分別をしてい
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くという必要もあろうかと思いますので、集積場所とかそういったものも含めて今後、検討を

してまいりたいというふうに思っております。 

 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） 

 やはりいろんなものでごちゃごちゃに混ざってしまいますので、自分の家でいろいろ被害を

受けて、気が本当に落ち込んでいる状況でも片づけなければ次の生活ができないということで

自分たちも一生懸命やらなければならない、市民の人たちもそういう場所によって多いと思い

ますけれども、やはり最初から市役所のほうで、自治体のほうで木のごみはこちらで、ここの

場所とか、電気製品はここの場所とか、そういった分別が分からないものはこことか決めてい

ただければ、そういうことを徹底して日ごろからやっていただければ、二重の手間というか労

力が削減されると思います。ぜひその点についての前向きな考え等をお聞きしたいです。 

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。 

 先ほど答弁の中でもお話をしましたけども、市のほうでこういった過分の中に廃棄物の処理

計画を定めてはございますけども、具体的な方法等については現在では定めがございません。

実際に起きたときにどうやって職員、あるいは地域の人たちが動いていくのかといったことに

ついて、これから具体的な定めをしていく必要があろうかと思います。これらについて廃棄物

処理法の中で、県でそういった具体的な収集場所ですとか、そういったものを規定をするとい

うようなことになっておりますが、市町村においても県内でもいくつかの市町村はそういった

具体的な廃棄物の処理計画について策定をしているところもございます。それらを参考にしな

がら笛吹市においても実際に災害が起きたときのことを想定しながら、より実効的なそういっ

た廃棄物の処理計画を策定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） 

 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。処理場所といっても、捨て場といってもなかなか見つからなくて県

と検討していくって、県でどこか持ってくだされば一番いいんですけども、川の草なんかが繁

茂しまして、刈ってくれって県のほうに言っても捨てる場所が見つかったら１級河川でも刈っ

てやるけど捨て場がないから駄目だといって、たくさんの川で、もう困っている住民の方たち

が今現在もいっぱいいますけれども、県のほうでどうとかじゃなくて、市としてどこかの場所

を、またどのくらいの面積をとか具体的なことを考えていかなければならないと思いますけど、

おおよそ今までいろんな災害が起きてきて、一つの、この笛吹市の大きさの中でどのくらいの

面積、おおよそ必要なのか。幾箇所ぐらい必要なのか。そういうことはご検討なされているか

お伺いいたします。 
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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） 

 お答えいたします。 

 具体的にどのくらいの量の廃棄物が発生をするかという部分については、想定としてちょっ

と計画の中に謳ってはございませんけども、一応、廃棄物処理の算出基準については定めてご

ざいます。粗大ごみについては被害棟数掛ける何トンですとか、あるいはし尿処理については

避難住民数とか断水世帯掛ける発生源単位といって１人１．２リットル、そういった基準は定

めてありますので、その災害の被害に応じて、その場ですぐに弾き出せるような基準は一応、

定めてございます。 

 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） 

 そうするとかなり大きな面積が必要となってくると思いますけど、今、笛吹市の中ではそん

なようなところを探すのは、なかなか市民の皆さま、近くにそういった場所ができるのもね、

ちょっと拒否したいようなこともあると思いますけど、何かの関係でそういった場所をつくり、

そして日ごろは違うことに使うという、うまく対応していくようなことを考えなければならな

いと思いますけど、どのくらいのおよそ、広さというか、これは全然、分かりませんか。 

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） 

 災害廃棄物の収集場所等につきましては、基本的には通常の処理、各行政区にある処理場で

すか、ごみ処理、搬出をしていく場所が一応、基本的には当てられるわけですけども、それで

は足りないということですので、一時集積場については基本的には市の公共施設、それも一応、

避難が必要な地区の、住民が避難がし終えたところの公共施設を使っていこうということになっ

ております。ですからその災害の状況に応じて、その場その場で随時判断をしていくというよ

うな形になろうかと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 公共施設だとなかなか次のいろいろな事業をしていかなければなりませんので、早いところ

片づけてもらえばいいんですけども、なかなか量が多すぎてえらいと思うんですよね。ですか

ら前もってやっぱり、どこかそういったところをいくつかやっていかないと大変なことになる

と思います。雪でさえ大変でしたから、自然に溶けるものですけども、みんなどこへ持っていっ

ていいか分からなかったから、事前にある程度、はっきりと決めておかなければならないと思

いますけども、そのへんをお願いいたします。 

 それとあと職員の方の、このことについて全国的にもうアンケートはすでに平成２６年から

取っておりますけれども、全国集計の中でやはりその部署の職員数が足りないというのが多く
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の自治体から出ておりますけど、本市では実際、ことが起きた場合、どのような、何人ぐらい

の体制でできるでしょうか。 

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） 

 お答えをいたします。 

 本市の災害の起きた場合の、いわゆる非常時の対応ということで、どのくらいの職員がそう

いう災害廃棄物の処理に関わるかというようなことですけども、基本的にはそれぞれの現状の

業務を行っている部署が中心になるということで、本市の場合には環境推進課をはじめとする

市民環境部、それから学校関係等においては教育総務課が中心になって行うということになっ

ております。人数的には両方合わせて１７名くらいです。それに応急的に他の部署の職員が必

要なだけそこに当たるということになっておりますけども、先ほど言ったように特にあらかじ

め収集場所等が定めてございませんので、全体で幾人が最初からそこに当てるという計画には

なっておりません。議員の提案も含めまして、今後またその点についても考えてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 幾度も出しますけど、この前の雪の被害のときも市営住宅とかいろんなとこでもって見に来

てくれって、ここがこんなだから見に来てくれということでもって職員の方が、そういった担

当の部署の方が何人か行っていると思うんですよね。歩けない中を歩いて行かれましたけども、

やはりすごい災害だと、もう見に来てくださいということが結構多くて、処理置き場のどうだ

こうだなんていうことまではとてもいかないと思いますから、そういうことが起きた場合はこ

ういった部署も協力してとか、いろいろそういうことも規定しながらやっ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。 

 あとこれは環境省が事務局となって、そして技術面の、民間の技術者、技術を持った方とか、

またいろいろ知識を持った方たちが集まって、このネットワークを築いておきますけれども、

やはりそういった方々の養成というか、勉強会というかそういったことは考えておられるのか。 

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。 

 答弁でも若干触れましたけども、災害廃棄物の処理計画の策定の際にそういった支援ネット

ワークのほうを活用していくというようなことでございます。具体的には、県を通じてそういっ

たお願いをしていくような形になろうかと思いますけども、今後、計画策定の際にはできるだ

け、そういった人たちのネットワークの意見等もいただきながらやっていきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 県にいち早く声をかけながら、県のほうでも策定したようですから、いち早くかけながら笛

吹市としては盤石なる体制をどこの市よりも早く行って、そういった研修とかそういうことが

あるのだったら、そういったことも職員の方々に勉強していただいて、そしていつあるか分か

りませんので、早急にその点についてもお願いしたいと思います。 

 そして処理計画、さまざまなことがあると思いますけども、ネットワークのほうの力を借り

るといっても、実は皆さん方が書いたかどうか分かりませんけど、アンケートの中ではどの災

害に対してどのように計画を立てていいか分からないという、そういった自治体の割合がかな

り多かったですけども、やはりそのようなことが本市でも迷われているのか、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） 

 お答えをいたします。 

 廃棄物処理については、基本的には地震等についての被害を想定してつくっているわけでご

ざいますけども、本市の場合には震災、あるいは水害におけるそういった廃棄物の処理という

ことも考えていかなければならないというふうに考えております。 

 水害の場合には分別なんかが非常に困難になる場合も多くなろうかと思いますし、一時的に

大量に排出されるという傾向がございますので、それぞれの災害に応じてそういったものは造っ

ていく必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 実際、その部署に当たる方たちはどの災害にどのように対応していいか、計画立てていいか

分からない。どの推計を頼りにしていいか分からないというのが全国的に多く出ておりますの

で、どうかその点に考慮しながら専門家のほうの知識をいただきながら盤石なる笛吹市の体制

をよろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁、求めますか。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 はい。 

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） 

 お答えをいたします。 

 災害廃棄物処理支援ネットワーク等ができましたことから、県等を通じて、県と連携を図り

ながら、そういった災害時の技術的な部分の支援等をお願いしてまいりたいというふうに考え

ております。 
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 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 それでは２問目に入ります。学校の耐震化についてお伺いいたします。 

 学校耐震化は、これまで耐震診断を行い取り組んできておりますが、被害を最小限に抑える

ためには耐震化のレベルを上げたり、また前もって代替拠点を計画していくことが必要である

と思います。 

 これまで学校の耐震化は建物自体の診断をした結果、対応してきましたが学校の地盤に対し

ても一校一校、丁寧に調べてほしいと思います。そこでお伺いいたします。 

 断層帯に沿って地震が起きますけれども、その断層帯と学校の位置関係の安全性については

どうか。 

 また、地盤沈下などが起こる液状化の被害などはどうか。 

 最後に今後の学校の地盤および、また建物自体のさらなる耐震化についての取り組みを併せ

てお伺いいたします。 

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） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに断層帯と現在の学校の位置関係の安全性についてですが、山梨県の主要な２つの活

断層のうち、本市に関係するものは甲府盆地の南縁に位置し、曽根丘陵に沿って本市のほかに

甲州市、甲府市、中央市、市川三郷町に分布する約３２キロの曽根丘陵活断層帯です。市内の

学校では八代小学校、浅川中学校、境川小学校がこの断層帯に最も近い位置にあります。 

 地震災害の大きさは、さまざまな要因が影響します。原因の１つとなる活断層が近くにある

からといって危険性が高い、逆に活断層から離れているから安全と断言することもできないた

め、常日ごろから防災に対する意識を高め、耐震化された学校の建物を適正に維持管理してい

くことが重要だと考えております。 

 次に地盤沈下となる液状化被害についてですが、液状化現象は砂が緩く堆積し地下水が高い

場所で発生する可能性が高く、地盤沈下や構造物の浮き上がり、地盤の側方流動などの被害が

想定されます。 

 平成２５年３月に、山梨県が公表した東海地震による液状化危険度マップの予測結果により

ますと市内の学校では富士見小学校、石和西小学校が液状化発生の可能性が高い地域に、石和

中学校が液状化発生の可能性がある地域に属しています。学校の校舎や屋内運動場を建築する

際には地質調査を行い、建築物を支持する安定地盤を確定し基礎工事を行うため、液状化現象

による建物への影響は少ないものと考えております。 

 次に今後の学校の地盤および建物の耐震化についての取り組みや長期計画についてですが、

学校校舎および屋内運動場の構造体の耐震化は済んでいるため、現在は避難所となる屋内運動

場の非構造物の耐震化を進めております。 

 また将来の人口規模や地域環境を考慮し、学校施設に対する短・長期的な将来のあり方を踏
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まえ、学校の再配置や校舎等の長寿命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。 

 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。液状化に対することに対してもそれなりの建築的なことをやって

おられるということでお話がありましたけれども、かなり前の建築したものですから、私も耐

震の家に住んでいませんでしたので、なんとか災害が起きては困るということで、一流の災害

のそういうことのところにお願いしまして、かなり深く掘って住んだものの、私、液状化する

場所かどうかをよく見てませんで、お年寄りに聞けばあんなところへって。昔なんかあそこへ

シカを追いやって泥沼にシカが沈んでいくから、そこを捕まえたたぞって、そういうことを聞

きまして、ああ、道理でかなり４メートルも深く掘っていたんですけども、今の建築技術の最

たるものを使ったんですけども、隣の、高速道路がすぐそばへ建ったんですけども、その高速

道路に車が通ればそのたびに揺れているという。心配で私もかなわくって、やっぱし、先ほど

富士見小とか石和中学の話が出ましたけど、そっちからくると、近いような区域なんですよね。

そのへんが沼地だった。昔。それでうちのほうもかなり、八代ですけどもあって、ここでさえ

そうですから、今、名前を挙げられた学校なんかではかなり揺れもきているかもしれません。

もう一度、その点についていろんな費用もかかると思いますけど、子どもさんたち、将来を担

う子どもさんたちの生命がかかっておりますので、そういった点にもう一度予算を取っていた

だいて、そしてそれなりの対応を心がけ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） 

 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、液状化に対する対策ということだと思いますけれども、先ほども答弁

の中で申し上げましたように学校、それから屋内運動場等の大きい建物につきましては、安定

地盤まで基礎をもってきております。これは古い建物もそういうふうになっておりまして、現

に石和中学校の普通校舎は改築したわけですけれども、相当数の杭が打ち込まれておりました。

かなり前の建物でもそういうふうな対策を取っておりますので、液状化に対しても対応できる

というふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 耐震化について、建物については技術者の人たちがやってくださったと思うんですけども、

この地盤のことについてのプロというか、そういった方々にはこの耐震化について、これまで

見ていただいて、建てるときに見ていただいたと思いますけど、耐震化ということで、もう一

度見ていただけるということは地盤まではしていなかったと思うんですけども。しつこいよう

ですけれども、いかがでしょうか。 
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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、地盤調査までする予定はございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 あと富士見のほうの関係も本当に今、災害が騒がれているときですので、どうか建物のほう

は早急にいろいろしていただいて、窓ガラスのフィルムも貼っていただいて、徐々にそれもやっ

ていただいて本当に感謝しております。どうか専門家の、いろんな知識を持っている方々にど

うか地盤のほうをもう一度調べていただいて、さらなる対策をお願いしたいと思いますがよろ

しくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 お答えいたします。 

 必要性を含めて検討したいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 また今後、いろんな子どもさんたちの人数が少なくなったり、いろんなことでもって違うと

ころに建て替えなければならないというときは、ぜひその地盤のことも考えていただいて、こ

この地域は、今のときはいろんな人たちがこの地域はこうで、沼地でもってどうだこうだとい

うことが分かっていますけど、これが年数を重ねるたびにそういったことを知っている人たち

もいなくなってしまって分からなくって、町外の人たちがその場所に建てたこともあってもい

けませんので、どうかそういった老人の知識、いろんなものをその地域地域、富士見の方々の

地域やいろんなことを今からお知恵をいただきながら、このことはということでもって、気を

付けるようにということもまた書き加えてしていただきたいと思います。よろしくしていただ

いていいでしょうか。 

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。 

 今後、人口減少等で学校の統廃合等も検討していかなければならないですけども、そういう

際には断層帯ですとか、安定地盤というようなことを考慮しながら検討を進めていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 先ほど答弁にもございましたように断層帯が近いからといって、また遠いからといってどう

こうじゃない、うんぬんではないとおっしゃいましたけども、たしかにそのようなこともある

ようです。遠いからといって安心もしてられませんから、どうかいろんな面でしっかりと将来

の子どもさんたちの命が関わっていますし、またその地域の方々もいろんな不安になると思い

ますから、どうかその点について前向きに検討をまたお願いいたしたいと思います。 

 以上で私の質問は終わらせていただきます。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） 

 ありがとうございます。渡辺清美議員の１番目、災害廃棄物処理計画策定の推進について関

連質問させていただきます。 

 先ほどご答弁の中で地域防災計画、笛吹市のほうで建てられた中にはまだ具体的な計画はな

いというようなお話でございました。やはり情報ネットワークを含めて地域の民間の企業さん

との防災協定等々が急がれるんではないかなと。先の雪害におきましても、質問の中にもあっ

たかと思いますけども、いざというときに重機がなく対応に遅れたという部分もあったという

こともありました。そういった意味でですね、今現在、防災協定、結ばれているグループ、団

体等々がどのくらいあるのか。また昨年、またこれからの計画でも結構でございますが、そう

いった防災訓練への計画、参画があるのかどうかを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） 

 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。 

 災害廃棄物処理に関する災害協定でございますけども、現在、本市においては市内の３事業

者と災害協定を結んでいるところでございます。防災訓練との関わりについては、現状では計

画にはございませんけども、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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、いざというときのですね、仮置き場等々の検討ということも

含めると県へ、また国等のですね、ご了解もいただく中での進め、検討課題だと思われますが、

今、市内におけます公有財産、公有土地ですね、の中で可能性のあるものがどのくらいあるか

というところを確認させ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。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 お答えをいたします。 

 集積所の現在、どういったところが予定をされているかと。どのくらい可能性としてあるか

ということでございますけども、先ほどの渡辺さんの質問の中でも答弁をさせていただきまし

たけども、収集場所につきましては現在ごみステーション、各行政区で使っているものを基本

的には使うということでございますけども、災害廃棄物の発生量がそれだけだととても処理で

きないということは明らかでございますので、そういった場合には市内の公共施設を使ってい

くということで一応、計画のほうには定めてあるというところでございます。公共施設につい

ては、社会教育施設等を中心に検討をしていくことになろうかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにそういった部分でですね、どういう自然災害が起こるかとい

うのは本当に想定外ということが今言えない時代になってまいりました。特に孤立をしてしま

う可能性があるという部分におきましては、独自でできることはやっぱり独自でやっていくと

いうことが急がれるかと思います。今後の公有財産の中で、もし仮置き場にできる可能性があ

る場所が、選定ができない場合でもですね、いざというときにせざるを得ないということを想

定していただく中で、その処理に関わるいわゆる植花とか防毒ですね、毒が出ないような体制

とかそういった部分も事前に備えていただきたいと思いますけども、そういった部分について

一度回答をいただけますか。 

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） 

 お答えをいたします。 

 具体的な計画については、現在、細かい部分での策定はしてございません。そういった部分

についても一つひとつ、これから検討しながら、作業を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

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。 

 （ な し ） 

 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。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告どおり質問をいたします。 

 まずはじめにですね、先般の台風１０号に、豪雨のために東北、北海道と１１名の犠牲者を
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出して、それから６名の行方不明者が出ておりますが、犠牲者には心から哀悼の意を表し、行

方不明者の一日も早い安否が確認されることをお祈りするとともにですね、明日はわが町に何

もないようなことをお祈りしながら質問に入ります。 

 １点目といたしまして、石和温泉駅記念日の制定について伺います。 

 本年２月１２日に石和温泉駅舎完成の竣工式が開催されました。駅南口にエスカレーターや

エレベーターの設置、南北自由通路の整備と笛吹市の顔である観光の拠点となるべき駅が完成

し新たなスタートを切ることができました。これから観光客はもとより通勤、通学者や市内外

から訪れる方たちを含め、地域の方たちの財産として祝える記念日の制定を考えるべきかと思

いますが、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、小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 石和温泉駅は笛吹市、石和温泉郷の玄関口として本年２月１２日に新石和温泉駅舎がリニュー

アルされ、日々５千人を超える乗降客がご利用をされております。 

 議員ご提案の記念日の制定についてでありますけれども、長い歴史を持つこの石和温泉駅で

ありますけれども、中央線での開業日や石和駅から石和温泉駅に改名された日などを考慮しな

ければならないと考えておりますので、今後記念日の制定の機運が増すような場合には、貴重

なご意見として参考にさせていただきます。 

 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。再質問をいたします。 

 明治３６年６月１日が中央本線の開業、それから平成５年４月１日が石和温泉駅、改名となっ

たことは承知しておりますが、明治、大正、昭和、平成と世代を超え、石和温泉駅の歴史を知

る人はどれくらい今、存在しているでしょうか。現在の車社会、以前はこの石和温泉駅が核と

なって、各地域の繁栄を育んだことは歴史が物語っております。観光的石和温泉駅にちなみ、

この地域の方たちが伝統的文化として、後世に伝えられる記念日の制定も考えられますが、い

かがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 議員がおっしゃるとおりですね、地域の歴史を若い年代に語り継いでいく、また継承してい

くということは大変重要なことだと考えております。また温泉の湧出後の石和温泉の温泉街の

繁栄について、石和駅、あるいは石和温泉駅が果たした役割などを伝えるということは、伝え

るためにですね、そういった記念日を制定するということも一つの方法ではないかとは考えま
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すが、今後、関係者の中でそういった記念日制定の機運が増す場合にはですね、そういった議

論をですね、深めてまいりたいというふうなことを考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 地域の方たちがですね、祝うことによって未来永劫に歴史文化となり得るかと思います。考

慮していただくことをお願いして、２点目の質問に入ります。 

 笛吹川鵜飼橋上流河川の雑木、雑草の撤去計画についてお伺いいたします。 

 国内では、予測できない大規模地震や自然災害が各地で発生しております。このような災害

が市民生活や産業、経済に及ぼす影響は計り知れないものがあります。先般、６月の定例会に

おいて笛新会 保坂議員の地域防災力の充実強化の一般質問におき、災害時の軽減を基本理念

として防災組織の充実、避難対策計画、救援関係、情報収集の方法、応急医療対策計画ときめ

細かに５本の柱からなる質問に対して、積極的に対応するとの答弁がありました。大いに評価

をするところでございます。 

 災害における減災の考えは非常に重要であります。集中豪雨や長雨による河川の氾濫を考え

るとき、非常に危惧されるのが笛吹川鵜飼橋上流の河川に生い茂る雑木と雑草でございます。

峡東山間部を中心に未曽有の豪雨が起きたときは、数多くある支流から考えもつかないくらい

の早さで笛吹川本流に流れ込み増水し、笛吹川決壊の恐れがあります。 

 新大野橋から上流の桑戸橋までは、桑戸区長のご尽力により本年度中に国が伐採し対応する

ということになりましたが、下流においては取り組み計画が立てられていない状況とのことで

ございます。行政が積極的に取り組み住民に計画を示すべきと考えますが、以下２点について

お伺いします。 

 １点目、笛吹川鵜飼橋上流の河川の雑木、雑草撤去の計画等。 

 ２点目、笛吹川上流、甲州市、山梨市との密度の高い連携が不可欠と思いますがいかがでご

ざいますか。 

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。 

 富士川水系笛吹川は国直轄管理の河川であり、管理を行っているのは国土交通省甲府河川国

道事務所笛吹川出張所になります。 

 河川管理者である国は、河川内に繁茂している樹木が洪水時に水の流れを阻害する恐れがあ

る場合や流出した流木が下流の堤防や橋梁等の施設への悪影響を及ぼすことを防止するためな

どの目的で、河川内に繁茂している樹木の伐採を行っているところであります。 

 平成２７年度は河川内５カ所、約３，１００平方メートルを実施してきたところであります。 

 市内を流れる笛吹川が氾濫することは、本市にとって非常に甚大な被害が発生することにな

ります。当然、国が適切な管理をしていただいているとの認識ではありますが、市では市民の
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皆さんが不安を抱いていることは、その都度国へ要望していきたいと考えております。 

 まず笛吹川鵜飼橋上流の河川の雑木、雑草撤去の対応についてですが、国では管内の伐採等

を行う必要箇所を抽出して、その中から必要性･緊急性の高い箇所に優先順位をつけて実施して

おります。今年度は大野桑戸橋から桑戸橋までの間を実施する計画になっておりますが、ご指

摘の大野桑戸橋下流域の雑木等についても引き続き国へ要望してまいります。 

 次に甲州市・山梨市との連携についてですけども、これまで河川内の雑木、雑草の撤去の要

望等につきましては、笛吹川流域の関係自治体がそれぞれ対応してきたところであります。し

かしながら、最近は全国各地で想定外の豪雨による河川の氾濫等の災害が発生しております。 

 今後、下流地域の安全を守るためにも上流域の自治体等との連絡・連携を密にし、広域的な

対応を進めていきたいと考えます。 

 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。 

 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。富士川流域の笛吹川ということでもって３本ですね、笛吹市に関係

する金川、それから重川、日川とちょうどあるんですけども、特に暴れ金川って昔から言って

おりまして、幾多の大水害を起こしております。氾濫すればですね、温泉街はもとより春日居

町の半分は全滅というか、浸水するということが過去出ております。私も伊勢湾台風のときに

は一生懸命で、１メートル５０から２メートルの水のところでもってですね、文化村と、今、

春日居の温泉街ですけども、棚を起こした経験がございます。そのときですね、必ず災害は、

あれから５０年から７０年の間にですね、まだそういう災害は起きておりません。でも各地の

災害を見るときに、どうしても油断、忘れ、喉元を過ぎたころには必ず災害がきておるのが歴

史が物語るところでございますけども、災害が常にくるものとこれからは覚悟しながらですね、

この笛吹川の鵜飼い橋から上流の３市でもってですね、連携的な期成同盟会ぐらいをしっかり

と立ち上げてですね、その方向付けをしていただくと市民の方もですね、動き出したという安

心感が前にきますから、自分たちもその強い気持ちをもって協力するというところまで少しず

ついくんではないかと思いますけど、その考えのほうをお伺いいたします。 

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） 

 お答えいたします。 

 笛吹川、鵜飼橋ですね、上流河川の河川内の雑木、雑草撤去の期成同盟会の立ち上げはどう

かというようなご質問でございますけども、先ほども申し上げましたとおり、笛吹川につきま

しては、国の直轄事業といたしまして、また支流につきましてね、先ほど言いました３本の川、

金川、日川、重川、これらについては県事業としまして河川内の雑木や雑草等の撤去にご尽力

いただいているところでありますけども、市といたしましてもこれまでには国や県に要望をあ

げており、事業に対して国や県にご理解をいただいている中で対応してきているわけでござい

ますが、そういったことからご指摘の期成同盟会につきまして、関係自治体との連絡を取るこ

とはもちろんでありますけども、現在のところは、現段階では期成同盟会の立ち上げ等は現在
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考えていないことであります。よろしくお願いしたいと思います。 

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。国の直轄事業ということは承知しております。県のほうの支流にい

きますと県の直轄のほうに入ってくるわけでございますけども、その支流のほうにはですね、

春日居のほうには平等川の水域の水利権を持つ住民がございます。また重川でも日川でも金川

でも必ずですね、水利権を持っている団体が、組合があるかと思うんですけども、そういう人

たちの力とですね、知恵を借りながらそういうものを立ち上げる、投げかけるということも考

えられると思いますけども、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） 

 ご質問にお答えいたしますけども、たしかにそれぞれの支流である金川とか、そういった方々

については組合の皆さま方がそれぞれおりまして、水利権なんかの関係でですね、いろんなボ

ランティア活動もしていただいているような組合の皆さん方がいらっしゃいます。先ほどから

言っておりますけども、そういった河川内の雑木、雑草等の除去等につきましてですね、ご要

望がある、当然あるわけでございますけども、市のほうにですね、言っていただければ、あげ

ていただければ、それをしっかりとですね、また上のほうに地域の要望といたしまして伝えて

いきたいと考えておりますし、また先ほどちょっと話もありましたけどもですね、それぞれ水

利権の皆さま方がいらっしゃいますし、また建設課の関係なんかもですね、そのボランティア

活動といたしまして、それぞれの支流で雑木の関係、あるいは雑草の関係のボランティア活動

をされている組合員さま方もいらっしゃいます。市も一体となってやっておりますので、そう

いった活動がですね、これからしっかりとですね、支えていきながらやっていきたいと考えて

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） 

 ありがとうございます。前向きな答弁でございます。今、部長のほうからボランティアとい

うお話が出たからですけども、やっぱりそういう水利権を持っているですね、団体、組合さん

のほうが割と、そのボランティア精神で、有償ボランティアもありますけども、無償もあるん

ですけども、多少の予算というものを組む中でやっていけば、事業というものは下から盛り上

がるという力が強いものですから、ぜひそのへんに重点を置いてですね、やっていただきたい

と思います。 

 国では国土強靭化という計画を推進しています。心強い大きな味方が付いていますから、私

たちには。ぜひ前向きな姿勢でもって、これに取り組んでいただきたいと思います。一歩、行

政が前に出て指導していくことをお願いして、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。 

 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） 

 前向きな答弁をいただいたというふうなお話がありましたが、多少答弁漏れといいますか、

しっかりしたところで、もう一度お伺いをしたいと思います。 

 先のですね、８月の３１日、岩手県、北海道のほうに大変な被害をもたらしました台風の被

害ですね、岩泉町の、皆さん記憶に新しいと思いますがグループホーム、認知症の方々が、患

者さん９人が尊い命をなくしました。あの映像を見ましてですね、あそこの川、すごい蛇行を

してですね、緩やかな流れのところがですね、あのいったん６０ミリ以上の雨が降りますとで

すね、ものすごい勢いであのグループホームに大きな木が刺さっていた。その状況が目に浮か

ぶと思います。せめてですね、あの建物がですね、２階建てであれば大勢の方が尊い命が救え

たというふうに私は考えています。 

 先ほど神澤議員の話の中で、金川の話がちょっと出ましたんですが、金川沿岸の期成同盟、

先日、紹介がございました。建設部長、出られましたか。 

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） 

 笛吹市金川沿岸の期成同盟会の総会ですか。そちらは大変申し訳なかったんですが、ちょっ

と出ておりませんでしたので。その組織自体は十分存じております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 その席にですね、県の河川の担当の方が３名ほど出ておりました。そのときにですね、一宮

町のある行政区の区長さんからぜひね、私たちが年に一度、サイクリングロードのボランティ

アでもって清掃をします。雑草の、やりますけども、ほとんどの方々が河川を見まして、ニセ

アカシアのこれをやるのが先じゃないかというふうなことをおっしゃっています。あのですね、

予算がないから県の方は、補正予算が取れたらばどこどこをやっていきます。順にやっていき

ます。雨がいつ降るか分からないのになかなかそんなことではですね、一度雨が降って流れた

ら、それが橋げたにかかる、あるいは橋脚、欄干にかかるというふうなことで、ひとたまりも

ないというふうに私は考えていますが、前向きになんとか県、国とやっていくとおっしゃった

んですが、建設部長、もう少しですね、突っ込んでですね、なんとかやっていかないと、ひと

たび雨が降ればですね、大変なことになる。あの暴れ川の金川ですから、どこへ流れがいくか

分からないんです。そのへんいかがですか。もう少し前向きにお答えを。 

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） 

 先ほど今、おっしゃいましたようにですね、先ほどの総会の件なんですが、金川を守る会で
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ございますね。そちらのほうは出席させていただいております。 

 今お話がありました、私もその話を聞いておりました。たしかにですね、市としましてもボ

ランティアもやっていただいているわけなんですけども、やはりボランティアにはそれぞれ限

界がございますので、そこらへんはやはり金川は金川でもですね、しっかりとまた地域住民の

皆さん方の困っている状況を伝えて、しっかりと県のほうに伝えていきたいと思っております

し、それがまた重川、日川であれば、それぞれやはり、先ほどのお話もありましたようにです

ね、他の市と共同といいますかですね、そういった連携を組む中でやっていきたいなと思って

おります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ぜひ、よろしくお願いします。市長のほうもですね、先ほど来、いろんな答弁の中でボラン

ティア、市民の力を活用してどんどんやっていくんだというふうなこと、こういうことはです

ね、市民が国だ県でもってやるところの中に一生懸命、私たちもやるから国や県もやってくだ

さいというふうなお立場でもって市長、どうですか。前向きに取り組みを考えていただけませ

んか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 災害ボランティアの集い、何回も私、引用しておりますけれども、大変、市民の災害に対す

る関心、そしてそれをボランティア活動で支えていこうという、そういう機運が高まっている

のは大変心強いと思っております。これは引き続き、大いに市としても支援していきたいとい

うことです。 

 ただ同時にこの河川の問題ということになりますと、非常に市民の皆さんがどんどん河川に

入っていって、ニセアカシアの木を勝手にというかですね、切っていくというのはなかなか難

しいことでありますので、やはり大きな河川、国直轄の河川、そしてまた県管理の河川につい

てはそれぞれの司、司に応じてですね、しっかり予算を確保していただくということが私は大

事だろうというふうに思っております。 

 昨日のご質問にもありましたけれども、これはやはり国のほうにしっかりお願いをしてやっ

ていく、国の出先の河川管理の予算も増やしていただくし、そしてまた県の河川管理の予算が

大変厳しいということは常々伺っておりますので、これはぜひ国のほうのまさしく国土強靭化

の中でしっかり対応すべきことだというふうに思っておりますので、また国会議員の皆さま方

にもご協力を得ながら国に対して要望していく、このことが大事ではないかというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ７番、保坂利定君。 
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〇７番議員（保坂利定君） 

 関連質問させていただきますけれども、市長、建設部長の防災危機管理、この市民が今、一

番この時期、不安に感じているのは過日の東北、北海道、台風１０号の災害の状況を目の当た

りに見ている。今の答弁聞いてもとてもですね、危機管理に欠けているような答弁であります。

じゃあ聞きますけど、建設部長、国・県へ要望している、どういう方法でいつ時期、どういう

要望したか、具体的に答えてください。 

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。 

 ここで、この時期になりますけども、いつもこの時期でございますけども、国・県へ要望し

ている事項がございます。その中の１項目といたしまして、私どもは毎年、この河川の浚渫と

かですね、雑木の改修といいますか、そういった要望は絶えず行ってきております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 基本的に市長会へ通じて、文書で要望しているだけのことである。これは教科書どおりの要

望だけなんですよ。じゃあ国・県は計画性をもって、必要性、優先順位をつけてしている。で

も市民には見えてこない。じゃあ国はこの時期、どういう、どこの場所をやるんだ、じゃあ県

は今年度はどの場所をどこでやるか、その計画の公表はできますか。 

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。 

 詳しくは存じておりませんが、実は甲府河川国道事務所、そちらのほうからのホームページ

といいますか、そういったものを見ているわけでございますけども、その中にですね、平成２７年

度の河川内の樹木の伐採等についてという、ホームページ、その中の１項目がございます。そ

の中でもですね、具体的に写真を含めて河川内に繁茂している樹木、そういったものをですね、

平成２７年度のところについてはお示しをしていただいて、何カ所かお示しして。これ国です。 

 県についてはですね、金川については昨年度、たしか四ノ橋線から下のほうをしていただい

て、あれは市之蔵橋から上ですね、そちらのほうをしていただく。あるいは四之橋線から下の

ほうをしていただいているというようなことを確認しておりますけども。あとボランティアの

関係では、その間をしていただいたということも覚えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 質問を締めくくりますけれども、時間がないので。もう少し危機管理を持っていただいて、

市長を含めて建設部長、建設部の職員の方々、もう少し住民にですね、国・県・市としてどう
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いう対応を取っているか。そうしなきゃ市民がこの時期、不安で不安で。いつも機会を得てわ

れわれは聞いている、どうなっているんだ。その計画性を市民の方々に公表するような状況、

説明をしっかりし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） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 今、議員の皆さん方からおっしゃったこと、市民の皆さん方もですね、この時期、たしかに

河川の中の雑木とか雑草を見れば感じるところでございます。単にですね、文書で示すだけで

なくてですね、しっかりと県のほうには直接に出向いていく、当然のことなんですけども、そ

ういった行動も含めまして、もっと住民の皆さんに分かりやすいような対応、行動を移してい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はよろしいですか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 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、早速、一般質問を行います。 

 まず、学校給食調理の業務委託について伺います。 

 ７月に開かれた全員協議会の場で、市内４カ所の学校給食調理場を民間に業務委託したいと

いう教育委員会から提案がありました。大変、唐突な提案でありました。学校給食は教育の一

環として学校給食法でも位置づけられておりますし、さらに５４年ぶりに改正されたこの法律

では食育基本法に基づく食育の推進が盛り込まれました。 

 学校給食法の第２条では、学校給食の目標として７つの目標を掲げております。学校給食の

教育的な重要さは、７つの目標に照らしてもいよいよ増してくるものと私は考えております。 

 民間委託は調理業務を教育から切り離し、学校給食の教育的役割を低下させるだけであると

私は考えます。業務委託はやめて、これまでどおり直営とすることを求めて以下、質問いたし

ます。 

 １つ目として、学校給食法で定める７項目の目標に照らして業務委託は教育の視点からも相

容れないものと私は考えますけども、教育委員会ではどのような見解を持っているのか示して

ください。 

 ２つ目として、調理員さんは調理だけしているのではありません。食育の一環として、これ

まで栄養士さんや調理師さんたちが苦労しながら取り組んできたことが、果たして業務委託で

できるのか、大変私は危惧しております。そのことについて考えを示してください。 

 ３つ目として、子どもたちの学校給食であれば業務委託については教師、栄養士、調理員、

保護者など学校給食に関わるすべての人たちの検討から生み出されるべきものと私は考えます

けども、そのような検討がされてきたのか伺います。 

 ４つ目として、災害時には調理場は炊き出しの拠点となり得る施設であります。業務委託で
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災害時に対応できるのか伺います。 

 ５つ目として、全員協議会での説明では民間委託の目的はコスト削減ということも出されて

おりました。現状と比較して、どの程度のコスト削減につながるのか示してください。 

 もし現状と比較してコスト削減につながるとしたら、その額はどのくらいで教育予算全体の

何％になるのか。また、笛吹市予算全体の何％になるのか示してください。 

 業務委託した場合、現在、任用中の臨時職員については受託先に正職員として採用するとい

う要請をするというふうな説明が全員協議会の場でありました。単なる要請なのか、それとも

委託の必須条件なのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、学校給食調理業務委託は教育の視点からも相容れないものと考えるとのご意見で

すが、今回、業務委託の内容は調理と配缶、そして洗浄、清掃、保管です。これらを業務委託

しても学校給食法で定める目標の達成を損なうものではないと考えております。 

 次に業務委託では食育ができなくなるとのご指摘ですが、児童生徒への食育指導につきまし

ては従来より栄養教諭や学校栄養職員が中心となって行っており、業務委託後も変わることは

ありません。現に石和西小学校では、学校創立時から調理業務の委託が導入されていますが、

他の学校と比較して食育の面で問題は生じていないと認識しております。 

 次に学校給食に関わる人たちの検討についてですが、学校給食の提供は学校給食法に定める

学校設置者の責務であります。安全で安心な給食の提供を行うための体制づくりにつきまして、

市の人事管理方針や財政状況などを勘案して、最も適切な方法として業務委託することといた

しました。現在、学校関係者、給食関係者や保護者への説明を順次行っているところです。 

 次に業務委託での災害時の対応についてですが、市地域防災計画災害応急対策計画により大

規模災害時の炊き出し場所については、学校給食調理場を必要に応じて利用することとなって

おります。また、炊き出しの従事者については市職員のほか日赤奉仕団、自主防災組織、ボラ

ンティア等が協力し炊き出しを行うことと定めております。委託業務の請負業者についても災

害協定を締結する中で協力を求めてまいります。 

 次に現状と比較してのコスト削減についてですが、現状との比較であればコスト削減にはな

りません。市内の各調理場にはウエット方式に各１名、ドライ方式に各２名の正職員を配置し

ており、これでも不足している状況ですが来年度には定年退職等に伴い、この最低限の体制が

維持できなくなります。これは調理場において臨時職員だけという責任不在の状態で調理を行

うことになりますので、安全・安心な給食を提供する上で問題があると考えております。した

がって、正規職員を配置した場合と比較するとコスト削減になります。 

 次にコスト削減につながるとしたらその額はについてですが、先ほど申しましたとおり現状

との比較であればコスト削減にはなりません。 

 次に正規職員としての採用要件についてですが、業務委託は入札執行する予定です。現在、

任用中の臨時職員については、優先的に採用されるよう業務委託仕様書に盛り込む予定です。

正規職員を希望する場合は、積極的に要請したいと考えております。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初に、コスト面のことについてお伺いいたします。 

 現状と比較してコスト削減にはならないということでありました。たしかに全員協議会で説

明されたことについてはそうでありました。４調理場、合わせて業務委託すると現状よりも１，

５３０万円増えるという認識でよろしいですか。 

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。 

 ご指摘のとおりでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そのことを念頭に置いて再質問に入らせていただきますけども、学校給食の７つの目標に照

らして業務委託はなんらそれは損なうものではないというふうに、大変確証をもって答弁して

おられました。そこで伺いますが、この７つの目標に照らして業務委託することの必要性、目

的を示していただけますか。７つの目標に照らしてですよ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 今回の業務委託の目的は、安全・安心な給食を提供するということでございます。７つの学

校給食の目標に照らしてということでございますけれども、１番目が健康保持、増進を図る。

７つ、これに委託したとしてもなんら問題はないかと。 

 ２番目につきましては、健康な食生活が営むことができる判断力を養い、および望ましい食

習慣を養う。これにつきましても学校栄養職員が食育についての指導を行いますので問題はな

いというふうに考えております。 

 それから３番目につきましては、明るい社交性および協働の精神を養うということで、これ

につきましても栄養職員等を中心に対応するということでございます。 

 ４番目が生命および自然を尊重する精神および環境の保全に寄与する態度を養うと。これに

ついても同様だというふうに考えております。 

 ５番目が勤労を重んずる態度を養うということですが、これについては当然、調理している

場を見るというふうなことが、学校給食センターの場合はなかなかできないわけですけれども

一宮のセンターのように２階から子どもたちが調理するのを視察するというふうなことができ

ます。そういうふうな機会を通して食育、それから勤労の重要性というふうなものを養うとい

うふうなことになろうかと思います。 
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 それから６番目の伝統的な食文化についての理解を深めるというふうなことにつきましては、

献立につきましては、従来どおり学校栄養士職員が献立を立てますので変わらないというふう

に思っております。 

 それから、７番目の流通および消費について正しい理解を導くと。これにつきましても栄養

職員が食育の対応、それから食材の発注も行いますので問題はないかというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 大変残念ですけども、私、業務委託して７つの目標に照らして問題があるかないかというこ

とは質問しておりません。業務委託する必要性、目的を示してくださいというふうに私は質問

いたしました。そういう必要性や目的を示さないというのはね、私、大変残念だと思います。

それは結構です。 

 もう１つ伺いますが、学校給食というのは教育の一環としての子どものためのものでありま

す。７つの目標に照らして業務委託すると、この子どものための学校給食、どのようによくな

るのか示してください。 

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） 

 お答えいたします。 

 よくなるというより、現状を維持するということでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そういう答えしか出てこないというのは、本当に私は残念だというふうに思っています。そ

れでですね、受託する企業というのは学校給食で儲けるために受託するものであります。今、

教育委員会が直営して学校給食で儲けていますか。 

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） 

 当然、行政がやっていることですから利益を求めるものではございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 もちろんそうですよね。でも一般企業が運営すると、これは儲けるためにやるわけです。こ

の教育の一環としての学校給食を儲けの対象にするということを、教育委員会ではどのように

考えるんでしょうか、お伺いします。 

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） 

 お答えいたしますが、儲けの対象というふうなことは考えておりません。実際はそうなって

しまうのかもしれませんが、そういうふうなことを考えて委託するものではございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 でも実際的には学校給食を運営することによって企業は儲けるわけですから、どこかに現状

よりも歪みが出てくるということは確かであります。 

 今、私、先ほど申し上げました調理員さんは調理を作っているだけではないわけです。さま

ざまな子どもたちと交流したりとか、それから生産者と子どもたちを交流することを組織した

りとか、いろんな努力をしながらさまざまな食育の実践をしております。 

 これは一宮からもらってきた資料です。さまざまな食育を取り組む中で、これは西小学校の

２年生のお手紙です。「給食センターの皆さんへ。昨日は給食センターのことをいろいろ教え

てくれてありがとうございました。これからもおいしい給食を作ってください。」もう１通、

紹介したいと思います。「給食センターの皆さんへ。体験のときわざわざ時間を空けてくれて

ありがとうございました。説明も詳しく言ってくれてありがとうございました。」というふう

な子どもたちからのお手紙です。このことについては、調理員さんにとっても大変働き甲斐の

あることだと思います。そこで伺います。 

 部長さん、教育長さん、教育委員長さんのお三方に伺いますけども、こうした各調理場の子

どもたちの交流を深めたいろんな実践例を把握していらっしゃいますか。お三方で答えてくだ

さい。 

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。 

 まず最初に石和の西小学校で今、業務委託をしておるわけでありますが、その最初の校長が

私でして、当初は大変、私自身、初めてでありましたので心配をしたわけでありますが、２年

間ご厄介になりましたが、保護者からも子どもからもそういった苦情というものは一切ござい

ませんでした。 

 あと今、出た質問でありますが、一宮も含めましてでしてね、例えば地産地消に関わってト

ウモロコシの料理をするという場合は皮をむいたり、あるいは豆の料理をするというときには

子どもが学校で豆をむいてですね、調理場へ届けるというふうなこともしておりますし、どこ

の調理場におきましても児童生徒と手紙のやりとりと、児童生徒のほうで感謝の気持ちを調理

員さん方に送るわけでありますけれども、そういったことを通してお互いの心の交流を図って

いるというふうに私は認識をしております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 桑原教育委員長。 

〇教育委員長（桑原庸五君） 

 お答えします。 
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 私が現職のときに給食というような経験があるわけですが、事細かには覚えておりませんが

子どもたちと給食、調理場との交流と言うんでしょうか、そんなふうなものをいくつか間接的

に見聞きしたことはあります。 

 以上です。 

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） 

 毎年５月から７月にかけて、各学校訪問を教育委員さんとしております。その際、給食等を

いただいたり、栄養士、あるいは調理員の方とお話をしたりしておりますので、そういうふう

な状況をある程度、把握はしております。 

 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） 

 もう少し具体的に調理員さん、栄養士さんたちの生の声、どんな苦労されてこういうことを

されているのかということをね、もう少し生の声を聞いた実践のお話を私はお三方から聞きた

いというふうに思っておりました。 

 そこでですね、大変このことについては、先ほど坂本教育長もおっしゃいましたけども、そ

のモロコシの実践ですけども、大変時間もかかります。こういったことが先ほどの部長の答弁

では、いや業務委託してもそんなことはできるんだというふうなことをはっきりとおっしゃい

ましたけども、私は大変なことだというふうに思います。本当にこのことが業務委託して、民

間の企業がですよ、学校給食をよくするためのこのような食育の教育が直営と同じように、か、

できるというふうに本当に確信もって言えるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたように、私の２年間の石和西小学校の経験の中では、今の心配され

るようなことは一切なかったというふうに思っておりますし、今も石和西小学校の保護者、あ

るいは子どもからいろんな苦情というものはきておりませんので、また終わりましたら学校長

ともよく話をしたいと思いますが、亀山議員が心配されるようなことは今のところ起きていな

いということで答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そのことを切にお願いするわけですけども、そのことが増えたからといって業務の委託料が

上がることのないように、そのことも含めてお願いしたいと思います。 

 職員の問題ですけども、この業務委託について全員協議会で話されたあと、私ども日本共産

党の議員は市内の調理場をまわって、意見を聞かせてもらうことができました。どこの調理場

でもですね、本当に寝耳に水で驚きの声でありました。特に来年の４月から業務委託するとい
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う御坂と春日居については大変な驚きでありました。 

 こういうふうにですね、関係者に知らせない、意見も聞かない、議論もしないままでですね、

本当に上意下達式に行うことに私は大変な違和感を覚えております。これはね、働いている職

員を本当に大事にしない、ないがしろにするものではないでしょうかというふうに考えており

ます。こうしたやり方が教育の現場で起こっていいものかどうか、どういうふうに考えていらっ

しゃるんですか。 

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） 

 お答えいたしますが、今、関係者に説明をしているところでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 行政のやり方ってね、結論を出してから理解を求めるというやり方ですね。ずっと、そうい

うやり方できました。結論を出す前に私は意見を聞くべきだというふうに思います。職員とき

ちっと話し合うということをね、ぜひしていただきたいというふうに思います。その点につい

ては、まったく反省も何もしていないんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 お答えいたします。 

 この件に関しましては、まず教育委員会内部におきまして教育委員を含めて、今こういう現

状にあるというふうなことを説明をいたしまして、そして業務委託というふうな方法が考えら

れるし、今、それが最善の方法であるというふうなことを教育委員会内部でまず確認をしない

ことには、現場のほうにもおろせないという考えの中でやって、今いますんで、過日の学校経

営者会議、校長会でも丁寧な説明をいたしまして、各校の校長に理解を求めたところでござい

ます。このあと保護者等々にも説明をしてまいりますし、今の担当のほうで各調理場へうかがっ

て、調理員の皆さん方にも話をしているということでございますので、上から決めてこうやり

なさい、やりますということではないというふうにご理解をいただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 それにいたしましても、現場の調理員さんにとっては半年後にはもう、自分の雇用が切れる

わけですから大変な事態だと思います。そういうことにもね、ぜひ教育委員会はじめとして職

員の皆さんは、働いている人たちの思いにもぜひ心寄せていただきたいというふうに思います。

もう私たちが訪問したところは、どうせ決まってしまうんだから何を言っても無駄だよねみた

いな、そういう声がたくさん聞かれました。そういうね、ことで職員を働かせることがないよ

うに私、お願いしたいと思います。 

 あともう１件、全員協議会で出された資料では民間のノウハウや専門性を期待できるという
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ことでありました。私はですね、学校給食の調理員さんというのは衛生管理にしても、食材料

の衛生管理にしても知識はかなり高いものがあるというふうに私は思いますし、１日の調理で

３つか、３品か４品を作るわけですよね。そういう調理技術はかなり高いと思いますし、毎日

違う献立を作る、あるいはね、行事食といえば１年に１回か２回しか作らない献立もあるわけ

ですよね。そういう中で働く人たちというのは相当高い技術を持たないと働けません。長い間、

積み上げてきたこうしたノウハウ、専門的な技術をいっぱい調理員さんたちは持っています。

教育委員会ではね、このノウハウ、技術、現在のですね、調理員さんが持っているノウハウ、

技術、どういうふうに評価するんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 亀山議員ご指摘のとおりだというふうに思っておりますし、だからこそ質問の７つ目にもご

ざいましたが、その方々のノウハウを生かしてもらうために、業務委託する会社にできるだけ

正社員として、正職員として採用されるようにお願いをしていくということで今、考えており

ます。 

 以上、答弁とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 業務委託については、大変残念なことだというふうに思います。学校給食はもう何回も言い

ますけども、教育の大事な一つであります。いわば人づくりです。職員削減やコスト削減ばか

りに目がいってしまって、大事なものを失うことになりはしないでしょうかというふうに大変

危惧しております。そのことをね、教育委員会は肝に銘じるべきであります。このことを申し

上げて、次の質問に移ります。 

 ２つ目として、地域包括支援センターの直営を求める件について伺います。 

 地域包括支援センター、今後２カ所増設するということが出されております。今まで１カ所

だけでしたけども、２カ所増えるということについては大変歓迎いたします。今後この包括支

援センターの活動に大いに期待するものであります。 

 質問に移ります。 

 地域包括センターの役割、仕事というのは昨日の代表質問でもるる討議されておりましたけ

ども、地域に住む高齢者の権利擁護、総合相談、介護相談以外にも福祉、医療、その他総合的

相談、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的なケアマネジメント、そしてネットワーク

の形成、活用、調整などであるというふうに認識しておりますし、昨日の代表質問でもそのこ

とが明らかになりました。この役割に照らして外部委託が良いのか、直営が良いのか、市の考

えを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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。 
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 地域包括支援センターは、平成１７年の介護保険法の改正に伴って設置が義務付けられまし

た。本市では翌、平成１８年に当時の高齢福祉課内に設置をいたしました。現計画である第６期

の介護保険事業計画によりまして、平成３０年から地域包括支援センターを３カ所に拡充し高

齢者からの相談・支援体制の強化を図ることとしております。 

 ご案内のように地域包括支援センターでは権利擁護業務、総合相談業務、介護予防ケアマネ

ジメント業務および包括的・継続的ケアマネジメント業務などを行っております。こうした役

割に照らして外部委託、直営について、これまでの検討経過の中でメリット・デメリットを検

討してまいりました。 

 まず直営のメリットとして行政に対する信頼感、また市役所内での庁内連携、個人情報の管

理の信頼性などが挙げられます。デメリットとしては専門職員の確保が困難、地域相談窓口の

強化が必要などが考えられます。 

 委託につきまして、メリットは母体法人からの専門職確保が可能になる。介護現場での経験

値があると。それから母体法人との連携による夜間休日の態勢などが挙げられています。デメ

リットでは、包括支援センター間の情報の共有や市役所の関係部署との連携などが課題として

挙げられておりました。 

 本市においては計画検討、地域包括支援センター運営協議会での協議を経て「１カ所集中の

現在の形を３カ所設置するものとして、設置されない地域についてもブランチ機能を継続設置

するということ。それから生活の場に近いところで、認知症や高齢者虐待などの支援機関を機

能させる。そして必要な資格職を確保し、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担うために

基幹型の包括支援センターを直営として設置し、２カ所の包括支援センターを委託することと

して、今現在進めております。 

 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。 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 現在の包括支援センター、直営で１カ所でありますけども、この現在、直営で運営されてい

るこの支援センターの運営について、何か問題とか課題についてあるのか伺います。なんの問

題もなく市内高齢者の支援ができているのでしょうか。その状況についてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 現状といいますか、これまで１８年の設置から直営１カ所ということでございますが、十数

人の体制をもって市内全域を圏域に分けて担当したり、また担当を超えて連携をとったりとい

うことの試行錯誤をしてきたというのが、これまでの職員の運営上のいろいろ試行錯誤であっ

たということでございます。 

 そうした中で民間の事業者からの専門職の派遣や、それから社会福祉協議会からの専門職の

派遣を繰り返し受けてきたと。多いときには直営というか、市の職員よりも派遣の職員のほう

が多いというような年度もございました。それというのも市の中に福祉の専門職、特に保健師

はいるけれども社会福祉士の確保、また確保した際の立場といいますか、ずっとこの相談職を
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続けるというのはかなり難しいものがございますので、異動のローテーションであるとかそう

いったものを確保することや、それからもう１つ、問題になるのは主任ケアマネといわれます

主任介護支援専門員、この資格を取るためには包括支援センターでの５年以上の勤務というも

のが必要になってきて、それを市の職員として取らせるということが非常に難しい面がござい

ます。どうしても異動異動の中であると。それからケアマネの資格自体は今、保健師中心に取っ

ていますけれども、そういう点では専門職の確保というのは非常に大きな課題であるというこ

とであります。 

 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） 

 例えば市内の民生委員さんであるとか、高齢者に直接・間接に携わっている人たちのお話を

伺っても、包括支援センターにいろんな相談を持って行ったりとかしてもなかなか対応しても

らえないケースが多いという話をよく聞きます。そういうふうにですね、直営そのものがうま

く運営されていない状況で、新しく造る包括支援センターを民間に委託しても本当にその民間

がうまく運営できるのかというふうな危惧をするわけです。例えば、今の直営しているところ

がすごくうまくいっていて本当に上手に運営されている。そういう見本がありながら民間に委

託するということでは、民間も安心して受けることができるだろうというふうに思うんですけ

ども、そういうことについてはすごく危惧します。この運営委員会の意見を聞いてもいきなり

民間委託はどうか、しばらく直営にしたほうがいいんじゃないかという意見なんかも出ており

ました。そういう点については、どうなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山議員の今のご質問でございますけれども、私の個人的な意見というよりは、これまでの

経過を先ほど述べましたが、今ご紹介いただいたように運営委員会等でもいろいろなご意見・

ご心配をいただいたというところでございます。現状の直営の中でもさまざまな試行錯誤をし

てきたというふうに先ほど申し上げましたが、庁内の連携についてもさまざまな試行錯誤をし

ております。というのは包括支援センターがやはり包括支援センターとしてしっかり機能する

ために庁内連携の１つの核になっていく必要がありますし、また地域ケア会議というふうな地

域の民生委員さんや関係者の方々にお集まりいただいて、ケースの検討するというようなとこ

ろも非常に経験値として難しいところがあったというふうに聞いています。また少しソーシャ

ルな会議、小地域ケア会議というふうなものを立ち上げていくにも地域の方々にご理解いただ

くというところでは、なかなか困難さがあったというふうに聞いています。 

 そういう点ではさまざまな齟齬と言いますか、いうものがあったことは事実でございますが、

現状まで、なんとか頑張って直営を維持しておりますし、市内で介護保険事業者でつくってお

ります介護保険の事業者連絡会からは、現在の包括支援センターは非常に信頼をされていると

いうふうに認識をしております。 

 以上です。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 公募が終わりましたけども、この業者選定についてどのような基準でするのか。公募ではか

なり格差があるようです。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） 

 現在、公募を行っております。公募の期間はすでに終わっておりますけれども、公募期間を

８月の、終わってはいないのか、９月７日までですね、すみません、申し訳ありません。公募

を行っておりまして、８月１７日から９月７日までということで公募を行っております。 

 公募の説明会については８月１７日に実施をして、３業者からの手が挙がっているというふ

うに聞いております。市内のいずれも医療法人、社会福祉法人だということでございます。 

 公募に際しては公募の趣旨、募集の圏域、包括の事業内容に加えて設置の場所等、あるいは

運営財源等をお示しをした中で説明会を実施をしております。応募してきている３つの業者、

業者というか事業者につきましてはそれぞれの事業者のお立場がございますので、今言われた

ような格差というふうなものはまだこれから審査というふうな段階でございますので、差し控

えさせていただきたいと思っております。今後、審査会のほうを経まして業者のほうを選定し

ていく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） 

 以上で亀山和子君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問ありますか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 まず質問します。 

 学校給食調理の業務委託に関して、先ほど上意下達、決めてからおろす、ただ理解を求める

ということではないというお話だったわけですが、特に職員については食育、それから自分た

ちの調理の中身について誇りを持ってやってきたわけですね。そして同時に身分の問題も心配

しております。そうした中で決めてからおろすということでなかったならば、こういうことが

あるからどうかなということで、場合によってはこの業務委託については方針を変える可能性

を持っているということですね。 

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。 

 方針を変える予定はございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 口先で上意下達でないなんていうことを言っちゃいけないよ。もう一度、答弁をお願いしま

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、関係者にご説明をしているところでございまして、決して上意下達というわけではござ

いません。 

 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） 

 それから栄養職員が中心になって食育とかいろいろ、今後も大丈夫だということを言ってい

ましたが、同時に委託先の職員も含めてそれをやっていくということなんですけども、そうし

ますと市の栄養職員が業務委託先の仕事にまで、具体的な仕事にまで関わることができるとい

う考えでしょうか。 

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） 

 法的には委託者が請負業者の個々の調理員に指示を出したりとかということは、恒常的には

できません。ただ栄養士が仕様書に基づくものですとか、日常的に一般的な調理の指示を請負

業者の責任者と打ち合わせをしたり、指示を出すというふうなことはできます。ですから現在

も石和西小学校ではこのような状況で献立を責任者に説明して、献立どおりのものを調理をし

ていただくというふうなことをしておりますので問題はないかと思っております。 

 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） 

 問題はないというだけで非常にやりにくくなるということは明らかなんです。亀山議員の先

ほどの質問を通じて、必要性、そしてよりよい給食の業務を遂行していくということについて

なんのメリットも説明はなかったというふうに私、考えます。もしメリットがあるとするなら

ば、メリットといいますか、これは国が出している方針、ちょっとありますけども、そういう

のは全部、民間委託の取り組みの加速という、これ財務省の資料ですけども、要するに書いて

あることは、人件費を６割から７割に減らすことができるというふうに言っているわけです。

その国の方針に基づいて、足並みをそろえていこうということだけじゃないですか。 

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） 

 国の方針もございますけれども、市といたしましても第３次の笛吹市行財政改革大綱におい

て現在、行政改革等を進めているわけですけれども、そういった方針も含めての判断というふ
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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） 

 職員については、退職するという話ですが現状の職員の人数を正職員として確保すればいい

んじゃないですか。 

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） 

 現状では非常に厳しい状況にあります。先ほども答弁の中で申し上げましたが、ウエット方

式で１名、ドライ方式で２名ということで職員が休暇も取れないような状況になっております。

現状を維持すればよいんではないかというのは、ちょっと無理があろうかと思います。当然、

職員を増やしていくか、あるいは委託するかというふうなことだと思います。 

 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） 

 ちょっと不満もありますが、包括支援センターのことについて聞きます。 

 地域高齢者福祉全般を扱っていくということですよね。そしてネットワークの中心になって

いくと。ここにはやはり公正でなければならない。それからプライバシーも守っていかなきゃ

ならない。こういう仕事をやっていかなきゃならない。これ一番ふさわしいところはどこなん

ですか。一番ふさわしいというか、必須な条件だと思うんですね。これはどこですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 行政に求められている公平性、公正さという点のお話だと思います。 

 地域包括支援センターについては当然そういった趣旨、役割を担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） 

 前の関係で、いろいろ高齢者でひとり暮らしとか大変困難な状況になっている人について、

要支援者台帳という話も出ましたけども、そこにもプライバシーあります。さらにこの包括支

援センターがやっていく場合は、さらにいろいろな人間関係とか、より深いプライバシーにも

関わってくるわけなんです。これを民間に中心でやっていけると思いますか。 

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） 

 包括支援センター、山梨県の場合は甲府市以外の地域では合併以来といいますか、設置の１８年、

１７年の法改正以来の設置は直営がほとんどでございます。その実情はやはりそれを担ってい

ける人材をなんとか確保、１カ所だけであれば確保できるというところでございました。本市

におきましても、当時３圏域というものを当初から考えておりましたけれども、その３圏域を

賄うについては人材の専門職種の確保ができないということで、民間からの職員派遣をいただ

いた中で直営の１カ所を運営してまいりました。 

 そうした中で、先ほども申しましたが本市は他市に誇るといいますか、介護保険の事業者連

絡会という組織がございます。この組織は介護保険の中では事業者間、民間の事業者もござい

ます。法人もございます。それぞれが切磋琢磨をしているという状況でございますが、地域福

祉を担うという点で一致して地域の福祉のために結びついていただいている。ケアマネさんの

事業者がいくつもありますけれども、その中でも情報共有や交換もしながらお互いに補いなが

らやっているという状況がございます。そういう地域の実情もありまして、民間の法人等にお

願いをしても十分、市との連携を保ちながら包括支援センターが２カ所、運営できるという考

え方を持っております。 

 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） 

 福祉の充実ということはそれぞれ考えているんですけども、民間というのはそれぞれ競争相

手なんですよね。それでそのネットワークの中心に特定の民間が入ったときに本当に信頼した

り、利害関係の矛盾、こういうものが出ないで済むとお思いでしょうか。やはり行政こそは、

その役割を本来果たすべきじゃないのかと思いますがいかがでしょうか。 

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） 

 お答えをいたします。 

 今、先ほども申し上げましたように、当然、その基本的な公正・公平の主体というものは行

政の責任でございます。そのあたりは本市の直営の部分を基幹型といいますか、中心になって

指導を、支弁をしていく役割を担いながら２つの包括支援センターの委託事業所と連携を取っ

ていくという形で補っ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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 基幹センターとそれからブランチという位置づけなんですけども、これもやっぱり大変、不

合理な組織だと思うんですね。石和に支所がないと似たような形なんですけども、要するに全

体をみていくんだということで、地域をみていくのかどうなのか分からない。保健福祉部があ

るわけですから、そこが全体を統括していけばいいわけで、基幹だブランチだなんていうこと

をやるのは屋上屋を重ねる組織になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 １８年の地域包括支援センターの設置以降も直営１カ所以外の各支所といいますか、社協の

ほうに委託をして地域事務所のほうにブランチ機能を置いていただいたと。そちらで窓口機能

を担ってつないでいただくという形を取ってまいりました。今回３カ所に拡充をいたしますが、

設置の場所、３カ所以外の場所についてはブランチ機能を設置をして、今後もつなぎを行って

いくということで考えております。 

 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） 

 専門職種、保健師は行政がたくさん持っていると。そして他の２職種は福祉の関係で持って

いる。交流人事を進めていけばお互いにそれでやれる、直営でやれるんじゃないですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 繰り返しになりますが、計画の策定の検討、また運営委員会の検討等も踏まえまして、先ほ

ど言いました事業者連絡会等の、市のバックグラウンドを活用した中で本市にはそれに耐え得

る法人があるということの判断から委託をしていくという考えで進めております。 

 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） 

 答えが違っていましたけども。職種のことです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開を午後１時３０分からといたします。 

休憩  午後１２時００分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは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） 

 公明党の川村です。 

 通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、読書通帳事業の導入について伺います。 

 読書は子どもが言葉を選び、感性を磨き、表現力を高めるなど人生をより豊かに生きる上で
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大変重要なものであります。しかし近年、子どもを取り巻く社会環境としてテレビをはじめイ

ンターネットや携帯電話などのさまざまな情報メディアが広がっております。子どもたちの活

字離れ、読書離れ、読解力の低下などが一般的に懸念されております。 

 そのような中、近年、活字離れが指摘される中、市民の読書に親しんでもらう取り組みの１つ

として注目されているのが読書通帳です。今では読書通帳を導入する自治体も増えつつありま

す。この読書通帳とは、本を借りる際に貸出日や本のタイトルが貯金通帳のように印字される

ものです。 

 先進的に取り組んでいる自治体をいくつか紹介します。読書通帳システムを導入した富山県

立山町では自動貸出機で借りた本のデータが併設する読書通帳機に送られ、通帳を入れると借

りた本のタイトル、著作名、貸出日が記帳される仕組みとなっております。立山町の取り組み

の特徴として行政と学校が一体となって進めたことが挙げられます。町内の小中学校の教員に

読書通帳の取り組みを理解してもらい、読書通帳を利用して読書に挑戦する生徒を先生が励ま

すことでより一層、生徒の読書意欲がかき立てられることにより、より高い効果が期待できま

す。また立山町の場合は、取り組みに賛同してもらった地元銀行に通帳製作費を負担してもらっ

たり、地元団体からの寄附を活用し、読書通帳機を購入したりするなど地元の理解と協力を得

て取り組んでいることも大きな特徴であります。 

 また、香川県三豊市では市内７カ所の図書館で手作りの読書通帳を無料配布しています。読

書通帳は読んだ本のタイトルや感想を記入し、読書履歴を一目で確認できるのも、記録できる

部数によっては２０冊と３０冊の２種類があり、記入欄をすべて埋めれば図書館のカウンター

でシールやスタンプがもらえるなど、楽しみながら読書に取り組めるように工夫されています。 

 現在、各自治体において図書館利用の推進を図るため、地域の特色を生かしたさまざまな取

り組みが行われています。そこで以下の点について伺います。 

 １つ、笛吹市市立図書館における貸し出し状況について、過去５年間の推移を伺います。 

 ２．笛吹市の現状の児童生徒への活字離れの対策について伺います。 

 ３．手動式の読書通帳の導入について伺います。 

 ４．文部科学省は、事業委託する情報通信技術を活用した読書通帳による読書大好き日本一

事業を推進していますが市の考えを伺います。 

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、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。 

 はじめに笛吹市立図書館における過去５年間の貸し出し状況についてですが、過去５年間の

貸出数は平成２３年度６６万８千冊、平成２４年度６４万７千冊、平成２５年度５８万１千冊、

平成２６年度５４万１千冊、平成２７年度５４万６千冊となっており、昨年はやや持ち直しま

したが、平成２１年度をピークに減少傾向が続いております。 

 生活環境の変化により余暇時間の過ごし方も多様化し、読書離れ、活字離れが進んでいると

考えられます。 

 次に笛吹市の児童生徒への活字離れ対策についてですが、市立図書館では毎年４月に小学校

新入学児童全員に図書館利用カードの配布を行っております。さらに市内６つの図書館ではさ
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まざまなイベント、おはなし会等を開催し子どもたちの本に触れ合うきっかけづくりを行って

います。そのほか離乳食教室、５歳児健診の際や児童センター、学童保育、保育所等に出向き

絵本の読み聞かせや図書館のイベント、おはなし会などの紹介などを行っています。 

 また、学校図書館では芦川小学校を除くすべての小中学校へ学校図書館司書を配置し、朝読

書や読み聞かせ、親子で読書に親しんでもらう家読など各学校でさまざまな読書活動の推進に

取り組んでいます。その成果は平成２５年度の浅川中学校、朝の読書大賞受賞や昨年の一宮北

小学校の子ども読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰などに表れています。 

 このように、あらゆる機会を捉えて活字離れ対策を実践しています。 

 次に手書き式の読書通帳導入についてですが、利用者が日付や本の名前、感想などを自分で

書き入れる手書き式の読書通帳は、経費的にも安価で実施可能と考えられます。すでに実施し

ている図書館もありますので、それらを参考にしながら笛吹市独自の手書き式の読書通帳を実

践したいと考えています。 

 また、貸出時に利用者本人に渡す本の名前や返却日などが記載されたレシートを読書通帳に

貼ってもらうという方法も考えられます。この２つの方法を利用者に選んでいただき、実践し

ていきたいと考えています。 

 次にＩＣＴを活用した読書通帳による事業についてですが、ＩＣＴを活用して読書履歴を記

録する読書通帳は、市民や子どもの読書活動を推進する取り組みとして大変素晴らしい試みだ

と思います。しかし、機器の整備やシステム連携などに多くの経費がかかりますので、今のと

ころ導入は考えておりません。 

 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） 

 今、答弁をいただきました。さまざまな市立図書館および学校図書館での工夫を凝らした事

業が行われている中で、数字的には減っておりますけども、そのことについてどのような見解

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。 

 今、答弁でもお話ししましたように図書館ではいろいろ工夫しながら事業、イベント等を行っ

て、なるべく図書離れを阻止しようというふうな努力を行っておるわけですけども、昨今のイ

ンターネットの普及ですとか、携帯の普及によりましてなかなか簡単にいろんな物事を調べら

れるというふうな風潮になっておりまして、図書館の利用というのは年々減っているというふ

うな状況でございます。 

 以上です。 

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） 

 それから市立図書館、学校図書館がそれぞれ工夫を凝らして読書意欲の向上を目指している

んですけれども、そのことにとって現在、市立図書館と学校図書館との間でどのような連携を

行っているのかお聞かせください。 

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） 

 お答えいたしますが、市立図書館、学校図書館はシステムで連携されておりますので、市立

図書館にある図書、学校図書館にある、相互に貸出が可能になっております。さらに司書等の

交流等も行っておりますので、そのへんで連携を図っていくという状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから先ほど部長の答弁の中で、さまざまな催し物をやっているけれども、インターネッ

トとかそういったことで子どもたちが時間を費やす、時間が増えているということで、そういっ

た対策としてラインとかツイッターとか、今、流行っておりますけども、子どもたちのスマホ

に対する対策はどのようになっておりますか。 

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） 

 図書館としてのスマホに対する対策ということでしょうか。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 学校全般という意味ですけども。 

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、学校におきましては学校それぞれでスマホですとか携帯に対する対策、

教育等を行っております。 

 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） 

 今、やっぱり地域をまわらせていただくと子どもさんたちのスマホに対する時間が増えてい

るとか、家庭でもこういうふうに決まっているんだけども、なかなかできないという状況の中

でさらに学校としても地域をあげて、子どものスマホに対する意識の変革というか、変えてい

ただきたいなというふうに思っております。 

 それから答弁の中で、手書き式の読書通帳を笛吹市でもやっているところもあるということ

と、あと今後、市独自でどのような形でいつごろから行っていくのかお聞きしたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 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、まだ市立図書館では導入はしておりません。今年度中に市独自の手書

き通帳を考えて実施に向けて取り組んでいきたい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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 そのことによって、本の貸出数が増えるとか読書意欲が増していくというふうに捉えている

ということでよろしいんでしょうか。 

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） 

 お答えいたしますが、ほかの市町村で実施しているところを見ますと多少、効果がある、Ｉ

ＣＴを利用した読書通帳につきましては、結構効果があるというふうなことを聞いております

が、手書き式につきましても効果があるというふうなことを伺っておりますので進めていきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから笛吹市子ども読書活動推進計画というのが、平成２２年度から２６年度までの５年

間でした。今後、今、情報メディアの普及や子どもたちの生活環境の変化する中で今後この計

画策定はどのようにされるのか伺います。 

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） 

 お答えしますが、議員がご指摘のように平成２２年度に笛吹市子ども読書活動推進計画とい

うのが策定されております。２６年度までの計画期間になっておりまして、ここで早急に見直

しを図っていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 すみません、具体的に早急というのはいつごろになるということでしょうか。 

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） 

 本年度中に策定委員会を立ち上げて対応してまいりたいと考えております。 

 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） 

 その中で２２年度に最初、作成したということですから、もう６年近くが経過するようにな

るんですけども、そのときと今後計画する中での見直しとか、どういった点に力を入れるとか、

そういった点は分かりましたら伺います。 

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） 

 お答えしますが、計画の中で施策の方向等いろいろ示されております。これらが現時点で実

施、すべてされてきたのか、そのへんを検証しながら今後の策定に向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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひですね、子どもたちの意見とか大人のアンケートを実施する中で、実効性のある計画策

定をお願いしたいんですが、その点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） 

 そのように進めてまいりたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それとですね、先ほど部長の答弁の中で図書館システムの情報システムを使った通帳のほう

ですけども、機器を使った通帳のほうですけども、調べましたら図書館システムを更新される

ときに読書通帳機を導入するという市もあるんですけども、笛吹市においてはどういう考えで

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） 

 答弁の中でも申し上げましたが、このシステムを導入するには相当の経費がかかります。と

りあえず笛吹市としては、手書き式の読書通帳を運用する中で対応していきたいというふうに

考えています。当面、ＩＣＴを利用した読書通帳を導入するという考えはございません。 

 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） 

 ＩＣＴを使った情報の通帳機はするつもりはないという答弁でしたけども、できましたらそ

の通帳機を使うことがより読書率を、読書を向上させることになると思うんですけれども、手

書きのほうを部長はしてくださる、今年度中にしてくださるということですけれども、笛吹市

独自の特徴ある通帳はどんな感じでしょうか。今、分かっているところで教えていただければ

ありがたいです。 

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） 

 お答えいたしますが、まだ図書館の内部で検討を始めたところでございますので、どのよう

なものになるか、また広報等でお知らせをしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 分かりました。さらに笛吹市の読書環境が、さらに整備されることを期待して次の質問に移

ります。 

 産前産後ケアセンター活用と市の支援について伺います。 

 県では山梨県産後ケア事業として平成２８年１月から健康科学大学・産前産後ケアセンター

を笛吹市石和町に開設しました。この事業の目的は妊娠、出産から育児を地域全体で支え、子

育てしやすい環境づくりを整備するためです。より専門的な能力を持つ公的な事業者を公募し、

県全体にバランスの取れた支援を実施するため、県と市町村で構成する広域連合体を実施主体

とすることになったのです。 

 その必要性としては少子化、核家族化等から赤ちゃんに触れる体験が少なくなっていること。

１つ、出産のための入院期間が短くなり、体力が回復しないまま退院していること。各自治体

が実施する支援の中で出産後の母親に対する支援が不足していること。慣れない子育てに追わ

れ、誰に相談できず不安を募らせる母親が多いことなどがあります。 

 このような社会情勢から育児に関する不安の大きい産後４カ月までの母子を対象として、宿

泊しながら母親の心身の回復と育児指導を提供する事業と産前産後育児に関する相談支援事業

を実施しています。そこで以下の点について伺います。 

 １．市内の宿泊利用者は。他市と比較してはどうでしょうか。 

 ２．現在、市として市民への周知をどのようにしているのか。また今後、広報活動について

伺います。 

 ３．センターでは泊まることができない方のために日帰りケア事業も行っております。午前

１０時から午後４時まで、その中、南アルプス市では利用者に補助をしています。市とし

てもセンターを有効に使っていただくために、笛吹市として補助制度を導入することを提

案しますがお考えをお聞きします。 
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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、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに宿泊利用者の現状と他市との比較についてですが、産後ケアセンターの宿泊利用は

平成２８年２月よりサービスの開始がされました。本市からの利用は２月に２泊３日、３泊４日

が各１名ずつございました。今年度はここまで、７月末の数字でございますが３泊４日が３名

の利用があり、前年度の分と合わせまして５名、１４泊となっております。 

 本市を含めた県内各市の状況は７月まで１６市町村から計６５名、１５１泊の利用があり本

市の利用割合は利用者数で７．６９％、利用泊数で９．２７％となっており、甲府市、甲斐市

に次いで利用がされております。 

 次に産後ケアセンターの周知につきましては市のホームページ、広報紙での周知を行うとと

もに妊婦届け出時に全妊婦と面接を行う際、子育てガイドブックと合わせてパンフレットの配

布を行っております。 

 妊婦届け出時の面接では身体的・精神的・経済的に不安がないかを確認し、妊婦健診・赤ちゃ

ん訪問と合わせて制度の説明をしており、必要の高いと思われる方には個別に声掛けを行って

おります。 

 次に日帰りケア事業への補助についてですが、産後ケアセンターの日帰り型ケアでは個別ケ

アとして母乳ケア、育児相談、カウンセリングなどの有料サービス、健康教室としてベビーマッ

サージ、おっぱいクラス、ストレッチクラス、ママパパクラス、孫育て講座などが実施されて

います。 

 本市では産後ケアセンター開設以前から、こんにちは赤ちゃん訪問によるファミリーサポー

トやホームスタートなど子育て支援の事業紹介、健康相談日を設けての母乳相談や育児相談、

また担当保健師制によりましていつでも相談に乗り、指導、支援に結び付けられるようきめ細

やかな相談支援を努めているところでございます。 

 また本市では７カ所の子育て支援センターを委託し、ベビーマッサージやマタニティヨガな

ど工夫したメニューづくりにより子育ての不安解消、仲間づくりの取り組みを充実させており

ます。 

 産後ケアセンターとの関係では、産後ケアセンターが夜間・休日の電話相談の窓口として本

市の母子保健の切れ目ない支援体制の一助を担っていただいているものと考えております。 

 こうした取り組みにより本市の日帰りケアの利用はございませんので、産後ケアセンターの

日帰りケアの補助制度については、現時点では実施の予定はありません。 

 事業検討にあたっては、利用ニーズや専門性等による現行の市事業とのすみ分けなどが課題

で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。 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。 

 宿泊利用者は笛吹市では５名だったということで、資料によりますと甲府市では３０名で甲

斐市では８人ということで、その現状を笛吹市としてどのように捉えているのかお伺いします。 

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） 

 再質問にお答えをいたします。 

 川村議員のご質問の中にもありましたように産後ケアセンターの設置の目的、あるいはその

必要性の中で特に核家族化等によりまして赤ちゃんに触れる機会が少なくなっていること。そ

れから出産の入院期間が短くなっていること。また特に遠方からお嫁さんに来られた等で身近

に親族の方がいないとかで、その親族の支援が受けられないような方の不安といいますか、そ

ういった点がこの利用を促す大きな要因だというふうに考えております。 

 そういった点で、特に甲府市や甲斐市等の都市化した地域ではそういった利用が多くなって

いるのかなというふうに考えておりますし、本市におきましても身近に親族のおられない方の

不安な方が利用しているのではないか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） 

 個人的にはね、笛吹市内にあるわけですからもっと利用者がいてもいいのかなというふうに

思ったんです。それから２８年度の宿泊利用者の見込みは何人ぐらいになっておりますか、予

算として。 

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） 

 本年度の当初予算には１００万１千円を計上させていただいております。この積算につきま

しては月に２名ほどを見込んでおります。１２カ月と。２４名ほどの分を見込んでいるという

状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 １００万の予算ということでよかったなというふうに思っているんですけども、いろんな方

に話を聞きますと、母子手帳を受け取ったときにさまざまな資料とか、いろんなものを受け取

るわけですよね。そのときに説明をしているんだけれども、お産までの間の資料は見るけども、

産後からというとなかなか見る機会がないということで、その間に周知が、皆さんに行き渡っ

てないんじゃないかという意見もあったんですけど、その点についていかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

 



 １５０ 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 先ほど答弁の中でも申し上げましたが、最初の妊婦、届け出の際にご説明をしているのは、

今年度、新たにしましたけれども、こういった子育てガイドブックをお渡しをしながら、また

産後ケアセンターのパンフレット等もお渡しをしていると。それからこの中では子どもさんが

健全な成長をする、生まれたらどうするのかとか、それから応援してくれる人がたくさんいま

すよというふうな指導をしてくださる赤ちゃん訪問から一般検診、相談等についても細かく書

かれておりまして、このことを従前にといいますか、相談時にご説明をしているという状況で

ございます。そして赤ちゃん訪問につきましては、ご存じのように子どもさんが生まれてから

保健師、または助産師が約９６％くらいのお子さんのところをご訪問をさせていただいて細か

く相談に乗っているという状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、９６％の訪問ということで、生後４カ月までのこんにちは赤ちゃん事業の中だと思うん

ですけども、現在の訪問状況と、あと９６％ということはあと４％の方がなんらかの接触がさ

れていない状況の中で、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） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 赤ちゃん訪問の現状について、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。 

 現在、市で行っている赤ちゃん訪問は全出生児、生まれたお子さんを対象に生後１、２カ月

の間に地区担当の保健師、または雇いあげの助産師、５名によって行っております。母子健康

手帳交付時に訪問の実施について説明をし、訪問については保護者のご都合を確認した上で日

程調整をして実施をしております。子どもがその際に子どもがまだ入院中であるとか、あるい

は里帰りが長くて都合が合わないとか、あるいはすでにお子さんが３人目、４人目だというこ

とで結構ですよというふうに向こうからお断りをされる場合がございますので９６％というふ

うになっておりますが、こうした赤ちゃん訪問ができなかった４％の赤ちゃんについては４カ

月健診の折に確認をしております。すべてのお子さんについて、健診の受診を進めて確認をし

てお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） 

 では１００％の方になんらかの接触はできているということでよろしいということだと思い

ます。 

 それからこのセンターの特徴では、いつでも助産師さんに相談できる、２４時間産前産後電

話相談が実施しています。開設以来、これまでに７４７件の相談があり、深夜の０時から朝の

９時までの相談件数が１２０件あったそうです。深夜、パニックになって泣きながら電話して

くることも多く、ネットの情報から県外からの電話もあるそうです。またＤＶや虐待につなが

りやすい相談もあり、とにかくじっくり話を聞いてあげようという体制になっております。な
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かなか２４時間というところはないと思うんですけども、この事業に対して市とはどんなふう

な連携をされているのか。またこの相談の中で市とつながったことはあるのかどうか、お尋ね

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 ご案内のように２４時間の電話相談体制を取っていただいております。このことは本市にと

りましても非常に有効な支援体制の１つであるというふうに認識をしています。と申しますの

は先ほど言いましたように保健師、あるいは助産師、あるいは外部でございますけれども子育

て支援センターやファミサポ等、市内にある子育て支援の体制というのは非常にきめ細かな体

制を組んでおりますけれども、そうは申しましても夜間であるとか、休日のスポットの部分で

はなかなか対応ができない場合もあるということで、そういったところをこの産後ケアセンター

の電話相談が補っていただいているという点では非常にありがたく思っております。 

 ただ、この電話相談の中身につきましては、匿名で受けているというふうに伺っております。

ですので、どこどこの誰々さんというふうなことまで特定して相談を受けるということがなか

なか難しいところがあると。それがあるからこそ安心して相談ができるということのようです。

また伺っておりますと最近は県の委託によりまして、この産後ケアセンターが設置されている

わけですけれども、インターネット上等で公開されているために県外からの相談も多いという

ふうな話も伺っております。そういう点では、現在まで産後ケアセンターから匿名で相談され

たものを聞き掘り起こして市のほうにつなげていただいたという事例は、まだないというふう

には聞いております。けれども、われわれのほうでは先ほど言いましたように非常にこの相談

が、匿名であれ心強く思っ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） 

 分かりました。特に産後ですけども、子育てに忙しい母親の健康は後回しにされがちで出産

直後、うつ病にかかる女性が多く日本では出産した女性のうち１３．４％が産後うつの症状が

みられると報告されています。また晩婚化が進み、３５歳以上で初産の母親は産後うつになり

やすいとの報告もありますし、今現在、笛吹市の状況と対策についてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 先ほどの赤ちゃん訪問、当然、赤ちゃんを対象に訪問するわけですけれども、同時にお母さ

んの面接も行うという形になっております。その際に産後うつの確認のための調査、エジンバ

ラ検査というものを行っております。特に不安の強い方につきましては、改めて産後ケアセン

ターの利用を進めたり、あるいはこの訪問を２回、３回と複数回、訪問をしてフォローを行っ

ているという状況でございます。 



 １５２ 

 ちなみに担当のほうからいただいた資料によりますと、昨年度５１７件のこの検査を行った

対象者がおりました。その中で産後うつの疑われるような点数が出た方というのは１０．６％、

５５人ほどあったということで、いずれも複数回の訪問や相談に乗っているという状況でござ

います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ５５人の方がうつの症状が見られたということなんですけれども、そういった方に対して今

後もずっと引き続き支援をしていく体制はできていると認識していいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 このエジンバラ検査につきましては、先ほど申し上げましたように子どもさんが生後１カ月、

２カ月の間の赤ちゃん訪問時の検査でございますので、一時的な状況である方も多くあるかと

思います。また長期に症状が落ち着かない等、あるいは支援が必要だという場合には保健師の

指導によりまして専門医の紹介や、場合によっては保健婦の中で体制を整えて継続的な支援を

していくということを行っております。 

 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） 

 それからですね、産後うつになって子育てがしにくくなる状況の中で、児童虐待という部分

では本当に全国的に事件として、事故として報道されておりますけれども、笛吹市としての状

況と対策について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 児童虐待につきましては、ちょっと今日、資料の持ち合わせがございませんので、数字的な

うんぬんというよりも、虐待の体制につきましてネットワーク会議を設けておりまして、ここ

には関係の事務所、弁護士、あるいは警察等も含めて連携を取る体制を取っております。 

 児童の場合、非常に今、幅広く全国的にも国も県も市も啓発をしておりまして、電話通報を、

些細な気づきでも通報してほしいということでやっておりますので、通報の件数等については

非常に多くなっているというふうに聞いております。 

 また産後の体制の中では、特にこの状況が産後うつの状況と結びつくというふうなケースに

ついては私は把握をしておりませんが、また確認をしてみたいと思っております。 

 以上です。 

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） 

 それから利用者さんの声を聞かせてもらったんですけど、ゆっくりお風呂に入れることがで

きてうれしかったって。食事、温泉、足湯もあったりジャグジーの温泉もあったりで本当に日

ごろ、１対１の子育ての中で大丈夫だという保健師さん、助産師さんの言葉が励みになりまし

たって。帰りにはまた子育てに頑張ろうというふうに決意をして帰ったという、いろんな言葉

を、声を聞かせていただきました。そういった中でやっぱり一人で子育てをしながら、本当に

夕方になると赤ちゃんというのは泣いて、また２時間、３時間と授乳で起きなければならない。

本当に入院期間も短い、そういった中で本当に全国的に産後ケアが笛吹市にあるということは

すごい強みだと思うんですけれども、その点について部長、もう一度答弁をお願いいたします。 

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。 

 繰り返しになりますが、本市にとって産後ケアセンターの存在は産後のお母さんの支援をす

る体制の中では非常に重要なものというふうに捉え、先ほどの夜間、休日の電話相談も含めて

非常に重要だというふうに考えております。 

 今後、産後ケアセンターとわれわれ市との関わりという点では当然、現在、保健師とそれか

ら産後ケアセンターの助産師との間で情報交換等を行いながら、連携を図っていく体制を構築

しております。 

 また今後は利用状況につきまして、毎年、月報という形で報告もございますので、そういっ

た中で産後ケアセンターを利用した方のその後の不安なもし状況があれば、またもう一度、市

にフィードバックをしていただくと。当然、利用に際しては市を通して利用のほうを申請いた

しますので、そういった意味では情報の連携、支援の連携というものを取ってまいりたいと考

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） 

 先ほど答弁の中で日帰りケアの事業も行っている中で、アルプス市では利用者に補助金制度

をやっているわけですけれども、市独自でいろんなことのサービスを無料でやっているけれど

も、またそういった違った面で産後ケアを使う、センターを使うことも必要かなと思っている

んですけども、その点についてもう一度、答弁をお願いいたします。 

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。 

 先ほどご紹介したように、日帰り型のケアが有料でいくつか行われております。例えば母乳

ケアということでは１時間当たり５千円。３０分当たり３千円というふうな利用料が発生をい

たしております。育児相談についても２千円から３千円。またカウンセリングについても３０分

５千円というふうな単価がございますので、こういった利用と比べたときに笛吹市では従前か
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ら行われている先ほどの赤ちゃん訪問であるとか助産師の相談、それから場合によっては有料

となる施設のご相談やご紹介や、また育児相談等については電話相談を随時行ったり、健康相

談を月２回、また地区担当の保健師の訪問等は行っておりますので、こういったことで十分対

応はできているというふうに考えておりますけれども、先ほど答弁のほうにもございましたよ

うに今後、多様なニーズという点に対しては、今後の利用ニーズ等を見ながら検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ニーズに合わせて事業を進めていただきたいなというふうに思います。 

 それから宿泊型、大変な金額がかかるんですけども、市と県が補助してくださって、個人負

担が１泊２食付きで６，１００円という宿泊型です。その中で１泊、２泊、３泊することによっ

てお母さんたちが元気になっていくかなというふうにも思っているんですけども、市町村によっ

てはその６，１００円の部分で、市民税の非課税世帯の方には緩和するという動きもあるんで

すけれども、笛吹市としてはどういう見解でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 補助制度といいますか、この産後ケアセンターにつきましては、宿泊利用についてはそもそ

もが３万円を超える１泊の設定でございます。１泊３万円を超えるとなりますと石和温泉でも

そうそうないスイーツのお泊りという形になって、非常に至れり尽くせりといいますか、微に

入り細に入り、非日常の中でゆったりとリラックスしていただくというふうな状況でございま

す。そうした状況に対して、そういったニーズがあるものに対して支援をしていこうというの

が考え方でございますので、そもそもが低所得者の方々の非日常とのギャップがあまりにもあ

る状況をつくり出すことがいかがなものかという意見もあります。１泊、２泊を素晴らしいと

ころでして、帰ってきたときにどういう状況なのかということの、むしろわれわれとしまして、

今現実にある中で保健師等がきめ細かに相談に乗って、個別訪問もしながら対応しております

ので、そちらのところに労力を費やしている、費用を費やしているというふうに考えておりま

して、現状では単純に低所得者向けの、このサービスの案内というのが必要かどうかというの

はまだ検討の余地があるというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ検討していただいて、切れ目のない支援ができるように希望いたしまして一般質問を終

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） 

 以上で川村惠子君の一般質問を終了します。 
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 続きまして関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長の許可をいただきましたので、通告に従って事業決定における市民意向の反映について、

このことをテーマに質問いたします。 

 先ほども亀山議員の学校給食の業務委託のところで、上意下達、一方では理解を求めるとい

うような言葉のやり取りがあったのですが、そのへんとも関わるテーマかと思いまして先ほど

の議論を聞いていました。 

 国から市町村に至るまで、行政府といわれるものが行う主要事業、ここで言う主要事業とは

ハード事業である建設事業はもとよりソフト事業であります法制度のこういうものの制度化、

こういうものを含んでですね、このような広い意味での事業、その重要な事業の決定において

主権者の意向、国でありますと国民、市町村でありますと市町村民ということになりますけれ

ど、その主権者の意向を反映させることはこれは必要不可欠の重要な案件であると思います。

これには誰一人として異を唱える者はなかろうかと思います。 

 代表制民主主義、あるいは間接民主主義といわれる国政にあっても昨今、重要な政治的案件

については各地で実施する公聴会、これなどは国政への国民の意向を反映させようとするもの

です。その目的は果たしてまっとうしているかどうかはともかく、そのような役割を果たすも

のであろうかと思います。 

 行政事業への主権者の意向を反映させる、このことはとりわけ直接民主主義を制度の一方の

柱としている地方自治体にあっては、重要な事柄であるというふうにいえます。 

 さて、笛吹市市政は７町村が合併して丸１２年になろうとしていますが、この間、主要事業

にあって、その事業への市民の意向、これはどう扱われてきたか、どう反映されてきたか、事

業決定に至らなかったもの、あるいは事業決定に至ったもの、また事業決定の途上にあるもの、

いろいろあるわけですけれど、その中から７つの事業を選びまして検証していきたいというふ

うに思います。 

 まず１つ目は荻野市政１期目の新庁舎建設整備事業、この点についての市民の意向の問題。

２点目は同じく荻野市政２期目にあったアリーナ建設事業、この事業における市民意向のあり

方。３点目は倉嶋市政になってＮＴＴ用地、この取得事業についての市民意向の問題。４点目

はごみ袋有料化事業、これについての市民の意向の問題。さらに５点目は社会・スポーツ施設

使用料改正事業、これについての市民意向の問題。６点目は公共施設再配置整備事業、これは

途上にありますけれど、この事業における市民意向の扱われ方。７点目は何回も条例改正があ

りましたけれど、都市計画税条例、この改正事業についての市民の意向の取り扱われ方。これ

ら７つの事業を取り上げてですね、先ほど申しましたように市民の意向がどのように扱われて

きたか、反映されてきたか、これを検証していきたいというふうに思っています。そしてその

検証の中から市民の意向がうまく反映されていないならば、それを改める制度設計、そういう
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もののヒントをここの議論の中で、質問の中で得ていこうと考えています。 

 まず最初にそれぞれ今、挙げた事業について所管の部長よりそれぞれの事業において市民意

向はどのように扱われたか、反映されたか説明を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 二元代表制のもとそれぞれ大勢の市民の皆さまのご支援をいただき、市政を進める立場にあ

る首長と議会においては主権者の意向を反映することは重要な要件であり、同時に議会の理解

を求める中で事業を進めることは、市民の皆さまのご理解へとつながることと認識しておりま

す。また市民協働を進める上では、計画策定等の過程において市民に参画してもらうことも大

切であると考えております。 

 合併から１２年が経過する中で、主要事業について市民意向がどのように扱われたかについ

てですが、まず新庁舎建設整備については、市民にとっては大変重大な事柄ではありましたが

議会内での議論に留まり、結果、笛吹川右岸への建設整備費等の議案が否決となり、市民の皆

さまのご意見をいただくまでには至らなかった経過がありました。 

 アリーナ建設整備については、建設を目指すに当たって議会・地域審議会での説明、市民ミー

ティングによる直接的に市民の皆さまからのご意見をいただくなど、市民のご意見の確認に努

めさせていただいたところでありますが、建設反対の民意が大きな渦となり結果、市長選挙等

により民意による建設中止が決定されたところです。 

 ＮＴＴ用地取得につきましては、市民説明会等においてその必要性を市民の皆さまにご説明

してまいりました。用地の活用方法につきましては検討の余地はあるものの、用地取得につき

ましては、概ね賛成であるとのご意見をいただいているものと考えております。 

 なお、用地の活用方法につきましては、市民の皆さまや宿泊者を対象といたしましたアンケー

ト調査、一般公募による市民、有識者らによります検討会議において検討を重ねた結果を活用

例案といたしまして、市民の意向を反映した形でお示しさせていただいております。 

 今後は市民、有識者らによるミズベリング構想関係検討会議において、用地の活用方法につ

きまして費用面も含めご意見をいただくとともに、市の活性化に直接結びつく事業であること

を市民の皆さまにご理解をいただけるよう取り組んでまいります。 

 次にごみ袋有料化についてでありますが、導入につきましては環境およびごみ関連の有識者

で構成されます笛吹市廃棄物減量等推進審議会において継続的に検討された事案であり、答申

をいただいた内容をもとに議会・区長会・環境指導員、さらに各地区での説明会を開催した中

で可燃ごみ袋の有料化の必要性は、市民の皆さまにご理解いただいたと認識をしております。 

 また各説明会でいただきましたご意見やご提案を検討し、環境整備に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に社会・スポーツ施設使用料改正についてですが、今回の料金改定は合併に伴う協定事項

になっており、施設による料金格差をなくすための算定基準を統一化し、規模・内容等に応じ

た適正料金を算出したものです。 

 内容につきましての審査は社会体育施設はスポーツ推進審議会で、社会教育施設は社会教育
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委員の会議において行われました。 

 利用者や各種団体からの聞き取りやアンケート調査等は行っておりませんが、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をしております。公共施設再配

置整備については、現時点ではまだ決定されておりません。現在はそのもととなる笛吹市公共

施設等総合管理計画を策定中であります。 

 策定にあたっては、今後の公共施設のあり方を検討していくための市民アンケートを実施す

るとともに学識経験者、関係機関の代表、公募委員によって構成する笛吹市行政改革推進委員

会において調査、審議を行っていただきながら進めている最中であります。 

 都市計画税につきましては、合併後５年間は石和町地域のみで課税されており、平成２２年

度以降は都市計画区域の全域で課税することとなりましたが東日本大震災、消費税の引き上げ、

大雪災害など市民生活への影響を考慮し、四度の条例改正により平成２８年度まで課税が猶予

されています。この間、平成２１年１１月に市内６地区の市民ミーティングにより都市計画税

の取り扱い方針の説明を行い、平成２７年２月に再度各地区の市民ミーティングにおいて説明

をさせていただいております。 

 また、改正内容につきましては、ホームページや市の広報紙に掲載するとともに課税対象者

には、納税通知書とともにチラシを発送し周知を行っております。 

 現在、昨年の１２月議会の都市計画税条例一部改正の結果を踏まえ、庁内検討会を重ねてお

ります。市として一定の方向性が出た時点において、市民の皆さまに丁寧な説明やお知らせ等

を行っていきたいと考えているところであります。 

 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） 

 まず新庁舎建設整備事業ですけれど、今の部長の説明からも分かるようにかなり進んだとこ

ろで市民に説明をしようというような段階だったかもしれませんけれど、もうそのときはこと

は終わっているような話であったと。市民意向のそっちのけの新庁舎建設であったわけです。

私はこのとき議会にはいませんでしたけれど、非常に空中戦をしていた感があります。これも

突き詰めていくと本当に市民が新庁舎を必要としているかどうか、それはいろんな意見がある

かと思いますけれど、やっぱりそこをしっかり把握した上での場所の決定とかですね、その前

に新庁舎、なぜ新庁舎が必要か、これは行政のほうで示す必要があります。しっかり新庁舎が

なぜ必要かの課題ですね、背景となるもの、そういうものを示す必要があろうかと思います。 

 この点は今の答弁であって、アリーナ建設についてですけれど、これは非常にまずい、市民

の意向を無視した結果、それが今の倉嶋市政になったわけですけれど、これは最後にまた市長

のほうに質問しますけれど、常設の実施必至型の住民投票条例をつくらない限り、こういう問

題は解決しないというふうに思います。われわれも、私もこの運動に関わったわけですけれど、

住民投票をしようということで、たしか１万人近いですね、５０分の１でいいところをその１０倍

くらいの有権者の署名が集まりましたけれど、そこまでいった中で強行に実施計画まで行った

と。その実施計画の費用どのくらいあったか、もし部長、分かったらお願いします。 
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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） 

 申し訳ございませんけれど、手元の資料で持ち合わせがございませんので把握はしておりま

せん。 

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） 

 たしか実施計画が１億円前後かかっていると思います。市民の意向を無視することによって

尊いお金がこれだけ失われたと。それまでの過程はしょうがないです。どんな事業でも最終的

に決定するかどうか。でもやはりあれだけの反対がある中で強行に進めた結果が、そして倉嶋

候補がそれを公約に当選して、この間の代表質問でもありましたけれど中止に至ったというこ

とです。 

 ＮＴＴ用地の取得についてですけれど、これは非常にですね、私もこれ確認しましたけれど

市民からのアンケート、いろいろ市民意向を取ってはいますけれど、それとプロポーザル方式

でやったと。プロポーザルのほうに市民の意識、アンケートの結果がほとんど反映されないよ

うな過程であったのではないかというふうに私はことの経過を理解しているんですけれど、こ

のへんもですね、しっかり市民の意向というならば、そのへんの時間のかかる話です、民主主

義というのは。時間と金のかかる話ですので。多少、私はここについては違和感がありました。 

 ごみの有料化、これはですね、有識者、そしていろんなところでの説明、そして必ずですね、

有識者の会議で決めたことをそのまま走らせるという形でなかったという点が非常に私は好感

が持てました。議会でも非常に納得のいく説明が得られたというふうに私は理解しています。

やっぱりこういう形で、一つの市民意向も聞きながら進めるべきであろうというふうに考えて

います。 

 社会・スポーツ施設利用の改正事業ですけれど、これは先ほどスポーツ審議委員会、推進委

員会ですか、社会教育委員会的なもので意向を聞いたと言いながらですね、出た瞬間にスポー

ツ少年団からの異議があがったというようなこともあります。 

 最初から予見判断をもってですね、ものを決めていくということは非常によく行政の使う言

葉では理解を求める、再三理解を求める。市長も昨日の都市計画税にかかわるところで理解を

求める。市民に市民ミーティングをして理解を求めるという言い方は、そもそも決まったこと

をあなた方のみなさいと。のむときにちょっと喉に引っかかりそうだから、そのへんはこうい

うふうにすればうまく入りますよという話でありまして、意見を得る、理解を得るでなくて意

見を得るということをやっぱり基本的な姿勢にしないと、あらゆるところで最後にいってどん

詰まりのような状態で、さっきのような大きな損失を市政にもたらすというふうに思います。 

 ちょっと話がそれましたけど、公共施設の再配置計画、これはまだまだ途中にありますけれ

ど、やはり早い段階でですね、市民が、再三、私、言っていますけれど、これからまちづくり

をどうするんだと。自分たちの問題意識のうちに、問題意識を持ってもらうためにも早い段階

でまちづくりの構想なり、そういうものをしっかりする中でないとなかなかこの再配置ってで

きないと思うんです。そのへんについて、もし考えがありましたらお答えください。 
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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） 

 当然、再配置につきましては、今までのいろいろなそこでの生活等によって施設の利用等、

またいろいろな面でのコミュニティも発生していることも理解をしているところでございます。

現在はその前の段階のいろいろな検討をするための基本的な計画、またデータづくり等をして

いるところでございますので、その基本的な計画づくりが終わった時点で、そのあとアクショ

ンプラン的にそこのところで明らかにする段階になっておりますので、現在は至っておりませ

んけれども、当然、多くの皆さま方とご議論を重ねながら進めていくというふうなことになる

と認識をしております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ぜひそのような形で進めていただきたいと思います。 

 私も議員の皆さんも市民を代表していますので、あまり大きな問題でないものとか、あるい

は大体、合意が得られるようなものはわれわれが代表できるわけですけれど、なかなか大きな

構想については意見の割れるところですので、そういう場合ですね、議会基本条例が制定され

てですね、それの８条にですね、市長等の政策形成過程における説明責任という条項を設けさ

せていただいています。これは今のようないろんな問題が、つまり事業の進める過程がうまく

なくて問題が起きないための一つの手法であろうかと思います。これも厳密にはですね、規定

していないんですけれど、やはり大きな事業に関しては構想段階、そして基本計画段階、実施

計画段階、こういうラフな言い方ですけれど、段階にそれぞれやっぱり議会のほうに説明すべ

きだという条項ですけれど、今の段階は私が今、付け加えたことです。やっぱりそういう細か

な手続きを踏まないとなかなか合意形成が得られないと。そういう中で、議会も報告会があり

ます。意見交換の、市民との意見交換の。そういう中で議会の仕事としても市民の合意を得て

いく。意見を得ていく。そういうことかと思いますけれど、このへんの議会へのですね、説明

責任について、まだ条例ができたばっかですけれど、このへんについてお答えいただきたいと

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） 

 当然、議会の皆さまには先ほどの答弁の中でも触れさせていただきましたけども、議会の皆

さんは市民のお声を背負いながら、この壇上にいるというふうなことでございますので、当然、

事細かに説明をして、先ほどの答弁のとおり議会の皆さんのご意見を十分賜り、また議会のご

理解をいただきながら進めていくというふうなものでございます。 

 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） 

 最後に市長のほうに質問します。時間もあれですけど。 
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 先ほど言った、やっぱり大きなここでのわれわれの、学習したかということでいうとアリー

ナのさっきの大きな問題だと思います。これは民意と市民の意向と議会がまったくずれたため

に住民投票条例も制定できなかったと。これを回避するには常設のですね、常設の住民投票条

例、市長は市民本位と言っているんだから、これはぜひ、当選するかどうか知りませんけれど、

そのへんの意気込みについて最後にお答えください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 野澤議員のご質問にお答えをいたします。 

 野澤議員の本日のテーマは地方自治のあり方、市民自治のあり方、住民自治のあり方、議会

のあり方、そして市長のあり方、すべてを包含した議論だというふうに承りました。 

 今、聞いていて最後にふと思ったのは、やはり市長が議会の冒頭で議員の皆さま方にご報告

をいたしますけれども、あそこをもっと改善しなければいけないなということを常々思っては

いるんですけれども、単なる、単なるという言い方はおかしいんですが、行政報告ではなしに

やはり今こういうことが課題になっている。あるいは、何年か先に来年はこういうことを市民

に提起しなければならない。議員の皆さまとの議論をしなければならない課題がこういうふう

にありますよというようなことをしっかり、それは包み隠さず提起をしていく。施政方針とい

うのか知りませんし、もう少し内容を具体的にブレイクダウンしたような形になっていくんだ

ろうかなとは思いますが、そういうことを一つは感じました。そういうことによって、市の考

えている、市長の考えていることがしっかり議会に伝わっていく。議会に伝わっていくという

ことは当然、これは市民にも伝わっていくということであって、そこで市長と議会と市民との

三者のしっかりとした、ある種の緊張感、ある種のボールの投げ合い、意見交換、そういった

ようなことがしっかりと提起されるというか、行われていく、そういう状態が一つ一歩前進な

のかなと思って聞いておりました。 

 さて今の野澤議員のご質問です。常設の住民投票条例をというお話でありました。これは４年

前、先ほど私の記憶では１万２千という署名を集めて、市長にアリーナをやめるべしという提

起をした。ぜひ住民投票にかけるべしと、こう諮った。たしかそうだったかと思いましたが議

会のほうで否決をされたと、こういうことがありました。 

 解決は選挙という形になったわけでありますが、そのときわれわれの議論は住民投票がもっ

と、常設の住民投票条例があればいいのではないかと。市民の意向を直接、議会に、市長に伝

える方法として、直接民主制ですね、そのようにつくづく感じたところであります。 

 私は今日、夜、次期選挙への立候補にあたっての政策を発表する予定でございますが、その

中にも常設の住民投票条例を制定するということを盛り込んでいきたいと、このように考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 常設の住民投票条例というのは、ちょっと分からない人もいるかもしれない。要するにわれ

われが直接請求でリコールされるように一定のですね、署名があれば、これは住民投票にかけ
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るというものです。 

 以上です。 

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。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 笛新会の北嶋でございます。 

 今、野澤さんのほうから過去の主要事業につきましてのいろいろの検証を問うたわけですけ

ども、今も最後に住民投票条例ということが出ましたけども、私はむしろですね、日ごろから

ですね、コミュニケーションが市民の間にできてれば、そんなものはすぐには、その都度その

都度解決していけばですね、必要になくなるような市民本位の政治をしていかなければならな

いと思っております。 

 市民ミーティングというのは、その随所随所にやってきたわけですけども、やはりそこでは

ですね、やはり意見を述べる方は限られた方なんです。ですから前も私も議会のほうで申しま

したけども、小選挙区のような、小学校区ですかね、そのくらいの地域に限定をしてですね、

その中で不特定多数の市民に参加していただいて、コミュニケーション協議会のようなものを

設定してですね、その都度、市民の課題について議論しあうということ。今回、倉嶋市長が次

期出馬に対してですね、市民会議ですかね、そういうようなものを設定したいということ。そ

れと同じなんですけども、ぜひですね、次に向けて出馬の場合はですね、どのようなそういっ

た市民の間のですね、コミュニケーションを日ごろから図っていくためにですね、どういう会

議を設定を、思いがあるのかということをちょっとお聞きしたいと思いますけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 北嶋議員のご質問でございますが、先ほどの続きになります。今日の夜、私は政策を発表い

たしますが、その中にもう１つ、大きなテーマとしてはやっぱり市民、地域ということを掲げ

たいと思います。特に地域というものが大事だと。その中で地域ごとに、仮称でありますけれ

ども、まちづくり市民会議、あるいは市民会議、そういったようなものをつくる。これは今、

幅広いというお話がありましたけれども、今までのそういう会議とは違って公募というか、関

心を持つ、市政に関心を持つ、どなたでも参加をできるというような、思い切り間口を広げた。

もちろんそれは何百人も来られても大変ですけれども、誰でもが参加をし、そしてその場でま

た学んでいく、市政に関心を持って高めていく。そういうような場を少なくとも旧町村単位に

つくっていく。このことを提起したいと考えております。 

 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） 

 本当に笛吹の市民の中にはですね、素晴らしい方がいっぱいいらっしゃいます。そして笛吹
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市をどうしていこうかという、考えている方もいっぱいおります。ぜひそういった方がですね、

出てきていただいて、そしてみんなで話し合いをしてですね、いけば住民投票条例なんていう

のは、おそらくいらないじゃないかなというように思っているぐらいでございます。ぜひそん

なことでですね、市民会議を、不特定多数の方をぜひそれは実行していただいて、素晴らしい

笛吹市をつくっていただきたいと思いますけど、そういうふうに思いますけど、市民にはいっ

ぱい、優秀な人がいっぱいおりますから、ぜひその能力を出していただきたいと思います。そ

のような提案をぜひしていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 宣伝ばかりで嫌なんですが、ちょっとお許しください。もう１つ、言い忘れておりました。

今、北嶋議員からご指摘のように、このまちにはまちづくりの専門家といったような人、いろ

んな専門家がおりますので、専門家をどう生かすかということも今回の政策の中で、専門家の

活用って私、書いたんだけども誰かに直されたので、どういう言葉になったかちょっと忘れま

したけども、いずれにしろそういうような、いろんな幅広い専門性を持った人たちに大いに意

見を言ってもらう、このことが大事ではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（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。 

 本定例会の最後の質問者、ならびに本任期の最後の質問となりますがよろしくお願いいたし

ます。 

 倉嶋市政について４年間振り返って、いろいろの事業を行いましたけど、その検証について

ということが主な質問でございます。 

 倉嶋市長も４年前に大型事業の凍結、ならびに多機能アリーナ建設中止ということを掲げて

市民の多くの支持を得た中で当選され、就任されました。その中で残念なことは大型事業の凍

結、多機能アリーナは建設中止になりましたけども、大型事業の凍結、この公約は守られず代

表質問でも答弁にはございましたけども、事業の進捗状況、費用のかかっている中で凍結、や

めることができなかったという答弁でございました。それはそれで結構でしょうが、大型事業

も凍結しておれば、もっと市民に希望を持たれて、市民も倉嶋市長もまた２期目に向かって所

信表明を行いましたけど、もっと市民の方が市長に対して希望を持ったことの中で賛同するか

と思われますが、それは非常に残念でございました。 

 そういう中で、今、東京都、小池知事は任期１カ月ぐらい経ちますか、そういった中でつい

最近、築地市場の移転、豊洲の移転を延期を決定されました。この決定されたことで東京都の

損失は数十億円という金額が損失されます。そういった中でも小池知事はそういった自分の公
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約を守り、意志を守り、そういうことに至ったわけでございます。そういった中で倉嶋市長と

小池知事の違いは何かなと考えますと、いろいろと内容がございますのでそのへんは控えさせ

ていただきます。 

 それでは質問に入りたいと思います。 

 大型事業に伴う倉嶋市政の取り組みについてということでございますが、今年１０月には市

長、市議の改選の時期であります。そこで倉嶋市政を振り返り、大型事業に伴う倉嶋市政の取

り組みについて、お伺いをしたいと思います。 

 石和温泉駅舎の建て替えを含む駅前開発についてでございますが、これは駅建て替えを行っ

て、石和のというか、笛吹市全体の観光事業に貢献できればということで、この事業がたぶん

行われたと思います。そういった中で、そういった建てたことでどのくらいの観光客が笛吹市

に訪れたか、そういった検証を意味もって質問させていただきます。 

 １番目に３年前に開催したタウンミーティングで、市民に対しての説明では総事業費は３５億

円ということでございました。このうち駅舎建て替え工事が２５億円、さらにこの工事費の南

北自由通路の工事に１０億円がかかると説明していましたが、その点についてお伺いいたしま

す。 

 ２番目について、最終的にかかった事業費の内訳および負担した事業費についてお伺いいた

します。 

 ３番目、駅舎の建て替えによる乗降者数および経済効果に関する当初の見込みと現状につい

て、お答えいただきたいと思います。 

 ４番目、南北自由通路に関する当初の見込者数および現状の利用者数について、これもお伺

いいたします。 

 ５番目といたしまして、駅舎の北口ロータリーから国道への交差点に信号機が設置されまし

た。このことにより北口ロータリーの利用者がほとんどない中で、国道利用者から交差点待機

による不便さが生じていると声を聞いております。利用者見込みなどを伴う当該信号機の設置

に関する説明をお願いしたいと思います。 

 ６番目に駅舎正面の一番これ良い場所、皆さん方も見たとおり分かると思いますがそこにト

イレが設置されています。この件に関しまして、当初の設計段階でも協議に市は加わっていた

かどうか。また、考えは反映されたのかどうかということをお伺いいたします。 

 ７つ目ですけど、観光案内所に隣接している有料ワインサーバーについてでございますが、

試飲料が高額と感じるが、なお利用者からは同様な声を聞く中で、この目的は地元のワイナリー

およびワインの紹介ではないでしょうか。また、その成果は反映されているのか否かをお聞き

いたします。 

 ８番目、ＪＲ東日本は当時、駅舎に経年劣化により自己負担で建て替えを行わざるを得なかっ

たにもかかわらず、当事者の多額の税金を投入したことに関して、本当に市民にとってメリッ

トおよび経済効果が生じたのか。振り返ってみれば、多機能アリーナ問題と同様に公約どおり

の凍結が正解ではなかったのではないでしょうか、お考えをお伺いいたします。 

 ２つ目でございますが・・・以上お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 まだ続けてください。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 

 すみません。 

 ２番目に、砂原橋架け替え建設および周辺道路整備についてでございます。 

 この橋は皆さんご承知のとおり、もう完成をしております。ただ、この笛吹川に架かってい

る橋の中で唯一、これ自治体が造った橋でございます。そんな当初７年前、そういった私ども

部落にも説明がありましたときに、このような橋を本当に市の事業としてやっていいのかどう

かということを問いかざしましたけど、そのまま実施されてきました。 

 そういった中で、１番目の質問といたしまして、総事業費の概算額は。また現在までの事業

費と財源内容をお伺いいたします。 

 ２番目に地権者との話し合いはどうなっているのか。どこまで進んでいるのか。今後、同意

の見込みはあるのかをお伺いいたします。 

 まだ全線開通は至っておりませんが供用開始以降、車両の通行数の調査はしたのかどうか。

また１日当たりの通行量はどのくらいあるのか、お伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（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） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに石和温泉駅の建て替えを含む駅前開発事業についてですが、平成２２年度から２７年

度の石和温泉駅周辺整備事業の総事業費は３９億５千万円でした。 

 事業費の内訳は、石和温泉駅舎の建て替え工事費が２３億４００万円になります。さらにこ

の工事費のうち南北自由通路の工事費は１０億８，５００万円になりました。また、市の負担

額は一般財源が５億６００万円、合併特例債２１億９，８００万円になりますが、これについ

ては７０％の交付税措置があります。 

 駅舎建て替えによる乗降者数については、乗車人員は把握していませんが駅舎の新築により

利用者が特別増えるということはないようです。駅長のお話ですと車いすを利用されている方

の利用をよく見かけるようになったと伺っております。 

 南北自由通路の利用者数については、正確な利用者数は把握できませんが、供用開始の２月

１２日から７月末までのエレベーターの利用は１日平均北口側が３５０回、南口側が６５１回

になり、交通の利便性やバリアフリー化による効果が表れていると考えられます。 

 石和温泉駅北口交差点の信号機の設置については北口広場の供用開始に伴い、地元行政区か

ら鉄道利用者の増加・車両の乗り入れや石和第五保育所の送迎車両の通行に伴い、信号機の設

置要望を受け公安委員会が総合的に判断し信号機を設置しました。 

 設計協議への参加については、市の重要な施設の事業でありますので当初の設計段階から協

議を重ねてまいりました。ご指摘のトイレの位置につきましても、東西両側にある階段とエス

カレーターの位置関係や障がい者が利用しやすいことに重点を置き、現在の場所に設置しまし

た。また公共のトイレの清潔感や利便性の高さは利用者目線でつくられた施設でもあります。 

 ワインサーバーについてですが、設置した目的は市内ワイナリー各社の代表するワインを展

示し試飲していただくことにより、市内ワイナリーを周遊していただくとともに笛吹産のワイ
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ンの販路拡大につなげていこうとするものであります。 

 試飲の価格については、各銘柄容量に応じて２００円から４００円での料金設定を行ってお

ります。料金設定については当初より笛吹市ワイン会が中心となり、提供する容量、金額を定

めてまいりました。今後もワイン会において、展示商品の入れ替えや料金設定も行っていくも

のであります。 

 その成果が反映されたか否かについては、今年２月のワインサーバーオープン時より約２カ

月間、利用者アンケートを実施し５２０名の方に回答をいただきました。利用された約９５％

の皆さまより｢とてもよい｣「よい」との評判をいただいており、うち５割強の皆さまがワイナ

リーに立ち寄るとの回答をいただきました。８月末現在、月平均千件を超す利用があり、案内

所ではワイナリーの場所や行き方のほかワインタクシーの問い合わせも増え、観光客の皆さま

に大変ご好評いただいているものと受け止めており、価格の影響はないと感じております。 

 今後もより一層の周知宣伝と適切な管理運営に努めてまいります。 

 駅舎の建て替えと石和温泉駅周辺整備事業についてですが、石和温泉駅は笛吹市の顔であり

観光の交通拠点となる玄関口であります。駅舎の老朽化はそのままにしておけない、バリアフ

リー化をしていくという考えからリニューアルをすることとしました。また駅北口の利便性や

北側地域の活性化につながる南北自由通路や北口広場などの駅周辺整備を行ってきました。 

 観光客をお迎えする玄関口としても将来必ず経済の発展につながり、賑わいを生み出し、市

民にとって大きなメリットになると考えています。 

 また、これまで非常に不便を感じていた障がい者にとっても利用しやすい施設となり、これ

からの本市発展の交通拠点となる施設と考えています。 

 次に砂原橋架け替え建設についてですが、総事業費の概算額については、砂原橋本体および

周辺取り付け道路を含めて約４０億円になります。平成２７年度末までの実施済みの事業費は

２８億２千万円で、財源につきましては国庫補助金として道整備交付金と社会資本整備総合交

付金、そのほか合併特例債と一般財源とになります。 

 財源内訳については国庫補助金が約１８億円、合併特例債が約２０億５千万円、一般財源が

約１億５千万円となります。 

 地権者との話し合いについてですが、用地交渉については、これまで市の計画にご理解をい

ただく中、進めてきましたが最終的な同意をいただけなかった方、複雑な所有権関係によりそ

の処理に時間がかかっている方など、若干名の地権者の方がおりますが今後も粘り強く交渉を

進めていきたいと考えております。 

 基本的には、計画に対してすべての地権者の皆さまにご理解をいただいているものという認

識でおりますので、最終的には同意の見込みはあるものと考えております。 

 通行車両の調査についてですが、河川管理者である国交省との協議では、旧砂原橋の使用は

本年５月までの許可になっていることなどから、近隣住民の方々にご不便がないよう最小限の

通行ができるよう、本年１月から新砂原橋の仮供用を開始したところであります。 

 仮供用以降、通行車両数の調査は行っておりませんが、石和側・八代側それぞれ県道までの

取り付け道路が完成していませんので、以前と比較しましても現場条件にそれほど大きな変化

はなく、旧橋の通行車両数は推定ではありますが１日当たり２００台程度と言われていました

ので、現在も仮供用開始前と同程度ではないかと思われます。 

 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。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今の部長の答弁だと、ほとんどこの事業は行われましたがほとんど検証されていないという

ことで、やはりこれだけの大きな金額を投資するということから、やっぱりその検証をちゃん

としっかりしていかないと、今後の事業をやるにつけてもこれは非常に問題があると思います。 

 その信号機についてもですけど、これ地元要望ということでございますが、やはりこれは付

けるはたしかに公安委員会かもしれませんけど、やはりこれ通行量どのくらいあるか、部長は

見たことはありますか。そんなにおそらく北口から出る通行量はほとんどありません。そういっ

た中でこういった場所には感応式とかそういった、やはりほかの通行に妨げないような状況の

信号機を設置するべきじゃなかったかとは思います。その点、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） 

 お答えいたします。 

 北側の入り口につきまして、私も数回、当然、行っているわけでございますけども、やはり

交通量については、そこの北口の駐車に停まっている車両数も南口に比べまして、やはりまだ

まだ少ないことは否めないと思っております。ただ駐輪場の関係なんかを見てみますと、自転

車の数はですね、結構な数が、１３０台ぐらいのキャパはあるわけですけども、結構な数の自

転車は停まっているなということを拝見するわけでございます。 

 やはり通行量についてはですね、やはり少ないということもございますけども、現在のとこ

ろはご指摘のとおりですね、希望でもって信号機が付いているわけでございますけども、これ

については責任と言いますか、管理は公安委員会でございますので、その点についてはまた地

域の要望とかございましたら、またそういったことをいただきながらお願いといいますか、そ

ういったものは呼びかけていきたいなと思ってはおります。 

 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） 

 それから駅舎建て替えたことによって、当初はこの建て替えをすれば観光客もかなりの見込

みがあるというおそらく予測をしていたと思います。私もそういった話をいろいろのとこから、

商工会とかいろいろなところから聞いておりますけど、今の部長の答弁だとほとんどその数は

変わらないということなんですけど、その原因についてはいかがでしょうか。 

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） 

 お答えいたします。 

 私のですね、述べた答弁というのはですね、駅舎があくまでも新しくなったということに対

しての、そこの利用者が増えるか、増えないかということでございます。ただ、これからです
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ね、まだ２月にできたばかりでございますので、これからがその地域の産業の発展とかですね、

北口の利用の計画の仕方などにおいて、その地域が活性化してくること、それがですね、やは

り交通、これからの交流人口、あるいは観光客の皆さま方の利用がだんだん増えてくるではな

いかと期待するものであります。 

 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） 

 せっかく４０億近くのお金をかけたんですから、やはりこれはやっぱり笛吹市の観光、石和

の観光のためにもぜひ皆さん方の知恵を絞っていただいて、良い、せっかくのあれだけ素晴ら

しい駅ができたことですから、ぜひ皆さま方の力を発揮して今後の笛吹市のためによろしくお

願いしたいと思います。 

 それから駅前のトイレ、これ当初から設計にも参加していたということなんですが、今、駅

舎の元のトイレ、観光案内所のところへなんか派出所が出るということなんですけど、当初そ

ういった、仮にあそこに派出所が出れば市民の安全、石和に来た人たちの安全等も確認される

ことなんでしょうから、そういった考えは当初はなかったんでしょうか。 

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。 

 この駅舎の建て替えの当初の時点から、そういう計画があったかどうかということでしょう

か。それについてはちょっと、交番の移築ということで、ちょっと私、そこまで詳しくはちょっ

と存じていないんですが、しっかりとですね、そういった計画も県でされておりますので、今

後はですね、より駅周辺のですね、安全が高まってくるのではないかと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それからワインサーバーなんですけど、これは非常に有料ということは良いのかどうか分か

りません。でも笛吹市内のワインを宣伝するという意味では、非常にいいかと思います。そう

いった中でやはりこれも検証されていないということで、ただあそこで試飲されていれば試飲

者が多いということで喜んでいるわけにはいきませんから、ぜひこれはワイン屋さん等の中で

どのくらいそういったことで費用対効果が生まれてきたか、そういったこともぜひ検証してい

ただかないと、せっかくあそこへかなりの投資をしていることですから、やはりそれもはっき

り今後、示していただきたいと思います。そのへんについてどうでしょうか。 

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） 

 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、検証していくことが非常に大事だと思います。まだ年度途中とい

うことで、今年度、２７年度と２８年度のワイン業の各社の利用客、これの調査をしていきた
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いと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 その次に砂原橋ですけど、今、地権者との話が全然進んでなくて今の状況になっております

が、この３年間、代表質問でございましたけど、地権者との話し合いがあまりうまくなってい

ないということなんですけど、ぜひそれも今後、先ほど部長のほうでも粘り強くと言っていま

したが、これはいろいろとその地権者の思惑もあると思いますが、そういった中でぜひ一日で

も早く砂原橋ができますように努力していきたいと思います。 

 それから２問目にいきたいと思います。市民目線の市政運営についてということでございま

す。 

 前回の市長選において、倉嶋市長は市民目線の市政運営を訴えてきた。倉嶋市政において実

際に市民目線に立った運営が行われてきたのかどうか質問いたします。 

 リニアの見える丘公園事業について。 

 １つ．リニアの見える丘事業の目的は何か。現在、目的は果たしているのか。 

 ２番目といたしまして、それぞれの事業費と総事業費の財源の内訳はどうか。 

 ３番目に当初の見込み、利用者数と現状の利用者数はどうでしょうか。 

 ４番目にこの事業が実施され、観光に及ぼす影響および成果が上がったのかどうか。将来に

とって無駄な投資にならなかったどうかをお伺いします。 

 ２つ目に来年度からの都市計画税についてでございますが、１番目に再延期するつもりがあ

るかどうか。 

 ２番目に課税対象範囲を変更するつもりがあるか否か。 

 ３番目に都市計画税検討委員会等の開催をしているのか。また市民の声を聞いているのか否

か、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、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。 

 はじめにリニアの見える丘公園事業についてですが、事業目的につきましては２０２７年に

開業を目指しているリニア中央新幹線は、日本はもとより世界から注目をされている乗り物で

あり、その走行する姿をはっきりと見ることができるビューポイントに観光客を誘致すること

を目的に展望台等を整備してまいりました。 

 今年３月２４日にリニアの見える丘花鳥山展望台と八代ふるさと公園展望台が竣工いたしま

した。季節が桜の花から桃の花に移りますと、リニアの走行姿と桃源郷の眺望に訪れる多くの

方々で盛況でありました。 

 事業費についてでありますが、リニアの見える丘花鳥山展望台と周辺施設整備に２億５００万

円、八代ふるさと公園展望台整備に２，４００万円、総事業費２億２，９００万円のうち県補

助金８００万円、合併特例債１億９，８００万円、一般財源が２，３００万円であります。 

 利用者数についてでありますが、正確な利用者の把握はしておりませんが、市への問い合わ
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せが非常に多いことや他県自治体からの視察等もあります。また、観光バスで団体の来園者も

多くなっており、大勢の方に訪れていただいております。 

 観光への影響と成果についてでありますが、３月の完成以降、テレビやラジオ、観光雑誌な

ど各種のメディアから放送や多数の問い合わせがあり、非常に注目をされています。ホテルや

旅館では展望台へのマイクロバスの送迎サービスを始めるところもあり、また秋には写真愛好

家のツアーが計画されているなど、市の観光スポットの１つとして将来に期待が持てる施設で

あると確信をしております。 

 次に来年度からの都市計画税課税について、お答えをいたします。 

 都市計画税の税収約５億５千万円は、財政的見地からも貴重な財源だと考えております。今

まで四度の条例改正により７年間の課税猶予を行ってきておりますが、今後の市の財政運営を

考えますと、これ以上、都市計画税の課税を引き延ばすことは市政運営に支障を来たす恐れが

ありますので、条例の規定に沿いまして現在、準備を進めておるところでございます。 

 課税対象範囲についてでありますけども、本市におきましては、都市計画区域全域が課税対

象範囲となっております。現在、庁内検討会におきまして課税区域などの検討を行っている状

況でございます。 

 次に都市計画税検討委員会についてでありますが、本年度関係各部署の職員により課税区域

や課税対象などの項目を含め、検討を重ねております。 

 都市計画税の市民への説明につきましては、市の広報紙やホームページに掲載するとともに

毎年７月に固定資産税の課税対象者には、納税通知書とともに都市計画税についてのチラシを

発送しております。また平成２７年２月に開催いたしました市民ミーティングにおきまして都

市計画税の説明をさせていただき、ご意見を伺っておりますのでその内容も踏まえ、市として

一定の方向性が出た時点において、市民の皆さまに説明を行ってまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 リニアの見える丘、やはりこれも先と同じでやっぱり検証されていないということの中で、

将来を期待するところでございますが、将来にはあそこの上にドームがかかる予定でございま

すが、そのへん、いつまでが将来か分かりませんが、そのへんもしっかり認識した中で進めて

いただければと思います。 

 それから都市計画税について、やはりこれは笛吹市にとって唯一のこれ、財源であります。

ただ、その財源が入るからこれは強引にやるではなくて、やはり市民とよく対話した中でまた

都市計画検討委員会の中でもこれは範囲をどこまでどういうふうにしたらいいか。市民が納得

する中で、ぜひこのへんを進めていっていただきたいと思いますがそのへんについて、もし。 

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） 

 現在、都市計画税については何項目かにおいて庁内で検討会議を開催をしているところであ
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ります。昨日の市長の答弁にもありましたけども、またその方向性が出た段階で市長に報告し

た上でまた議会の皆さま、また市民の皆さまに報告、説明を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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 この検討委員会というのは、どのくらいのメンバーで構成されているんでしょうか。これ今

後どのぐらいの、もう４月からの課税ということになっておりますが、それまで何回ぐらいやっ

て結論を出したいというお考えでしょうか。 

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。 

 検討委員会につきましては、本年４月に第１回目を開催いたしまして現在まで３回を開催し

ております。メンバーにつきましては経営政策部、それから建設部、公営企業部、総務部の関

係部長、また関係課長に出席をいただいて会議を行ってお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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 この検討委員会については内部だけで外部の検討、有識者はいないんでしょうか。 

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） 

 この検討委員会につきましては、庁内検討委員会ということで市役所の庁舎内の各部署の検

討委員ということで、外部の有識者は入ってございません。 

 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） 

 そのへんがちょっと私も内部だけでそれが結論が出せるのか、ちょっと疑問にも思いますが

それはぜひ外部からも委託してやっていただければと思います。 

 そういった中で一番問題なのは、この課税範囲ですよね。この課税範囲をどこまでどういう

ように掛けるかということが一番たぶん、皆さん問題になっている。石和町の場合はね、以前、

掛けられたということがありますから、そのへんは問題ないかと思いますけど、その課税範囲

をしっかり検討委員会で見極めて、ぜひ進めていっていただければと思います。 

 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。 
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 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 笛新会の保坂であります。 

 荻野議員の関連質問を行いますけれども、特に市民目線の市政運営について、来年度からの

都市計画税の課税についてをお聞きしたいと思います。 

 都市計画税の中では、再延期はするつもりはない。しかし庁内検討委員会で課税対象範囲の

検討をしているということで、すでに３回行ったということなんですけれども、今、荻野議員

おっしゃったとおり一番、課税対象の範囲というのが今一番、市民の関心のあるところなので、

これを都市計画区域全域に課税する、あるいは下水道計画区域に課税する、それは下水道認定

区域に課税するということなので、われわれの勉強じゃあこの３つの範囲があるわけですけれ

ども、具体的に庁内検討委員会で課税範囲をもう少し具体的に、検討内容を具体的にお教え願

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） 

 お答えをいたします。 

 庁内検討会議での検討内容ということでございますけども、現在、検討中でございますので

検討結果についてはまだまとめてはございませんが、検討項目といたしましては対象区域の妥

当性、また変更の可否、それから課税対象の可否、これは土地・家屋への課税がいいかどうか

というのがあります。それから税率、それから対象事業と充当事業の可否。またあと財政状況

や経済状況、市民への周知状況、その他意見というようなことで検討していますが、その中で

対象区域の部分については現状の都市計画区域内での検討、都市計画区域の見直しを含めてそ

ういったことが可能なのかどうなのか。それから下水道区域での設定についてはどうなのか。

それから都市計画区域線引きや地区の変更といった部分、都市計画マスタープランとの関連等

についてを対象区域の検討の中で、それぞれの部局から現状を抱えている課題等を出していた

だきながら検討を進めているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 特にわれわれも選挙を迎えていて市民に都市計画についての説明責任がある。当然、市長も

再選立候補、固い決意を固めているということなんで、先ほど笛新会の野澤議員の質問の中で

市民の意向の反映ということで、常設の住民投票条例は結構ですけれども、地域ごとにまちづ

くりの委員会を設置する政策提言があるということなんですけれども、今回の再選に向けた市

長の都市計画税に対する現時点の基本的な考えは。これは４月からするのか。あるいは庁内検

討をしているものを参考にするのか。そのへんの基本的な市長の考え方をお聞きしたいと。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 
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〇市長（倉嶋清次君） 

 保坂議員のご質問は、１０月の市長選に向けて私が立候補を表明しているが、その立候補し

ているそういう立場でどう考えるかと、こういうご質問だというふうに受け止めましたので、

それについて宣伝するつもりはありませんけれども、今日の夜、どっちみち発表することにな

りますので、やはりですね、この場合、都市計画税というのはそもそも何であるかという、ど

ういう税理論に基づいて成り立っているのか。その本旨は一体どこにあるのかと、そういうこ

とまでしっかり掘り下げて考えていくことが大事だろうと私は思って、その立場で政策を考え

ているところでございます。 

 したがいまして、今、総務部長がお答えしたのは、これはもうあくまでも決められた範囲内

での議論でございますが、検討でありますけれども、私は今申し上げたようにそもそも論にしっ

かり立つ、何が一体難しいのかということもしっかり踏まえて、そしてさらに言えば市民のま

さしく、市民の感情、感覚、それは財政を預かるという今度は市長の立場に戻れば、喉から手

が出るほどほしいというのは本心でありますけれども、しかし一方、税を払う、負担をする側

にも視線を向けなければならないと思っております。詳しい数字は分かりませんが、私なんか

もその一人かもしれません。財産は持っている。固定資産税は払っているけれども、しかし収

入は年金しかないとかですね、いろんなケースの方が考えられますから、そういった方々にも

しっかり目線を合わせて考えていく必要があるというふうに考えております。 

 ここで結論めいた話をしていいのかどうかはちょっと控えさせていただいて、ここまでお話

をすれば大体、私が今晩どういうことをお話しするか、表明するかはご理解いただけるのでは

ないかというふうに思います。 

 答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか、関連質問ありますか。 

 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 どうも消化不良のような話なんですが、要はわれわれがこの２１人全員で可決した、今現在

の都市計画税延期ということの重さをうんと真剣に受け止めてください。市長も部長も。おざ

なりにやればいいという問題じゃないんです。真剣に検討をして結論を出すということに向かっ

ているかどうかということの返答をほしいんですよ。課税するか、しないかどうするのか、金

額がどうか、選挙がどうのってそんなレベルの低い話じゃない。２１人で可決した、市議会の

可決のこの今の現状の重さをしっかり受け止めて、年度内にきちっとした結論を出しますといっ

た返事に対する責任は市長をはじめ、そちらにいらっしゃる皆さんの責任なんですよ。これが

われわれ７万人の笛吹市の負託を受けたわれわれの結論なんです。市議会の負託を、議決を重

く受け止めて、もっとまともな返答をほしい、その１点だけです。市長、もう一度お考えを。 

 それから総務部長も３回やっていましたではなくて、何を中心にわれわれが検討してほしい

と言ったかということを真摯に受け止めていただいて、毎週でもいいから検討会をして市民の

納得いく線の結論を出して、その結果、課税をしません、課税をしますというところにもって

いかないと、われわれ遊びでもって決議したわけじゃないんです。そこのところを重く受け止

めていただいて、２１人はこのことに対しては異論がないと思うよ。そこのところを重く受け

止めてください。 
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 以上。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 答弁は今言うとおり市長でも総務部長でも、担当だというであれば総務部長でも結構、市長

でも結構、副市長でも結構、責任のある回答をほしい。今、こういうことで検討していますと。

われわれも市民も納得する答えが出るんであれば、出なかったから残りの９月、１０月、１１月

の３月いっぱいに一生懸命やるという姿勢を示してください。 

 以上です。答弁もし、どなたでもいいです。お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 今の海野議員のご質問にお答えいたします。 

 先ほど、結論的なところは省きましたけれども、私なりに慎重に研究をしてきまして、やは

り都市計画事業、これはもう都市計画事業に充てるんだと。都市計画税は都市計画事業に充て

るんだ。ここのところですべての市民、すべて市民ではとは言えないかもしれませんが、市民

がそうだねと、本当にそういう都市計画事業があって、分かる分かる、これは将来の笛吹市の

まちづくりのための事業ですねと。そのためには、われわれもこの都市計画税を負担しようで

はないですかと、分かりましたと、私はそういう合意が全員というふうにはいかないかもしれ

ませんけれども、大方の市民がなるほどねというふうに納得をしない限りは、私は都市計画税

は課税はできないということを今晩、表明するつもりであります。 

 以上です。 

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） 

 そういう話じゃないんだ、市長。そんなことは、あんたが選挙をやるためのことだからどっ

ちでもいいんだけど、今、これから先へ向けて年度内どういう、われわれの議決に対してどう

いう責任を取るために今こうしています、こうしますと、今言ったのはあなた、選挙のための

あなたの勝手なことだから構わない、何をしようが。あなたが次に市長なのかどうかも分から

ないし、そんなことは構わないんです。そうじゃなくて、われわれが議決したことに対する努

力をこうしています、３月までこうしますというのを市役所として、どういうふうにするんだ

ということをほしいんですよ。部長どうですか、努力の結果を。 

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） 

 お答えをします。 

 今の海野議員の発言にもありましたように、議員さん皆さまの昨年１２月の議決を経て１年

間の猶予の中で市民の納得いくような結論を出してくださいと言われました。その中で検討会

のほうを開いてきたわけでございますけども、方向性が出ましたら市民にどのような方法がい

いか分かりませんけども、皆さんに説明をして都市計画税の課税、あるいはどうなるか分かり
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ませんが、そういったことについて説明を責任持ってしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 そういう説明で具体的なものがほしかったんです。何しろ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） 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 （ 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３日から２７日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日３日から２７日までは休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は９月２８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 ３時４１分 
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１．議 事 日 程（第４号） 

平成２８年９月２８日 

午後 ２時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 議案第７０号 笛吹市移住定住お試し住宅条例の制定について 

日程第 ２ 議案第７１号 笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７２号 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

日程第 ４ 議案第７３号 笛吹市税条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第７４号 笛吹市暴力団排除条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第７５号 笛吹市立小中学校教員住宅条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第７６号 平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第７７号 平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第 ９ 議案第７８号 平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１０ 議案第７９号 平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１１ 議案第８０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

２号）について 

日程第１２ 議案第８１号 平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第８２号 平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１４ 議案第８３号 平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第８４号 平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 議案第８５号 平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１７ 議案第８６号 平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会
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再開  午後 ２時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

 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については個人の判断に委ねます。 

 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。 

 先ほど川村惠子議員より９月２日の一般質問の質疑に伴う発言について、訂正の申し出があ

りました。 

 許可します。 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。 

 先の一般質問の２問目、産前産後ケア活用と市への市の支援についての再質問の際、数字を

間違えて発言してしまいました。正しくは１００万円ですので訂正をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第７０号から日程第４５ 発議第４号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の８月３１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８月３１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９月６日、７日、８日、

ならびに１６日、２０日、２１日の６日間の日程により委員会を開催し、全委員出席のもと関

係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、主なものを報告いたします。 
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 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告いたします。 

 まず総務部収税課所管の議案第７３号 「笛吹市税条例の一部改正について」において、当

局より今回の改正は最高裁判決を踏まえて延滞金を課す期間を改めるものであるとし、これま

で近隣の自治体同様、笛吹市においてもこの延滞金は徴収してこなかったが、今後システム改

修等に合わせ徴収を検討することにしているとの説明がありました。 

 総務課所管の議案第７２号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について」においては、委員より当改正で新たに加えられる入札監視委員

会委員の人数は何人かとの質問があり、これに対し当局より３人から５人としているが、今回

就任していただくのは３人と考えているとの答弁がありました。 

 防災危機管理課所管の議案第７４号 「笛吹市暴力団排除条例の一部改正について」におい

ては、当局より山梨県暴力団排除条例の一部改正に伴い本市同条例を改正するものであり、そ

の中身は笛吹市川中島および八田の地域のうち、公安委員会規則で定める地域を暴力団排除特

別強化地域と特定し、「暴力団立入禁止」の標章制度を設け厳しく罰則を課すものであり、

３００軒中１００軒が標章登録しているとの説明がありました。 

 これに対し委員から標章登録１００軒というのは、あの地域の実態を考えると少ないのでは

ないかとの趣旨の意見があったのに対し、当局は１１月中旬以降、暴力追放運動の大会を開き

ローラー作戦などで標章登録件数を増やしていくとの答弁がありました。 

 また議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」のうち防

災危機管理課の増額補正について、当局より今回の自主防災組織防災設備整備費補助金の

１１０万円の増額補正は、今年度補助申請したが交付決定からもれていた８つの行政区に追加

して補助金を交付するためのものであるとの説明がありました。 

 なお、委員から行政区の防災無線に対する別の補助金との関係、その金額の適正等について

意見が出され、これに対し当局より今後の課題として検討していくとの答弁がありました。 

 管財課所管では議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」

において、入札監視委員会の設置に伴う報酬１０万円の増額に関連して、委員より委員会とそ

の委員の独立性に関し疑義が出され、このことについては委員会から執行当局に意見書を提出

することになりました。 

 消防本部所管では議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）につい

て」において委員より車庫のシャッター修繕だけで８０万円もかかるのかという質問があり、

これに対し当局より受注生産のシャッターなので、これだけの経費が必要であるとの説明があ

りました。 

 経営政策部財政課所管では議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）

について」において、委員より地方創生推進交付金５００万円増額補正に対して、これまでの

補助金１００％事業でも評判の悪いものがあるので、補助金事業でも十分検証する必要がある

のではないかとの意見があり、これに対し当局よりＫＰＩ（キー・パフォーマンス・インデケー

ター）を国に示す中で検証しているが、今後も事業部局には費用対効果の観点から指導してい

くとの答弁がありました。 

 経営企画課所管では議案第７０号 「笛吹市移住定住お試し住宅条例の制定について」にお

いて、委員より移住定住先は芦川町に限定されるのかとの質問があり、これに対し当局よりお

試し住宅は芦川町に所在するが、実際に移住定住する場合、芦川町に限るものではなく当人の
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希望によるとの答弁がありました。 

 また旅行気分で使ったり、仕事をする意欲のない者が泊まったり、居すわられたりしないか

との危惧を複数の委員が述べたのに対し、当局より面接段階でしっかり見極めるようにすると

ともに委員からの提案を受けて芦川町まちづくり委員会との交流も視野に入れ、そのようなこ

とのないよう図っていくとの答弁がありました。 

 市民環境部市民活動支援課所管では議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算

（第２号）について」において、委員より行政区管理の防災灯のＬＥＤ化について今後どのよ

うに整備していく考えかとの質問があり、当局より全体として７，５００基ある防犯灯を年１，

３００基ずつ６年間でＬＥＤ化の目標達成を考えているとし、今回、各行政区で防犯灯の数等

の調査を行って、来年度以降の区ごとの割り当て方の参考にしていくとの答弁がありました。 

 発議第４号 「笛吹市都市計画税条例の廃止について」では、まず提出者である亀山和子議

員より提案理由が述べられた後、亀山議員は昨年１２月改正された以降、執行部も議会も都市

計画税条例について議論すべきであったとし、また廃止条例を公布の日をもって施行すべきと

したのは、今、議員の職にある議員の責任においてなすべきだからとし、さらに都市計画税を

課税しているのは全国の自治体でも３分の１であり、山梨県でも２７市町村のうち８市町のみ

であるので課税すべきではないかとしました。 

 さらに賛成者である渡辺正秀委員からは、提案理由として都市計画税は土地高騰という時代

背景を条件としていたもので、現在はそういう条件はなく課税根拠がなくなったとの補足説明

がありました。 

 これに対して多くの委員から議会が発議し議会で議決したものが、来年３月まで都市計画税

のあり方を検討するというものだったのだから、この時期に廃止条例を提出するのは筋が通ら

ない旨の発言がありました。 

 また今後の都市づくりという観点から、市民とともに都市計画税のあり方を考えていく必要

があるとの意見も委員から出されました。 

 次に議案第９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」に関する主

な質疑、意見とそれに対する答弁を報告します。 

 まず、総務部税務課ならびに収税課所管では、委員より不納欠損金が２億５，９７９万円と

多いが、一番多額の欠損金はいくらかとの質問があり、これに対して当局より１億１千万円の

固定資産税の欠損金であるとの答弁がありました。また、複数の委員より大きな額となった不

納欠損金の処理は適切に行われた結果であるかとの質問に対し、当局より破産者についても交

付要求等の滞納処分を行い、配当を受ける等できる限りの処分を行った上で、それでも回収で

きない市税等は執行停止処分としており、今回、このような多額の欠損金を計上することになっ

たとの説明がありました。 

 総務課所管では、総務一般管理事務の報償費５万円が日川ラグビー部の全国大会に対し支出

されたことに関して、委員よりどういう基準で支出しているのかとの質問があり、これに対し

て当局より日川高校の３分の１の生徒は本市から通っており、本市の生徒が多いということで

要請により賛助しているとの答弁がありました。これに対して委員からは曖昧さがないよう、

しっかり基準を設けるべきだとの意見がありました。 

 防災危機管理課所管では、委員より消防団活動推進事業の需用費および消防団無線設備整備

事業の備品購入の執行率がともに９９％となっているが、どうしてこのような高い執行率となっ
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ているのかとの質問があり、これに対し当局より、これは補正で残額を減額した結果であり、

当初予算に対する執行率ではないとの説明がありました。 

 管財課所管では駐車場用地借地料２２０万円に関連し、委員より駐車場を利用している職員

には負担を求めるべきだとの意見があり、一方、また別の委員は求めるべきではないとの意見

を述べたのに対して、当局より政策協議等で検討していくとの答弁がありました。 

 議会事務局所管では、議長交際費４０万円に対して支出されたのが３万７，５００円と小額

であったことに関し、委員よりその理由を求められたのに対し、当局より歴代の議長にならっ

て食料費など議長個人が支払ったものもあって小額となっているとの答弁がありました。 

 経営政策部財政課所管では、委員より利子及び配当金が平成２６年度に比べ１，６２０万円

も減っているのは何が原因かとの質問があったのに対し、当局より利率の低下によるとの説明

がありました。また公共施設総合管理計画策定事業１，２００万円の執行率が０％であるのに

関して、委員よりどういう理由によるものかとの質問がなされたのに対し、当局より上水、下

水、道路などのインフラのデータ収集も公共施設全体を把握する上から必要となり、その収集

に時間を要したため、計画の策定をする段階に至らなかったとの説明がありました。 

 情報政策課所管では、電子市役所構築事業の３，７６０万円の執行率が９９．９％になって

いるのに関して、委員よりこれは途中で執行に合わせて補正した結果であると思うが、これで

は落札率が分からないとかの不都合があるのではとの質問があり、これに対し当局より財源を

その都度しっかり確保するということから、途中での補正は大切であるとの考え方が示される

とともに年度末生じた不用額減額の専決は行わない、３月補正は不必要にしないという方針に

改め徹底しているとの答弁がありました。また委員より電算関連の委託料・使用料は莫大な金

額になっており、そこをしっかり交渉できているかどうかとの質問があり、これに対し当局よ

り、その点が分かる専門職員を配してもらっており、将来的な経費も含め厳正にチェックし交

渉にあたっているとの答弁がありました。 

 経営企画課所管では、ふるさと納税事業に関して委員より収入１億円に対し支出が６千万円

で６割かかっており、本来の税の考え方から逸脱しているので全国市長会などを通して廃止の

運動をしていくべきではないかとの意見があり、これに対して当局より産業振興にも財源確保

にも寄与しているので廃止していくべきだとは考えていないとの答弁がありました。 

 消防本部所管では、消防車車輌購入事業の高規格救急車１台３，０７１万円の購入に関して

委員より落札率９９．９％と高いのはどうしてかとの質問があり、これに対して当局より契約

差金を減額補正したので予算と支出が同じになり、高落札率となっているとの説明がありまし

た。また委員より救急救命士の資格取得に多額の公費を支払っているので、退職後もその資格

を生かしてもらう必要があるのではないかとの質問があり、これに対し当局より消防本部とし

ても今後、総務部人事給与担当と再任用について話し合っていくとの答弁がありました。 

 市民環境部戸籍住民課所管では、個人番号カード事務委託費の委託料のうち１，６７０万円

が平成２８年度への繰越明許となっていることに関して、委員よりその内容はどのようなもの

かとの質問があり、これに対し当局より平成２８年３月までにカードの申請があったが発行が

４月以降になるものの経費であるとの答弁がありました。 

 市民活動支援課所管では、花と緑のまちづくり推進事業の委託料の執行率が３％と低いこと

に関して委員よりその理由は何かとの質問があり、これに対し当局より事業を実施するにあた

り国や県との協議をする中でいろいろな規制や条件があり、事業がはかどらなかったとの説明
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がありました。また、それに関連して委員より備品購入費の執行率だけは９０％と高いのはな

ぜかとの質問があり、これに対し当局より笛吹高校など新たに花の事業を行う団体に購入した

プランターは回して、予算を支出したためであるとの答弁がありました。 

 また防犯灯設置維持管理事業の電気料公費負担の２０４万円に関して、当局からの旧町村別

の基数の説明を受けて、委員より旧町村別の基数に差があるのは問題だとの意見があり、これ

に対し当局より合併当時よりずっと課題となっているので、今後のＬＥＤの基本調査をする中

で基準を設けて是正していくとの答弁がありました。 

 支所所管では建物の一部を役所以外の組織、団体に貸している場合の会計処理について、委

員より八代支所では社協から入る使用料を支所の歳入として計上しているのに対し、境川支所

では、ごみ処理組合の使用料は本庁の管財課の歳入に計上されているという不整合がみられる

との指摘があり、その上で八代支所の形に統一するのが適当ではないかとの意見がありました。 

 また、春日居支所の再生可能エネルギー等導入推進事業に関して、委員より非常時にする蓄

電が目的とはいえ、できるだけ有効に発電された電気を活用するように今後、十分研究・検討

すべきであるとの意見がありました。 

 次に討論について報告します。 

 発議第４号 「笛吹市都市計画税条例の廃止について」において、賛成討論として都市計画

税条例は合併協定に反しており、この税の課税の趣旨にも反している。また、都市計画がない

区域にも課税するというものであり、市民の担税能力から見ても無理がある。さらに都市計画

税を課さないと市の財政が破綻するという説明だったが、そういうことはないとの発言があり

ました。 

 次に議案第９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」において、

反対討論として水辺活性化関連事業には予算議決時から反対しており、当然その執行にも反対

するものであるとの発言がありました。 

 以上、総務常任委員会での主な質疑・説明・答弁および討論について報告いたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第７０号 「笛吹市移住定住お試し住宅条例の制定について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第７２号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７３号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべき

ものと決定。 

 議案第７４号 「笛吹市暴力団排除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７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）についてのうち、総務常

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９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、総務常任

委員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 発議第４号 「笛吹市都市計画税条例の廃止について」、賛成少数で否決すべきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 
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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７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」および議案第

９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」につきましては、各常任

委員会に分割付託してありますので、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７０号および議案第７２号から議案第７４号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本４案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７０号および議案第７２号から議案第７４号までは原案のとおり可決されま

した。 

 次に発議第４号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 まず反対討論を許します。 

 （ な し ） 

 次に賛成討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 笛吹市都市計画税条例を廃止する条例について、賛成の立場から討論を行います。 

 まず、昨年１２月議会において都市計画税課税猶予期間を１年間延長する条例が可決されま

したが、このままでは来年度から課税されることになります。都市計画税は今でも重い固定資

産税にさらに上乗せされるものでございます。上乗せ額は、宅地分については住宅用地の特例

適用の場合、２８．６％、約３割の上乗せとなります。雑種地と建物については１４．３％の

上乗せ、これほどの大増税、とても市民は耐えられるものではありません。 

 都市計画税は本来、市街化区域において都市計画事業を行えばその地域の不動産価格が上が
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り、利益も増大すると想定、その地域から応分の負担を求めることができるとしたものであり、

原則、市街化区域を課税区域とするものです。 

 ところが笛吹市都市計画税条例は課税区域を都市計画区域全域、サルやシカが出たりイノシ

シが飛び回る中山間地、都市計画事業がまったく予定されていない地域まで課税区域としてお

ります。これは都市計画税課税の趣旨に明らかに反しております。 

 もう１つ、合併協定は都市計画税は目的税であるために土地利用計画に基づいて検討すると

しております。しかし笛吹市都市計画税条例が成立したのは合併直後の平成１６年１１月、こ

のとき笛吹市土地利用計画などつくられておらず、土地利用計画に基づいて検討などできるは

ずもなく、笛吹市都市計画税条例はまさに合併協定を無視してつくられたというものでござい

ます。このように笛吹市都市計画税条例は都市計画税の本来の趣旨から逸脱し、合併協定にも

違反している、道理のない条例による大増税でございます。 

 市民合意を得ることは不可能です。現に都市計画税条例廃止市民連絡会による署名をお願い

した方の１０名中９名が快く署名に応じてくれたということであります。道理なき大増税、市

民合意が得られない都市計画税は廃止しかございません。 

 さらに申しますと１年間、課税猶予の延長を行った議会の責任というものでございます。議

会は昨年１２月議会で課税猶予期間の１年間延長を決めました。その猶予期間に課税区域等、

十分に検討するためとされてきました。それぞれどのように検討をしてきたのでしょうか。私

たち議員の任期は残りわずかです。徴収延長期間終了まで、定例会は今回とあとは１２月議会

と３月議会だけです。１２月議会と３月議会、改選されたばかりの議会に判断を任せるとすれ

ば今の議会、無責任のそしりを免れないでしょう。来年以降の課税を行うのか、ストップする

のか、これが今議会の責任です。 

 そしてもう１つ、課税区域の線引き変更を検討するという意見もあります。しかし例えばの

話ですが八代町南は課税、高家は非課税などと線引きを変えることなど到底不可能でございま

す。また旧石和町だけに課税するなどということも決して理解が得られないでしょう。５年１０年

ではこれは不可能な話です。課税区域を見直すとしても現条例はまず廃止すべきであります。 

 そしてもう１点、さらにですね、石和、あるいは用途区域についてもやはり課税できないの

ではないかという考えでございます。課税根拠、都市計画事業によって不動産価格もどんどん

上がり利益も増えるという高度成長期のような状況は今はございません。むしろ地価も利益も

長期低落傾向というのが現実です。こうしたときにこの都市計画事業によって、利益が上がる、

不動産価格が上がる、応分の負担をというこの課税根拠自体が石和地域、あるいは用途地域で

もなくなっているということから課税すべきではないと、廃止すべきだというふうに考えます。 

 そしてさらに持ち家、居住者にとってどうかということです。ただ、そこに居住している人

たちにとって宅地も家も収入を生み出しません。それ故に高い固定資産税にさらに都市計画税

を上乗せすることは大変厳しいことです。そこに住むな、家を持つなという結果を生み出すこ

とになるのではないでしょうか。私たちは財政的にも検討を行いました。もちろん財政が厳し

ければ道理のない税金、どんなやり方でも税金を取っていいということにはなりませんが、そ

れでも財政的検討を行ってきました。長期的に見ても堅実な財政運営をすれば財政破綻するよ

うなことはないと確信しております。そのように私どもは検討の結果、結論を得ました。 

 以上が課税１年猶予という中で私たちが調査検討してきた内容の項目です。反対者はぜひ噛

み合った討論をしてくれることを期待して賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 その他、討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより発議第４号の採決を行います。 

 本件に対する委員長報告は、否決であります。 

 発議第４号の原案について採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 起立少数であります。 

 よって、発議第４号は否決されました。 

 続きまし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、委員長報告をさせていただきます。 

 去る８月３１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９月６日、７日、

８日、ならびに１６日、２０日、２１日の６日間の日程により、委員出席のもと関係当局の出

席を求め開会し審査を行いました。 

 審査の過程において出ました主な質疑等について報告いたします。 

 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告いたします。 

 保健福祉部所管において、福祉総務課では社会福祉施設管理運営事業のふれあいの家の特殊

建築物定期検査業務委託料で建築したのは何年か、耐震はしてあるのか、調査結果によっては

もっと補強になる可能性もあるのではないかとの質問に対し、旧石和保健所の建物で県より譲

り受けた建物であり、昭和３９年に建築されたもので６年前に市が耐震補強として入口の事務

所の壁の補強を行ったが、２階の屋根は未改修のため調査結果によって改修が必要な可能性は

あるとの説明がありました。 

 子育て支援課では、私立保育所等特別保育推進事業で保育業務支援システムの導入先はどこ

の保育施設かとの質問に対し、私立保育所のＩＴ化でパソコンの導入補助であり博愛、八代、

わかば、境川、山梨英和プレストン子ども園、石和あらかわ、みやこの７カ所で導入する予定

であるとの説明がありました。 

 長寿介護課では、介護保険特別会計補正予算において在宅医療・介護連携推進協議会の設置

には委員は何名でどのような人選を考えているのかとの質問に対し、１５名から１８名を考え

ている。座長は県の紹介により山梨県立大学の斉藤先生を予定しており、市の医師会、訪問看

護ステーション、居宅介護事業所、介護保険事業者連絡会、訪問リハビリ施設、歯科医師会、

歯科医衛生士会、薬剤師会、在宅医療を行っている団体があればその代表、地域包括支援セン

ター、社会福祉協議会、県の峡東福祉事務所等のそれぞれの代表者などを考えているとの説明

がありました。 

 健康づくり課では、子どもの予防接種事業でＢ型肝炎予防接種委託料の増額は何かとの質問

に対し平成２８年１０月より定期接種化され、生後２カ月から１歳までに３回の接種を行う接
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種料であるとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において中間ごみ処理施設等の関連で地域要望である周辺

整備事業の繰越明許費について、上寺尾コミュニティセンター建設工事の実施計画および建設

工事監理業務の執行に不測の日数を要したという説明だが、さらに詳しく説明を求めたところ

隣接する出荷場で生産物の出荷時期と重なってしまい、設計自体遅れてしまっているが今月中

には建築確認を出せるようにしたいとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、国民健康保険特別会計の疾病予防事業費の生活習慣病重症化予防戦略

研究事業において国の補助金がなくなるということだが、今後、市単独で継続していくのかと

の質問に対し、規模は縮小となるが大変効果の見込まれる事業なので市単独で行っていくとの

説明がありました。 

 教育委員会所管では、教育総務課において小学校施設設備維持管理事業の小学校施設修繕料

の主なものは何か。また補正額の内訳はとの質問に対し石和東小学校のプールの改修、八代小

学校のキュービクルの改修、御坂小学校の更衣室の改修で２７０万円となり、日々の修繕に

４３０万円を想定しているとの説明がありました。 

 生涯学習課では、成人式事業において今年度からいちのみや桃の里スポーツ公園総合体育館

の一会場での実施ということだが、周辺の混雑等も考えられる中での経過はとの質問に対し合

併後１２年が経過し笛吹市として一体感を出すためであり、収容人数等を考え体育館であれば

実施可能と判断し、各地区の実行委員に集まっていただき、話し合った結果、理解が得られた

との説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 保健福祉部所管においては、福祉総務課では簡素な給付措置支給事業について支給を確定し

たのはいつか、また歳入と歳出の差額は何かとの質問に対し、１２月末の締め切りとしていた

が１月末まで対応し、最終支払いは２月２２日となった。また歳入と歳出の差額については国

の交付額と実績額の差であり、２８年度において還付するとの説明がありました。 

 また民生委員・児童委員運営事務において市および７地区の民児協補助金の配分はどうなっ

ているのかとの質問に対し市協議会に１５万円、地区割として芦川が１４万円、その他の６地

区が２８万円を均等配分し、人頭割として委員１人当たり５千円の配分を行っているとの説明

がありました。 

 生活援護課では生活保護費支給事業で前年度に比べ扶助費が減った要因はとの質問に対し、

扶助費の変化は医療費の影響が大きいが高齢世帯、障がい世帯に対して重複受診防止の指導や

ジェネリック医薬品等の使用をお願いしていることも影響していると考えられるとの説明があ

りました。 

 また、どのくらいの人が医療機関にかかっているのかとの質問に対し、年間延べ１万３，６８９件

の受診があるが１世帯に１人程度は外来通院を継続している計算になるとの説明がありました。 

 長寿介護課では、一次予防事業の委託料について詳細説明を求めたところ、一次予防事業の

主なものとして「やってみるじゃん」の開催があるが、市全体を対象とした中央開催は年間１３６回

開催し延べ２，７４８人が参加。地区開催では１，１４４回開催し、延べ１万１，６２９人の

参加があった。また今年度からは地区開催のみとなり、自主的な地域の取り組みとなるよう区

長、民生委員、ボランティアの協力による事業を行っており、多様な事業を展開できるよう社

協とも協議しているとの説明がありました。 
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 健康づくり課では成人健康教育事業と成人相談・訪問事業の詳細説明を求めたところ、成人

健康教育事業は７講座で１９回実施し実人員９９人、延べ１９０人の参加があり、健康アップ

運動教室としてトレーニング、ストレッチ、ジムがあり、そのほかに健康アップ栄養教室、糖

尿病予防教室、禁煙教室があるとの説明がありました。 

 市民環境部所管において、環境推進課では資源物回収事業における資源物回収奨励金実績に

対しての分析はとの質問に対し旧町村ごとに職員が出向き調査を行っており、地域によっては

排出傾向が違うため地域ごとに指導を行っていくつもりですとの説明がありました。 

 またクリーンセンター運営事業で、施設の老朽化が進む中で今後、大規模修繕も必要になっ

てくるのではとの質問に対し、平成２１年度に大型修繕を行っており、こまめにメンテナンス

をしていけば１０年間くらいは大丈夫だろうとしているとの説明がありました。 

 国民健康保険課では議案第９６号、疾病予防事業費の中の委託料実績で決算書と実績で受診

者数が違うのは何かとの質問に対し、決算書の人数は２７年度中に支払った人の数であり、実

績では２８年度支払いになる人も含まれているためとの説明がありました。 

 また後期高齢者医療保険料収納率は上がってきているが、その中でも納付してもらえない人

はどういうケースの人かとの質問に対し、一例として生活をしていくために土地などを売った

場合、翌年度に保険料が上がってしまい払えなくなってしまう人も出てくるとの説明がありま

した。 

 教育委員会所管において、教育総務課では小・中学校施設計画的改修事業において屋内運動

場の天井改修工事がいくつかの学校で行われているが、これで大体終わったのかとの質問に対

し、吊り天井については終わりだがそのほか照明やバスケットゴールの耐震化、ガラスの飛散

防止などの改修を平成３１年度までに全部の学校で実施したいとの説明がありました。 

 学校教育課では、課の決算全体的に旅費についての執行率が低いが見積もり段階での考え方

は。また、研修会への参加などに使うものなのでできるだけ研修に参加できるように心がける

べきだと思うがとの質問に対し、前年度の実績により予算見積もりをしているが学校現場の都

合上、急きょ参加できないような状況がある。できるだけ研修などには参加させたいと思って

いるので、今後心がけて取り組みたいとの説明がありました。 

 生涯学習課では、御坂林業センターと御坂東部コミュニティ施設については、地元の行政区

が指定管理業者として管理しているがそれぞれの公民館は別にあるのかとの質問に対し、若宮

区、新田区ともに公民館は別にあるが、若宮区においては公民館として使用していきたい意向

があるようだとの説明がありました。さらに公共施設の再配置等を考える中で施設を統合する

などしたらどうかとの質問に対し、地域と連携を図る中で検討していきたいとの説明がありま

した。 

 文化財課では、釈迦堂遺跡博物館組合負担金の１，２００万円の内訳はとの質問に対し、屋

根の修理に対しての負担金が２００万円で残りが通常の負担金となるとの説明がありました。

さらに２００万円では屋根の修理は難しいのではとの質問に対し、保険適用できたため市と甲

州市とで２００万円ずつの負担で済んだ。また、今後は２年後に３０周年を迎えることなどか

らリニューアルを検討しているとの説明がありました。 

 なお、平成２７年請願第２号 「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」の提出を

求める請願書については継続審査となり１年間継続審査となったため、先例により審議未了と

なりました。 
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 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第７５号 「笛吹市立小中学校教員住宅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７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２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」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７７号 「平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７８号 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７９号 「平成２８年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８０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２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、教育厚生

常任委員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９６号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９７号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９８号 「平成２７年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９９号 「平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告と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７６号および議案第９５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７５号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 



 １９２ 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第７７号から議案第７９号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７７号から議案第７９号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第８０号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第８０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８０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第９６号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより議案第９６号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 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 ） 
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 起立多数であります。 

 よって、議案第９６号は原案のとおり認定されました。 

 続きまして議案第９７号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第９７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 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９７号は原案のとおり認定されました。 

 引き続きまして、議案第９８号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９８号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第９９号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第９９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 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９９号は原案のとおり認定されました。 

 次に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。 
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〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 ただいま議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報告

をいたします。 

 去る８月３１日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月６日、７日、ならび

に１６日、２０日および２１日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査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。 

 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 

 産業観光部農林振興課所管では鳥獣害防止対策強化事業に伴い、その被害調査および対策を

どのように考えているかとの質問に対し、市民からの情報提供により市と農協が共同で状況把

握を行い対応している。なお、今年から鳥獣被害対策実施隊を設置し、より迅速に対応できる

よう対策強化を図っている。 

 また、地域農業振興事業の氷感庫整備補助金の内容について尋ねたところ、一宮第２共選所

の保冷庫内に高品質を維持したまま長期保存することが可能な氷感庫の設置を計画している。

保冷庫全体では２７トン。氷感庫として最大１５トンの貯蔵が可能であり、今年度はシャイン

マスカットを中心に５から７トン貯蔵し長期保存、品質保持を行う予定であるとの説明があり

ました。 

 次に農林土木課所管では、農業農村基盤整備事業の土砂除去重機借上料に伴う執行状況等に

ついて尋ねたところ地区から多くの要望があがってきており、行政区長等と現地を確認の上、

緊急性や地理的条件などを考慮し、優先順位をつけ対応している。なお、重機借上料について

はオペレーター付きでの予算としているとの説明がありました。 

 続いて観光商工課所管では、笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定についての質

疑の中で、委員からは中小企業や小規模企業の数、また市内の企業の経営状況の実態等を十分

に把握し、よく研究した上で条例制定を進めるべきであり、今後は市内の実情を十分に把握し

商工会と連携を取りながら実効あるものにしてもらいたいとの意見が出されました。 

 建設部土木課所管では、スマートインターチェンジ周辺道路整備事業の工事請負費２，

８００万円の減額に伴い供用開始が遅れるのかとの質問に対し、周辺整備事業の一部である中

央道側道１－３２号線の工事が少し遅れているが、スマートインターチェンジ本体は来年３月

末には供用開始ができるよう進めている。 

 また歳入の部、国庫支出金、国庫補助金の社会資本整備総合交付金９，３８０万円の減額に

ついて、主な原因は何かとの質問に対し、本市では社会資本整備総合交付金４事業、防災安全

社会資本整備補助金１０事業を要望しており、内示率は平均して４０％であった。例年に比べ

て全国的にも低い内示率となっているとの説明がありました。 

 公営企業部所管では、水道水質検査の内容と簡易水道と地区水道において予算が不足になっ

た原因についての質問に対し、検査項目は上水５１項目および原水３９項目などであり、検査

箇所数は上水が２９、簡水が１２、小規模が４カ所となっている。検査回数は毎月行うものと

検査項目を割り振り、順次行うものがある。この検査業務は入札により業者を決定しており、

昨年度に比べ入札率が非常に高くなったことが予算不足の原因である。なお、２７年度と２８年

度では、入札参加業者はほぼ同じであるが落札業者は変わっている。 

 また公共下水道事業の受益者負担金一括納付報奨金について尋ねたところ、笛吹市都市計画
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下水道事業受益者負担に関する条例及び施行規則に基づき、公共下水道の整備によってその利

益を受ける区域の土地所有者などに事業費の一部を負担していただくもので、本市では受益者

の負担金の額を１平方メートル当たり３３０円としている。一括納付報奨金については、交付

率が１年分から５年分まで１年ごとに率が上がるよう定めており、５０坪の土地において５年

分を一括納付した場合、約２割で９，９００円の報奨金となるとの説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 農業委員会所管では歳入、諸収入の耕作放棄地処理料に関して、市内の耕作放棄地の状況に

ついて説明を求めたところ、市内の耕作放棄地面積は２３２ヘクタールで境川町に多く見られ

る。２７年度は農業委員が仲介に入り斡旋したり、地域提案型遊休農地活用事業制度を活用す

ることで放棄地が農地に復元され、放棄地は昨年度に比べると若干減ってきているとの説明が

ありました。 

 産業観光部農林振興課所管では地産地消推進事業に伴い、市内４カ所の直売所の運営状況に

ついて説明を求めたところ、八代グリーンファームは２７年度の売上が１億７，９００万円で

過去最高であり、利用人数は９万１千人であった。 

 境川農産物直売所は、これまで９千から８千万円の売上高であったが、２７年度が過去最高

で１億１００万円の売上、利用人数は９万２千人であった。 

 春日居農産物直売所は毎年の売上高が６千から７千万円で推移していたが、２７年度は７，

１００万円の売上でした。利用人数は２万９千人であった。 

 芦川農産物直売所は、２７年度の売上高が６千万円で利用人数は６万１千人であったとの説

明がありました。 

 建設部管理総務課所管では公営住宅維持管理の入居状況について説明を求めたところ、特定

公共賃貸住宅では入居可能な１９戸に対し１３世帯が入居し入居率は６８．４％。定住促進住

宅は入居可能な６０戸に対し４７世帯が入居し入居率は７８．３％。公営住宅は入居可能な

２５１戸に対し２３７世帯が入居し入居率は９４．４％。現在、申し込み待機人数は市内全体

で４０名程度であるとの説明がありました。 

 次にまちづくり整備課所管では、都市計画道路見直し事業の業務委託の内容について説明を

求めたところ、この計画は石和町時代に作成され、最初のものは５０年ぐらい前のものもあり、

現在とは生活圏、交通量などが違ってきている。 

 昨年度の業務委託により交通量調査などの現状把握を行い、将来的な人口減少、高齢化、ま

ちづくりプランとの整合性を考える中、県などの関係機関との協議を進め、庁内で検討を行う

ための素案の作成について進めていく。都市計画道路については、全国的に滞った計画に対し

見直しが進められていますが、これまでの経緯を含め慎重に進めていきたいとの説明がありま

した。 

 公営企業部所管では公共下水道整備事業のアクションプラン策定委託料に伴い、その内容に

ついて説明を求めたところ、このアクションプランは国土交通省の公共下水道、農林水産省の

農業集落排水、環境省の浄化槽の３つの排水処理により、その地理的条件等を勘案した中で今

後１０年間の財政を含め策定するものである。市においては２７年度末に作成済みであり、現

在、県にそのアクションプランを上げており、県の計画との整合がとられたのちに国へ上げら

れ、国の計画との整合がとられて完成となる。そののちにこのアクションプランの公表となる

予定である。 
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 次に水道事業の漏水調査の状況について説明を求めたところ、基本的には配水量の状況を見

ながら調査を行い、方法は機械を使って配水管の音調により特定している。すでに市内にはか

なり古い管が多くあり、漏水の発生が増えることが予想されるため、今後はしっかりとした計

画を立て漏水対策を進めていきたいとの説明がありました。 

 以上、主な質疑・意見等の報告であります。 

 次に討論について報告します。 

 議案第９５号 「平成２７年度一般会計歳入歳出決算認定について」、３名の委員から反対

討論がありました。 

 リニアの見える丘整備事業および市営四日市場団地建て替え事業の当初予算に対し修正案を

提出しており、その事業執行については反対する。 

 各種団体補助金・交付金について、その団体の決算を見ると繰越額が年々増えているにもか

かわらず毎年同じように補助・交付している。補助金・交付金の出し方などをもっと精査する

必要がある。 

 リニアの見える丘整備について、将来的に営業線となったときにリニアの走行が見えなくな

る可能性が強く、長い目で見たときに本当にこれが妥当の投資であったか疑問に思う。 

 市の観光商工課と観光物産連盟について、人格の違う団体が同居しており、そのあり方、市

との関わり方について真剣に考えてもらいたい。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件審査の主な内容となります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第７１号 「笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２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８１号 「平成２８年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８２号 「平成２８年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８３号 「平成２８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８４号 「平成２８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８５号 「平成２８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８６号 「平成２８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８７号 「平成２８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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８８号 「平成２８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８９号 「平成２８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予
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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９０号 「平成２８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９１号 「平成２８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

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９２号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９３号 「平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９４号 「平成２８年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第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９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、建設経済

常任委員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１００号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０１号 「平成２７年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０２号 「平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０３号 「平成２７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０４号 「平成２７年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０５号 「平成２７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０６号 「平成２７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０７号 「平成２７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０８号 「平成２７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０９号 「平成２７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１０号 「平成２７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１１号 「平成２７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１２号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１３号 「平成２７年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、
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賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第７６号および議案第９５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７１号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第８１号から議案第９４号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１４案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１４案についての委員長報告は、可決であります。 

 本１４案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８１号から議案第９４号までは原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１００号から議案第１１３号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１４案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 



 １９９ 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１４案についての委員長報告は、認定であります。 

 本１４案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１００号から議案第１１３号までは原案のとおり認定されました。 

 以上で、各常任委員会に付託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７６号および議案第９５号を議題と

いたします。 

 議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」の討論を行い

ます。 

 まず反対討論を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第７６号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」の反対討論を

行います。 

 今回の補正予算案には現在、笛吹市直営の４つの学校給食調理場のうち御坂、春日居の共同

調理場の２つを来年４月から民間委託にするための債務負担行為、２億１，５７８万４千円が

計上されております。計画では残りの一宮、八代の共同調理場についても順次民間委託にする

ということであります。 

 反対する理由の１つ目は、子どものための学校給食向上にとって何のメリットもないという

ことであります。本会議での私の一般質問に対して、民間委託でも給食がよくなるということ

ではなく、現状維持だという部長の答弁でした。その一方で民間委託することによって現状の

直営よりも４つの調理場の運営費は、年間で１，５４０万円も増えてしまうということが明ら

かになっております。 

 理由の２つ目は、学校給食は法律でも定められている大事な教育の１つであります。調理さ

れた料理を出せばよい、食べればよいというものではないことは学校給食７つの目標を見ても

明らかであります。人づくりのための学校給食です。７つの目標に沿って調理に忙しい時間の

合間、子どもたちの交流を図ったり、生産者と子どもたちをつなげることなどさまざまな食育

活動を展開して豊かな学校給食をつくり上げてきた調理員さん、栄養士をはじめとした本当に

笛吹市の給食だと考えますけども、民間委託で本当に７つの目標が実践されるのか、大変危惧

されるところであります。教育、人づくりの一環としての大事な事業を儲けの対象として民間

に任せてよいものでしょうか。 

 ３つ目は調理員の皆さんへの対応であります。私は学校給食の調理員さんというのは安全、

衛生管理においても、調理技術においても大変高度な知識と技術を持っている方たちだと考え

ております。しかし、その調理員さんたちの多くは不安定な雇用のもとで働いてきました。民

間委託の方向が教育委員会から出されたあと、私たち共産党議員団は調理場を訪問し懇談する

機会をもちました。どこの調理場でもまったくの寝耳の水で大変驚いておりました。その驚き
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の中身というのはあまりにも突然の方針であると同時に、そんな大事なことが当事者である自

分たちに一言も知らせずに決めてしまうことへの不信感、働いている人たちを大事にしないこ

とへの不満でありました。子どもたちのための学校給食というふうに真に考えるならば調理員

さんをはじめ教師、保護者とともに検討を重ね結論を出していくということが大事ではないで

しょうか。そうしたことを一切省いて決まったことを伝達し、それで理解されたかのような方

法は教育の場には最もそぐわない、ふさわしくないやり方というふうに私は考えております。 

 最後に大変、個人的なことで恐縮ではありますけども、現教育長の坂本先生は石和富士見小

学校での教員時代、地域に根差し地域に開かれた教育実践と子どもを本当に大事にした教育実

践で子どもや保護者はもちろんのことでありますけども、地域の人たちにも大変信頼された教

師でありました。教え子の一人である私の長男も小学校を卒業して３３年経ちますが、いまだ

に坂本先生大好きです。その素晴らしい教育実践を重ねてきた坂本教育長にとって、給食の民

間委託は最も似つかわしくない方針というふうに私は考えております。 

 行政改革のもとで人員削減、経費削減が叫ばれている中ではありますけども、そういう中で

の民間委託というふうに考えます。しかし今回の委託は民間に任せても給食向上につながらず

現状維持、人員削減になるものの経費は４つの調理場で年間１，５４０万円も余計にかかって

しまうというものであります。委託はなんの道理もありません。学校給食をしっかりと教育の

１つとして位置づけ、直営を続けるよう求めて反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第７６号の採決を行います。 

 本案に対する３常任委員会委員長の報告は、可決です。 

 本案は、３常任委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして議案第９５号 「平成２７年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」の討

論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 議長の許可をいただきましたので議案第９５号 「平成２７年度一般会計歳入歳出決算認定

について」、反対の立場から討論を行います。 

 まず平成２７年度は２６年２月の未曾有の雪害からの復興事業に努められ、全国桃サミット

の開催、石和温泉駅周辺整備事業の完成、子ども・子育て支援新制度への対応、障害者基幹相

談支援センターの設置、生活困窮者対策の充実など財政状況が厳しい中でも職員の皆さんの各

種事業に対するご努力によって大きな課題、新たな課題への対応や成果が見られた一年であっ

たことを率直に評価し感謝したいと思います。 
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 行政は法令や制度等の改正、変更に伴って臨機応変な対応が求められる一方、しっかりとし

たグラウンドデザインに基づいて総合計画、各種の個別計画に則った施策展開、事業の執行が

求められるものと考えます。 

 そして倉嶋市政においては４年前、多機能アリーナ反対を掲げて当選され、これを中止し、

シングルイシューの選挙のあとどのように市政運営、行政経営を進めていくのか、昨年度はま

さにその真価が問われた一年ではなかったかと思います。 

 平成２７年度は笛吹市ミズベリング構想の中核に据えた三船ミュージアムの整備を推し進め、

この事業は初期投資費用７億円の全額を回収した上、市にも約３０億円もの経済波及効果をも

たらすものでありますと強弁し、市民の大きな批判をあびることとなりました。 

 物事の見方はさまざまですから、これについてもよい評価をされている市民の皆さまもいる

ことと思います。 

 しかしこの既視感のある事業の進め方は、アリーナ反対の市民運動の中で倉嶋清次氏らがま

さに批判の矛先を向けた手法と同様なものではなかったのかと残念に思います。 

 観光振興を推進する笛吹市において昨年度の夏まつり来場者数は前年対比で減少し、花火大

会の協賛獲得にも苦労されたことは、倉嶋市政のこうした手法に対する市民の意思表示の一端

ではなかったかとさえ思われます。 

 そして、平成２７年度当初予算案において異議を申し上げた市営住宅四日市場団地の建て替

え事業、これは計画に基づいた行政執行という観点からも問題であることを指摘したとおり住

宅マスタープランや長寿命化計画にも位置づけられていない、それまでの方針として説明され

てきた用途廃止から借地を６千万円かけて購入し、さらに高層の住宅を整備するというもので

ありました。借地を購入するのではなく市の保有する用地で更新を図っていく、民間ストック

の活用も含めた施設管理を導入していくといったファシリティマネジメント、ストックマネジ

メントの観点もなく、倉嶋市政の行政経営に疑問を感じざるを得ない事例でありました。 

 市営住宅の建て替えや長寿命化は必要であると考えておりますが、借地の購入や設計委託の

段階からその後に事業費も膨らんでいくという端緒となった２７年度一般会計における事業執

行、これも問題がなかったと申し上げるわけにはいかないと考えます。 

 もちろん問題点や改善点はあるものの、２７年度の多くの事業は市民福祉向上のために職員

の皆さんが誠心誠意、取り組まれたものと思います。しかし総合的に鑑みて不認定の判断をせ

ざるを得ないのは、ひとえに倉嶋市長の市政運営、行政経営、そのリーダーシップに大きな要

因があったと考えるものであります。 

 監査委員の審査意見書にもありましたように工事変更契約の件数も多かった２７年度、行財

政改革大綱に基づいた行政経営の考え方が市長において貫徹されていたと評価することはでき

ません。審査意見で指摘された開源節流の基本に立ち返り、入りを図りて出づるを制する財政

運営を推進し、人口減少時代のまちづくりに取り組んでいただかなければならない中で、今、

倉嶋市政への期待は難しいと言わざるを得ません。 

 今後、２８年度の後半以降、一般選挙を経て新しい体制構築のもとで本当に笛吹市の将来を

見据え、しっかりとしたかじ取りをしていただく、そうした展望と願いも込めながら議案第９５号

に反対をするものであります。 

 議員各位のご理解を賜りますようお願いを申し上げ、討論を終わります。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 その他、討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第９５号の採決を行います。 

 本案に対する３常任委員長の報告は、認定であります。 

 本案は、３常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 賛成１２、反対８。起立多数であります。 

 よって、議案第９５号は原案のとおり認定されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後４時５５分といたします。 

 申し上げます。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

休憩  午後 ４時４５分 

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

再開  午後 ４時５５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４６ 議案第１１４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） 

 今回、追加で上程させていただきます案件は補正予算案１件であります。 

 議案第１１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」であります

が、既定の予算額に歳入歳出それぞれ１，０２６万円を追加し、歳入歳出予算総額を３３５億

７，６７５万円とするものであります。 

 歳入につきましては、普通交付税１，０２６万円を追加するものであります。 

 歳出につきましては、市長および市議会議員選挙事務に７８１万円。消防団総合訓練大会事
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業に１７０万円。オリンピック・パラリンピック事前合宿等誘致事業に７５万円。それぞれ既

定の予算に追加するものであります。 

 以上、提出議案の概要説明とさせていただきます。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。 

 ただいまの議案第１１４号についてはこのあと委員会に付託し、暫時休憩中に各委員会を開

き審議をお願いいたします。 

 これより議案第１１４号の質疑を行います。 

 なお、ここでは大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 質疑ございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 ただいま議題になっております議案第１１４号については、お手元に配布してあります議案

付託表のとおり総務常任委員会および教育厚生常任委員会に分割付託をいたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 なお、建設経済委員会の委員、付託案件以外の執行部の皆さんはお待ちいただき、２つの委

員会の審議が終了しましたら、直ちに再開いたしたいと思います。 

休憩  午後 ４時５８分 

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

再開  午後 ５時１５分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 議案第１１４号を議題といたします。 

 本案については、休憩前に総務および教育厚生常任委員会に審査を分割付託してありますの

で、それぞれの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委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それではただいま、議長より総務常任委員会にかか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。 

 本日の本会議において、本委員会に付託されました議案第１１４号 「平成２８年度笛吹市

一般会計補正予算（第３号）について」において、先ほど委員会を開会し全委員出席のもと関

係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり何点か当局より説明がありましたので、その主なものを報告いたします。 

 当局より総務課担当項目では、選挙予算についてポスター掲示所、これが参考にしたのが直

近の県議会等の選挙であったため、４年前の市長・市議選の選挙の予算を参考にしなかったた

め過小予算となったという説明がありました。 

 以上です。 

 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告しました。 
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 それでは以下、審査結果を申し上げます。 

 議案第１１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）についてのうち、総務

常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 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 ） 

 質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 続いて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委員長報告をさせていただきます。 

 本日の本会議において、本委員会に付託されました議案第１１４号について、委員出席のも

と関係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 説明の中、また質疑の中で人員はどのくらいか、また窓口はどうなっているのかという質問

が出ました。人員はコーチ５名、役員２名、また観光物産連盟を窓口にタイの協会との調整を

行っているとの回答がありました。 

 それでは審査結果について、次のとおりであります。 

 議案第１１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第３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いたしまし

た。 

 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。 

 それでは議案第１１４号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」の討論を行い

ます。 

 討論はありますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 
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 これより議案第１１４号の採決を行います。 

 本案に対する２常任委員長の報告は、可決であります。 

 本案は、２常任委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第１１４号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４７ 「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。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２８年第３回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本議会は８月３１日から本日まで２９日間の日程で開催され、その間、正副議長をはじめ議

員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ上程いたしました提出案件のすべて

につきまして、慎重なる審議に努めていただき感謝を申し上げます。 

 はじめに、友好都市交流についてご報告いたします。 

 ９月９日から１５日にかけて私と大久保議長を団長、副団長とする総勢１４名の交流視察団

によりドイツ・バートメルゲントハイム市を公式訪問いたしました。現地ではハイマートター

ゲと呼ばれる州祝祭デーのパレードに参加し、全員が浴衣を着て、よっちゃばれ音頭を披露す

るなど祭りに花を添えました。今回の訪問では両市の今後の交流について市民レベルで話し合

う機会も実現し、交流意識の醸成が図られたと考えております。ウド・グラットハール市長か

らは２０１８年の春に笛吹市を訪問したいとの申し出もございました。その際は両市の絆がさ

らに深まるよう、心からのおもてなしでお迎えしたいと考えておりますので議員の皆さまのご

協力をお願いいたします。 

 次に過日の新聞紙上等でも取り上げられ、ご承知のことと思いますが去る９月８日に峡東地

域世界農業遺産推進協議会の総会が開催され、世界農業遺産、ならびに日本農業遺産の登録に

向けた申請書（案）が承認されました。一昨日、２６日には正式に申請書を提出し、いよいよ

スタートラインに立つことになります。変わらぬご支援とご協力をお願いします。 

 さて秋の観光も本番となってまいります。９月１日からブドウエキスポ２０１６が開催され

ております。１１月２日のヌーボーで乾杯カウントダウンでは新たな取り組みとして、まちを

歩きながら楽しんでもらうためにホテル、旅館、飲食店が協力し各施設でワインセミナーなど
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趣向を凝らしたイベントも同時に行われます。またワインツーリズム山梨など深まる秋の景色

や味覚をご堪能いただく趣向を凝らしたイベントが予定されており、県内外から大勢の皆さん

にご参加いただけるものと期待をしております。 

 秋はスポーツ、文化・芸術の季節でもあります。スポーツイベントでは１０月２３日に自転

車で石和温泉郷をスタートし精進湖、本栖湖、西湖、河口湖をまわり最終的に石和温泉郷に戻

る全行程約１２０キロのコースを走る第２回富士河口湖笛吹フルーツライドが行われます。ま

た１１月１３日には自転車を使い、峡東３市を周遊するオリエンテーリング、シクログという

新たなサイクリングイベントが行われるほか、１１月２７日には今年で３回目となる石和・春

日居温泉郷富士山眺望トレイルラン＆ウォークも開催され、笛吹市を舞台に盛り上がりを見せ

てくれることと思います。 

 文化・芸術では、今年で２０回目の節目を迎える小学生・中学生俳句会があります。今年は

全国各地から昨年を上回る３万６，３９２句の応募がありました。今後３回の審査を行い約３千

区を入賞作品として作品集に収め、１２月の表彰式で発表いたします。 

 また俳句の里づくり推進事業の一環として支援を行っている山廬の俳諧堂の復元工事であり

ますが、９月１６日には上棟式が行われ全景もはっきりと見えてきたところであります。年度

内の完成を予定しており、境川小学校の６年生が卒業の思い出にと自分の句を書き込んだ瓦も

この俳諧堂の復元に用いられることになっております。 

 地域消費の活性化を図るために昨年度より実施し、好評を得ておりますプレミアム付き商品

券ですが１１月６日・７日に笛吹市商工会により販売されます。今回は事前に往復ハガキによ

り申し込みをいただいた上で購入者を抽選により決定する方式をとることとなっており、応募

方法などの詳細は、広報１０月号と一緒に配布されるチラシ等でお知らせする予定となってお

ります。 

 来月１２日、市制施行１２周年の記念式典を挙行し市政功労者、公職退任者の皆さまの表彰

を行う予定であります。お忙しい時期ではございますが、議員の皆さまもぜひご出席ください

ますようお願い申し上げます。 

 また笛吹市市民まつりが１６日、日曜日に開催されます。今回は笛吹市出身の和太鼓奏者、

前田タクヤ氏を中心とした「風カヲル時」による演奏や子宮頸がんをテーマとした映画「いの

ちのコール」を上映するほか、企業や市民団体等による約６０のブースや模擬店、出店が予定

されております。市民の手による市民のためのイベントにぜひご参加いただきたいと思います。 

 結びになりますが、この４年間、議員の皆さまとともにこの議場を中心に二元代表制の両輪

として市民の暮らし、まちの未来に思いを馳せつつ議論を交わしてまいりました。それら熟議

の積み重ねにより市政は一歩一歩と前進していると実感しております。来月は市長・市議同時

選挙が行われます。私も再選を目指して立候補する予定でありますが、立候補を予定される議

員の皆さまにおかれましても、選挙戦を勝ち抜いて再びこの議場であいまみえることができる

よう祈念いたします。 

 朝夕はめっきり涼しくなりましたが、この秋は熱い秋となるでしょう。議員各位におかれま

してはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、閉会にあたりまして

のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、平成２８年笛吹市議会第３回定例会を閉会といたします。 
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 大変ご苦労さまでした。誠にありがとうございました。 

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

閉会  午後 ５時３１分 
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