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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（海野利比古君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第４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。 

 １２月に入り日中は暖かい日が続いていますが朝夕はめっきり寒くなり、まちに響くジング

ルベルやイルミネーションに彩られたまち並みに気忙しさを感じる季節になってまいりました。 

 本日１２月定例会が招集されましたところ、議員をはじめ関係者の皆さま方にはご出席をい

ただき、ここに開会できますことは誠にご同慶に堪えないところであります。 

 改選後の初議会となる平成２８年第１回臨時会で議長選挙に立候補し指名推選の結果、１１月

１５日付けで議長に就任いたしました。改めましてその職責の重要性を痛感しているところで

あります。 

 現在、地方自治におきましては行政と議会が切磋琢磨して自立した自治体経営と地域の実情

に応じた地域のまちづくりを進めていくことが求められています。 

 二元代表制の一翼を担う議会は、行政の監視機能はもとより政策立案機能の充実に向けて精

力的に取り組んでいかなければなりません。 

 笛吹市議会は市民の代表としてその付託と信頼に応え市民の皆さまのために何ができるか、

何が実行力のある議会を目指してまいりますので、なお一層のご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 議員の皆さまには会期中、格別のご精励をいただき慎重審議を尽くされるようお願い申し上

げまして開会のあいさつといたします。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

願います。 

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

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

し添えます。 

 それでは本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第３番 河野智子君および 

 議席第４番 保坂利定君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（海野利比古君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１９日までの１３日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から１２月１９日までの１３日間と決定いたしました。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 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。 

 次に監査委員から平成２８年８月分から平成２８年１０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ならびに委員に出席

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についてはお手元に配布した活動報告のとおりです。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１１５号から日程第３２ 議案第１４２号

までを一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 

 平成２８年第４回市議会定例会の開会に当たり、議員各位に敬意を表するとともに、諸議案

の提案に先立ちまして、市長就任後初めての定例会でありますので、今後の市政運営において

柱となる方針について述べさせていただきます。 

 最近の県内の景気は日照不足などの影響で野菜の価格が高騰する中、個人消費が落ち込むこ

とや悪天候により観光の客足が伸び悩むなど、一部に弱さがみられるものの緩やかに持ち直し

ているようです。 

 先行きについては雇用情勢の改善が続く中、景気が回復していくことが期待されております

が、海外情勢も懸念されるなど政治的な動向にも引き続き注視する必要があります。 

 さて市長に就任し約３週間が経過したところであります。現在、首長として改めてその職責

の重さを痛感しているとともに、市民の皆さまと１２歳の笛吹市を育てていきたいと考えてお

ります。 

 先の臨時会でも述べさせていただきましたが、私は市政運営の基本理念として「市民ファー

スト」を掲げました。そして「大国を治むるは小鮮を烹るが若し」の言葉にあるように一つひ
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とつの課題に丁寧に取り組んでいこうと考えております。 

 また市政を運営していくに当たり、行政だけの力によらず市民・民間の活力を大切にしてい

くという思いも込められております。 

 市民と行政の心が通う、人にやさしいまちづくりを目指し、住民と行政が知恵と力を出し合

う双方向的な協働を行政運営の基本とし複雑化、多様化、深刻化する行政課題に対処します。

その解決のためには場当たり的ではなく、住民目線でその背景や原因を明らかにし戦略的に対

応する必要があります。創意工夫を重ねながら、積極果敢にスピード感とチャレンジ精神を持っ

て市政を展開していきます。 

 住民が心豊かにやさしい気持ちで安心して暮らすことができるまち「ハートフルタウン笛吹」。

その実現に向け、特に私は次の３点を最重要政策と捉えました。 

 １点目は「幸せ実感 心豊かに暮らせるまち」であります。 

 そのためには「子育て支援」「地域づくり」「学び・育ち」「安全・安心」についての施策を進

め、子どもから高齢者まで心穏やかに暮らせるまちを目指します。 

 はじめに子育て支援についてであります。 

 近年、保育所に入るための親たちの活動を表す「保活」という言葉が生まれるなど、待機児

童問題についてマスコミなどで話題に上がることが多くなっております。国会でも取り上げら

れ、国も解決に向けた待機児童解消加速化プランを掲げ、保育の受け皿を増やす対策を講じて

いますが、一方で保育士不足などの問題もあり、その対策は万全とは言えない状況です。 

 これらは主に都市部の問題と捉えられがちですが、人口減少を迎える本市にとっても大きな

課題として認識し、市民の子育てと仕事の両立をサポートする施策を積極的に推進し「待機児

童絶対ゼロ」を目指すとともに年度途中でも何歳児であっても入所希望があれば、いつでも入

所できるような体制づくりを進め、保護者が安心して働くことのできる保育環境の整備を進め

てまいります。 

 次に地域づくりについてであります。 

 年齢・性別・障がいに関わりなく心地よく暮らすことができるまち、高齢者を孤立させない

まちをつくります。 

 認知症の理解促進に取り組むほか障がい者の働く場を拡大するため、市も積極的に障がい者

を雇用するなど誰もが地域社会の一員として活躍できるよう取り組んでまいります。 

 また医療機関と福祉施設が情報を共有し連携を強化し、介護および障害福祉サービスの質・

量の確保を図ってまいります。 

 続いて、学びと育ちについてであります。 

 全国の教育現場では学力の二極化という問題を抱えており、その対策についてもしっかり行っ

ていかなければなりません。すべての子どもたちに基礎学力をしっかり身に付けさせ低学力層

の底上げを図り、社会の一員として活躍できる人材育成に取り組みます。 

 また、豊かな人間性を育む生涯学習や文化・芸術活動についても推進します。境川を中心と

した俳句の里づくりのほか史跡・文化財を教育に活用し、史跡に親しみ、まちの歴史を学ぶ文

化活動や教育活動を通して本市の優れた文化、芸術を発信していきたいと思います。 

 またスポーツでまちを元気にする取り組みについても力を入れていきたいと考えております。

「おこなうスポーツ」のための環境整備を進め、「観るスポーツ」のためのプロスポーツや全国

レベルの競技会を観戦できるような機会の創出も行っていきたいと思います。 



 １２ 

 安全・安心についてであります。 

 近年、各地で大規模な自然災害が多発しており、改めて行政の最大の責務は市民の命と財産

を守ることであり、防災や減災など災害への備えの必要性を痛感しているところです。災害対

策について早急に行うべきことは、避難所に関する整備だと考えております。 

 また、市民が安全に過ごすことのできる生活空間と環境を整えるために、ごみ処理について

も新たな取り組みを行います。収集日、収集場所など市民の声を聞き検討してまいります。 

 公共施設については、維持管理が今後の大きな課題であります。老朽化や利用状況などさま

ざまな観点から検討し再配置、長寿命化などしっかりと計画をお示しし、市民合意を得ながら

進めてまいります。 

 ２点目は「新たな農業 実り豊かなブランド農業」であります。 

 桃・ぶどう日本一の郷を支えてきた農家の皆さまとともに新たに参入している農家の担い手

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

景観が保たれた実り豊かなまちを目指します。 

 農業への新規参入については、個人事業主としての生産者起業と農業生産法人への就職とい

う二本立てで対策を講じてまいります。 

 遊休農地や農業用機械、農業用資材など担い手育成システムの構築にも取り組むほか農作物

の販売戦略も積極的に見直すとともに、さらなる農作物の品質の向上にも努め笛吹ブランドの

確立を目指してまいります。 

 ３点目は「観光再生 また訪れたくなるまち」であります。 

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

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

を目指します。 

 笛吹市には多くの魅力がありますが、ただあるだけとなっているものもたくさんあります。

その豊富な地域資源を地域の力で磨き上げ戦略的に展開し、自然・史跡・施設を生かした田舎

リゾート笛吹市の実現を目指します。 

 温泉郷については、田舎リゾートのベースキャンプとしての石和・春日居温泉郷をさらに発

展させていきたいと考えております。 

 私たち一人ひとりが目指すべき温泉像を共有し、そこにたどり着くために誰が何をすべきか、

何ができるのかを事業者と行政、市民とが一体となり一緒に考えることで目的の達成を目指し

ます。 

 以上のような施策を進めてまいりたいと考えておりますが、大切なのはその土台となる財政

の徹底した見直しと事務事業の再点検であります。 

 現在、平成２９年度当初予算編成を始めておりますが、基金からの繰り入れを行わないと編

成が困難な状況であります。また必要な事業を推進していくためには、これまで以上に自主財

源確保を念頭に置きつつ創意工夫を行い、特定財源の活用に積極的に努める必要があります。 

 歳出においては、経費全体の徹底した見直しや節減を図るとともに行政も身を切る改革を断

行します。 

 最後になりますが、私一人の力では市政の運営はできません。職員をはじめ行政と両輪を担

う市議会の皆さま、市民の皆さま方のご理解・ご協力が必要であります。 

 「ハートフルタウン笛吹」をスローガンに全身全霊、身を粉にして市政に取り組んでまいり
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ますのでよろしくお願いいたします。 

 続きまして諸議案の提案に先立ちまして、これまでの行政運営についてご報告をいたします。 

 はじめに、うれしい報告があります。 

 １１月１８日に八代小学校のＰＴＡが長年の「あいさつＯＫ運動」や「親子クリーンアクショ

ン」などにより文部科学大臣賞を受賞いたしました。 

 また１１月６日に行われた「第２６回山梨県中学校駅伝競走大会」において石和中学校男子

駅伝チームが優勝し、今年で４連覇となりました。１２月４日には山梨県で行われた関東大会

に出場し、滋賀県で行われる全国大会へ出場することになっております。 

 １０月１２日に市制施行１２周年記念式典を挙行し市政功労者、公職退職者の皆さまに表彰

を行いました。受賞者を代表してリオデジャネイロオリンピックに出場した中山陽介さんより

お礼の言葉をいただきました。 

 また、１０月１６日には市民による実行委員会を中心に会議を重ね企画運営された第３回笛

吹市民まつりが開催されました。 

 会場となった清流公園には飲食店やフリーマーケット、行政や地域課題を紹介するブースな

ど全５６ブースが立ち並び、市民グループによるステージ発表も行われ、約３，５００人の市

民の皆さまが楽しまれました。 

 都市計画税についてでありますが、昨年１２月議会において課税区域など、さらなる検討が

必要として、議員発議により１年間の猶予をいただいているところであります。 

 市では都市計画税に関する対象区域、課税対象など７項目について検討を重ねてきたところ

であり、その結果、条例のとおり都市計画税を課税していくのが適当と考えております。 

 しかしながら、さらに市民の理解を深めていくためには歳出の削減など行政も身を切る改革

をしていくことが必要と考えており、そのことを市民の皆さまに結果としてお示しするために

都市計画税の課税をさらに１年間猶予することといたしました。 

 次に支所業務の見直しについてでありますが、計画は２８年度・２９年度の２年間で見直し

ていくこととしており、本年度４月より一部事務を本庁に移管し職員を削減したところであり

ます。しかし地域防災やコミュニティ、高齢者等の弱者対策などの課題も見えてまいりました

ので、平成２９年度については現状を維持しながら、地域にとって本当に必要な支所業務は何

かを１年かけて再検討することといたしました。 

 またＮＴＴ用地の購入につきましては経済の活性化や交通の利便性、市民へ有効活用等、必

要性を明確にし、今年度中にも土地開発基金を活用し購入してまいりたいと考えております。 

 また活用策につきましては、今後１年から２年くらいの十分な時間をかけ各種機関や市民の

皆さまから丁寧にご意見をお聞きしながら、議員各位とも協議を重ね具体的な活用内容を決定

していくこととさせていただきたいと考えております。 

 次に世界農業遺産についてであります。 

 本市をはじめとする峡東３市と山梨県は国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の定める世界農業

遺産への登録認定に向け、去る９月末に国へ認定申請書の提出を行い、１０月３０日にはいち

のみやふれあい文化館を会場に地域としての一体感を醸成し、機運を盛り上げていくため認定

に向けたシンポジウムを開催しました。 

 おかげさまで１１月２４日に国より第１次の書類審査を無事通過した旨、発表があったとこ

ろであります。 
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 今後は国、ＦＡＯの専門家会議の委員による現地調査、農水省においてのプレゼンテーショ

ンなどを予定しております。 

 認定に向けてはさらに高いハードルが待っていますが、この取り組みにより地域の方々が地

元の農業を再確認し、峡東地域の農村景観・文化を末永く保全していくための大きな弾みとな

り、農業振興・観光振興につながっていくよう、登録実現に向けて今後も万全の準備を進めて

まいります。 

 次に県営畑地帯総合整備事業についてであります。 

 本市の基幹産業である桃・ぶどうなど農業の生産性向上を図るため、市や地域の要望により

農道や農業用水路の改良や新設、また果樹園等の圃場の整備等を県が行うもので総事業費の

２５％のみを市が負担するとう有利な事業です。現在、事業が進んでいる一宮南部地区・御坂

黒駒西地区・みさか桃源の郷地区について、今回、国の二次補正に伴い事業費が４億２千万円

増額され、予定より早く事業を進めることができます。 

 次に秋の観光イベントについてであります。 

 １０月２３日、本市をスタート・ゴールとする自転車愛好者の参加イベント、「富士河口湖・

笛吹フルーツライド」が開催されました。この事業は富士河口湖町との連携事業で県内外から

約３５０名の参加者が１２０キロのコースに挑みました。参加者のうち約２００名が石和温泉

に宿泊してくださいました。 

 １１月３日は山梨ヌーボーの解禁に合わせ、今年も県下で最も早くフルーティーなワインが

味わえる「ヌーボーで乾杯」イベントが開催され、県内外から約千人のワイン愛好者が集まり

ました。 

 １１月６日の「ワインツーリズムやまなし２０１６秋」においても市内のワイナリー巡りに

２千人を超える来客があり、ともに好評を得たところであります。 

 また１１月１３日には、峡東ワインリゾートを目指す広域連携事業として甲州、山梨市、笛

吹市のチェックポイントを自転車で巡る「シクログ・ワインリゾートｉｎ山梨」が開催され、

県外より約１２０名の参加をいただき３市の魅力を伝えることができました。 

 １１月２７日には大蔵経寺山や兜山を走る第３回トレイルラン大会を開催したところ、約

４５０名の参加者があり、晩秋の笛吹の山々を颯爽と駆け抜けました。大会開催にあたり多く

のボランティアの方々、市民の皆さまのご協力をいただき深く感謝を申し上げます。 

 次に甲府・峡東クリーンセンターについてであります。 

 平成２６年７月に着工された新ごみ処理施設工事については、１０月に建設工事が終了しま

した。１１月２１日から４市の可燃ごみが搬入され、平成２９年４月の本稼動に向け順調に仮

稼動が行われております。関連する有料指定ごみ袋の販売については、商工会と委託販売を締

結し市内の量販店や小売店、ＪＡ笛吹において１２月上旬から販売を行う予定であります。 

 次に多世代包括ケア情報クラウド化推進事業についてであります。 

 はじめに子育て情報クラウド化推進事業ですが、１０月１６日よりスマートフォンやタブレッ

トで子育てに必要な情報を必要なときに受け取ることができる「ふえふき子育て広場」の試行

運用を開始しました。 

 １１月現在で１１４名にユーザー登録をいただいており、今後お子さまの月齢に合わせた情

報提供や相談を書き込める機能を充実させながら、より多くの皆さまに登録いただき来年４月

の本格運用を目指していきたいと考えております。 
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 次に医療・介護連携クラウド化推進事業についてですが、現在３５件の利用者登録があり、

健康状態や在宅ケアに関する情報共有を行い、在宅での生活支援を進めております。 

 次に、東京オリンピック・パラリンピックに向けての合宿等誘致事業についてであります。 

 １１月１１日・１２日の両日、タイ王国のオリンピックメダリスト４名を含むウエイトリフ

ティング協会１４名の視察団をお迎えしたところであります。 

 知事・市長への表敬訪問、練習会場となる日川高等学校のウエイトリフティング練習場や石

和・春日居温泉郷の宿泊施設の視察を行い、その後、関係者にご出席いただき歓迎レセプショ

ンを開催いたしました。 

 またタイのメディア等に笛吹市の魅力を伝え、タイ国内で情報発信していただけるよう観光

宣伝も行いました。今後、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた事前合

宿等の誘致に向け交渉を進めてまいります。 

 消防署出張所庁舎整備事業については、東部は一宮町新巻地内に、西部は境川町石橋地内に

用地を取得し、現在、地質調査業務と出張所の実施設計業務を進めております。 

 いずれの業務につきましても年度内に完了し、来年度は出張所の建設を予定しております。 

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

 提出させていただいた案件は条例案１０件、補正予算案７件、指定管理者の指定８件、その

他３件、合わせて２８案件でありますがその主なものについて概略をご説明申し上げます。 

 まず、条例案についてです。 

 笛吹市境川観光交流センター条例については甲府市、山梨市、甲州市および笛吹市の４市に

よるごみ処理施設、ならびに山梨県市町村総合事務組合による一般廃棄物最終処分場施設の建

設に伴い整備する笛吹市境川観光交流センターの管理運営を行うため定めるものです。 

 笛吹市特別会計条例の一部改正については、平成２９年４月開業予定の笛吹市境川観光交流

センターについて、甲府市、山梨市および甲州市から経費負担があり、一般会計とは別に会計

を設けるため一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正

については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条

第２項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項について定めるため一部改正を行う必要が

生じたものであります。 

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

家公務員の給与改定及び山梨県人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告に基づく

県職員の給与改定に伴い、所要の改正を行うため一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について及び笛吹市議会の議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、人事院および山梨県人事委

員会による公務員の給与等に関する勧告に伴う給与改定等に鑑み、市長等および市議会議員の

期末手当について市職員の給与改定及び勤勉手当の改定と同様の措置を講ずるため、一部改正

を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市税条例等の一部改正については、地方税法及び外国人等の国際運送業にかかわる所得

に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、一部改正を行う必

要が生じたものであります。 

 笛吹市税条例及び笛吹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正については、
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所得税法の一部改正に伴い一部改正を行う必要が生じたものです。 

 笛吹市介護保険条例の一部改正については、新たな介護予防事業である介護予防・日常生活

支援総合事業の開始時期を早め、生活支援・介護予防サービスの充実を図るため一部改正を行

う必要が生じたものであります。 

 笛吹市公共下水道使用料等徴収条例の一部改正については、笛吹市下水道条例第２５条第２項

の規定に定める特別使用許可をする際、条件として付した使用料を徴収するため一部改正を行

う必要が生じたものであります。 

 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４号）でありますが、歳入歳出それぞれ５億７，

１６２万円を追加し、総額を３４１億４，８３７万円とさせていただくものであります。 

 重ね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地方交付税４億８，６９８万円の追加、国庫支出金２億５，

５１７万円の追加、寄附金３，５００万円の追加、繰入金３億５，０６０万円の減額、また市

債については合併特例債１億１，４５０万円を追加するものであります。 

 次に歳出の主なものとしては、ふるさと納税事業に１，９２４万円の追加、国民健康保険特

別会計繰出費は１億１２３万円の減額、簡素な給付措置支給事業に２億２，７２７万円の追加、

介護保険特別会計繰出費に１億３，１１３万円の追加、県営畑地帯総合整備事業に１億４９７万

円の追加、小学校施設計画的改修事業に９，６５０万円の追加、まちづくり基金積立金に３，

５００万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、３会計につきまして総額４億５，４１４万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。 

 水道事業会計等、３会計の収益勘定・資本勘定の総額５，８７２万円を増額するものであり

ます。 

 続きまして公の施設に係る指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により議会の議決をお願いするものであり、指定期間満了等に伴う指定施設１０施設に

ついて、平成２９年４月以降の指定管理者を指定するものであります。 

 その他の案件につきましては、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いたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより議案第１１５号から議案第１４３号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨説明がありました案件については、所管の常任委員会に付託すること

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

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

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



 １７ 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はございますか。 

 （ な し ） 

 なければ質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております議案第１１５号から議案第１４２号の２８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。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開を午後２時２０分といたします。 

休憩  午後 ２時１１分 

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

再開  午後 ２時２１分 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは再開します。 

 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（海野利比古君） 

   日程第３３ 発議第５号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 それでは発議第５号 笛吹市都市計画税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 発議第５号につきましては、地方自治法第１１２条および笛吹市議会会議規則第１３条の規

定により提出します。 

 平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 ７ 日 

 笛吹市議会議長 海野利比古殿 

提出者 

笛吹市議会議員 河野智子 

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一部改正についての提案理由 

 平成２２年度以降、都市計画税の課税は低迷する経済情勢や各種税料金の改定に伴う市民の

負担増回避、東日本大震災の影響による市内経済状況の悪化、消費税の引き上げ、平成２６年

２月の大雪による雪害等を勘案を理由に４回にわたって猶予されてきた。それぞれの時期に比

べ市民の経済状況は回復しておらず徴収を開始できる状況にない。 



 １８ 

 合併協定との整合性、都市計画税の課税根拠、課税区域等についてもなお検討が必要であり、

都市計画税の課税の特例を延長することが必要であるため、所要の改正を提案する。 

 改正内容につきましては、附則第１８項中「平成２８年度」を「平成３１年度」に改め、こ

の条例は平成２９年４月１日から施行するものです。 

 都市計画税の課税を平成３１年度まで３年間延期し、その間に市民の意見を十分に吸い上げ、

市民を交えた十分な議論をし市民にとって最良な方向を期待します。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 発議第５号の提出者より説明が終わりました。 

 これより、発議第５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５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

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 ） 

 なければ質疑を終結します。 

 ただいま、議題になっております発議第５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８日、午前１０時から再開します。 

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

散会  午後 ２時２６分 
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平成２８年笛吹市議会第４回定例会 

 

１．議 事 日 程（第２号） 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 

 １番 河 阪 昌 則 ２番 武 川 則 幸 

 ３番 河 野 智 子 ４番 保 坂 利 定 

 ５番 神 澤 敏 美 ６番 古 屋 始 芳 
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３．欠席議員 

 

 （ な し ） 
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 教 育 部 長 野 田 昭 人 総 務 課 長 須 田  徹 

 経営企画課長 小 宮 山 和 人 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫 

 消 防 長 植 村 英 明 教 育 委 員 長 相 川 幸 夫 

 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 横 山 祥 子 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（海野利比古君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたのでご報告いたします。 

 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にお願いいたします。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会は１２名から２２問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

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

 それでは１４番、渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 公明党の渡辺清美です。 

 新たな市議会の出発に当たり私自身、市民の皆さまの希望の声、英知の声をしっかり行政に

つなぎ、よりよい笛吹市を目指して頑張ってまいります。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので２点質問させていただきます。 

 はじめに災害から住民をどう守るかについて、お伺いいたします。 

 近年、自然災害の多発に伴い住民の安全確保に向けた首長や自治体職員の対応のあり方がク

ローズアップされております。災害基本法では首長が避難に関する情報を発表するよう定めら

れております。災害は日常的な出来事ではなく極めてまれな事態です。いざというとき的確に

対応できない、災害後に想定外だったと発言する首長もおられますが、住民の命を守るべき立

場にいることを考えると言い訳にすぎません。 

 躊躇なく住民を避難させることは、必要な対策を日頃から準備しておく必要が極めて重要で

あります。そのために何が求められるか、３点についてお伺いいたします。 

 災害前から災害後にかけて、防災の関係者が取るべき行動を時系列にまとめた防災計画につ

いてですが、米国発祥のこの防災計画は首長や役場の職員の取るべき防災行動や役割などを議

論しながら「いつ、誰が、何をするか」、細かく規定するので災害時における自分の役割が事前

に明確になり対応能力向上につながります。このタイムラインの導入が大変必要ではないかと

考えますが、この点についてお伺いいたします。 



 ２３ 

 ２点目としまして、熊本地震やこの夏の台風災害では一部自治体の避難所運営に自治体職員

が関わったことにより対応能力に支障をきたすケースが見られました。国や県との連携や対口

支援の受け入れなど自治体職員は特に初動期において多忙を極めます。この間に職員が避難所

運営に当たってしまうと被災者支援や災害復旧に重大な影響を及ぼしかねません。内閣府が公

表している避難所の良好な生活環境の向上に取り組む方針には、市町村の避難所関係職員以外

の者でも避難所を立ち上げることができるよう分かりやすく手引きを作成する必要があるとなっ

ておりますが、近年の自然災害の多発の状況に対し早急に運営の避難マニュアル、これを作成

することが必要ではないかと考えます。 

 ３として地域のコミュニティが防災に果たす役割は大変大きく、災害時にコミュニティを構

成する消防団、自治会、民生委員の存在は不可欠です。住民一人ひとりが自助、共助に基づき

いざというときに自発的に行動できる仕組みをつくることが重要ではないかと考えます。その

ためには市民の防災会議を開催し市民の目線で災害に対して考え、そして必要な取り組みを防

災計画に反映できるよう自治体や防災の専門家が市民の皆さまに災害が起こる仕組みや、また

避難の必要性を日ごろから語っていく、説明していく、分かりやすく理解してもらう、こうし

た努力が必要ではないかと考えますが、これらの点につきましてお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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。 

 はじめにタイムラインの導入についてでありますけども、タイムラインは災害の発生を前提

に防災関係機関が連携して、災害時に発生する状況をあらかじめ想定しながら防災行動を時系

列でまとめ上げる計画であります。 

 国･県においては、風水害等の進行型災害に備え管理河川を対象にタイムラインの策定を進め

ており、本市においても平成２７年度に笛吹川、平等川の洪水災害を対象としたタイムライン

の策定を行いました。そのほかの河川や土砂災害等のタイムラインの策定についても今後、検

討を進めてまいります。 

 また地震等の突発型災害についても、従来から災害発生後の対応をまとめた笛吹市地域防災

計画災害応急対策計画により、災害時職員活動マニュアル等の整備を進めてきたところであり

ます。 

 次に避難所運営マニュアルの作成についてですが、避難所運営マニュアルは避難者が主体と

なって運営していく必要があり、市や施設管理者は施設管理・物資の手配等が役割というふう

に位置付けております。 

 市では平成２８年３月に笛吹高校との指定避難所の協定を結ぶにあたり、笛吹高校避難所運

営マニュアルを策定したところであります。 

 今後は避難所ごとの避難所運営委員会の発足を行政区に強く働きかけ、運営委員会発足後に

各指定避難所に合わせた運営マニュアルを作成してまいります。 

 次に市民防災会議についてであります。 

 市では本年５月から各団体・行政区に伺い、出前講座・自主防災組織講座を約５０回開催を

し災害の知識の普及とともに防災についての話し合いを行い、市民から多くのご意見をいただ



 ２４ 

き防災訓練や防災事業の推進等に反映しております。 

 また笛吹市防災計画の内容につきましては、国の災害対策基本法と山梨県防災計画に沿った

形で防災会議で検討し策定をしてきておりますけども、今後の改定にあたっては住民の皆さま

の意見も反映させるような形で見直しを行ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １４番、渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。まず避難所のほうですけども、初動期においては地元の方々が大半

を占めると思うんですけども、この中から中心者を選んで、そして運営していくような流れに

なっていると思いますけども、どのように、そのへんを詳しくもし教えていただければありが

たいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 避難所運営につきましては、先ほども答弁したとおり自主防災組織等の代表者が中心となっ

て運営していくことが必要だというふうに考えております。施設管理者等が、施設が大丈夫で

あるというふうに確認をしたのちに、自主防災組織、各行政区の区長さんが当たっている場合

が多いんですけども、その行政区へ、その指定避難所に集まる行政区の中から１人、代表者を

選ぶような形でその後の運営をやっていくということでございますけども、このような避難所

運営マニュアルの作成の方法を示したものも作成をしておりますので、これらを参考に避難所

運営をしていってもらいたいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、その避難所運営委員会を組織することがまず第一だというふうに

思っております。その中で各行政区等との話し合いの中で地域の実情に合った避難所運営をし

ていくことが必要だというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 区長さんが中心になると思うんですけども、区長さん自身とかそういった中心の方が被災し

てしまうという場合もありますので、その点についてどのように考えているのか。またそういっ

た方たちを集めた研修などについても。すみません。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 当然、その避難所運営の中心となっていただく方が被災をするということも想定をされます

ので、そこは二重三重に、その代表者が被災した場合には次にこういう方といったことを設定

をしていく必要があるというふうに思います。その件については、各行政区に出前講座等に出

向きまして避難所運営のあり方、また防災に対する備え、知識等の研修等は今後も引き続き行っ
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ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 １４番、渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 熊本地震のほうでは１日に１，４００人の他の自治体からの応援をいただきましたけども、

こういった避難所のそれを支援する班というか、そういったものを築き上げていくほうがいい

と思うんですけども、笛吹市にはそういったことに対する何か決め事というか、どのようなこ

とがあるか。またどのような動きをするのか、そういう人たちが。その点について伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 

 他の地方公共団体等から応援を受け入れるといった場合には、とりあえず県のほうが取りま

とめをしていただくというようなことになっております。そこで調整をして市町村が受け入れ

を行うということになります。現在、県のほうではそういった受け入れの計画を見直し中とい

うようなことのようですので、また県と連携した中で市の計画を具体的なものを示していきた

いというふうに考えております。 

 またボランティア等の応援団体の受け入れにつきましては、社会福祉協議会と連携する中で

ボランティアセンターの設置、運営訓練を実施しているところでございます。 

 また熊本地震の教訓を生かしながら受け入れ態勢等についても今後、整備を図っていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 先ほども話しましたけども、やっぱり初動期において職員の方々、とても多忙を極めます。

再度、現在の段階で職員の方たちがどのような動きになっているのか、もう一度点検をしてい

ただいて市民の皆さまの安全に図るようにしてもらいたいと思いますけども、その考えをお聞

かせください。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 避難所運営等をはじめ基本的には自助、共助というものが大事だということは言われており

ますけども、そういう中で市の職員が果たす役割というのはやはり重要だというふうに考えて

おります。避難所運営については、市の職員活動マニュアルの中でその避難所に近い職員が一

応３名、それぞれ毎年、構成は変わってきますけども、３名をその避難所の担当者として一応、

任せるということになっております。その中で地域の方とその避難所の担当者が相談しながら

避難所運営をどうしていくかということを決めていくということでございます。 

 職員の災害活動マニュアルにつきましては、今年の４月に作成をいたしました。これまでの
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マニュアルを大きく変えたものでございます。災害時の初動体制の職員の役割と行動、こういっ

たものをしっかり規定していくというものでございます。防災訓練ですとか、先日行いました

シェイクアウト訓練、そういったもので点検をしながら改善を加えるものは改善を加えていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 防災に携わる関係のそういった職員の人数というか、それはほかの自治体と比較して全体的

に見て少ないと思うんですけども、どこでもどのような人数体になっているのかお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 職員の人数ですけども、今、細かい数字はちょっと資料がありませんけども、以前の笛吹市

の職員のそういう防災体制のマニュアルの中では全職員が一応、すべての役割を担うような形

になっていたわけですけども、やはり市外から通っている職員もいますし、指定された避難所

等に行く職員についても、遠くの職員が支所にいるからという理由で役を与えられていたとい

うようなこともあります。そういったことを見直して、すぐ近くの職員がすぐ集まってきて初

動体制を取れるというようなことをメインにやってきたわけです。基本的には６００数名いる

職員が全員が、その初動体制に当たるわけではございません。おそらく半数程度だと思います。

その他の職員については災害にかかる、いわゆる業務継続計画の中で日ごろの業務をどうやっ

て継続していく、災害にかかわる部分、そういったことで災害に対応していくというような形

になろうかというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 職員の中で本当に防災に詳しいというか、その専門的な方たちはそれほど、申し訳ないです

けども、いろんな仕事をなさっているからいらっしゃらないと思うんですよね。そういった場

合にやはりこの市役所の関係の職員の方々だけではなくて、いろんな、消防の関係、また医療

の関係、いろんなそういうとこからの日ごろからのつながりをもっていかないとならないと思

いますけど、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 当然、災害に対応していくために一人の職員が、その防災の担当の職員がすべての業務をこ

なしていくということは到底不可能でございますので、各部局部局のそれぞれの専門的な部分

を連携しながらやっていくということは当然必要だと思います。 

 一応、市のほうでは今年度から統括部局というものを設けた中で防災、災害に対する情報を

そこに一元化して情報共有が図れるような形を今取っておりますので、連携を深める中でやっ
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ていきたいというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 横の連携をしっかりとするということで、そういったこともまた災害の訓練の中でおいて、

市として職員の中でのそういった訓練なんかは今後考えているのかどうか、その点をお願いい

たします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 市でも年間、笛吹市の一斉の防災訓練ですとか土砂災害に限定した防災訓練ですとか、いく

つかの訓練をやるわけなんですけども、そういった中で想定されるすべての訓練をやるという

のはやっぱり難しい部分がありますので、その年その年に応じて、また今年はこういったもの

をやっていくと、いろいろな考え方があるので、その職員間の連携といったものについてはそ

の年のそのメニューによって密度が濃くなるか、薄くなるかは別といたしましてもできるだけ

やっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 いざというときにはいろんな方々の、市民の方々の力も借りなければなりませんし、ボラン

ティアの皆さんの、この前の大雪のときもいろんなそういうことがありましたけれども、そう

いったボランティアの方たちのこの連携というか、そのようなことはどのようになっているの

かお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ボランティアにつきましても、社教のほうとの連携の中でボランティアセンターの設置運営

訓練を毎年実施をしております。それらを進める中でボランティアとの連携も深めていきたい

というふうに思っております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 避難所の中心者ができたとして、その方は皆さんがその避難所を出ていくまでの間、最初か

ら最後までそこにいて陣頭指揮をとらなければならないと思いますけども、その中でいろんな、

ご飯を炊くとか清掃するとか、そういった負担というかそういうのがある個人、ある幾数人か

に極端にかからないようにしなければならないと思いますけど、そのへんの考えはどうでしょ

うか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 そのへんにつきましても当然、避難者、多くの方で負担を共有しながらやっていくというこ

とが重要だと思います。避難所運営委員会の組織の中で、そのへんはしっかりと確認していき

たいというふうに思っております。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。それでは２点目としまして、ごみ出し困難世帯の無料収集につい

てお伺いいたします。 

 市長はこの４年間で市民ファーストの基本理念として、また高齢者の皆さまに対しては安心

で暮らしていけれるそういったまちを目指しておられます。またその他、さまざまな市政課題

に対して取り組み方針として３つの柱をあげられております。 

 その１つを本当に幸せ実感、心豊かなまちとして困りごとを抱え込まないで済む、子どもさ

んから高齢者まで心安らかに暮らせるまちを目指しておられます。そこでお伺いいたします。

来年、平成２９年度４月より甲府・峡東地域ごみ処理施設、笛吹市境川町の甲府・峡東クリー

ンセンターの運用が開始されますが笛吹市には現在、障がい者世帯、また高齢者世帯の中でご

み出しが困難な方もおられます。さまざまな方法で他者の手を借りてごみ出しをしております

が、なんとか行政で無料で行ってくれないかとの声もあります。 

 甲府市では、こうしたごみ出し困難な家庭に対しては、調査をして、たしかに困難だと認め

た場合は業者が無料でごみを集めに行っております。こうした対応が笛吹市にも必要ではない

かと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 現在、笛吹市のごみ収集体制は業務委託を行っております。甲府市などのごみの個別収集サー

ビスを行っている自治体の多くは収集運搬を直営事業としております。経費負担が少なく個別

収集情報の把握がしやすいことなどから個別収集が実施されていると考えております。 

 本市においても、ごみ排出や家庭内の片付けなど日常生活の支援事業につきましては民間事

業者、ボランティアの方々により一人暮らしの高齢者や介護状態や家庭の状況、所得等に応じ

て有料・無料のサービスが展開されております。 

 今後、高齢化社会の進行に伴い、ごみの個別収集サービスについては共助の支援も含め、収

集のあり方については検討していきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 渡辺清美議員。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。共助ということで、まわりの方々もたしかに快く手は貸してくれて

いるようです。でも実際、それをお願いする障がい者の方たちなんかは、組長さんが捨てに行

く、そういう当番になっているところもあるみたいで、その方々の生活がそれぞれ違いますの
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で早く出勤しなければならない組長さんもいらっしゃれば、いろんな場合がございます。そう

いった中で、たしかにやってくれたんだけど、心がなんとなく申し訳ないというかそういう気

持ちが出てきてしまって、やはり行政だとそういう気持ちが起こらなくて安心してできるとい

うそういう声もありますから、そういった心の面においてのケア、そういうことに対してはい

かがお考えでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ごみの収集に関しまして行政という立場で考えますとどうしても公平・公正、または効率、

要するに順守しなければならないということがありますので、それでいきますと廃掃法という

のがやはり一番大きなネックになっておりまして、それでいきますと他人のごみというのは基

本的に許可なきものが持っていってはいけないというのがありますので、そこでたぶん市民の

方がそういうものに何かするとなるといろんな問題が出てくるんですが、これまた行政がとい

うと、先ほど言いましたように経費の面でもそうですけど、直営でやっている場合は当然、職

員の手によって自分のところの車でやるというような形で、経費に関しては一切かからないと

いうか、通常の経費の中でできるということがあるんですが、笛吹市の場合は委託ということ

になりますので、当然、人件費、その他経費という形で試算をしますと大体それをやった場合

は１千万円から１，５００万円の委託料が増えるという計算になっておりますので、そのへん

ではなかなか行政が手を出すのは難しいと思っております。 

 ただ、今、心のケアというところでそれについては環境ばかりでなくて福祉の面も含めてや

はり共助というところ、またコミュニティというところで地域がどのように弱者に対して関わっ

ていくかということが重要だと思いますので、それは当然、部局を超えて市の中で考えていか

なければならないと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 費用はかかると思うんですけども、回数ですね、収集する回数がそんなに、３日置きとかそ

ういうことでなくて、最低１週間にいっぺんだけでもいいと思うんですよね。そういうふうに

本人たちもおっしゃっていますけども、なかなか買い物にも行く、動けないんだから買い物に

行くのも回数も少なくなってしまう方々だから、ごみもそんなには出ていないので、１週間に

いっぺんぐらいはと回数を減らして削減する、また本当に厳しい方たちをすれば、それほどの

費用がかかるかどうかまた、そういうのも計算してみればまた分かるじゃないかと思いますけ

ど、そういう点のお考えお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 経費の面の、数が減った場合ということですけども、これは数とか人数に関係なく委託の場
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合は完全に人と車というものを別個に委託契約しなければならないということですので、その

範囲であれば１人でも１００人でも２００人でも同じということになりますので、経費は変わ

らないと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。人数が関係ないということで、ほっと安心いたしました。やはり

これから高齢者世帯がすごく多くなってきまして、今、６０代の方でも私のところには、ごみ

捨ての場所が遠すぎるって、自分たちが年を取っていくようになったら大変だからもっと近く

にこのごみの捨て場をつくってくれという声が主婦の方たちから持ち上がっているときなんで

す。そういった面でその収集場所の増加とかそういった面も区のほうに働きかけながら、区か

ら要請があった場合は順調になされているのかどうか、それともちょっと厳しいのか、そのへ

んのこともちょっと聞きたいですけどお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ごみ収集場所の認定というか許可は市が出しております。今現在は要望を行政区からいただ

く中で検討するんですが、これはやはり数を増やすことはなかなか難しい、逆に今の状況では

なるべく合併をして管理が、皆さんがしやすい、今、管理をほとんど地域でやっていただいて

おりますので、しやすいというところを考えておりますが、ただ先ほど、本当に困っていると

ころで収集場所がどうして必要ということであれば、それは協議をする中で変更することは可

能だと考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。高齢者社会を迎えますので、そういった心配をなさっている方、

健常者もいらっしゃいますし、また障がいの方々、本当に身に迫る思いでやっております。ど

うか本当に市の関係の業者の皆さまの心のケアを中心にして今後、住みよい笛吹市を目指して

行政の仕事を行っていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。大変にありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で渡辺清美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 ２０番、中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。渡辺清美議員の質問のうち１問目の災害から住民をどう守るかにつ

いて、お伺いいたします。 
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 市では平成２６年度から市の総合防災訓練としまして、各避難指定所の運営訓練を開始され

ております。すでにもう３年が経過したわけでございますが、これに伴い今現在やられた実績

の自治会はどの程度あるのか。１３２地区中、どのようなのかお伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 中川議員の関連質問にお答えをいたします。 

 指定避難所の避難開設運営訓練については３年間ということで各旧町村ごとに１カ所ずつやっ

てまいりましたので、現在２１の指定避難所において避難所の訓練を行っているという状況で

ございます。それに関わる行政区のほうについては今ちょっと数が調べられませんので、また

お答えをしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 ２０番、中川君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。この２６年から３年間やっておりますが、全自治会が運営に参加し

ているということはまだ伺っていないところもあります。実際この運営、先ほど渡辺議員も質

問されましたが誰がどこでどういうふうにするのかということを指導する立場というものが必

要だというふうに感じます。２６年度、石和南小学校運営の中でも体験したところでございま

すけども、実際、人が集まったところでどういうふうにスムーズに運用するかというのは大変

難しかったというふうに記憶しております。これについてどういうふうにお考えなのか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 議員のおっしゃられるとおり、これまで３年間やってくる中でなかなか誰が主導して行って

いくかといった部分が難しいところもございます。そういった中で先ほどの渡辺清美議員の答

弁の中でもありましたけども、指定避難所ごとにいわゆる避難所運営組織、そういったものの

設置が必要だというふうに考えております。この件については各行政区のほうへ出向きながら

丁寧に説明をして、ぜひそういった避難所運営組織を設置していただけるようにお願いをして

いるところでございます。それに関わる職員については当然、市のほうで配置をいたしますの

でその職員と地域が一緒になって、どういった避難所運営をしていくことがいいのかといった

ことを協議しながらやっていきたいというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして、さらに最近の各区長の経験者も

１年交代ということもございます。できましたら年４回の区長会、この中でもこの指定避難所

単位の区長が連携を取るということも大事かと存じますので、ぜひともその点についてもご検

討をお願いしたいと思います。 

 続きまして防災協定でございますけども、現在、市のほうで各団体との防災協定をしている

団体数、名称がありましたら教えてください。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 防災協定に関する協定の、今、種別でいくと２６種別の協定がございます。その中でそれぞ

れの協定の中に複数の自治体や複数の民間企業が入ってございますので、協定を結んでいる数

とすれば、もう少し膨れ上がってくるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。１問目の最後としまして市の職員、特にトップがですね、いざ災害

というときに災害防災本部を立ち上げるべきでございますけども、先の雪害等々も含めて、や

はり集合が困難な場合についての対策というのはどういうふうにやれるのかお伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 前回の大雪の際にも、なかなか職員が市役所のほうに来れないというような状況がございま

した。災害対策本部の立ち上げも実際、時間がかかったというような状況でございます。一応、

災害対策本部の立ち上げまでの間、いわゆる市の本庁、本館に近い職員が一応、初動体制の中

で災害の状況等を一応確認をしたりとそういった作業をする中で、あと幹部職員ができるだけ

早い段階で集まると。そういった段階で、集まったところで災害対策本部を立ち上げるという

ような形になろうかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。続きまして２問目のごみ出し困難世帯への無料収集についてでご

ざいますが、先の中で各自治会を対応してということでございましたが、近年、自治会未加入

の世帯が多くなってございます。特に高齢者の単独世帯については、自治会費も払えないとい

う部分もありまして加入世帯が少なくなっている状況でございます。こういった世帯に対して

先ほどのような形で共助という形をするわけでございますが、今ある個人情報という部分の中

でなかなか立ち入れない部分ございます。そういった部分についての行政の取り組みについて

お伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 ごみについては市が処理をしなければいけないということになっておりますので、自治体に

加入していなくてもごみの収集場所を認定した以上は、そこにその地域の方が捨てることを否

定することはできません。ただ自治会の区費を払っているとか、払っていないとか清掃の順番
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とか、それをするか、しないかというところでなかなか参加してもらえないということがある

んですが、そこのところについてはそこまで行政が入れるかどうかというところも実は微妙な

ところがあります。たしかに議員がおっしゃるように個人情報的なことがありますので、それ

を持っていかないから中身を見てどうこうするとかということも今、法律というかその中では

できないということがありますが、これはあくまでも市とすれば行政区のほうにその人たちも

入れていただきたいということをお願いするということと、行政区の方は極力その方たちとコ

ンタクト、コミュニケーションをとっていただいて、みんなで上手にそこを利用していただく

ということをしていただくのを今お願いするという形です。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして今１２月が第３回目ですか、区長

会が行われる時期だと思われますけども、この時点で言わないと年末、年度末の総会までにそ

れが徹底できないという状況もございます。先ほど申しましたとおり区長会を通して、皆さま

に早く通達をしていただく中で、関わりを持っていただくということをぜひとも早めにやって

いただくようにお願いいたします。その点についてお伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおりいろいろな機会で、これはこちらとすればお願いしていきたいと思

いますのでぜひ区長会とかには極力参加して、特に今ごみ袋の関係もありますので説明等には

行かせていただいておりますので、そのときにもお話をしたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ６番、古屋始芳君。 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 新しい市長を迎えて初めての定例議会で私も少し緊張しております。 

 議長のお許しをいただきましたので、私、誠和会の古屋始芳ですがこれから通告した２問に

ついて質問をいたします。 

 １問目は、まずハートフルタウン笛吹構想についてお伺いいたします。 

 市長は、先の１０月２３日投開票の選挙で公約ともいえるマニフェストでハートフルタウン

笛吹を提唱し、市長の５０歳という若さの魅力とスピード感あふれる行動力で市政に取り組む

ということを期待して多くの市民の皆さまの支持を得て当選なされました。私も支持をした一

人として本当によかったなと思っております。 

 これから４年間、この笛吹市の７万２千人をちょっと割りましたが市の大きな船の舵取りを
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していくわけですが、先月１１月１５日の臨時会での所信表明で市民ファーストを基本理念と

し市政に取り組みたいと表明をいたしました。その中で将来ある子どもたちに夢をということ

と若者に希望を、また女性に輝きを、高齢者に安心を与える施策を展開し市民同士はもとより

市民と行政が心通わせるハートフルタウン笛吹を目指すと申されました。 

 さまざまな市政課題が数多くある中で取りまとめた３つの柱についてお伺いします。 

 まず１番目の柱として幸せ実感、心豊かに暮らせるまちづくり。２つ目の柱として新たな農

業、実り豊かなブランド農業を目指す。３つ目の柱として観光再生、また訪れたくなるまちづ

くりを目指すと。これらの取り組みについて創意工夫を重ねて積極果敢にスピード感とチャレ

ンジ精神で取り組むと申しておりました。それぞれの柱についてどのようなことを考えている

か具体的なものがありましたらお聞かせをお願いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 

 山下市政の基本理念といたしまして、市民ファーストを掲げ取り組んでまいるところであり

ます。その中で、市長あいさつでも申し上げた市政課題に対してまとめた３つの柱の具体的施

策についてご説明をいたします。 

 はじめに幸せ実感、心豊かに暮らせるまちづくりについてであります。 

 子育て支援、学びと育ち、地域づくり、そして安全安心を重点項目として福祉・教育・防災

についての施策を進めてまいります。 

 まず福祉につきましては、子育て支援において保育環境等の充実を行い、子育てと仕事の両

立をサポートする体制づくり、子育て世代への支援を行ってまいります。また高齢者の地域包

括ケアシステム、障がい者の自立支援システムを確立するため、包括支援センターや障害者基

幹相談支援センターが核となり、地域の多様な主体となる高齢者・障がい者を支援できる環境

づくりを進めていきたいと考えております。 

 教育については、教育現場と連携する中で学力の二極化対策を図るとともに豊かな人間性を

育む生涯学習のより一層の推進を図ってまいります。 

 また防災対策につきましては、これまでの災害対策につきましての見直しを行い、有事の際

をしっかり想定した避難所等の整備・準備を行ってまいります。 

 次に新たな農業、実り豊かなブランド農業についてであります。 

 さらなる生産力の確保と販売力の向上を図っていくためには、農業への新規参入をより強固

に促してまいります。そのためには農業生産法人の設立や経営への支援、また新規就農者の育

成を目的とした農業塾の設立を行うとともに農地や農業用機械、農業用資材などの農家の経営

資源の継承システムの構築を進めてまいります。また同時により一層の品質の向上を図り、他

産地より一歩進んだブランドづくりを図ってまいりたいと考えております。 

 次に観光再生、また訪れたくなるまちづくりについてでありますが、笛吹市にある自然景観

や農業、史跡・文化財や温泉、民間スポーツ施設などを活用し、田舎暮らしを楽しめる田舎リ

ゾートとして再生を進めてまいります。特に石和・春日居温泉郷を田舎リゾートのベースキャ

ンプ地として位置付けるなど目指すべき温泉郷像の共有を図り、関係者と知恵を出し合って進
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めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 ６番、古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 答弁ありがとうございます。まず幸せ実感、心豊かに暮らせるまちづくりの中で子育て支援

で特に入所希望者の多い保育所・幼稚園、また入所規模の多い年齢層の増員、そういうことに

ついてお伺いします。７日の新聞報道にも載っていましたが、笛吹市内の学童保育の待機児童

は７人と報道されておりました。保育園や幼稚園の待機者は何人いるでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 古屋始芳議員の再質問にお答えをいたします。 

 保育所につきましては現在、公立の保育所が１４、このうち５つの保育所が指定管理を行っ

ておりますけれども、プラス民間の保育所が８施設ございます。これ以外に認定こども園が現

時点では４施設、それから小規模の保育事業者、Ｃ型というものですが、これが今年度から１施

設ございます。それから学童保育につきましては今、新聞報道等がということでご紹介があり

ましたけれども、２８年度の当初の時点では２つほどの学童保育クラブで一時的な待機がござ

いました。うち１つの保育クラブのほうでは４人、それからもう１つのほうでは７名というこ

とでございましたが、現時点では待機をされている児童は学童についてはございません。 

 それから保育所につきましても、保育所の利用申請についてはこの時期すでに来年のものが

始まっておりまして、笛吹市内におきましては保育所の待機児童はございません。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。その中で保育士の数は十分足りているでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 保育士につきましては現在、定員の中で定員を超えて、公立の場合の施設でございますと定

員を超えて受け入れをしている部分というのは若干かな、公立保育所については人員配置をベー

スにしながら定員を決めておりますので、特に現状での不足というものが生じているわけでは

ございません。また民間につきましては、それぞれ民間施設のほうでその定員を決めておりま

して、そこに対しては不足というものを聞いてはおりません。当然、人数の加配等については

それぞれの保育園の実情に合わせた定員ということで把握をしているという状況でございます。 

 以上です。 
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〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 その中で０歳児から本当に若年の幼児について保育士が足りないからこれ以上、受け入れら

れないというような現状が少しあるようですが、そのへんの枠の増員を図る考えはございませ

んか。 

〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 現在、新法によりまして民間については給付の形で保育料の支払い、公立についてはそのま

まその保育料を人件費等に充てているわけですけども、毎年新入の申請をする際に０、１、２歳

の対象児童、それから３歳から５歳の通常の対象となる保育対象児童、希望数を見まして市内

の０、１、２歳の対応をしていただいている保育園の数等の整合ということになりますと現時

点ではその希望に合わせて毎年、こっちの保育所を合わせて増やすとか、あるいは減らすとか

という調整は難しいところがございますけれども、個別に相談をさせていただきながら保育園

のほうと相談をしながら弾力的な運用ができるようにご相談をさせていただいているという状

況でございます。大きな括りで言いますと国の若干の規制がございますので、あまり弾力的に

過ぎるということはできませんけれども、個別のケースのほうは相談をさせていただいている

という状況でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど渡辺議員の質問の中にもありましたが、防災対策についてですが３．１１とかまた熊

本地震の中でそれぞれの地域で多く使われているのが、避難所として使われているのが学校や

教室等の防災の避難所として使われております。そういう中で子どもたちの勉強とかそういう

ものに支障がないようなことが求められますが、本市ではそのようなときにはどのような対応

を取っているのか。 

〇議長（海野利比古君） 

 ちょっと暫時休憩を。すみません。暫時休憩をいたしますのでちょっとお待ちください。 

休憩  午前１０時５８分 

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

再開  午前１０時５９分 

〇議長（海野利比古君） 

 再開いたします。 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 大変ご迷惑をかけました。失礼しました。 

 それでは次の再質問に移ります。新たな農業、実り豊かなブランド農業についてでございま

す。 
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 先ほどの答弁の中で農業塾とか農家の経営資源の継承システム等の答弁がございましたが、

具体的にはどのようなものでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 

 農業塾ということでございますが、本市にはですね、約３０社程度の農業生産法人がござい

ます。その中で新規就農者を受け入れた上で将来的には独立できるように修行をして育成する、

そしてそのあと独立した上に自分の会社のほうで販売のほうを行うという方針の農業生産法人

が数社ございます。市としてもそういう農業生産法人の育成について援助をしていきたいと、

また育成について指導していきたいと思っております。 

 また農業塾の中で設立ということがございましたが、すでにですね、援農支援センターをは

じめＪＡの研修システム、またそれぞれの農業生産法人での育成、そのような同じような取り

組みを行っているところが数多くございます。それらをとりまとめた上で農業塾の制度という

ものを、仕組みを市としても支援・育成していきたいと思っております。 

 また農業経営継承システムということでございますが、こちらにつきましては、やはり農家

の後継者不足が非常に問題となっております。ただしですね、それらの農業塾等、また農業生

産法人等で育成した意欲ある新規就農者の方たち、こういう方たちをですね、今まで使われな

くなった農業機械とか農業がもうできなくなった方たちの土地とかそれとか資材、それらをそ

ういう方たちにスムーズに継承できるような方法を、今後皆さまと協議していきながら考えて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 

 それからこの新たなる農業の中で、新しいブランドづくりをするということを申しておりま

したが、より一層の開発と研究をしなければ笛吹ブランドというものは出てこないと思います。

そういう意味でわが市には笛吹高校がございます。そういう笛吹高校の学校との連携を考えな

がらそういう技術の開発等も考えてみたらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 古屋議員のおっしゃるとおりでございます。わが市にはですね、農業関係の専門に勉強する

笛吹高校がございます。こことですね、連携した上で新たな農産物、それから６次産業化の製

品等を作れるように学校とも相談しながら新年度において研究をしていきたいと思います。な

んとかこれで新しいブランドを確立していきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 
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〇６番議員（古屋始芳君） 

 本当に新しい農業が目指せると私も思うわけですが、その中で本市は日本一の桃源郷、美し

い農村景観を守る意味でも今あちこちで見られる荒廃地、また耕作放棄地、それらの畑総の事

業を進めていく中で、そういうところを新しい景観として保全をするようなことがよいと思い

ますけれどいかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 皆さんご存じのとおり畑総ということで県営畑地帯総合整備事業という事業でございます。

こちらについては生産基盤の非常に大事な農道、農業用の排水路、圃場整備の区画整理等、農

業生産力の向上を図っていく非常に大事な事業でございます。 

 なおかつですね、こちらの畑総につきましては、市の事業費が２５％ということで非常に有

利な事業になっております。今までですね、１１カ所の合併後にございました、畑総事業を行

いました。現在８カ所で畑総事業を行っております。今後のさらなる推進につきましては、畑

総を要望する地域、それから県、それから市の財政等を総合的に勘案して協議した上で実現可

能なものにつきましては、これを推進していきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。今議会でも１億４９７万の補正予算を増やしましたので、ぜひそ

の事業をこれからも進めていってもらいたいと思います。 

 続きまして観光再生、また訪れたくなるまちづくりでございます。先ほどの答弁の中で石和

温泉郷、春日居温泉郷を田舎リゾートのベースにするというお話をされましたが、それは具体

的にはどんなようなことでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 田舎リゾートのベースということでございますが、やはり山梨県内でも全国でもホテル、旅

館等の数は十分ございます。宿泊施設の受け入れは万全でございますので、ここをベースに市

長のおっしゃる笛吹物語ということで、笛吹市には今まで私たちが気が付いていない資源が非

常に多くあると思っております。それを各地域からあげていただきながら、それらをまとめて

四季折々で笛吹市に来ていただきたいと、目的地となる観光地ということで田舎リゾートとい

う名前で売り出していきたいと思っております。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 その田舎リゾートですがせっかく石和温泉駅の北口が開始になりましたので、ぜひそちらの

方面、特に１４０号線、またフルーツライン、西関東といった道路網が整備されておりますの

で、そちらのほうをなんとか考えていただきたいと思いますがいかがですか。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 北口の整備が終わって、非常に観光客の皆さまにもご利用いただけるような施設整備が終わ

りました。これを契機にですね、北口、北部地域ですね、こちらにつきましては市の活性化事

業といたしまして、先月行われました３回目となる石和・春日居温泉郷富士山眺望トレイルラ

ンという大会を開催いたしました。県内外から４５０名のランナーがおいでいただき、前日も

１００名を超える方が宿泊をしていただいてワインなどを楽しんでいただきました。これらの

大会、それからですね、大蔵経寺山の展望台、展望スポットでのご案内、ＰＲ等を行いながら

遊歩道のご案内、そういうものをＰＲしていきながらにぎわいなどの創出をしていきたいと思っ

ております。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ２問目に移ります。２問目は市長にお伺いいたします。 

 前倉嶋市長は前任者の荻野氏が提唱した五大プロジェクト、特にアリーナ建設に反対して多

くの市民の共感を得て見事当選をなされました。４年間、笛吹市の舵取りを行いました。その

間、われわれ議会としましても多くの時間を費やして議論をしてまいりました。 

 当時、山下市長は笛吹市選出の県議会議員として活躍されておりました。笛吹市民の一人と

してどのようにこの五大プロジェクトに対して思いがあったか、率直な考えをお聞きしたいと

思います。また、その中で倉嶋市政が行ってきた施策の中で見直すような点がございましたら

お伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 山下市長。 

〇市長（山下政樹君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えをいたします。 

 前市政の見直しについて県議会議員、また笛吹市民の一人として特に五大プロジェクトにつ

いてどのような思いであったかというご質問でありますが、笛吹市選出県議会議員の立場から

お答えしますと、それぞれの事業が地域の活性化につながり合併特例債が有効に活用され、本

市の発展にそれぞれの事業が寄与することを期待しておりました。 

 また倉嶋市政が行ってきた施策の中で見直すところはないかとの質問ですが、前市長におか

れましてはアリーナ建設の賛否を問う選挙において当選され、４年間の任期中においては市民

融和を進めながら市政運営をなされてきたところであり、ご苦労もあったというふうに思いま

す。 

 私なりに現在の状況を見させていただく中では、まず行財政改革をさらに進めていく必要が

あると感じております。そのためには事務事業内容の点検・整理を行い、歳出全体の徹底した

見直しを進める身を切る改革を断行しなければならないと考えております。 

 以上で答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。アリーナとバイオマスについては完全に廃止という、中止という

ことでなっておりますが現在、継続して行っている中で特に砂原橋架け替え周辺整備事業での

立派な橋ができましたが、取り付け道路の関係でその地域の地権者の方々への対応は市長どの

ように行っていますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 地権者の対応につきましては、砂原の期成同盟会をはじめまして地区の説明会等、開催する

中で市の計画にご理解をいただきながら順次、用地買収等を進めてきておりますけども、ご案

内のとおりちょっとこれまでに交渉がまとまっていない方とか、あるいは複雑な権利関係によ

りましてその処理が遅れてきている経過もございました。 

 今後ですね、現在その地権者の方々に対しましてしっかりとですね、個別に説明をし、これ

から対応を進めておりますので、そういう状況でございます。現在、進めております。 

 以上であります。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 その答弁はね、前期の議会でも毎たびそういう答弁は聞いておりました。今度、山下市長に

なって市長自ら市役所の職員、部長たちと一緒に行って地権者のところへ赴いて話を理解して

いただくというような、そういう計画はございますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 先ほどの再質問のお答えに対しましてですね、ちょっとさらに詳しく言いますと、すでに市

長の任期も始まっておりますので、各それぞれのそういった地権者の皆さん方にはしっかりと

説明をして対応させていただいております。 

 以上であります。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ早急にこの問題については取り組んでいって立派な橋が架かったけれど、なかなか通り

にくいなんてことを世間に言われないようにしてもらいたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 それから先ほどの市長の答弁の中で行財政改革で身を切る改革と申しましたが、具体的なお
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考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 今回、新しく山下市政が始まりました。この中で先ほど答弁されたように身を切る改革、こ

れにつきましては、まず市役所の中をしっかり見直さなければいけない、市民の皆さまにいろ

んなことをお願いする前に、市役所の市の中の予算のことをもう一度チェックしましょうとい

うことでございます。当然、現在２９年度の予算編成中でございます。その中で徹底した経費

の削減、そして見直しや節約がまだできるのか。また職員が今やっている事業もいろいろな工

夫をすることで、もう少し仕事量を減らしながら効率的にできるのか、そういうふうなことも

含めながら事業の効率性の推進を図ったりですとか、そしてもう一度、事業を改めて検証をし

て、そしてスクラップ・アンド・ビルドの考え方のもとにスリム化を図った予算をしっかりつ

くって市民の皆さまにご説明させていく、そこから第一歩を始めるという決意で今回、予算編

成に当たっているものでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 古屋始芳君。 

〇６番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ多くの市民がそういうことを望んでいると思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 本市も合併以来１２年が経ちました。合併当初は予算が２５０億程度の予算だったと思いま

すけれど、それが年々、幅を広げて本当に今、そろそろ４００億円に近付くんじゃないかなと

いうような大型な予算がみられております。そういう中で非常に２９年度の予算編成をする中

で作業が非常に大変だと思いますけれど、市民の多くの皆さんは健全なるそういう財政の運営

を望んでおりますので、ぜひ重要な重点施策を考える中で考慮していただきたいと思います。

市長も就任以来いろいろと多忙で大変だと思いますけれど、ぜひ皆さんの期待に応えられるよ

うな市政の運営をしてもらいたいと思います。そちら側の皆さんとこちらの議員、私たちは車

の両輪でございますので、そういう中でこの笛吹丸の総大将として山下市長には、若うござい

ますから長きこの笛吹を背負って立つぐらいの意気込みで、ぜひこれからの市政を考えていっ

てもらいたいと思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で古屋始芳君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問はございますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、河野智子君。 

 河野智子君。 
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〇３番議員（河野智子君） 

 日本共産党の河野智子です。初めての質問となります。 

 私は選挙の公約として掲げていた子育て支援について質問いたします。 

 １０年ほど前から子どもの貧困という言葉をたびたび耳にするようになりました。ここで言

う貧困というのは総体的貧困であり、可処分所得の大きさがちょうど真ん中の順位の世帯を中

央値とし、その中央値の半分より所得が少ない世帯の割合を貧困率といいます。経済協力開発

機構ＯＥＣＤによる日本の子どもの貧困率は、２００４年の１３．３％から２０１２年には１６．

３％まで上昇し、子どもの６人に１人が貧困であるといわれています。 

 その要因としては１つ目に親世代の非正規雇用の拡大等による労働状況の悪化、２つ目にひ

とり親世帯の増加や３世代世帯の減少などの家族構成の変化、３つ目に母子世帯の生活の下支

えをする児童扶養手当の削減や生活保護制度の改革などによる社会保障制度の防貧機能の低下

が挙げられます。このように子育ては親の責任というだけでは解決できない状況に置かれてい

ます。 

 貧困家庭では十分な家庭環境が得られない、進学費用が捻出できない等で低学歴となり就職

機会が限られ貧困になるという世代間連鎖も問題になっています。社会的な援助が求められて

おり、行政として子育て支援の充実が求められています。 

 また子育て支援は貧困対策だけでなく少子化対策でもあり、充実した支援を行うことによっ

て魅力あるまちとなり他地域からの移住も見込まれ人口増をもたらす効果もあると思われます。 

 まず１つ目の子育て支援として、１８歳までの医療費無料化の実施を求めます。 

 現在、中学３年生までの医療費が無料となっておりますが高校生になると中学生よりもさら

に親の負担は重くなります。学校納付金以外にも制服代や体育着等の学校指定品、通学のため

の交通費、教科書・辞典等の教材費、修学旅行積立金等がかかります。さらに高校３年生にな

ると大学や専門学校の受験料、入学金等の学費を準備しなくてはならず多額な金額となります。

少しでも親の負担を軽くしていただきたいと思いますが当局の考えを伺います。 

 ２つ目として学校給食費の無料化を求めます。 

 現在、学校給食費の無料化や一部補助を実施している自治体は全国に広がっており、自治労

学校事務協議会政策部の２０１６年の学校給食関連調査報告によると全国の１８１自治体で無

償化や補助を実施しています。山梨県の早川町や丹波山村におきましては、給食費だけでなく

教材費等完全無償化を行っています。 

 憲法第２６条は、義務教育はこれを無償とするとしています。昭和３９年の最高裁大法廷判

決では義務教育の無償とは授業料のみの無償を指し、教科書代等の教材費等まで無償にするこ

とまでも補償したものではないとの判断が出ています。しかし現に小中学校の教科書代は長い

歴史の中で多くの父母や教職関係者の強い要望により、すでに無償化を勝ち取り法制定されま

した。給食費も教科書代と同じように無償化を望む声が高まっています。 

 子どもたちの中には朝食を食べてこない子や夜も一人で食事をするなど、食生活が乱れてい

る子もおり栄養のバランスがとれ、大勢の友だちと食べる給食は人間が生きるために必要な食

文化を考える食育の場であると思います。給食を食育の柱の１つとして位置付け、給食費を無

償とするべきではないでしょうか。当局の考えを伺います。 

 ３つ目としまして、就学援助費の入学準備金の繰り上げ支給を求めます。 

 この件につきましては、共産党議員団が過去２回の議会で質問し提案しております。当局に
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おいては検討課題になっているはずですが、状況について伺います。 

 小学校に入学する際に義務教育といえども保護者が準備しなくてはならないものがいろいろ

とあります。ランドセル、体育着、上履き、給食着、鉛筆、ノートなどかなりまとまった金額

となります。長野県のある公立小学校で聞き取り調査した結果、１３万円以上かかったという

報告があります。中学生になると制服代等もかかりますから、さらに金額が上がります。これ

だけのお金を前もって準備しておくのは大変なことです。就学援助を受ける家庭であればなお

さらです。 

 ほかの市町村を見ましても、入学準備金の支給を入学時に間に合わせる自治体が増えてきて

います。福岡市は学用品の購入時期への配慮、子どもの貧困対策として３月支給に前倒ししま

した。八王子市では平成２９年２月１日に八王子市内に居住しており、平成２８年度就学援助

制度で準要保護の認定を受けている、または認定基準に該当すれば３月１日に支給予定となっ

ています。さらに平成２９年２月１日以降に転出しても新入学準備金の返金は求めないとして

います。群馬県太田市は来年度入学する子どもから入学準備金の支給時期を２月から３月に前

倒しし支給額も小学生は２万４７０円から４万円、中学生は２万３，５５０円から５万円に増

額するそうです。山梨県内では甲府市も来年度から３月支給になりました。収入が分かる書類

として平成２７年度のものを提出してもらい、受付期間は１月４日から１月３１日までとして

います。このような方法であれば、笛吹市でも入学前に支給できると思います。平成３０年度

からの実施を求めます。 

 以上につきまして、回答をお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 河野智子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに１８歳までの医療費無料化の実施についてですが、本市の子どもの医療費助成事業

は県の乳児医療助成事業を基本に対象年齢を中学３年生まで拡大し、子どもの健康増進と子育

て家庭の経済的負担の軽減を図っております。 

 なお、通院は５歳児から、入院は小学１年生から中学３年生までの対象拡大分につきまして

は入院時の食事療養費も含めてすべて市が財源を負担しています。 

 医療費無料化の年齢拡大については、新たな財源の確保と合わせて対象年齢に就労者や既婚

者も含まれてくることから子育て支援策としての事業の目的、効果などについて十分に研究す

る必要があると考えております。 

 現時点では対象拡大を行う予定はありませんが、子育て支援策に対する国・県の今後の動向

に注視をしてまいりたいと考えます。 

 次に学校給食の無料化についてですが、平成２７年度の市内児童生徒の学校給食費の決算額

は約３億２千万円です。無料化には多額の財源を必要とすることから、今の市の財政状況を考

えると実施は困難と考えております。 

 次に就学援助金の入学準備金の繰り上げ支給についてですが現在、要綱の改訂や具体的な支

給方法などを検討しております。平成３０年度入学者からの実施に向けて準備を進めていきた

いと考えております。 



 ４４ 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 再質問はございますか。 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 ありがとうございました。１２月はじめに新聞にも取り上げられましたが、山梨県の子ども

の貧困を考える会では２０１６年子どもたちの今を知るアンケートを実施し、２６２人の方か

ら回答をいただいたアンケートの集計結果を公表しました。その中の「どのような支援があれ

ばいいと思いますか」という設問に対し、高校３年生までの医療費無料が一番多く６９％、次

いで返済不要の奨学金５４％、給食費無料４０％という結果でした。高校生への支援も求めら

れています。 

 文部科学省が平成２６年度に行った子どもの学習費調査では、公立小学校の学校教育費が約

５万９千円、公立中学校は約１２万９千円、全日制の公立高校は約２４万３千円という結果で

した。子育て世代の方は教育費を負担に感じ、子どもが大きくなるほど負担が増えています。

子どもの人数が多い家庭ではなおさらです。現在、中学３年生までの医療費が無料となってお

りますが１８歳まで医療費を無料化とした年齢を拡大した場合、予算はいくら増えますか、お

願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 高校３年生まで医療費の無料化をした場合の予算額といいますか、試算でございますけれど

も、１８歳まで拡大として試算をいたしますと、これは対象人数の確定というか定義ですが９月

３０日現在の高校３年生までの拡大人数のところが２，２３３人というふうにしております。

そうした中で医療費の増加分、事務手数料や国民健康保険への繰出金、いわゆるペナルティの

部分の経費も含めまして計算すると７，２００万円ほど必要になるのではないかと。これはマッ

クスの数字ということになりますけども、そういう形でございます。 

 ちなみに２８年度の子どもすこやか医療費の助成事業について、当初予算額が３億１，３６０万

円ほどでございますので、この分を加えると３億８，５００万円ほどに膨れ上がるというのが

こちらで試算したものでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 そうしますと高校生１人当たりの年間医療費はいくらになるか伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 これにつきまして、１人当たりの医療費についてということですけども、年間の医療費の助
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成事業費を対象に割り込むという形を取りますと、１人約３万２千円ほどが年間かかるのでは

ないかというふうに思われます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 先ほどのアンケートにもありましたように高校生の父兄の負担、重さというのがとても大き

くなっておりますので、医療費のほうも高校３年生までの無料化をぜひ検討していただきたい

と思います。 

 次に平成２６年度の学習費調査では、学校教育費と給食費の合計金額は小学校で約１０万２千

円、中学校で約１６万７千円となっており、うち給食費の占める割合は小学校で４２％、中学

校で２３％となっています。笛吹市の場合、学校に納める金額がいくらになるかお示しくださ

い。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校の保護者が負担している経費ということでございますけれども、学校によってまた異な

りますので、おおよその数字になりますが小学校、この経費につきましては学年費ですとかＰ

ＴＡ会費、それから給食費、それから修学旅行積立金等になりますが、小学校でおおよそ６万

円から８万円ぐらい、給食費の占める割合が約６５％から８５％くらいになります。中学校で

１０万円から１２万円、給食費の占める割合が５０％から６０％ぐらいというふうになってお

ります。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 ありがとうございます。以上の発言にもありましたように、給食費の保護者の負担がずいぶ

ん大きいことがお分かりになると思います。学校給食費を無料にした場合、市の１年間の負担

額がどのくらい増えるかお示しください。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 先ほども保健福祉部長が答弁で申しましたように２７年度の決算額で３億２千万円というこ

とでございますので、おおよそそのくらいの財源が必要ということになります。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 ありがとうございます。栃木県の大田原市では、平成２４年１０月分から給食費の完全無償

化を実施しています。小中学校は合計２９校、児童数が約５，９００人、平成２６年度の学校
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給食サービス事業費等の補助金予算額は約２億８，８００万円です。笛吹市と同じような規模

であると思います。笛吹市でも給食費の無料化ができるのではないかと思いますが、再度答弁

をお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 今の本市の財政状況を考えますと、３億２千万円を負担するというのは非常に困難だという

ふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 では新１年生の給食開始日は学校によって差があるようですが、その場合の給食費の金額は

どうなるか教えてください。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校給食費につきましては、小学校で大体２７０円から２８０円になっています。徴収方法

につきましては、年間の予算を１０カ月から１１カ月で割って徴収するような形を取っており

ますので、学校によって若干金額が異なっております。最終の月に１年生、学年によって給食

を食べる回数等も違ってきますので、調整月といいまして、それで調整して徴収するような形

を取っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 今年度の新１年生の学校給食開始日がいつだったか示してください。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校によって異なるわけですけれども、新１年生の給食開始日は４月の１１日から１８日ま

での幅がございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 ありがとうございます。学校ごとに違いがあることは分かりますが、学校によって１週間も

違っています。給食開始の遅い学校では、学童に預けるときにお弁当を持たせなくてはならな

いので負担であるという声がありました。このような声に配慮して開始日を早めていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 学校給食の開始日につきましては、それぞれの学校が子どもの状況ですとかカリキュラム、

あるいは学校の行事予定等で決めていることでございます。今後も学校のほうに開始日につい

ては任せていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 就学援助を受けている児童生徒は全体の児童生徒に対し何％になるのか、過去５年について

教えてください。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 準要保護の率でよろしいでしょうか。２３年度から２７年度でございますけれども、２３年

度で１４．６％、２４年度で１３．８％、２５年度で１３．１％、２６年度が１３．３％、２７年

度が１３．２％というふうな状況になっております。ここ数年１３％強というふうな状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 ありがとうございました。７人から８人の割合となっております。貧困は子どもの責任では

ありません。ぜひどの子も安心して学習できるように行政としての支援をお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で河野智子君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問はございますか。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 １点だけお聞きします。 

 今いろいろやれない理由として、今の財政状況から見てとても大変だと。財政状況が大変だ

という話をしているわけですが、それぞれの担当部署において財政状況をどのように把握して

いるのかと、それで大変でこれはできませんと言っているのか伺いたいと思いますが、私の認

識では基金の残高が、この６年間を見ましても市の予測した数字に比べて６０億程度上回って

いるわけですよね。要するに年間１５億ぐらい、１０億程度、予想より上回っている。さらに

その計算というのは都市計画税を取ったからという計算でございますけども、実際には取って

いなかった。これを取るということになると約９０億の違いが出ますから年間１５億、試算の
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段階よりかは余分に出ているという問題。さらに一本算定になると３５億、交付税が減ると言

われていたものが今１０億超に、新しい措置によってその減る額が少なくなると。これだった

らやっていけるじゃないかというのが私の認識ですが、いつも出される財政問題ですから、そ

れなりの理解を各部署でもしていると思いますので、保健福祉部、両方からありましたが教育

委員会、財政に対する認識を、こういう根拠でできないと言っているんだということをもう一

度ご説明ください。 

〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えをいたします。 

 保健福祉部の予算につきましては、年間の決算額で言いますと民生費のほとんど、それから

衛生費の関係になりますので、おおむね１００億近くの金額にはなります。そうした中で特に

国の法定事業や補助金等を受けながら実施をしている事業、特に扶助費、あるいは医療費、給

付費等が多くなっているのが現状でございます。こうした部分というのは、どうしても市民生

活、子育てあるいは高齢者、介護保険等も含めて市民生活に直結してまいりますので、ここの

確保についてはしっかりと行っていくというのを基本に据えております。そうした中で財政当

局、市全体の財政の考え方、市政の中でそこを最優先に考えながら政策的な新たな事業につい

て必要な経費等を勘案しながら考えるというのが保健福祉部での考え方でございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは続いて、雨宮財政課長からお答えいたします。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 財政全般のお話のようですから私のほうから若干お話をさせていただきたいと思いますが、

今、風間部長のほうからお話がありました。扶助費につきましても増加傾向が止まらないと、

範囲も広がるばっかりでそれに財源が追い付かない状態であるということは、すでにご承知の

とおりだと思います。また今、渡辺議員さんがおっしゃったとおり地方交付税も減る額は、圧

縮されてまいりますけども増えるわけではございません。減っていくのがもう目に見えて分かっ

ている状況でございます。また税につきましてもご承知のとおりでございまして、右肩下がり

の状況でございます。こんなことから、２９年度の予算の編成もしてまいるわけでございます

が、今までつくっておいた基金について、今から充当していかないと本当に予算がつくれない

状況でございます。財政の延命化を考えると、これ以上の事業の拡大は非常に難しいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 子育て支援というのは今、喫緊の課題でございます。それに対して、ただ大変だというよう

な感覚的なお話、あるいは交付税がこのくらい、前より少なくなったけども減ることには変わ

りないじゃないかというような、この感覚的なお話ではなくて、この喫緊の課題を解決してい

くためには、やはりそれに理解を求めるにはやはり財政について感覚的な話ではなくて、これ
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これこういう金額、財政的にこうだというものを、正確なものをやはり出して議論しなきゃ、

これは話にならないと思います。今後ぜひそういうことでですね、感覚的なお話じゃなくてやっ

ぱり数値的な話で進めていっていただきたい、このことをお願いして関連質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時４９分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは再開いたしますが、一般質問に入る前に総務部長から発言の訂正がございますので

よろしくお願いいたします。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 午前中の一般質問の中の中川秀哉議員の関連質問の中で、ちょっと答弁漏れとそれから一部

修正をしたい部分がありますのでお願いいたします。 

 まず総合防災訓練における３年間で参加した行政区の数ですけども、２１の指定避難所で全

部６８の行政区を対象に行っております。 

 それから防災協定について２６協定とお答えをいたしましたけども、笛吹市の地域防災計画

の中に載っている協定が２６で、それが２７年の８月時点のものでしたけども、その後５つの

協定が追加されましたので、合計で３１協定というふうになっております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 では一般質問を続けます。 

 １８番、渡辺正秀君。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議長の許可をいただきましたので一般質問を行います。日本共産党、渡辺正秀でございます。 

 なお、議長の許可をいただきまして資料を配布させていただきました。よろしくお願いいた

します。 

 最初から訂正でございますけども、この右側のページ、２の土地評価額と都市計画税額のモ

デルケース、土地評価額４万９，８００円って書いてありますが、これは誤植でございまして

２万５千円でございますので訂正よろしくお願いいたします。 

 それでは一般質問に入らせていただきます。 

 まず第１問目、都市計画税についてであります。 

 ６町村合併の際の合併協定は、都市計画税は都市計画法土地利用計画に基づいて検討すると

しており、合併協定は都市計画区域全域を課税区域にすることは想定していなかったと思いま

す。また、笛吹市都市計画税条例が制定された合併の年、平成１６年には土地利用計画自体が

存在せず協定にいう土地利用計画に基づく検討もできるはずはありませんでした。すなわち笛
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吹市都市計画税条例は合併協定を無視してつくられたと言えると思いますが、市長の所見を伺

います。 

 ２つ目に都市計画税は原則、市街化区域を課税区域とするものであるが笛吹市都市計画税条

例は乱開発防止を目的に都市計画区域に組み込まれた周辺部まで課税区域としており、これは

都市計画税の趣旨から逸脱していると言えると思いますが、市長の所見を伺います。 

 次に経済情勢や市民の暮らしを勘案して条例制定以来、四度にわたって都市計画税の課税は

延期されてきました。現在も市民の暮らしはよくなっていないと思いますがいかがでしょうか。 

 次に現在、用途区域に指定されている石和中心地域も地価は続落しております。都市計画税

は都市計画事業によって当該地域の地価の上昇など、特別の利益が生ずることに着目した税で

ありますがそのような状況は生まれておりません。用途区域についても課税根拠を失っている

と思いますが市長の所見を伺います。 

 道理がなく市民生活を一層窮地に追い込む都市計画税は廃止しかないと考えますが、この間、

都市計画税の是非について十分な検討がなされていないことから私たちはさらに３年間、徴収

猶予とし、その間に市民を含め十分な検討を行うべきだと考えております。都市計画税の取り

扱いについて市長の所見を伺います。お願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに都市計画税条例は合併協定を無視してつくられたとのご指摘でございますが、都市

計画税条例は合併時の平成１６年に議会で議決され、都市計画区域全域に課税することが定め

られました。 

 しかしながら、合併協定により新市施行後に土地利用計画に基づき検討していくとされてい

たことから、合併後２１年度まで５年間は合併前に課税されていた石和町地域のみの不均一課

税とし、この間、２０年３月に国土利用計画笛吹市計画および２１年３月、笛吹市都市計画マ

スタープランの策定と平行し行政内部の検討を重ね、地域審議会や市民ミーティングにおいて

課税区域や課税対象、税率等の取り扱い方針についての説明を行い議会においては平成２２年

３月議会において２年間の課税延期と課税対象を農地、山林および原野等を除く土地とする一

部改正条例の議決をいただくなど、都市計画税に関する議論を重ねてまいりましたのでご理解

をいただいているものと考えております。 

 次に周辺部までの課税区域は都市計画税の趣旨から逸脱しているとのご意見ですが、都市計

画法では都市計画区域は一体の都市として総合的に整備し、開発しおよび保全する必要がある

区域を都市計画区域として指定するものとしており、都市計画税については地方税法において

都市計画事業等に要する費用に充てるため、都市計画区域のうち市街化区域か市街化区域が定

められていない場合は、都市計画区域の全部または一部の区域に課税することができると定め

られています。本市では市街化区域が定められておりませんでしたので、都市計画区域の全域

に課税をすることとなっておりますが、土地については農地、山林および原野を除いており、

地域の実情を考慮しつつ法で規定している趣旨に沿ったものであると理解しております。 

 市民の暮らしについてでありますが、平成２８年度まで経済情勢や災害等により課税の猶予
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を行ってまいりました。最近の経済報告では景気は緩やかな回復基調が見られており、雇用所

得環境の改善が続いております。地方の生活実感としては好況とまで言い難いところもありま

すが、今後の市の財政運営を考えますと都市計画税は貴重な財源であると考えており、市民の

皆さまのご理解をお願いをするものであります。 

 次に用途区域について課税根拠を失っているとのご意見でございます。都市計画の目的を達

成するためには、土地利用のルールを定めることと都市施設の整備を行っていく必要がありま

す。用途地域は都市計画法により定めることができることとなっており、石和地区の一部を指

定をしております。用途地域の指定により、それぞれの目的に応じて建物の用途と建て方のルー

ルが定められ、これによって土地利用に応じた環境の確保が図られるものであります。 

 また、今後の都市施設の整備やこれまで実施した都市計画事業の費用に充当していくために

は財源の確保が重要であり、都市計画税は必要であるというふうに考えております。 

 次に今後の取り扱いについてですが、都市計画税は地方税法の規定に基づき定められている

ものであり、都市計画事業により住みよいまちづくりを進めていく上で貴重な財源であると考

えております。 

 都市計画区域の定義である都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施

設などに関する計画を定め、その実現のためまちづくりを推進していく考えであります。しか

しながら、さらに市民の理解を深めていくためには、歳出の削減など行政も身を切る改革をし

ていくことが必要と考えており、そのことを市民の皆さまに結果としてお示しするために都市

計画税の課税をさらに１年間猶予することといたしました。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 いずれにしても、平成１６年の都市計画税条例の制定の本則は合併協定に則っておりません。

この場合、地域審議会に諮問しなければならないがどのような諮問を行い、答申があったか伺

います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 地域審議会については新市建設計画の進行状況、また変更等があった場合の諮問ということ

が規定をされております。その他、重要な項目というような部分もありますけども、都市計画

税については地域審議会で説明をしてご意見を伺っておりますが諮問はしてございません。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 どうしても都市計画税を取りたいというならば、今からでも地域審議会に諮問すべきではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 地域審議会に対してはこれまでの検討の経過、今後の方向性等を今後説明をしてまいる予定

でございますが、現在のところ諮問をしていく予定はございません。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 諮問をしなければ、これは合併協定違反ですよ。 

 次に平成の合併で新たに都市計画税の課税区域となった県内の旧町村名を教えてください。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 すみません、正確な資料はございませんが、例えば甲府に合併した中道ですとか、甲州に合

併した勝沼、それから中央市に合併した豊富等は取っていないというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私は知っています。県内でそうなったのは一宮町、春日居町、それから八代町、境川町の都

市計画区域ということで、こんな条例をつくったのは笛吹市だけです。合併協定は市町村合併

の最も基本的な約束事です。これを違えることは地域審議会に諮問しなくてはいけないんです

よ。そうでなければ、これは都市計画税条例は廃止すべきだと思います。再度質問します。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ただいまの質問ですけども、地域審議会に諮問をすべきだというご質問でよろしいでしょう

か。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 はい。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 先ほども申しましたけども、地域審議会については新市建設計画の見直し、あるいは進行状

況等についての諮問等を行うということで考えておりますので、都市計画税についての諮問を

行う予定はございませんし、また議会へのご議決もいただいているということもございますの

で地域審議会での諮問は予定をしておりません。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 どれだけ地域審議会を形骸化したいのかというふうに感じます。 

 次に課税根拠について伺います。 

 中山間地など周辺地域、シカやイノシシが飛び回るところまで都市計画税を課税することは
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都市計画税の何を理屈をつけても趣旨に反するのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 都市計画税については、笛吹市の場合は都市計画区域全域に課税をするということで規定を

しておりますけども、笛吹市をはじめ甲府市の一部、それから中央市の一部が笛吹川都市計画

区域というふうに県で指定をしております。こういった中で、その区域の中を都市的に一体的

に整備をしていこうという考えの中で行っておりますので、一部の地域がシカが出る、イノシ

シが出るというようなことはあろうかと思いますけども、そういった地域も含めて一体的に将

来に向けて都市的整備を行っていきたいというふうに考えております。また土地については農

地、山林、原野等は当然除いてございますのでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次に充当事業について伺います。 

 都市計画税にかかる検討報告書４ページ、４行目の都市計画事業等の費用に充てる、この「等」

は何を指すのか。都市計画事業以外にも充てるということかどうか伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 報告書のほうで都市計画事業などに要する費用に充てるためというような言い回しをしてご

ざいますけども、実際には都市計画事業に指定をされている下水道と区画整理事業、それから

ごみ処理組合の償還金の負担金ということで考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 「等」は何を想定しているかと聞いているんです。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ここについては、過去には当然、道路等の償還金にも使われてまいりました。今後そういっ

た将来に向けてのものもございますので、一応都市計画事業などという言い回しをしましたけ

ども、都市計画事業に充てていくということでございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 現時点での充当事業が紹介されました。まず都市計画税充当対象の下水道債償還金残高はい

くらか伺います。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 平成２７年度末の下水道企業債の残高でございますが、１７２億６４６万５千円というふう

になっております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 １７２億円ということですが旧御坂町、八代町、境川村の下水道事業は都市計画事業ではな

かったと思います。この起債、償還金を都市計画税充当対象に入れるのは違法ではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 合併前の旧御坂町、八代町、境川村は東八代都市計画区域の中での整備ということで、それ

以外の町村は峡東都市計画区域ということで、峡東については都市計画事業として下水道事業

を行ってきたというふうに認識をしています。また東八地区については、特定環境保全事業で

すか、そういったものでやってきたということですので、都市計画事業の趣旨からいえばそこ

は対象には入れないんだろうというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次に都市計画区域の面積８，８００ヘクタール。それに対して下水道計画認可区域は２，

５００ヘクタール。計画の見直しで下水道計画区域の面積はさらに縮小される見込みです。都

市計画区域のほとんどは下水道が造られない地域であります。合併処理浄化槽設置補助事業を

行うとしておりますが、これは都市計画事業ではありません。都市計画事業による受益がない

地域への課税は道理がないと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 都市計画事業については、下水道事業ばかりではないということは確認をしておきたいと思

います。そういった中で直接的な受益がない、たしかに地域もあるかもしれませんが、その地

域を一体的に都市的整備を総合的に進めたいという考えの中で、税を課税していきたいと考え

ておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ごみ処理施設の受益者はどなたか伺います。課税区域に限らず旧芦川村など非課税地域も受

益地であり、全市民が受益者だと思うがどうでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 ごみ処理施設を利用する笛吹市民のすべてが受益者というふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 石和駅前区画整理事業による受益が当該地域と同等に中山間地にまで及ぶと考えているのか

どうか伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 石和駅前の区画整理事業等によるそういった地域と中山間地域が同等とは考えておりません。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今はっきりしたわけですけども、先ほどからの質疑応答で受益と負担の関係がでたらめだと

いうことがはっきりしたと思います。こんなことで都市計画税を徴収してよいのか、改めて伺

います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 都市計画税については、先ほどからも申しておりますように計画区域を一体的に都市的な整

備を行って、またそれによって周囲の環境もよくしていきたいという考えのもと行っておりま

す。また下水道をはじめ、そういった都市計画事業の償還金に一般財源を充てております。そ

ういったことからもその分で教育や福祉、そういったものの経費が当然そちらのほうにまわっ

ていくということになりますので、都市計画税は必要だというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 都市計画税にかかる検討報告書５ページに課題についての１．使途の明確化の項にはこんな

ように書いてあります。都市計画税は目的税であって、その受益と負担の関係を明確にする必

要がありとしております。受益と負担の関係が明確でないことを自ら認めております。もう一

度、こんなことで都市計画税を徴収してよいのか伺います。この報告書の関連です。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 受益と負担の関係でございますけども、直接的な受益を受けない地域もあるかもしれません

けども、区域一帯としての環境を整えていくという考え方から一体的に整備をしていきたいと

いう考えでございます。そのへんについての関係性は、また説明をしていきたいというふうに
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思っております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 繰り返します。ここでは自ら受益と負担の関係が明確でないことを認めている。しかも都市

計画税は目的税であって、それをちゃんとしなければいけないというふうに報告自体に書いて

あるじゃないですか。自己矛盾も甚だしいでしょう。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 それについては、齟齬はないというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 思う思わないの問題ではなくて論理的にどうなるかと聞いているわけです。 

 市民の暮らしについて次に伺います。 

 厚労省の毎月勤労統計調査によりますと労働者の平均賃金はピークの１９９７年が４３２．

６万円。合併の年、２００４年が３９９．３万円。昨年２０１５年が３７６．６万円でありピー

ク時の８７％、合併時の９４％と平均賃金下落しております。可処分所得は税金料金の引き上

げなどによって、さらに大幅に減少しております。市民の暮らしは都市計画税を課税できる状

況にないと思いますがいかがでしょうか。繰り返し伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 お答えいたします。 

 先ほど答弁の中で生活状況、経済状況は改善をしているというような答弁もしておりますけ

ども、内閣府の出しました月例経済報告等によりまして甲信地域の景気については緩やかな回

復基調が続いているということを参考にさせてもらっております。また経済情勢についても着

実に改善をしているというようなこともございますので、全体的には上向いているというふう

に判断をしております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 内閣府の調査によりますといつも横ばいとか回復基調だとか言いながら実際にはこれだけ労

働者の賃金が下がっているわけです。参考になると思いますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 こうやって公式に出されている資料ですから参考にしていくしかないというふうに考えてお

ります。 
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〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 別に実績に基づく資料があるんです。それをしっかり見てください。 

 次に家計の金融行動に関する世論調査によりますと２人以上世帯で貯蓄金融資産ゼロの世帯

は１９９７年が１０．２％、合併の２００４年が２０．１％、２０１６年に３０．９％となっ

ています。まったく蓄えのない世帯が３倍増となっております。 

 一方、笛吹市の基金残高は合併年度の４６．３億円から増え続け、昨年度末には１６３．２億

円に膨れ上がりました。この基金残高は平成２２年度の都市計画税の徴収を前提にした第２次

行革大綱財政シミュレーションの基金残高見込み額１０６億円を５７億円も上回っています。

都市計画税を実際は取っておりませんが、これを含めると８７億円もその試算はずれていると。

そのやり方を今も続けているということでございます。本当に大変なのは市の財政ではなく市

民の暮らしでございます。そうは思いませんか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 市の財政状況につきましても、市のほうで財政シミュレーション、長期のものを出す中で今

後普通交付税が削減する中で厳しいというふうに感じております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 都市計画税にかかる検討報告書について改めて伺います。 

 この報告書では、最初のページでこのことから都市計画税については平成２９年度から課税

することが必要ですと、１ページ目から結論づけております。このことからの中身は都市計画

事業の財源は必要だが財政事情が一層厳しくなることが予想され、これ以上、一般財源の充当

は困難だからと説明されております。現実からかけ離れた財政シミュレーション、先ほど申し

ました長期財政推計、また下水道に対する９．３億円、これは去年の数字です。この交付税措

置など、これらはどのように検討されたのか伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 まず財政推計でございますが、渡辺先生のお答えのとおり、今度決算ベースでも集計をさせ

ていただいて、今後なお正確な財政推計を出していくということでございますので、乖離した

数値は現実と近づいてくるというふうに思います。 

 もう１つの質問、なんでございましたっけ。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 下水道に対する９．３億円。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 下水道に関する交付税に関連します基準財政需要額につきましては２８年度は８．９億円ほ
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ど算入されているわけでございますけども、このほとんどが事業費補正分、公債費の返済分と

いうふうなことで私どもは受け止めております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今言ったようなことが実際にはこの検討資料の中で全然検討されていないということなんで

す。そして感覚的に大変だ大変だと言っているにすぎません。財政というのは、まずもって数

字なんですよ。数字をもってそれ、どこがどう厳しいのか。そして今後の制度がどうなってい

くのか、そういうことを加味して数字を出していくということではないですか。数字に基づい

た検討はちゃんとやるつもりはあるんですか。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 当然、この検討の中には財政当局の担当も入りながらの検討でございます。数字にまったく

基づかないで検討をしてきたというわけではないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 数字については、まったく検討に値しないと私はこれは思います。 

 次に都市計画区域、あるいは課税区域の変更についての項でございますが、これは容易にで

きないのは当然であります。一方、これが変更できなければ受益と負担の関係を明確にするこ

とはできません。さすれば結論は条例どおり徴収するのではなく都市計画税条例は廃止とすべ

きではないのか伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 条例についてはすでに議決をされ条例が制定をされております。また市民ミーティング等で

もご説明をしてまいりましたので、現状では条例の内容により課税をしていくことが必要であ

ろうというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 条例で決めたからもう変えれないということを言っているに過ぎません。条例は変更できる

んですよね。 

 検討報告書はあまりにもずさんです。これは課税ありきの指示のもと課税ありきを前提にし

たためだと思いますがいかがでしょうか、伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 この検討報告については、資料の中にもありますけども７つの項目について各担当部署それ

ぞれ課題を出す中で一つひとつ検討をしてきたものでございます。決して課税をするためにこ

こをこういう結論をつけるというものではございません。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 決してそのつもりはないといっても今、質問したとおり課税根拠も極めて曖昧、受益と負担

の関係もはっきりしないと、これは自らも認めて今後の検討課題だと言っている。今後の検討

課題では課題を検討してから徴収すればいいわけですよ。ということを言いまして、今日の答

弁を聞いて現都市計画条例は廃止しかないという確信を一層強めたということを申し上げたい

と思います。 

 ２問目に移ります。施設利用料の見直しについて。 

 １つは社会教育施設等の利用料の有料化・値上げによって、市民の活動の縮小や停止が生ま

れております。従来の活動の縮小・停止が危惧されている事業をいくつ把握しておるか。どの

ようなものがあるか教えてください。 

 ２つ目に４月以降の対前年度比施設利用率の変化を市内利用者、市外利用者別に。また合計

について伺います。 

 ３つ目に利用料の抜本的見直しを求めたいと思いますが、昨年９月の条例制定・改定は公共

施設の役割と利用者負担に関する理念なき改訂であったと私は受け止めております。また利用

者・利用団体になんら相談なしに決めたものでありました。まず社会教育施設等は市民の活動

を活発にする、応援するための施設であることを明確にしていただきたい。そして市民活動の

価値の再認識を行っていただきたい。３つ目に流行の受益者負担の原則の適用範囲の明確化、

この考えには限界があると思います。その限界も明確にしていただきたいということ。それか

ら利用者・利用団体との協議を十分に行うこと。市外利用者・営利を伴う利用については市場

原理を適用し、さらに文化交流や観光効果等を加味して検討することが必要と思いますがいか

がでしょうか。 

 そして緊急的な措置がいろんな場面で必要になっております。各種団体や利用者が今回の有

料化・値上げで窮地に立たされております。特別な事情を勘案して柔軟な対応を求めるがその

考えはどうか伺います。お願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに活動の縮小・停止が危惧されている事業をいくつ把握しているかについてですが、

活動や事業の縮小・停止については具体的には把握しておりません。現在体育協会、文化協会

へのヒアリングを実施しております。今後、各専門部へのアンケート調査を実施し、把握した

いと考えております。 
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 次に４月以降の対前年度比施設利用率の変化についてですが、９月までの対前年度比施設利

用率ですが社会教育施設については市内利用者が前年度比９３．６％、市外利用者が６２．４％、

合計で８９．６％となっております。社会体育施設については市内利用者が前年度比１０３．

５％、市外利用者が６８．１％、合計で９８．４％でした。 

 次に利用料の抜本的見直しについてですが、社会教育施設等は市民の活動を活発にする応援

するための施設であることは十分理解しておりますし、市民活動の価値についても認識してい

るところであります。 

 受益者負担の原則の適用範囲につきましては、利用者には相応のご負担をいただいていると

ころですが利用団体、活動内容によっては減免措置により負担を軽減させていただいておりま

す。もちろん利用内容によっては市場原理を適用し、さらには地域振興等も加味し判断をさせ

ていただいております。 

 現在行っている体育協会等へのヒアリング後、各専門部へのアンケート調査も実施する予定

です。今後も利用者からのご意見を伺いながら見直しに向け検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に緊急的な措置についてですが、今回の見直しは公平性・公正性の確保と料金の統一化に

あります。この基本的な考え方を堅持しつつ規則、運用基準で柔軟な対応をしてまいりたいと

考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今、この値上げ有料化によって活動を縮小したり、いろんな窮地に陥っているところについ

て把握していないということだけど把握しているじゃないですか。老人クラブの人たちが、な

んですか、高齢者作品展をやるのに困っているという話も聞いているでしょうし、なんですか、

安協の人たちが有料化困るといって、ほかの会場なんてことを言っているというのも知ってい

ると思います。ですからそのへんちゃんと答えてください。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 ただいま議員がお話した点については把握しておりますが、具体的に回数が何回減るとかで

すね、そういう具体的な内容についてはまだ詳細に把握しておりません。それで今回、アンケー

ト調査等を実施してですね、詳細な内容について把握したいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 昨年９月の社会教育施設等の条例制定改正は、審議会の検討結果を順守しなくてはならない

という事情は分かりますけれども、基本的な考え、利用者の実情などにおいてあまりにも迂闊

だったということが言えると思います。改めて緊急措置を取ること、そして関係者市民参加の
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もと早急に条例の再検討を行い改正することを求め質問を終わりたいと思いますが、もしなん

かありましたら最後のお答えをお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で渡辺正秀君の一般質問は終了といたします。 

 特に答弁は今の部分でよろしいですか。ないそうですので。 

 関連質問を行います。 

 関連質問。 

 ３番、河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 都市計画税について関連質問を行います。 

 まず都市計画税の税率が０．２％だという実感がわきません。そこで市のモデルケース試算

例に基づいて検討してみました。配布の資料をご覧ください。 

 都市計画税の計算について、一般的な住宅用地の例を用いております。宅地が２４０平方メー

トル、そこに１２０平方メートルの専用住宅一戸建てが建っている場合です。住宅用地の特例

が適用されている場合となっております。固定資産税のほうは評価額６００万円です。これで

計算してみますと固定資産税が１万６，３２４円税相当額となります。また都市計画税をこの

評価額６００万円で計算しますと４，６６６円税相当額となります。これに基づきまして宅地

分の都市計画税は、宅地分固定資産税に２．６％上乗せになるというふうになります。建物の

ほうについてですが評価額が４２０万円。そうしますと固定資産税のほうが５万８，８００円

税相当額となり、固定資産税は８，４００円税相当額となります。そうしますと建物分および

雑種地分の都市計画税額は、それらの固定資産税に１４．３％上乗せになるということになり

ますが、そのような理解でよろしいでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 河野議員の関連質問にお答えをいたします。 

 都市計画税の税の計算の方法については、この資料にあるとおりでございます。固定資産税

を上乗せをするというものではないというふうに考えています。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 市民の負担がそれだけ増えるということになると思います。 

 次に石和地区、あるいは用途地区に対する都市計画税について伺います。 

 石和中心街においては土地区画整理事業が行われました。都市計画税の課税根拠は区画整理

事業など都市計画事業によって当該地域の不動産価値や利用価値が上昇するという考えで、そ

の地域の不動産所有者に応分の負担を求めるというものでした。しかしその地域においても地

価をはじめとする不動産価格は下がる一方です。駅周辺工事価格は平成２３年１４万８千円、

平成２５年１３万６千円、平成２７年１２万７千円となっております。石和町あるいは用途区

域に対する都市計画税の課税根拠がなくなったと思いますがいかがでしょうか。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 土地の下落については、これは笛吹市に限ったことではなく全国の大きな都市は除いて全国

的な傾向だというふうに思っています。都市計画税の課税については、土地の値上がりだけを

課税根拠としているわけではないというふうに考えています。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野智子君。 

〇３番議員（河野智子君） 

 石和地区、特に用途区域は今でも固定資産税が高いと思います。たまたまその地域に居を構

えた市民が所有する宅地、建物はなんら利益を生むものではありません。ただでも高い固定資

産税にさらに都市計画税を徴収されたら大変です。配布資料のとおり、こちらの市のモデルケー

ス試算例に基づく検討というほうを見ていただきたいんですけれども、②の２０号線、信号付

近の住宅の都市計画税は、例えば③の地点の住宅に比べ住宅分、都市計画税額は３倍以上になっ

ております。現笛吹市都市計画税条例に基づく課税で一番過酷な地域は石和地区だと思います。

私も石和町に住んでおります地域の方からも負担が増えるとの声があがっておりますが、いか

がでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 たしかに石和地区については他の地域と比べると土地の評価額は高いと。それによって固定

資産税、都市計画税も固定資産税の評価額に率を掛けるわけですから石和のほうが他の地区よ

り高いということは言えると思います。ただ石和については区画整理事業とか、駅前区からバ

イパスに向けての道路はたしか都市計画でやっていると思いますけども、都市計画事業によっ

てそういった地価の価値が高くなったということも言えるんじゃないかというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、神澤敏美君。 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 笛新会の神澤でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従って私は２問質問したいと思います。 

 まず１点目といたしましてハートフルタウン笛吹、観光再生についてお伺いいたします。 

 昭和３６年石和町に温泉が涌出し、そして春日居温泉が涌出とともにこれまで農村地帯であっ

た地域に各企業の進出を呼び、全国的温泉観光地として農産物の流通、商工業の繁栄に寄与し
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てきましたが、現在の笛吹市の温泉街が観光地として盛況しているでしょうか。現在、宿泊中

心のインバウンド観光に危惧しておる一人でございます。 

 市長は公約の１つに観光再生といたしまして３点を掲げております。 

 まず１点目、石和・春日居温泉郷再生について。２点目、スポーツツーリズムについて。３点

目、田舎リゾート構想についてを明確に、また訪れたくなるまちを掲げております。 

 そこで笛吹市の観光再生に向けての進め方、スケジュールなど現時点において具体的な計画

はすでにあるのかお伺いいたします。お願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに石和・春日居温泉郷再生についてです。 

 石和・春日居温泉郷は本市観光の重要拠点であります。平成２４年度以降、富士山の世界文

化遺産認定効果や訪日外国人観光客の増加により、観光入込客数や宿泊客は増加の傾向にあり

ます。しかし温泉街での日中の滞在時間が少ないこと、観光客のニーズの多様化に対応できる

受け入れ態勢の整備も課題になっております。 

 地域資源をさまざまな視点から磨き上げ、人とのつながりや交流を大切に四季を通じて何度

でも訪れていただける目的地となる観光地を目指し、市民とともに今後計画的に進めてまいり

ます。 

 次にスポーツツーリズムについてですが団体旅行が減少する一方、小グループでの旅行が定

着し旅行客のニーズも多様化してきています。それぞれの趣味、趣向に合ったテーマを求め、

さらには旅行先での人や自然との触れ合いという体験や交流などのツーリズムが注目されてい

ます。 

 こうした中、本市においては笛吹市と富士五湖を周遊するサイクルレクリエーションや大蔵

経寺山を走り抜けるフルーツライドなどのスポーツを「観る」、「する」ための大会やスポーツ

を支える人々との交流など、スポーツでまちを元気にする取り組みを積極的に進めてきており

ます。今後も競技大会の招致、開催、合宿などスポーツを通じた体験型ツーリズムの検討を行っ

てまいります。 

 次に田舎リゾート構想についてです。 

 田舎リゾート構想とは温泉や果物、ワインや自然環境、農村景観など地域資源を磨き上げ観

光地としての価値を高めながら人とのつながり、交流を大切にしたゆったりとした居心地の良

さを感じてもらえ繰り返し訪れたくなるまちづくり、滞在型の観光地を目指すものであります。 

 今年度新たに観光振興計画を策定しております。四季それぞれに趣きを醸し出す笛吹物語、

また各種スポーツを通じたツーリズムなど具体的施策を現在、検討しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。再質問、どうぞ。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。笛吹市の観光振興にとってですね、これまで各行政の政治家として
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ですね、観光振興にとって本当に心強い市長が生まれたばかりでございます。石和の観光物産

連盟理事、そして観光協会の会長と、素晴らしい手腕のもとご協力してくれたことは承知して

おります。その中で今ですね、答弁の中で一つひとつをこれから見つめながら進めていくとい

う答弁がございました。私もですね、その中に皆さんの具体的な計画が一歩一歩進みですね、

実現に向けて頑張っていただきたいと思います。 

 まず、石和の春日居温泉郷の再生について再質問をいたします。 

 来春、石和温泉駅舎の新築、新装１年が経過しますが観光客およびタクシー会社、そして地

元市民から聞こえる声は駅舎を示す表示が分からない。日が落ちると駅舎全体が暗く雰囲気が

悪い。トイレの表示が明るさに欠けるため利用者から不安視されております。皆さんから聞く

言葉がそんな言葉が多いです。観光的にイメージアップを考えると早急な対応が必要と考えま

すがお伺いいたします。いかがでございますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 それでは、神澤議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 今年２月に駅舎および南北自由通路と広場が完成いたしました。市では１１月にですね、石

和温泉駅に来ております乗降者の皆さま方のアンケート調査を実施してきておりまして、利用

者の皆さま方からのご意見等をいただきながら整理・集計を進めているところであります。さ

まざまなその中ではご指摘等、ご意見等を伺っておりますので、利便性とかですね、デザイン

性などをゆっくりと、工夫をほどこしまして対応してまいりたいと思っております。 

 現在ですね、ご案内のとおり駅舎の隣にですね、これは県事業になるわけですけども、駅前

交番が建設していただいておりますので、工事中にはまた皆さま方に、ご利用の方々にはご不

便をおかけしますけども、その暁にはですね、完成しますとより安全安心な地域の守り神とい

いますか、なりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 またもう１点、今月５日からですね、駅の広場のところ、あるいは駅前通りのところをです

ね、イルミネーションを点灯させておりますので、この時期、名物となりますよう、ぜひまた

皆さま方も足を運んでいただいてご覧いただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 貴重な答弁ありがとうございます。今、部長のほうからですね、５日からイルミネーション

になっていると、利用していくよという中ですけども、非常にですね、あそこへ行って、夜で

すね、見て行っていただくと分かるとおり駅舎は素晴らしい、要するに地域的なですね、駅に

なっておるんですけども、そのイルミネーションの中に石和温泉駅というですね、表示が何も

見えてこない。どこの建物か分からないということが多いんですけども、あそこへ大きな表示

でもって石和温泉駅舎という表示を即急に対応はできるかどうか、お伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 
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〇建設部長（河野正美君） 

 ご指摘のとおりですね、私たちもそこをちょっと見た経過もございますけども、ちょっと下

の部分が暗いというところは印象はありました。これについては費用等もかかりますので早々

とはいきませんけども、検討を重ねましてですね、どのような話になるかあれですけども、検

討を何しろさせていただきたいなと思っております。 

 以上であります。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 費用はかかると。費用をかけても元とれるのが観光でございます。必ず３倍、４倍になって

返ってくる。それは今までですね、あそこを活用している笛吹市観光課が一番分かっているん

じゃないかと思います。ぜひその対応をお願いいたします。 

 それではですね、２点目のスポーツツーリズムについてお伺いいたします。 

 今、県の体育協会の各競技団体、そしてその選手、役員のほうからですね、全国大会をはじ

め県内外の各競技大会を石和・春日居温泉郷の宿泊施設を活用した実施要請に積極的に誘致し

ていただきたいと思いますが、いかがでございますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮部長、どうぞ。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 議員のご指摘のとおり石和・春日居温泉郷のホテルと宿泊施設は大変充実しております。こ

れらの施設をですね、スポーツツーリズムの拠点施設として大いに体育競技、誘致をしてまい

りたいと思います。その折にですね、また現在もですね、笛吹市全国大会等、開催の奨励補助

金を現在も出しております。これによってスポーツやその他の全国大会を積極的に誘致してお

りますので今後も続けていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。今、部長のお答えいただいたとおりですね、特にソフトボールはシ

ニア大会を３回やりますけども実行しております。約、最初は１００チームで２，５００人。

１２０チームで３千人というお客さまが入ってきて、２泊３日というスケジュールですけども

温泉の経営者に聞きますと最低１人が３万円、笛吹市に落としています。それは参加料を抜か

したほうですね。参加料が３万円ですから。そのほかにも大きな財源が出ている、温泉街には

落とされているはずなんですけども、その中でもってその方たちがですね、夜、その二次会、

三次会で地域の温泉街のスナックとか飲食店のほうへですね、行って歌って楽しんで帰ったと

いうことが今でも続いているわけですね。チーム数は減ってきましたけども。そういうふうに

した地域となじんだ観光客のおもてなしですか、これが非常に大切かと思うんですけども、答

弁されたとおり各競技を誘致して高校生、中学生いろいろな大会がありますからその良い、こ

の自然文化と温泉の効力をアピールしていただきたいと思います。 

 それでは２点目のほうへ移ります。地域住民の生活基盤道路整備についてお伺いいたします。 
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 ハートフルタウン笛吹、すべての市民の幸せのためにこれまで政治経験を生かして全力で取

り組むとして市民の魅力ある政策を提示しており、それには市民と行政が一体となって一つの

笛吹市をつくり上げることが必要としています。 

 これまで行政区長から要望が何度となくあがっていることと思いますが市内には消防車、救

急車の入れない道路、そして学童の通学に支障をきたしているところがあると認識しておりま

す。超少子高齢化時代を迎えた現在、幸せを感じる笛吹市のため期待を込めてお伺いいたしま

す。 

 １点目、高齢化社会における生活基盤整備道路の計画についてお伺いします。 

 ２点目、各地域要望の通学道路検証と整備状況および計画についてお伺いします。お願いし

ます。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに高齢化社会における生活基盤道路整備の計画についてですけども、ご指摘のとおり

道路や水路の生活基盤整備は安全対策である改良工事や修繕につきまして、各行政区長に地区

の要望を取りまとめていただき、関係する地権者等の同意書を添え地区要望として提出してい

ただいております。提出していただいたご要望は現地調査を行い、優先順位を決めて可能な限

り整備を進めております。 

 今後につきましても、地域住民の生活基盤である道路整備につきましては市民要望の非常に

高い事業でありますので、財源確保等に努め早期に要望に応えられるよう事業の推進に取り組

むとともに高齢者や子ども、さらには障がい者の方々にもやさしい道づくりを進めていきたい

と考えております。 

 次に各地域要望通学道路検証と整備状況および計画についてですけども、笛吹市では通学路

の安全確保のため、国、県、市の交通関係者による笛吹市通学路安全推進協議会を設置してお

ります。この協議会で地域要望や学校から報告された通学路の危険箇所について検討し、合同

点検を行った上で優先順位が高いと判断されたところから順次安全対策を実施しております。 

 今後につきましても関係機関と連携しさまざまな検証を行い、積極的に通学路の安全対策を

進めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ぜひですね、地域の要望を区の、行政区の区長さんは２年の任期でございます。また次の区

長が２年間かかって、また再要望という現状もありますから、今、部長が言われたとおりです

ね、一丸となって早い対応をしていただきたいと思います。 

 １点目の各地域におかれてですね、生活基盤整備について再質問します。 

 各地域におかれて現在の生活基盤構築にご尽力いただき日本一の農業、果樹王国に築き上げ

た農業生産者は高齢化を迎え耕作地へ、そして共撰所へと、これまで気付かなかった身の回り
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の生活道路の狭さに苦労しております。暮らしやすい地域生活の構築は山下市長の掲げるハー

トフル構想の骨格かと思います。各地域の要望に積極的に応えていただきたいと思いますが、

いかがでございますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 本市には農家の自宅から畑や共撰所へ結ぶ道路においてもですね、幅員の狭い道がまだまだ

ございます。農家も高齢化が進み農作業車とか、あるいは軽トラック等の運転をする上で生活

道路も含めまして、これらの道路整備も果樹生産地を維持していく上で大変重要なことと捉え

ております。地区要望といたしまして、これも先ほどと同じようにご提出いただきました案件

と同じく優先順位を決めて、可能な限りしっかりと整備を進めてまいりたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。積極的に進めていただきたいと思います。 

 ２点目のですね、通学道路の検証と整備について再質問いたします。 

 この少子高齢化社会で一番の宝となっている子どもたち、そして元気な高齢者でございます。

特に全国で学童の登下校における車による事故が多発しております。笛吹市におかれましては

最善を尽くしておると思いますが各地域、学童の見守り隊のいる中、危険な箇所の指摘要望に

対して対応はどうなっているのか、お伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 野田教育部長。 

〇教育部長（野田昭人君） 

 ただいまの建設部長が答弁したところでございますけれども、笛吹市通学路安全対策推進協

議会というのが設置されております。この中で通学路の危険箇所につきましては合同点検を行っ

て安全対策を講じているところでございます。今後も優先順位の高いところから順次対策を講

じていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ぜひＰＴＡですね、据えながら要望は謙虚に積極的に進めていただきたいと思います。特に

ですね、夜間、学童も入りますけども、特に夜間、国道、県道の信号のない横断歩道の箇所が

ですね、車から分かりやすくできるように事故が多発しておりますから、この間も春日居でも

死亡事故があったところでございます。車両から分かりやすい、掲示できる、何か信号みたい

なですね、必要となるような掲示板が必要かと思いますが、当局のほうのお考えはどんなふう

にお考えかお尋ねしておきます。 
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〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 

 交通安全の標識等について基本的には公安のほうなんですけども、今、横断歩道を分かる表

示としては、横断歩道がありますという三角の標識に対して電球が付いていまして、夜になる

とそれで分かるというような方式を使っております。直接に横断歩道が分かるような方法はな

いというふうに聞いております。 

 あと信号がないところの交差点では交差点表示ということで点滅のものが付いていますが、

あくまでもそれもすべて公安の、規制のほうに要望とか要請をあげなければならないというこ

となので、もしそういうものがあるんであれば区、また地域の要望というふうな形であげてい

ただいて、市のほうからそちらのほうにまた要望するというような形になると思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。今、部長が言ったとおりですね、国道、県とのカーブにはですね、

歩道のほうに点滅的な赤いポールが立っておるんですけども、それもですね、これから考えて、

公安のほうと接触する中で特に横断歩道のある場所にそういうものを設置したら少しは車両に、

高さがちょうどいい具合になっておりますから、そういう推進をしていただきたいと思います

けども、いかがでございますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど申しましたとおり市の権限でなく、この規制等々のほうで決めるので市が独自でする

ということができませんので、これはあくまでも要望として市があげるということは可能です

のでそれはやっていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 神澤敏美君。 

〇５番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひですね、それは市の管轄じゃないということで区切らないで、

一応、市民の声を聞きながら私たちはやっぱりこういう議会のほうへ入れたり、皆さまと接触

しているわけですから、こういう要望があったということを公安のほうにはっきり執行部から

言って、どうなるのかというものを１カ月でも２カ月でも早く取り入れるようなことを切にお

願いいたしま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。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で神澤敏美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 
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 保坂利定君。 

〇４番議員（保坂利定君） 

 笛新会の保坂であります。 

 神澤議員の一般質問のスポーツツーリズムについての関連質問を行います。 

 今、スポーツツーリズム答弁の中で今後も競技大会の招致、開催、合宿などスポーツを通じ

た体験型ツーリズムの検討を行ってまいりますという答弁がございましたけれども、現在はシ

ニアソフト、あるいはゲートボール、トレイルラン、サイクルレクリエーション等々をやって

いますけれども、このへんの体験ツーリズムの具体的な内容をもう少し具体的にご説明をお願

いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えします。 

 具体的と言いますと、それぞれの大会の参加人数とか場所とか時期とかそういうようなとこ

ろでございますか。すみません。質問の内容を。すみません。大変申し訳ないです。もう一度

教えていただけますか。 

〇４番議員（保坂利定君） 

 体験型ツーリズムの具体的な検討内容、具体的な。体験型ツーリズム、内容は何かというこ

と。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 答弁のほうでもございましたが、保坂議員のおっしゃったとおりのサイクリング、それとト

レイルラン等でございます。それからですね、神澤議員がおっしゃったとおりソフトボール大

会、これはもう毎年やって非常に大勢の人数の方が参加しております。それから春先のゲート

ボール大会等、それぞれの皆さまが石和・春日居温泉郷に来てスポーツを実際行っていただい

て宿泊していただけるということが体験型のスポーツツーリズムだと理解しております。 

〇議長（海野利比古君） 

 保坂利定君。 

〇４番議員（保坂利定君） 

 そうすると検討の余地はないということで、今やっているものを、４つをこれからもどう拡

大していくかという考え方で、新規な体験型ツーリズムの検討はしていないということでよろ

しいですか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 今、私がお話ししたのは今までのことでございますので、今後はですね、皆さま方のご意見

をお聞きした上で、例えばサッカーとか野球とかそれぞれの新しい競技等がございましたらぜ

ひ提案していただきながら検討してまいりたいと思います。 
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〇議長（海野利比古君） 

 保坂利定君。 

〇４番議員（保坂利定君） 

 今議会の冒頭で山下市長のほうから市政方針の中で、学び育ちの中でスポーツでまちを元気

にする取り組みについて力を入れていく、特に「する」スポーツのための環境整備をしていく。

これは競技大会の招致、開催、合宿などをするためにも環境整備については大変重要なことだ

と思います。要するに宿泊施設があっても環境が整っていなければ大会も開けない、招致もで

きないということであります。県のほうでもリニア周辺とか小瀬の周辺へ総合球技場の計画、

候補地を立てて検討しているということになりますけれども、わが笛吹市の今、部長のほうか

ら答弁がありましたようにサッカー場とかですね、たしか環境整備ということでサッカー場の

天然芝含めて、２８年度当初予算でたしか１００万円の予算計上をしてあると思いますけれど

も、それらの進捗状況について教育長のほうにお伺いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 保坂議員から再三にわたりまして、今までも芝生のサッカー場についてということでご意見

をいただいているわけでありますが、スポーツ施設の検討委員会におきまして前にも説明をし

たと思いますが、石和の清流館の芝生公園、それから一宮のグラウンド、それから花鳥のグラ

ウンド、この既存の施設を使って芝生のグラウンドを建設したらどうかというふうな意見が出

されまして、それに基づいて今年度予算に１００万円の予算を計上をしたところであります。

現在、設備経費等についてどのくらいかかるのか、あるいはグラウンドの形状等につきまして

専門家にお願いをしているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 保坂利定君。 

〇４番議員（保坂利定君） 

 今、笛吹市の小中学校の特に体育の関係ですね、この間も石和中学校の駅伝を含めまして、

今夏の総体では一宮中学校のサッカー部も県の総体で優勝という素晴らしい成績をあげた。た

だ、市として議会としてわれわれは環境整備にですね、なかなか努めていけないという、山下

市長、チャレンジ精神とスピード感を持っていらっしゃいますので、ぜひそのへんを含めてで

すね、スピード感をもって来たる２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックもあります

ので、ぜひ笛吹市からもこのスポーツツーリズムを通じてオリンピックの選手ができるような

環境整備を進めてもらいたいと思います。ぜひスピード感をもって体験型スポーツツーリズム、

あるいはスポーツ振興を含めてぜひ強力に推進をお願いしたいと思います。 

 以上で関連質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩としたいと思います。 

 再開を午後３時ちょうどとしたいと思います。 
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休憩  午後 ２時４８分 

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

再開  午後 ３時００分 

〇議長（海野利比古君） 

 一般質問を続けます。 

 １０番、北嶋恒男君。 

 北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 議長の許可をいただきましたので一般質問をさせていただきます。笛新会の北嶋恒男でござ

います。 

 提言でございますが市民参加による協働まちづくり会議、仮称ですけど設立を求めて。 

 開かれた市政を実現し市役所が市民の信頼を得ていくためには、今後も積極的に市民参加の

機会をつくっていく必要があります。 

 先日、社会福祉協議会が主催するワークショップがあり、いわゆる研修会、交歓会というこ

とですけども、八代町でございましたので「こんな八代町になったらいいな」というテーマで

行いました。それで現在の町で良いところはどんなところかな、良くないところはどういうと

ころか、どうすれば良くなるんだというようなことを皆さんで意見交換をしてまいりました。

市民による意見交換が行ったわけですけども、このような機会は非常に大切で貴重であるとい

うことを感じました。このように場を重ねていけば、だんだんと答えが見えてくるのではない

かと感じた次第です。 

 市において今までも多くの事業やイベントなどを実施してまいりましたが、一部の関心のあ

る市民しか参加しないという傾向がありました。直接参加できないさまざまな関係者の貴重な

意見に場面を変えて生の声に耳を傾ける努力が必要と考え、以下の内容についてお伺いいたし

ます。 

 １．市民参加による協働まちづくり会議の設立について。 

 各種団体関係者、公募市民、市職員、市議会議員などに町ごとで公募した市民を加え、協働

まちづくり会議を設立し、定期的なワークショップを行ってはどうかと。 

 例えばその会議のテーマとして時機を捉えたテーマがあれば優先をいたしまして、一般テー

マとして一例をあげれば子どもが幸せに育つまちとはどういうところかな、障がい者や高齢者

が生き生き暮らせるまちはどういうところか、それから高齢者が生き生きとしているのはどん

なときか、住みよいまちから住みたいまちづくりなど、そういうふうな例えばの話ですけど、

そういうことも考えられるわけです。それらについて皆さんで意見交換をしていこうというこ

とです。 

 ２につきましては、公共施設の再編に伴う市民参加についてですが公共施設のあり方につい

ては利用者である市民の意見を取り入れるのは当然です。利便性の低下を心配する市民の声を

恐れるよりもむしろプラス思考で再編による効果を期待する方策を探っていくためにワーク

ショップの活用をできないか。 

 ３としまして、市民インタビューへの取り組みについてです。 

 某市においては、これは県外ですけども、５０代７０代を中心とした約５０人の市民一人ひ

とりから体験を１時間ほどかけて丁寧に聞くインタビューを行った事例がございます。市民一
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人に対して職員の一人が話の聞き手、もう一人が記録係で、そのインタビューを行った職員か

らは「外に出向いて新鮮だった」「違う分野のネットワークができた」「自分自身を振り返る機

会になり刺激になった」などの感想がありました。 

 市民ニーズを把握するための聞き取り調査を行えば、その地域全体の考え方が分かってくる

と思いますが、このようなことを総合的に実施する考えはあるかお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市民参加による協働のまちづくり会議（仮称）の設立についてですが、ご提言のよ

うに積極的な市民参加の機会をつくっていくことは今後の市政運営上、重要な視点になると考

えております。 

 市では高齢化や少子化、防災等の地域課題に市民自らが気付き話し合い、取り組むきっかけ

づくりとして、これまで地域紹介・空き家対策・防災などをテーマにいくつかの地域において

地域づくりワークショップを開催しております。 

 また市民活動・ボランティアセンターに集う活動分野を同じくする団体や個人が集まり、情

報共有や意見交換をする、なんでもカフェも開催しております。 

 このような取り組みを通じて市民目線により課題を見える化することは、協働の土壌づくり

につながり、誰もが自主的・自立的にまちづくりに関われる組織が醸成されると考えておりま

すので引き続き取り組んでまいります。 

 次に公共施設の再編に伴う市民参加についてですが、本年度策定する公共施設等総合管理計

画を基本に、平成２９年度から公共施設の具体的な再配置計画を策定する予定であります。計

画策定に当たっては、利用者である市民の皆さまの声を聞きながら進めてまいります。その折

にはワークショップ等の活用も検討してまいります。 

 次に市民インタビューへの取り組みについてですが現在、市では市長への手紙、出前学習、

市民ミーティングなど市民一人ひとりからの意見や各種団体からの意見、質問にお答えする仕

組みがございます。 

 今年、市長への手紙については３３通が届き、出前学習会は１６回実施し約７５０名の方々

からさまざまなご意見をいただいているところです。 

 市民ニーズの把握につきましてもパブリックコメントなどを行い、できる限り市民の皆さま

からのご意見や情報提供をいただく中で進めております。 

 今回ご提言をいただきました市民へのインタビューにつきましては、広聴の一方法として検

討してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １０番、北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 今日は本当に素晴らしい前向きなプラス思考のお考えで大変うれしく思っております。もう
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再質問しなくてもいいくらいなお答えをいただきましたけども、それでもまだまだ時間がござ

いますのでさせていただきます、具体的にさせていただきますけども、先ほど地域審議会の話

が出ましたけど、現在の構成メンバーですけど、２年ほど前までは、基本条例が出るまではわ

れわれ議員も出席したんですけど、ここのところ２年ほど出席しておりません。そのメンバー

はどうなっているか、それでどのように生かされているかちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、最初の１０年間はですね、合併に関する法律の中で地域審議会と

いうのが設けられていたわけでございますが、１０年が過ぎた中で条例化をしまして、そして

新たに地域審議会のほうも組み直したところでございます。構成メンバーとしましては、議員

さんにつきましては、議員さん側のほうからですね、各審議会のほうには入らないというよう

な方針が示されているところでございますので地域の各種団体、それから有識者等にですね、

メンバーになっていただいて、そして地域の課題、また地域審議会の本来の目的等は、市長か

らの諮問、答申等もあるわけでございますが、そういった中で地域の意見等を取りまとめをい

ただいているところでございます。また地域によりましては年４回ぐらいですね、開催をして、

そして地域の意見を取りまと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（海野利比古君） 

 北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 ありがとうございました。この職責で、ポストでですね、その方が交代になればまた次の代

表の方がしていくということなんですけど、今回のこの地域会議につきましては公募をしまし

てですね、積極的にまちづくりに参画したいということで、年齢問わず男女問わず、そういっ

た公募を各町ごとにしていって、そして最初は数人、十人ぐらいでも構いませんけど、だんだ

ん口伝えで伝わってくればですね、だんだん増えていけば、それを定例的にやっていくという

ことで、そしてその基礎の上に問題があるいろいろのことの市民ミーティングなんかを開催す

ればですね、なかなかスムーズにいろいろなことが進むんではないかということでぜひ協働の

まちづくり、会議というのはですね、ぜひ具体的にまた進めていっていただきたいと思います。

それはよろしくお願いいたします。 

 それから公共施設白書の検討ですけども、これは平成２５年度に白書が策定されておりまし

た。それからもう３年経ったわけですけども、昨日の全協のときにはですね、３０年までの間

に３０％の再編をしたいというお話なんですけど、３０年と言いますと職員の人ってほとんど

退職してしまうし、なんか無責任かなということで、もっと見えるようにですね、この３年間、

どういう検討をしたのか。それからこれから１年、来年、再来年、どうなるのかというような

ことをどのような現在の白書の内容をですね、検討されているのか、お伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 財政課長。 
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〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 公共施設の再配置の関係でございますけども、２５年に施設白書を策定をしてその後、何年

か経過をして施設の内容まで変わってきております。また白書のときよりも施設をもっと小さ

い範囲まで枠を広げたということで、施設の数も大幅に多く取り込んできているところでござ

います。また先だって説明をいたしました平成６５年までの間にというふうなことでございま

すが、短期、中期、長期というふうな時限を割り振りまして長短期、５年のうちに何ができる

のか、１０年のうちに何ができるのか、そういうふうなものを整理いたしまして再配置のほう

の検討を進めてまいりたいと思います。すべてが今後３０年のうちにというわけではなくて、

できるものから短期、中期、長期というふうな形で進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 例えばですね、同じような施設がこの町内にも２つあったと、各部屋が同じようにあるわけ

なんですけども、全部を一緒に使うということはほとんどない、年に１回か２回ぐらいという

ことで、そんなことで、その使われ状況を、今から統計を取ってですね、やっていくべきじゃ

ないかということであれば、あんまり部屋がいくつもあってそれぞれ分かれていると、この人

との交流ができないと。隣でもやっている、その隣でもやっているというほうがいろいろな面

で人間の触れ合う機会があるんではないかと。だから広ければいいという、たくさんあればい

いというものではないと思うんですよね。まとめたほうがいいと思うんですけど、そのへんの

これから調査を統計的にどこの地区にもそういう形があると思うんですけど、そういった調査

方法はお考えでしょうか、お伺いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 実際に各地域ごとに類似施設ございまして、どちらのほうに統廃合すればいいのかというふ

うな具体的な話になってくると思います。その時点では、また詳しい調査をさせていただいて

進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは第２問に入ってまいりたいと思います。商業施設、高校に期日前投票所を設ける、

これも提言でございます。 

 全国的には投票率の低下が問題になっております。政治に無関心な方が多いのも事実であり、

わざわざ出掛けるのも面倒だという方も少なくありません。 

 ところで選挙期間中いつでも投票できればよいが、投票所の増設には人件費がかかるのも事

実であります。しかしながら一工夫することで選挙に対して関心も上がり、投票率のアップが

期待できると思います。全国の事例を２つ紹介して本市でも検討できるのかお伺いいたします。 
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 １．商業施設への期日前投票所の設置について。 

 奈良県大和郡山市の事例として、今夏の参議院選挙で商業施設に期日前投票所を設置したと

ころ投票者数が約２倍に増えたという事例がございます。 

 某市役所市民窓口館前、期日前投票所があるわけですけども、いつもその期間中通りますと

非常に交通量も多いし、非常に駐車場も狭いということで周辺の交通量も多く危険であり、利

便性が悪いなといつも思っております。そんなことで敬遠者が多いように思われます。そこで

アピタとかイオンとか、それからまだありますけども、などの商業施設への設置をすることが

できるのかということでございます。 

 ２としまして、地元高校への期日前投票所の設置について。 

 先進事例として京都府木津川市選挙管理委員会では、７月の参議院選で市内の府立高校２校

で期日前投票所を設置をいたしました。１日限りの設置ではあったが、投票時間は午後０時半

から３時３０分までという時間限定の中で高校生以外でも投票を受け付けをしました。何より

も若いときから政治に身近に感じてもらうチャンスになることから、地元高校にも１日でよい

ので設置することができないか、お伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに商業施設への期日前投票所の設置についてでありますが、本市におきましては選挙

人の利便性などを考慮し、期日前投票所を市内７カ所に設置をしております。これは県内の他

の自治体における期日前投票所の設置数と比較しましても、最も多い北杜市の８カ所に次ぐ設

置数であります。今回の市長・市議選挙においては有権者の約２割、全投票者においてはその

約３割が期日前投票所を利用しております。 

 ご質問の商業施設への期日前投票所の設置についてでありますが、投票の秘密を確保するた

めの設備や二重投票防止のためのオンラインシステムの構築、またセキュリティ対策など情報

インフラの整備はもとより投票所環境の整備など、その経費や設備面など多くの課題があるこ

とから、その実現方法や効果について今後検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に地元高校への期日前投票所の設置についてでありますが、公職選挙法が改正され、選挙

年齢が２０歳から１８歳に引き下げられたことを受け、全国でも大学や高校に期日前投票所を

設置した事例も見受けられることから、学校内に期日前投票所を開設することで若者の政治参

加、あるいは投票行動の促進に結びつくという効果も期待できるものと考えております。 

 しかしながら、先ほどの商業施設の期日前投票所の開設と同様、経費や設備面などの多くの

課題があると考えておりますので、商業施設や高校などを併せてその実現方法や効果について

今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 北嶋恒男君。 

〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 今、投票所の設置についてはですね、もろもろの課題があるということ承知しております。
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そんなことで、いずれはそういう時期がまいるんではないかということで、そのときには笛吹

市が県内でも一番に設置、導入するというような形で頑張っていただきたいと思います。 

 いずれにしても選挙があるから選挙の話を高校生に話をするというわけではなくて、もうい

ずれ１８歳になれば選挙権があるということで、選挙に限らず政治と言いますか、まちづくり

というものについてのいろいろな考えをですね、持っていただくという意味でぜひ市議会と高

校の学生、生徒さんとの対話集会といいますか、そんなようなこともですね、ぜひ実現してい

ただければなと思っております。事例としましてですね、おとといの新聞でしょうか、甲府市

議会では今回、高校生に本会議の傍聴を呼び掛けて、現在やっていると思います。それから昭

和町議会でも山梨学院大の学生さんとまちづくりの談議を行って、いろいろの要望とかですね、

若い人のアイデアが出たそうです。非常に議会としても参考になったという話を聞いておりま

す。そんなふうに学生にもですね、東京の大学へ行ったり、県内へ行く学生で出る人が多いわ

けですけども、そんな人も地元の高校ではこういったいろいろの研修をしたと、政治について

の話し合いを皆さんで議員の皆さんと一緒にしましたということは非常に印象が残って、将来

へもですね、いろいろ国づくりの、まちづくりについても関心が出るんではないかということ

で、ぜひ議会事務局が主体になって議会の議員と県立の笛吹高校の学生さん、それは投票所が、

誕生日があるからでなくて、３年生にはですね、ぜひ１年に一度ぐらいはそういった勉強会と

いいますか、そういうことをしていただけるように提案をしたいと思いますけど、いかがでしょ

うか。 

〇議長（海野利比古君） 

 北嶋議員に申し上げますが、ただいまの質問は事前通告も何もございませんので、できれば

発言の取り消しをお願いできればありがたいんですが、いかがでしょうか。もし関連というこ

とで皆さんが、よろしいですか。では、そういう前例はあんまりないんですが、積極的に小澤

経営政策部長が答えていただけるということですので、皆さんそういうことでご理解をいただ

いて、ご答弁をお願いします。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 今、ご提案いただいたことでございますけども、議員さんと学校の子どもたちというふうな

ところにつきましては、議会のご意思とかそういうふうなこともございますので、そこについ

ての話については若干控えさせていただきたいとは思いますけれども、ただし笛吹高校とは今

後いろいろな面での協定を学校と結びまして、そしてその中で行政と、そして学校の子どもた

ちがお互いにいろいろなテーマを持って考えるというふうな取り組みについては、今後積極的

に行っていくというふうなことでございますし、またその上にいきますと大学生というふうな

ことにもなるわけでございますけども、大学生につきましても現在ＣＯＣ＋という大学と行政

との取り組みというふうなことにつきましても、大学側からも積極的に行政について中へ参戦

しながらお手伝いしたいというふうな意見もいただいておりますので、そういうことも併せま

して当然１８歳以上、選挙権ができる皆さま方が政治、また行政について深い関心が持てるよ

うなそんな双方の取り組みを進めてまいりたいと、このように考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 北嶋恒男君。 
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〇１０番議員（北嶋恒男君） 

 今日はまちづくり会議の設置がこれから検討されるということ、それから期日前投票所、こ

れからまた課題を解決するための検討をしていただけるということで、本当に提言をして効果

があったなと思っておりますけど、これからもいろいろ各地の勉強をしてまいりまして提言を

させていただきますけど、今日はありがとうございました。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を行います。 

 ８番、岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 

 笛新会の岩沢でございます。 

 北嶋議員の商業施設、高校に期日前投票所を設けるという（提言）という質問がありました。

今回の市長選あるいは市会議員の選挙は４年前に比べまして約６ポイント、投票率が下がって

おるわけでございますけれども、先ほどの部長の答弁の中で期日前投票は約３割、これは私も

見ていてもやはり増えているんじゃないかと。４年前と比べて、全体の投票率は下がっていま

すけれども、期日前投票についてはどのくらい率として増えているようなことになっています

か、もし分かったらお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 今回のですね、市長・市議選の数字でお示しさせていただきますけども、４年前と比較いた

しますと期日前投票、全有権者の今回がですね、１９．５４％の方が期日前投票を利用してい

ると。４年前がですね、１８．０９％ですので全有権者からすると１ポイント増加していると。

人数にしますと約千名の方が期日前投票が増加しておりますので、年々ですね、参議院選挙の

状況なんかも見ますと、前回よりも今回のほうが期日前投票を利用する方が増えているという

のは事実でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。私の地元、境川町は投票区２４と２５だと認識しておりますけれ

ども、前は４カ所あったところが２カ所になったと。今回のを見てみましても、２５のほうで

すか、支所の防災センターでやる２３日の投票日が約６３０人くらい。同じ場所でやる期日前

投票、境川１カ所ですが、先ほどの７カ所の中の１カ所、それは支所のその防災センター、同

じところでするわけですけど、その期日前投票が約５５０人ぐらいと。やはり期日前投票が今

後、生活の多様化によってはかなり増えてくるんじゃないかと。市としては今後、高齢者、今、

高校生の話がありましたけれども、高齢者の足の確保、またこういう北嶋議員からありました

商業施設、そういうところには公共交通も通っているわけですので、期日前投票に行くように
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という啓蒙活動、あるいはこういう期日前投票を増やそうと、そういう気持ちはありますか、

どうですか。 

〇議長（海野利比古君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 まず前提としてですね、ご理解いただきたいのが、公職選挙法ではですね、投票期日に投票

所に行って投票するというのが前提でございます。ただ、それをですね、補うといいますか、

当日行けない方のために期日前投票という制度があるということが原則でございます。しかし

ながらですね、昨今の状況を見ますと先ほどの数字に表れますように外出等のちょっとした用

事であっても期日前投票を利用することができますので、それを利用される方が増えていると

いう状況でございますので、本市の大きな課題でもあります投票率を上げていくということに

際しましては、やはりそういったですね、期日前投票をより利用しやすい環境をつくっていく

ということは必要だというふうに考えています。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 岩沢正敏君。 

〇８番議員（岩沢正敏君） 

 前向きな答弁というふうに理解をして関連質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 では一般質問を続けます。 

 １７番、前島敏彦君。 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 笛政クラブの前島敏彦です。 

 議長の許可をいただきましたので、２問につきまして質問をいたします。 

 まず最初に今後の支所機能についてでありますが、昨日の山下市長のほうからも市政運営の

中で多少触れておりましたが、通告してありますのでこの点につきまして質問いたします。 

 職員数の適正化に伴い計画的に職員数の削減が行われております。支所につきましても縮小

により職員数が減少しておりますが地域イベントの祭りの御坂夏まつり、一宮大文字焼き、若

彦路ふるさと納涼まつり、坊ヶ峯ふるさとまつり、春日居地区笈形焼き夏まつり、芦川地区夏

まつりや桃源郷の春まつり等々、地区市民にとっては憩いの場と世代を超えた交流の場として

地区の活性化に大いに貢献をしていただいております。今後の支所のあり方や予算、支所担当

の人員、取り組みについて伺います。 

 まず１点目に予算の削減や支所の人員削減に伴い、地域の活性化となるまちづくりが衰退傾

向にありますが、昔から行われている地域ごとの特色あるイベントについて、今後はどのよう

にしていくのか、お考えを伺います。 

 観光再生、また訪れたくなるまちとして地域のイベント等を活用する考えはあるのかについ

ても伺います。 

 また、支所として市民のためにすぐ使えるような予算や担当者の人員についての考えも伺い

ます。 
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 ２点目として本庁移管事務を行い支所機能が縮小されていることにより、各種申請など本庁

での手続きが中心となるため、本庁まで行かなければならなくなることも多いと思います。今

まで支所で行ってきた地域住民、特に高齢者、障がい者、交通弱者に対し本庁と地域をつなぐ

巡回バス等の計画はあるのか、この点についても伺います。 

 ３点目としまして現在、行政区および地域の各種団体からの要望事項については支所で取り

まとめを行っておりますが、支所職員の減少により今後は要望内容によってそれぞれに分けて

行わなければならなくなるのか。また事務的なことばかりでなく、地域コミュニティの活動が

より円滑になるための市民の身近な相談や声はどこで対応していくのか伺います。 

 ４点目としまして、本年４月の熊本地震をはじめ全国各地で地震災害が発生しております。

このような予測できない大規模地震や自然災害は市民生活の安心安全の確保や市の産業、経済

に及ぼす影響は計り知れません。行政と市民が迅速に行動できるよう進めることが大切であり、

防災・災害対策については地域住民の防災意識の高揚が不可欠であります。市民に一番身近で

ある行政区の役割が大変重要となる中、支所機能縮小により、いつ起こるか分からない災害に

万全の対策が構築できるのかについて伺います。まず１問目の質問といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 前島敏彦議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに昔から行われている地域ごとの特色あるイベントの今後についてであります。 

 合併前の各町村では必要な予算を確保しながら、それぞれ特色あるイベントを行い、多くの

職員がその運営に関わってまいりました。合併後これまで、合併によるスケールメリットを生

かしながら行財政改革による行政組織のスリム化や職員の削減に伴い、各支所も縮小してまい

りました。 

 行財政改革は今後も引き続き進めていかなければならないことから、それぞれの地域のイベ

ントを行政が主体的に継続していくことは困難になっていくというふうに考えております。 

 このことから、地域のイベントについては地域の皆さまの主体的な取り組みとして知恵や力

をいただきながら、行政ができる範囲でサポートしていくという形を取らざるを得ないという

ふうに考えております。 

 また、支所として市民のために使える予算や人員につきましては、地域の状況に精通した再

任用職員の活用などによって、限られた支所の予算や職員数であっても本庁としっかり連携を

取りながら迅速で柔軟な対応ができるような態勢の構築に努めてまいりたいと考えております。 

 次に本庁と地域をつなぐ巡回バス等の対策や計画についてですが、現在本市では市営バス３路

線、デマンドタクシー２路線を運行しており民間の路線バスも３社が運行を行っております。 

 今後も高齢化の進行などにより、移動手段を確保するための公共交通網の整備に対する市民

ニーズは高まるものと認識しており、将来的には市営バス路線等の再編を図る必要があると考

えております。 

 本庁と地域をつなぐ巡回バス等については、既存の市営バス路線の変更が必要となるなど影

響も考えられることから現在のところ具体的な予定はありませんが今後、市内全域の市営バス

路線等を再編する過程において検討してまいりたいと考えております。 
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 次に行政区および各種団体からの要望事項および市民の相談や声についてであります。 

 良好な地域づくりを推進するためには、行政区をはじめとする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をしております。 

 このことから職員が市民の声にしっかりと向き合う意識を醸成しながら、それぞれの地域特

有の要望や課題などに対する相談業務や地域コミュニティ活動が円滑に進むようなサポート体

制、市民の相談などは現在の支所で対応できるような体制を維持、また改善してまいりたいと

考えております。 

 次に支所機能縮小により災害に万全の体制が構築できるのかとのご質問ですが、笛吹市職員

の災害時の体制については、災害時職員活動マニュアルを平成２８年４月に作成をしておりま

す。マニュアルでは、指定避難所の近隣に居住している職員が避難所管理職員となり避難所を

開設し、その後、支所に開設状況等の報告をするこということになります。 

 災害時は本庁・支所という枠組みでなく全部署での対応が必要となります。各部ごと災害時

の業務を調査・研究し、現在笛吹市役所業務継続化計画を策定中であります。 

 行政区の防災意識の啓発についても本庁・支所が一体となり、出前講座などの事業に取り組

んでおり、災害対策には市役所全体・行政区全体で取り組むことが一番重要であると考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １７番、前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 ただいまの答弁の中でちょっと１点目の観光再生、山下市長が掲げておりますけども、また

訪れたくなるまちとしての地域イベント、旧町村ごとにやっていたこの地域イベントを活用し

てはいかがかというような質問をしてありましたけど、そのへんについて答弁がちょっとござ

いませんでしたので。 

〇議長（海野利比古君） 

 答弁はどなたですか。 

 産業観光部長、雨宮部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 答弁の中では地域イベントについては、地域の皆さまの主体的な取り組みとして知恵や力を

いただきながら行政ができる範囲でサポートしていくという形で答弁をさせていただきました

が、全体的な市長のほうの公約の中で地域のさまざまな資源としてもわれわれとしては活用さ

せていただきたいと思っております。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 ありがとうございます。また先ほどの答弁でもできる範囲でサポートしていただけるという

前向きな答弁でありましたが、特に事務的なことにつきましてはですね、やはり今までがです

ね、支所頼りというか、支所の皆さま方にいろいろ準備等をいただいて、それにお手伝いする

ようなイベントであったかなと思いますけど、このへんも地域住民の皆さま方にはですね、こ
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ういう機会ですので周知していただきまして、ぜひ、ただすぐ投げるでなくてですね、そんな

ふうな方向性でいっていただければと思いますけども、このへんについてちょっとお伺いした

いと思いますけども。 

〇議長（海野利比古君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 先ほど部長の答弁にもありましたとおりですね、地域の皆さんが主体的に今後ですね、イベ

ントを運営していくようなですね、形態に移行していきたいということでございますけども、

そうは言いましても今までの過去からのですね、経過等々ございますので、重ねた答弁になり

ますけど、できる範囲で職員がですね、そういった部分をサポートしながらですね、住民の皆

さんが主体的に活動できるような形をつくっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 そういう形でお願いしたいと思います。 

 次に先ほどの市民のためにすぐ使えるような予算もという話をしてあったかと思いますけど

も、現在、急を要するような、この前のような大雪のときの除雪だとか、そして急きょ行政区

から上がってきている道路の陥没に対するレミファルトですか、そういうものの対応だとか、

そして道路が凍り付いて凍結剤だとかそういうようなものに対しての予算措置、多少のですね、

支所へすぐ使えるような予算的なものも配慮していただきたいと思いますけども、このへんに

ついてもちょっと答弁をお願いしたいと思いますけども。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 当然、支所のほうで緊急を有するものというふうなことはあります。資材的な話につきまし

ては当然、倉庫等がありますのでそういうふうな中で支所で直ちに対応できるような、そうい

うものになっております。しかしながら緊急を要するもので、例えばいろんな修理ですとかそ

ういうふうなものにつきましては、時間的なロスというふうなものはないように支所と本庁で

連携を取りながら、そして支所のほうの発注というふうなことですけども、それが遅れるよう

なことがあっては、これはならないと思っておりますので、そのへんの連絡体制、きちっとし

た連携を取りながら支所、本庁で合わせて事業執行をするような、そんな予算付けを行ってい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 どうしても緊急を要する場合がですね、今後ないということもございませんので、そういっ

た中にはやはり地域の方が一番、状況的には分かるだろうし、そういった中におきましてはぜ
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ひ本庁と簡単なですね、連絡程度でですね、当然、少額の修繕だとか、そのへんはそんなに大

きな予算ではないと思います。地区要望等々も大体約３００件ぐらいですか、９月いっぱいに

提出という中でおりますけども、それ以外のですね、そういったものも発生する可能性も大で

すから、そのへんも速やかにできるような形を取っていただきたいと思います。 

 また先ほど答弁の中で防災に関する、渡辺議員も言われておりましたけども、このへんにつ

いての防災危機管理課を今年度から設けておるわけですけども、このへんにつきまして防災危

機管理課を設置してですね、今の現状の業務の内容だとか、先ほど答弁の中でもちょっと触れ

られておりましたけども、出前講座ですか、こういったものもそういった形の中で行政区へ出

向いていっていただいているのか、そのへんについてちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 本年４月から防災対策を強化するという観点から、防災危機管理課を総務課から独立させて

１課を設置されたということでございます。特に防災危機管理課で取り組んでいる、本年取り

組んでいることが、いわゆる自主防災組織の強化、また自主防災リーダーの育成、また避難所

運営組織、そういったものをしっかりやっていこうということでございます。これはこれまで

も取り組んできたところでございますが、なかなか前に進んでいないといったところが現状で

したので、管理課を設置することによってそこらへんを徹底していこうということで行政区へ

出向いてのそういったお願い、また防災に対する講習等を数多くやってきたということで、渡

辺議員の答弁の中にもありましたように、今年は５０回ほど行政区や、あるいは自主防災会と

いったようなところへ出向いて防災危機管理課と地域の中で話し合いをする中でそういった自

主防災組織のリーダーの育成、それから避難所運営委員会を設置していただきたいといったお

願いをしてきたところでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 ありがとうございます。これからはこういった地元の行政区におきましても自主防災組織が

ないところについては、前向きにですね、早いうちに検討していただいて積極的に市のほうで

もこういった組織を立ち上げて、いつ起こってもそういった対応には最小限の被害で防げるこ

とも願いたいと思います。 

 次に２問目に移らせていただきます。２問目、移住定住についてであります。 

 ４月に移住定住担当が配置されました。都内で開催される移住に対するセミナーや相談会に

参加していると先の議会での行政報告にもありましたが、それらの取り組みについてを伺いま

す。 

 １点目として現在、移住定住に対しての成果や手応えはあるのか伺います。 

 ２点目として地域おこし協力隊が任命されて活動されていると思いますが、その具体的な取

り組みや地域の現在の状況をどのように発信しているか伺います。 

 ３点目として、移住・定住については老後を田舎で過ごそうという都会からの移住者が受け
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入れているのか。または子育てや子育て支援など連携して若い世代を受け入れていくのか。ど

のような人をターゲットとして受け入れていく方針なのかについて伺いたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 前島敏彦議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに移住定住の成果についてですが、４月に経営企画課内に移住定住の担当を設置し、

担当が関わった移住者の実績は、新規の就農を目指す２０代の夫婦と親と娘さんの２組です。

東京での相談会につきましては、これまで１４日間開催をいたしました。 

 相談会で移住希望者と話をしますと、笛吹市のことを知らない人が非常に多いということが

分かりました。そのため移住の候補地となるためには、まず笛吹市を知ってもらうためのプロ

モーションが必要であり、次に実際に笛吹市に来てもらう必要があると実感をしております。 

 次に地域おこし協力隊についてですが４月１日に１名、１２月１日に１名が着任いたしまし

た。１人目の隊員は、これまでのＷｅｂサービス企業での経験・スキルを生かし、笛吹市を知っ

てもらうために、総務省が所管しております全国移住ナビと一般社団法人移住・交流推進機構

のニッポン移住・交流ナビなどにおいて情報発信をしております。 

 その結果、全国移住ナビでは２７年度閲覧が県内で１０位、全国で２９５位だったものが今

年度の７月から９月時期におきましては県内で１位、全国で２３位となっています。隊員も移

住者であり、かつ１年目ということもあり、積極的に地域や住民の皆さまと関わり、関係を構

築している段階でございます。また１２月に着任した隊員は今後、受け入れ機関である農業生

産法人で研修を続けながら自らの体験をもとに情報発信を行っていく予定です。 

 次に移住のターゲットについてですが、全国的な傾向として従来の移住希望者はアクティブ

シニアと呼ばれる定年前後の元気なシニア層が多かったのですが、現在は３０代などの若者世

代が増加をしている傾向でございます。 

 笛吹市といたしましても昨年まとめた人口ビジョンにもありますように、若者世代にターゲッ

トを置いて移住先としての認知を上げていきたいと考えておりますが、移住定住におけるハー

ドルとなっている仕事や住宅、子育て環境や地域の受け入れ態勢の整備などを行う必要があり

ます。 

 今後はモデル地区を選定するなど、少しでも多くの世代の方に来ていただけるように取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 １点目の移住定住希望者への情報発信はどのような方法で行っているのか、またどのような

情報を提供しＰＲを行っているのか、受け入れ後のアフターフォローは整っているのかについ

て伺いたいと思います。 
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〇議長（海野利比古君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 先ほど部長のほうでも答弁の中に入っていたとおりですね、今、全国に向けての情報発信と

いうことで全国移住ナビというサイトがございます。また交流推進機構、ＪＯＩＮと言うんで

すが、そこにも日本移住交流ナビというサイトがございます。そういったところで笛吹市の情

報を発信しているわけでございますが、特に地域おこし協力隊がですね、地域に出てそこで体

験した状況とかですね、それから当然、行政側の例えば子育て支援策とかですね、そういった

ような情報も含めて情報を発信し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（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 ２点目の地域おこし協力隊についてでありますが、先ほど２名の隊員が仕事されているとい

うことであります。全国移住ナビでは２７年度は１０位、全国では２９５位だったものが今年

度、７月から９月期では県内で１位と。全国では２３位になったということで担当の方に敬意

を表したいと思います。地域おこし協力隊の方は全国に向けての情報発信のほかに笛吹市にお

いては、具体的にはどのような活動をして地域おこしをされているのかについてを伺いたいと

思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 地域おこし協力隊の仕事としましては当然、情報発信ということも１つの仕事でございます

が、一応期間を３年間というような形で定めているところでございます。国のほうからですね、

総務省のほうからもそこに対する活動支援の部分は、財政的なバックアップはされるわけでご

ざいますが、地域の中に実際に行って、そしてそこで自分がですね、最終的には仕事を起こし

ていく、起業をしていくというようなことを最終的な目的にしているわけでございますが、そ

の中ではいろいろ地域のブランドづくりですとか、また地場産品の開発とかＰＲとか販売とか

そういうようなことも活動の中に含まれているということでございます。しかしながら現在、

うちの部署で活躍していただいているところは、隊員につきましてはまずは１年目ということ

でございますので、地域の中に入って、そこのところで全国に向けての情報をですね、かき集

めて発信しているといったところが今の主な活動状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 移住定住に対する大分の日田市と言うんですか、この地域では移住者に対しての奨励金を出

して若者の移住者、条件をいろいろ付けているんでしょうけども、そして受け入れの各行政区
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と言うんですか、自治体に対してもそういった補助金を出しているというような例もあります

けども、今後そういった形の中で市としてはそういった対応、市長がですね、企業誘致なんか

もいろいろ先般もお話がありました。積極的に取り組んでいくという中におきましては、その

へんの各企業に対してもそういったものもやっぱり考えていかなきゃというような話もちょっ

と伺っておりますけども、そういった移住者、定住者に対するそういった補助、また奨励金等々

を出す、今後は計画があるのかどうか、ちょっとそのへんについて伺いたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 移住につきましては当然、企業に来てもらったり、また一般の皆さんに来てもらうというふ

うなことが必要でございます。そのためにはまず笛吹市として何をすべきかということでござ

いますけれども、そのためには競売活動を活発にしたり、そして住宅でございますとか働く場

所というものをきっちりと探していく、それを相手の立場になって、移住定住の人が一緒になっ

てすべての面でサポートしながら、そして地域の皆さんにもそれをご紹介して地域の面倒をみ

てくれるような方と一緒になって進めていく、そういうことをまずやっていくと。そのあと、

やはり目玉的な商品として例えば企業が来るときに特別な融資バック、または何か補助金とい

うふうなものにつきましては、これも移住のためには必要なメニューであるというふうには今

は認識しておりますけれども、これにつきましては、今後本当に有効にお金を使って移住定住

につながるようなものが何かというふうなことについて、十分検討しながら前向きには考えて

いきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 ちょっと３点目の先の議会におきまして、芦川町に移住を検討している人を対象にした笛吹

市移住定住お試し住宅条例が可決をされております。芦川町へのお試し移住について現在の進

捗状況、また反応はどうか、これからの取り組みについて何を行っていく予定なのか、これに

ついてもお伺いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 芦川町に今、進めておりますお試し住宅の進捗状況でございますが、９月に９月補正でお認

めいただいて改修工事を進めているわけでございますが、今のところですね、外壁塗装が終わっ

て、今度床の補修、それからトイレ、風呂等、水回りの工事等を今、行っているところでござ

います。１２月の、今月の２０日ごろにはですね、完成をするということで、完成したあとに

はですね、芦川には地域のまちづくり委員会等がございますので、そういったところを通して

情報発信をしていくという計画でございます。 

 この間の１２月４日にもですね、実は東京にありますセンターのほうへですね、笛吹市セミ

ナーという形でわれわれも出向いていったわけでございますが、そこには７組１０名ほどの移
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住希望者が来ていただいて、そういった折にもですね、そういったお試し住宅がありますよと

いうことで、ぜひ１回来て体験してくださいというようなことをＰＲしてきたところでござい

ます。 

 工事等の終了後にはですね、地域のそういった組織、また市のほうからもですね、そういっ

た活用のＰＲを強力にしていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 前島敏彦君。 

〇１７番議員（前島敏彦君） 

 移住定住、市のほうの施策の中で今後、よその他市よりも特典を出してですね、市長も温泉

と観光を売り物にキャッチフレーズの中で進めておりますので、ぜひ皆さんで知恵を絞った中

でですね、ぜひ多くなることを期待しながら私の質問を終わりとさせていただきます。ありが

とうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で前島敏彦君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 ございますか。 

 （ な し ） 

 なければ関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １５番、大久保俊雄君。 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 １日目、最後となりました笛政クラブの大久保俊雄でございます。今しばしお付き合いのほ

どをお願いしたいと存じます。 

 まず山下新市長ご就任、市民ファースト、市民と行政の心が通うやさしさ溢れるまちづくり

を目指し、住民と行政が知恵と力を出し合う双方的な協働を行政運営の基本と表明されました。

また複雑化、多様化、深刻化する課題に対し戦略的に創意工夫を重ね、積極果敢にスピード感

とチャレンジ精神を持っての市政展開に並々ならぬ決意を表されております。また県議１３年

間の経験、若さと実行力と企画力、最大限に発揮いただき合併して１３年目、幸せを実感でき

る笛吹市政の発展に全身全霊取り組まれることを熱望いたします。 

 私ども市議会も笛吹市議会基本条例を制定し、市民と議会と行政との立ち位置を認識し市民

の公共の福祉向上のため緊張感のある議論と精査、問題提起をなし二元代表制のもとでの議会

の役割を発揮する所存であります。 

 さて質問に入りますが、言うまでもなく桃・ぶどう生産量日本一を誇る果実と温泉のまち笛

吹市は観光立市であり、素晴らしい素材、いわゆるよそにはない宝がいくつもありますが宝の

持ち腐れですとかなかなか点が線につながらない、地域間のエゴが取り除けないなど実効性の

ある施策に結び付けるのには、もう一工夫も二工夫も必要であります。 

 山下市長も石和温泉観光協会長として１０年以上にわたり進取の気性に富み、斬新なアイデ

アと企画力、実行力でいくつもの観光プログラムを実現されました。例えば観光案内所、今は
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石和温泉駅舎内にありますがその中の有料ワインサーバー、今年２月駅舎オープンと同時に笛

吹市ワイン会の協力のもと設置されました。市内ワイナリーの１６銘柄を提供し順調に推移し

ております。さらに秋の山梨ヌーボーの解禁、ワインツーリズム、山梨ワインタクシーなどな

どワインをベースにした各種事業も大きく成長しつつあり、富士の国やまなし峡東ワインリゾー

ト構想や世界農業遺産認定に向けて、今後もますますの発展が望まれるところであります。さ

らにまた通年型の誘客に向けた取り組み、例えば閑散期である冬場の連夜花火ですとか地産地

消を目指し宿泊客に提供する「こぴっと朝飯」をはじめ、地域特性を生かした後退してはなら

ぬ施策を実現されてきました。 

 翻って私どもを取り巻く地方経済は依然厳しいものがあり、帝国データバンクが先月発表し

た県内景気動向指数、地域内の景況感を表す指数、これは前月から３ポイント上昇したとはい

え全国平均を３．６ポイント下回り、最下位であった全国順位も４２位に上がっただけであり

ます。依然、消費欲の低迷により忘年会などの外食、歳末商戦など師走のにぎわいを実感され

る方がいかに少ないか、皆さま方が感じるとおりであります。 

 一方では国の２０１７年度、予算の各省庁による概算要求の大枠では人口減少が影を落とす

地域経済を元気にするため、政府は農業・観光業の振興を成長戦略の柱に据えております。具

体的には訪日客獲得に向けた支援、観光案内所の増設や駅のバリアフリー化、農業の競争力強

化、農産物輸出推進のためのトップセールスなどなどさまざま、まさに笛吹市の重要施策と一

致し、遺漏なき予算獲得が急務であるとともに今こそ自治体経営の視点に立った観光客誘客に

向けた各自治体の知恵と本気度が問われるときではないでしょうか。山下市長が最も得意とさ

れる分野、観光客および観光消費額アップに向けた今後の積極果敢な具体策を以下伺います。 

 まず１点目、年間を通じた観光プログラムの充実に対する具体策はいかがでしょうか。 

 市内の地域資源を宝とし地域で磨き上げた笛吹物語、これは市長の公約にものっております

けども、県内外にさらにアピールする具体策はいかがでしょうか。 

 温泉、果実、ワイン等日本一の大地の恵みを多くの方が実感できるさらなる具体策はいかが

でしょうか。 

 続いて訪日外国人客（インバウンド）誘客増に向けた課題の分析と今後の具体的戦略はいか

がお考えでしょうか。 

 また観光関連団体と連携する中で観光宣伝隊、いわゆる観光キャラバン隊の現状分析と交通

網の整備が進んでいる現状を踏まえて、より実効性のある今後の具体策はいかがお考えでしょ

うか。 

 また観光誘客に向けて今後峡東３市をはじめ、近隣自治体との密な連携が不可欠であります

が今後の具体的取り組みはいかがでしょうか。 

 また観光関連団体とのコミュニケーションを一層図り、秀でたアイデアには速やかに実現す

べきでありますが、市の所見はいかがでしょう。 

 以上、観光施策についてお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えします。 
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 はじめに年間を通じた観光プログラムの充実に対する具体策についてですが現在、既存イベ

ントの実施内容や時期、期間の見直しなど年間を通じて楽しめる集客力のある魅力的なイベン

トとなるようリニューアルに向けて取り組んでおります。 

 また自然や農業、スポーツや医療、福祉といった新たな体験型プログラムの検討を行うとと

もに地域おこし企業人発案事業において、これまでなかったモデルコースを開発し、首都圏は

もちろん中京圏や関西圏の旅行エージェントに向けＰＲを行ってまいります。 

 次に笛吹物語を県内外にアピールする具体策についてですが、笛吹物語とは地域資源をさま

ざまな視点から磨き上げ、人とのつながりや交流を大切に、四季を通じて何度でも訪れていた

だける目的地となる観光地を目指すものであります。今後、市民とともに計画的に進めていこ

うとするものです。 

 情報発信については市のホームページや動画サイト、ソーシャルネットワークサービスなど

情報伝達手段を有効に活用し発信をしてまいります。さらに自治体が一方的に発信していくの

ではなく、市民が普段の生活の中で楽しんでいる情報、旅行者が現地で取得する旬な情報など

双方向のやり取りを通じたアピールができるような仕組みを考えてまいります。 

 次に日本一の大地の恵みを多くの人が実感できる具体策についてですが、昨年策定されまし

た峡東地域ワインリゾート構想は、まさにこれら本市が他地域に誇れる有力な資源を生かし、

本市を観光の目的地としておいでいただける格好の事業と捉えております。石和・春日居温泉

郷に宿泊しながら果物やワインを存分に楽しんでいただくことで地域の魅力を十分に伝え、さ

らにリピートを図り魅力を高めるため、具現化に向けて関係機関と連携し積極的に進めてまい

ります。 

 次に訪日外国人観光客誘致に向けた課題の分析と今後の具体的戦略についてですが、平成

２５年度以降、毎年大幅に増加している訪日外国人観光客ですが２６年度には石和温泉果実郷

周辺宿泊者数約１０万人、２７年度には倍の２０万人と２０２０年東京オリンピック・パラリ

ンピックに向け増加することが予想されます。現在、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備や飲食メニューの

多言語化など行っているものの、まだまだ受け入れ態勢やプロモーションについては十分とは

いえません。 

 外国人観光客の傾向は団体旅行から個人グループ旅行へと目的も体験型へとスタイルがシフ

トしてきています。このことからソーシャルネットワークを使った各国言語での情報の発信、

果物狩り等への誘導などさらなる誘客に向けた取り組みが重要であると考えております。 

 次に観光宣伝隊の現状分析と今後の具体策についてですが本県へのアクセスでは新東名、圏

央道、中部横断道等の整備が着々と進み県内全域への来訪が容易となってきております。これ

に対応すべく滞在時間を増加させる取り組み、観光客のニーズの多様化に対応できる受け入れ

態勢の整備も課題となっております。 

 こうした状況の変化を踏まえ山梨県、やまなし観光推進機構が主催する首都圏、中京関西圏

で開催する観光説明会、商談会へ参加し本市のＰＲを行うとともに旅行商品造成を促してまい

りました。またＪＲ東日本と連携した各種キャンペーン、ネクスコ中日本とエクスパーサ談合

坂でのキャンペーン等、山梨県との連携した取り組みを強化するほか甲府市、山梨市、甲州市

の４市連携によるエキスカーションなど、近隣の市とも連携したキャンペーンも考えてまいり

ます。 

 次に観光誘客に向けた近隣自治体との連携による今後の取り組みについてですが、近隣自治
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体との連携を通じ、多様な観光資源を楽しむ機会を提供することは集客力を高めることができ

ます。現在、甲府市、山梨市、甲州市による４市連携や峡東ワインリゾート構想など広域連携

による各種イベントが行われています。地域をつなぎ、さらなる魅力の創出による観光産業の

活性化を図るべくＤＭＯ組織の検討を行ってまいります。 

 次に観光関連団体との連携についてですが各地区観光協会の会長、観光団体、商工会、農協

等で構成された笛吹市観光物産連盟において意見交換を行う機会を設けております。引き続き

連携を密にするとともに情報を共有し、意思の疎通を図りながら優れたアイデアは観光資源に

結び付けてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １５番、大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 いくつかですね、答弁をいただきまして、私は各自治体がですね、低迷した観光地、いろん

な計画、机上の空論、議論よりもやはり実効性、即効性のある活性化が必要ということで、市

長の公約にも、また今の答弁にもですね、地域資源を磨き上げて、四季を通じて何度でも訪れ

ていただける目的地となる魅力ある観光地を目指すと話がありましたし、今、お答えの中にも

さらに市民とともに計画的に進めていくという答えがありましたけれども、計画に進めるとい

うのは具体的にどういうものを指すでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えいたします。 

 来年度ですね、笛吹物語というもののプロジェクトチームを立ち上げたいと思っております。

その中でですね、これまで注目されていなかった地域のいろいろな資源、それらを観光資源と

して注目される可能性を探ってまいります。温泉や果物、遺跡や自然、農山村間景観などを支

えていく地域の皆さま、それぞれの交流とそれから地域の資源を新たな視点から見直した活用

方法を検討して、一年を通じて訪れていただけるようなコンテンツづくりを進めてまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 今、プロジェクトチームとかコンテンツづくりというようなことを進めるって説明がありま

したけれども、今年度中にはですね、総合計画の自主計画の一部である観光振興計画というの

を策定しておるわけですけれども、そこらへんの話と今の話というのはどのように整合性が出

るんでしょうかね。 

〇議長（海野利比古君） 

 産業観光部長、雨宮部長。 
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〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 観光振興計画につきましては、今年度中に取りまとめて新年度から生かしていきたいと思っ

ております。その内容につきまして、項目を設けてその中で具体的な目標を立ててまいります

ので、それぞれの目標に対してプロジェクトチーム、そういうものを生かして具体的に何をす

るかというのを今後、検討していきたいと思っております。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 市の施策展開でよくある、散見される手法でありますけれども、コンサルに委託して、コン

サルに委託した計画の完成が目標達成になってしまうきらいがございますけれども、しっかり

と今、具体的な数値目標とかですね、しっかり進捗状況を踏まえながら進めるとありましたけ

れども、総合計画ともこれいろいろありますね。そこらへんの整合性と詰まるところ、しっか

りとした数値目標を示した中で時系列で検証していく、ＰＤＣＡ、大事なわけですけれども、

総合計画との整合性ということをですね、しっかりした観光振興計画、プロジェクトチーム、

数値目標も示されたのでしょうか。そしてまた実効性のある計画になるのか見解をお伺いした

いんですけども。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 計画をつくって、それでおしまいということは一番避けてはいけないことだと思っておりま

す。具体的な数値目標につきましては、実施計画の中において実効性となる計画となるように

策定委員会において多くの意見をいただきながら策定してまいりたいと思います。総合計画と

の整合性につきましては、観光振興計画の上位計画と位置付けております笛吹市総合計画でご

ざいます。この中の具体的な施策、実施計画、数値目標についても総合計画と整合性を図りな

がら計画を策定してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 それでは２点目、温泉、果実、ワインの具体策で今の答弁にワインリゾート構想は本市の観

光の目的地としておいでいただける絶好の事業と捉えているという答弁がございました。具現

化に向けて関係機関とも連携するというお答えがありました。笛吹も形がないものを形にする

のではなくて、例えば石和温泉駅舎のワインサーバーも１１月の１カ月で１，４０８件の利用

とだんだんだんだん伸びておりますし、秋の「山梨ヌーボーで乾杯」、これは今年場所を変え

ましたけども毎年１千人。ワインツーリズムは今年も２千人。山梨ワインタクシーは３年間で

５千人の利用がありまして、通年型の情報発信とさらに事業飛躍するための当然、人的なフォ

ローアップと財政的なフォローアップが必要であると考えますけれども、その２点いかがお考

えでしょう。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 
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〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 お答えします。 

 人的、財政的なフォローアップということでございますが現在１名、観光商工課におきまし

て地域おこし企業人というものが在籍しております。こちらのものがですね、われわれ地元の

者が当たり前だと思っているようなものにつきましても、都会から来た方がわれわれの気づか

ない地域資源を掘り起こして新たな観光資源として生かしていって、なおかつ新しいツアー等

も考えていただいて実績を残しております。人材につきましては、また地域おこし協力隊など

国の制度や交付金を利用しながら情報発信に工夫を凝らしていきたいと思います。財政的な面

につきましては、国の交付金を積極的に活用して新たな事業、またものをつくっていきたいと

思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 例えば甲州市ではですね、甲州ブドウまつり、これは秋口にあるんですが、これは非常に近

隣の道路も混んだり、また石和温泉に泊まった方もおおぜい行かれるということで、例えば笛

吹でもですね、ワイン祭りですとか新しい事業の展開、また断片的なブドウに関するワインで

すか、情報発信ではなくて通年型のまた、１年間での情報発信も必要だと思いますけども、そ

こらへんのお考えはいかがでしょう。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 議員のおっしゃるとおりワインにつきましては、笛吹市の有力な観光のコンテンツだと思っ

ております。新年度におきましてワイン祭りなどをぜひ開催していきたいと思っております。

また年間を通じての観光客の誘客につきましては、選挙公約にもあります笛吹物語ということ

で春、夏、秋、冬、メリハリをつけていろんな事業を行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 それではですね、広域的な取り組みということでお伺いしますけども、笛吹、甲府、山梨、

甲州の４市連携を強化と答弁がありましたが、なかなか実効性のある施策展開に至っていない

中で活性化のための今、ＤＭＯという検討、答弁が出ましたけれども、まさにＤＭＯ、これは

デスティネーション・マーケティング・オーガニゼーションの略で、地域全体の観光マネジメ

ントを一本化する着地観光のプラットフォーム組織を指すわけでありますけれども、日本では

また行政、観光業者、地域住民の方々の立場が分断されている状況で笛吹市もこの日本版ＤＭ

Ｏの活用が１つの大きな切り口になろうかと思うわけでありまして、官公庁でも日本版ＤＭＯ

を推進した観光地づくりに対する支援メニュー、平成２８年度補正要求ならびに平成２９年度

概算要求でもいくつか盛られていますけれども、市として積極的な取り組みの考えと長野のあ

たりでは広域的な、複数の市町村でしっかりと組織を立ち上げて予算獲得、地域活性化につな
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がる動きがありますけれども、このＤＭＯ組織を積極的に、加速度的に確立する具体策、もし

あればお伺いしたいわけですけども。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 ＤＭＯを活用して観光振興を行うのは、非常に議員さんご指摘のとおり大事なことだと思っ

ております。県では山梨観光推進機構が平成２８年にＤＭＯの申請許可を受けて、現在その取

り組みの具体的な役割検討が行われているところでございます。 

 当市としても峡東ワインリゾート構想とか世界農業遺産登録に向けて申請とかを踏まえてで

すね、山梨市、甲州市および甲府市を含めた共通する地域ブランドのもとに広域的に地域の経

営できる組織の設立に向けて、できるだけ早く検討していきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 いろいろ検討という、私、検討というのは積極的な理解と取らない部分がありましてね、今、

できるだけ早くということがありましたので、日にちを限定して、ある部分でお願いしたいと

思います。 

 それでインバウンド、続きまして、笛吹市も石和温泉周辺の宿泊者も平成２７年度は倍の２０万

は突破しましたし、当然２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、外国の社会情勢に

左右されるとはいえ受け入れ態勢、先日もタイからもいらっしゃいましたけれども、まだまだ

プロモーション、受け入れ態勢が整っていないと判断されます。当然、外国人誘客に対する受

け入れ面、ソフト面、ハード面充実が望まれるわけですけれども、例えばソフト面ですともろ

もろの研修、外国人に対応する人材育成ですとか外国語の研修、またハード面では通訳ツール

や翻訳機等の充実、積極的導入が望まれますけれども、そこらへんのお考えはいかがでしょう。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 そうですね、インバウンドにつきましては今後ともオリンピック・パラリンピックに向けて

増えていくものとわれわれは考えております。その中でですね、そのお出でになる観光客の皆

さまへの対応としての研修が議員のおっしゃるとおり非常に大事になってきております。来年

度に向けてですね、実際にお出でになるお客さまと直接向き合うホテルのフロント係、それか

ら観光地をご案内する例えばタクシーの運転手たちを対象にですね、簡単な言葉づかい、外国

語も含めてですね、接客態度などそれぞれの研修を計画していきたいと思っております。翻訳

機器等につきましては、現在スマートフォンのアプリ等で翻訳等ができるようになっておりま

すので、それらの利用を促進してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 
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〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 人材研修、これは予算的にもそんなにかかりませんし、新年度、具体的施策に盛り込んでい

ただいているという答えがありましたので、乞うご期待で拝見させていただきたいと思います。 

 あと１点、次に実効性のある観光宣伝隊ということで各地の観光協会ですとか物産連盟、商

工会、旅館組合、いろんな団体とさまざまな地域に観光宣伝隊が派遣されておりますけども、

なかなか合併前からですね、継続されているマンネリズムと言いましょうか、いつも同じ時期

にいて、われわれももう何回も合併前から参加させていただいておりますけれども、桃の枝を

持ってってパンフレットを何種類か入れて、ちょっと気がきくときには入浴剤の粉なんかを入

れて千部とか配るわけですけれども、これ終わってみればこれごみ箱に、こんなことを言っちゃ

あれかも、結構、持っていかない方が多いわけでして、今、答弁にも圏央道、そしてまた道路

網をいろいろ整備されてもう一度ですね、市場調査された中で徹底した、例えば北関東、埼玉

県中部とかですね、神奈川の西部、いろんなまたなされていない市場発掘、そして中央本線の

沿線もそうですけども、道の利を生かして車では１時間もかからない、ＪＲでも１時間もかか

らない場所での方の発掘も必要かなと思いますけれども、今後の市場調査と宣伝方法の見直し、

道路網の整備による状況変化による市のお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 答弁の中でもお話しいたしましたけれども、新たなアクセス、いろんな道路が整備されてま

いります。観光客誘致ということでございますが、インバウンド、外国のお客さまも非常に大

事でございますが、やはり基本的なことは国内の観光客の皆さまの誘致が基本だと思っており

ます。これに関しましては議員さんのご提案のとおり近隣の県ですね、そちらのほうのお客さ

まもメインターゲットの１つとして今後、山梨県とも協力しながら市場調査等を行っていって

有効な方法、それからどこに誘客すれば一番有利なのかという地域を探しながら積極的に観光

宣伝を行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 それでは最後になろうかと思いますけれども、山下市長も県議を取り組まれた中で都道府県

というのは広域自治体、市町村、われわれは基礎的自治体と、ある意味、性格を異にしており

まして、また都道府県、これ行政もそうですけれども、広域性の特性を考慮した地域の利害関

係の調整ですとか情報発信、こちらも必要かと思いますし、まさに広域の視点では培われたノ

ウハウを発揮していただければいいかなという部分と、また昨日の日日新聞ですか、田舎癒し

のツアーということでですね、山梨、神奈川でいろいろな体験型の田舎暮らしが体験できるス

ポットを巡るツアーなんかもこれ開かれておりまして、一刻も早くですね、やはり観光施策と

いうのは二番煎じ、三番煎じになるとお茶と違いましてなかなか３番、４番となると脚光も浴

びない中で、そこらへんの意欲といいましょうか、観光に対する取り組み、また今後の考えを

市長お聞かせいただければと思いますけども。お伺いできれば、これ最後の質問にしたいと思

います。 
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〇議長（海野利比古君） 

 雨宮産業観光部長。 

〇産業観光部長（雨宮良秋君） 

 私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 山下市長におかれましては、やはり選挙の期間中から公約等を通じて農業と観光を結びつけ

た笛吹市の新しい観光、笛吹物語、四季を通じて目的となる観光地を目指して進めていきたい

ということをずっと通じて行っております。今年度におきましても新しく見直しをここで行っ

て例年と同じようなことをやっていてはいつまでも変わりませんので、再度見直しをして笛吹

市の魅力を発表し、発展していくような観光施策を、来年度も新しい施策も織り交ぜていきな

がらやっていきたいと私はそう思っております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 大久保俊雄君。 

〇１５番議員（大久保俊雄君） 

 部長の今、公約をお伺いしたような感じがしますけども、まさにこれから予算編成、１月の

上旬に向けていろいろとわれわれ議会もそうですし、市民の皆さんも関心があろうかと思いま

す。しっかりと１つずつ実現する新年度予算編成になることを熱望申し上げてですね、質問と

させていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で大久保俊雄君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 ございますか。 

 （ な し ） 

 なければ関連質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議は、ここまでに留め延会にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定しました。 

 次の本会議は明日９日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

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

延会  午後 ４時３９分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（海野利比古君） 

 改めまして、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 報告を申し上げます。 

 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（海野利比古君） 

   日程第１ 昨日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは１１番、野澤今朝幸君。 

 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長より許可が出ましたので通告に従って質問をしたいと思います。 

 私の今回の質問は２点です。１つは市長が今の行政課題、笛吹市の行政課題をどう見ている

かという点と喫緊の課題であります都市計画税、これがどのように検討されてきているか、こ

の点についてご質問したいと思います。 

 まず第１ですけれど、言うに及ばず私たち市議会議員にとっても市長にとっても今、笛吹市

の抱えている行政課題は何であるか。その点を市民にしっかり示して、さらに何を行政課題と

するか、その市民合意ですね、それを得ることは極めて重要な責務であろうというふうに考え

ています。 

 山下市長は新市長としてこれから４年間、市政運営に当たるわけですが、山下新市長が何を

行政課題とみているか、このことはこの時宜にかなっているかというふうに思います。また市

民の皆さんも注目しているところであろうと思います。それで具体的に２点お伺いします。 

 まず１点目は市長は４期、途中ですから１３年の県議会議員の経験からみて地方自治、ある

いは地方自治体はどうあるべきだというふうに認識しているか。 

 その認識からみて地方自治体としての笛吹市をどのように評価し、どこにその評価から課題

があるか、この点についてまず１つ伺います。 

 もう１つは、市長は笛吹市にとって喫緊の課題、つまりすぐに手をつけなくてはいけない重
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要な行政課題、これはどのようなものであるというふうに見ているか、この点についてお伺い

します。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 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。 

 はじめに地方自治のあり方、現在の笛吹市の評価と行政上の課題についてですが、現在の地

方自治については、市町村は基礎自治体として、地域において包括的な役割を果たしていくこ

とがこれまで以上に期待されると認識をしております。 

 町村合併は、行財政基盤の強化とともに基礎自治体としての役割を果たすために安定した体

制を整備する必要性から行われたものであります。 

 行政は適切な住民サービスの提供を安定的に継続的に行い、地域住民の福祉の増進につながっ

ていくべきであり、市政は市民の幸せのためにあるべきと考えております。 

 社会の流れ、市民ニーズをしっかりキャッチし適時・適切な行政サービスを提供し、最小費

用で最大効果が得られるよう知恵を絞ってまいりたいと思います。 

 そのような中で、これまでの笛吹市の評価については合併して１２年、７つの町村のそれぞ

れの特色を生かしながら、まちづくりが進められてきたと感じておりますが、一体感の醸成と

いう部分では道半ばと評価しており、今後、市民と行政の双方向的関係を確立し、ひとつの笛

吹市を目指していきたいと考えております。 

 次に笛吹市における喫緊の行政課題についてですが、安定的に継続的に適切な行政サービス

を提供していくためには、中長期的な視野を持った安定した財政運営が必要であります。これ

まで以上に自主財源の確保を念頭に置き、併せて市民に提供される事務事業の見直しに取り掛

からなければならないと考えております。また人口減少対策として、特に子育て支援について

充実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 市長の口からですね、ここでしっかり市長の認識をやっぱり示していただきたかった。それ

は私だけでなく住民、新しい市長が誕生して期待といろいろ、またどんな行政をするんだろう

と不安半ばというところもあろうかと思います。そういう中で市長自らが地方自治、地方自治

体についてどのような認識を持っているか、非常に重要なことであろうと私は思いましたけれ

ど非常に残念です。 

 とりわけですね、これは経営政策部長がまた答えるのかもしれませんですけど、やっぱり国

政との違いというところで、地方自治のあり方というのは決まってくると思うんですけれど、

そういうことから考えると非常に重要なのは、憲法９２条を持ち出すまでもなく地方自治の本

旨という言葉がよく出てきます。そういう中で普通、地方自治の本旨と言われていることは一

般的な専門法律家によると住民自治、そして団体自治というふうに捉えられるわけですけれど、
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その住民自治というところからどのように笛吹市の今の現状を認識しているか、この点につい

てお伺いしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 国政とこの基礎自治体であります市、町、村、ここにつきましてはまず違うところ、これは

やはり市民の声を直接聞けるというところにあろうかと思います。山下市政では今回、市民ファー

ストということを打ち出させていただいております。根幹となっております市民の皆さん、そ

のお声をどうやって行政に反映していくか、そこを念頭に置きながら市民の皆さまのお答えを

直接的にお聞きするというふうなものを大切にすることが地方自治の基礎自治体としての根幹

であると思います。またさらに市民の皆さまからのお声と同時に議員の皆さまの選挙で選ばれ

た間接民主主義の中で勝ち取った議員さんの言葉というふうなこともこれを大切にしながら行

政と議員が２つの両輪となりながら行政を進めていくと、そういうふうなもので今後行政を運

営していきたいと、そういうふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 市長は選挙公報のほうで「市民と決める 市民と創る」というふうにかなり大きく謳ってい

るわけです。この「市民と決める 市民と創る」、これこそ地方自治の普通の言葉、日常的な言

葉で通じるところだと思いますけれど、このあえて「市民と決める 市民と創る」、このように

訴えたその具体的なですね、今、部長のほうからもありましたけども、直接市民の声を聞くと

いうことですけれど、これ従来と違う何か新たな方策を考えているかどうか、この点について

お答えをお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 今までの考えと山下市政の違うところでございますけれども、ややもすると行政の今までの

手法といたしますと、ある程度、行政の１つの事業について決まる前には行政素案というふう

なものをつくって、それを提供して市民の皆さんにご意見を聞いたりというふうなところでご

ざいました。しかしながら今回の市民ファーストというところではまず何かの課題、やろうと

するものがあるときには、市としての考えを示す前にこういうふうなことがあるから市民の皆

さんはどうお考えになるか、そこを先に立って外に出ていろいろな声を聞き、それから素案を

つくり、またそれをフィードバックして市民に戻すということでご意見を聴取していくと。そ

して併せて市民と一緒に協働で考えていく、そのようなスタイルをとっていきたい、このよう

に考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 先ほど私が言った、やっぱり行政課題の共有、これをしっかりまずするということが重要だ

と思います。課題に対する方策というのはいくつも考えられるわけで、そのへんでの方策はも

ちろん市民と一生懸命、何がいいかということを考えるべきですが、今までその課題の共有と

いうところの割合と、なぜその課題が重要、方策が出てくるのかというところ、これは前にも

私、質問したところですけれど、そういう点を改善していくという今、答弁でしたのでそのよ

うな形でいっていただきたいと思います。 

 自治ということから言いますとですね、われわれは議会基本条例をつくりましたけれど、やっ

ぱり自治基本条例、これは憲法が国の権力を縛るようにやっぱり市民がどのように自治的な、

自分たちで自治を、住民自治を成し遂げるかという観点から自治基本条例というものをつくっ

ていく必要があろうかと思います。このことに対しては、ここちょっと話題にもなっていない

んですけれど、今後４年間の山下市政の中でこの点をどのように考えているか、また考える余

地があるかどうか、お願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 自治の基本条例でございますけども、基本的に、今から笛吹市が歩む姿勢といたしまして条

例ですとか、また何かの組織をつくるですとか、そういうふうなことに趣を置くものではなく、

やはり市政として取り組む姿勢、これは市長だけではなく職員も全部そうでございますけども、

そういう姿勢としての市民に、出て行って市民の皆さんの声を聞くというような、その取り組

みのほうに重点を置きながら仕組みよりも心の問題、市民に対する扱いの問題と言いますか、

大切な意見を大切にお聞きしてそれを行政に反映する、そちらのほうを重視してまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 今の答弁、極めて精神主義的であろうかというふうに私は思います。そういうことって割合

とですね、担当が代わったり、ちょっと違う問題が出てきたりすると割合ないがしろにされて

しまう。やっぱり行政ですから、そういった大きな７万人以上の市民を相手にしているんです

から、しっかりした制度設計、これは必要だろうと思いますので、できたらまた自治基本条例、

そして行政と市民のあり方、行政と議会のあり方、また議会と市民のあり方、このへんをしっ

かり捉える中でどういう関わりが市民ができるか明確にしていく、そのような検討をしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

 次に喫緊の行政課題ですけれど、先ほどちょっと私が考えていたこととは違った答弁だった

んですけれど、行政報告の中で市長が事前にいただいた文面にはないところで支所機能、これ

の見直しに関する考え方、そしてＮＴＴの土地の取得に関する考え方、さらにもう１つは都市

計画税ですね、この３点について考えを述べられましたので、この点について再度ですけれど、
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大まかな取り組みの方向を示していただきたいというふうに思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 まず１点目の支所機能でございます。支所機能につきましては現在、２９年に支所の定数、

職員定数を減するというふうなことになっておりました。しかしながら今はもう一度そこを立

ち止まりまして、そして今、支所で、市民の皆さまが支所に対して何を望んでどんな仕事を求

めているか、そういうふうなところに注目点を置きます。その中で今までは人数何人を減らす

という考え方でしたけれども、これからは支所でどういう仕事をどうしなければいけないか。

そこを市民の人がどう望んでいるかをゆっくり１年かけてお聞きしながら、そののちにそこに

必要な人数が、では何人かというふうな考えの中で進めさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

 またＮＴＴ用地でございますけれども、ＮＴＴ用地につきましては市長の話の中にもござい

ましたとおり、来年の３月までには基金を使いまして購入をさせていただくと。ただ、それに

つきましては各種区長会、そして地域審議会、また市民の多くの皆さまが集まるような会を計

画いたしまして、大まかな利用方法、これは農業であったり観光であったり、そして交通の利

便性であったり、そしてさらには市民の使えるもの、そういうふうなものを利用するんだとい

うふうなことで、まず相手もあることでございますので購入を基金で行っていくと。そののち

１年から２年をかけてゆっくり市民の皆さん、また議会の皆さま方とご協議をさせていただき、

実際に具体的にそこに何をつくることが最もふさわしいのか、そういうふうなことにつきまし

て協議をし決めてまいる所存でございます。 

 また都市計画税でございますけれども、都市計画税につきましても市役所の中では特別な会

を設けまして議論をさせていただき検討もいたしました。しかしながら、まず市民の皆さまに

都市計画税のお願いをする前に、市としましてはやらなければいけないことがあります。それ

は先ほど答弁でも申し上げましたとおり市役所の中の行財政、財政、予算規模、そういうふう

もの、また事業の見直し、そういうふうな身を切る改革を私どもが先に行い、そしてその中で

さらに厳しい状態があるかどうかというふうなこともまた市民の皆さまにお示しをし、そのの

ちに都市計画税のときについては判断をするということで、新たに１年間の猶予というふうな

方法を取らさせていただいたところでございます。 

 以上、３点につきましての方向性につきましてお答えさせていただきました。答弁といたし

ます。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 喫緊の課題ということで、その３点というふうにみていいのか、あるいは前市長からの大き

な問題として市民が直接、関わるようなところで公共施設の利用料、このへんについては喫緊

の課題と考えているのかどうか、このへんについてお答えください。 

〇議長（海野利比古君） 

 小澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（小澤紀元君） 

 当然、社会施設等の使用料につきましても喫緊の課題であることは間違いございません。し

かしながら今、私どもがまずやらなければいけないことは身をもった、身を切る改革というこ

とでの行財政の取り組みをもう一度見直し、事業のスリム化ですとか予算のスリム化、そこを

まずしっかり自分たちの中で検証して、それを市民の皆さまにお示しをすると、そこがまず第

一歩ではないかというふうなものであり、そこを強く喫緊の課題として答弁させていただいた

ところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 予算のスリム化、財政の規律等はですね、ある意味では私は目的ではなく、それは手段だと

いうふうに考えています。市民からすればやはり支所機能の問題、ＮＴＴの土地の問題、公共

施設の利用料の問題、こういうものが市民の視点からすれば大きな行政課題というふうに考え

ていると思います。 

 それでまず支所機能ですけれど、人数、そういうものを先行させるんじゃないというふうな

今、答弁ありましたけれど、やはり支所をこれから先ほど言った住民自治、あるいはこれから

ボランティア社会の形成というのはこれは不可避だと思います。そういうことによって財政も

ある程度、むしろ余裕が出てくるというふうに考えるべきでこういう観点からも支所機能をしっ

かり見直していく。つまり７万人を一絡めにして地域づくり、まちづくりをするというような

ことは非常に難しい。むしろ７町の特色あるそういうところで地域づくりをする。そのための

やっぱり拠点としての支所、こういうものの位置付けをやっぱり考えるべきだろうというふう

に考えます。 

 ＮＴＴの土地ですけれど、これ取得するという方針は結構です。ただ、その取得に賛成かど

うかというのは、まだ市民レベルではよく分からない。これはしっかり賛成、反対のお話を聞

いて方針を決めたからもう後戻りできないということでなくて、しっかり理解、そして説明を

していく。その結果として、また議案として出していただきたい、このように思います。 

 公共施設の利用料の問題もやっぱり抜けていたのは、これからのボランティア社会とか、そ

ういうものの形成にとって公共施設の利用料をどのように取るかという、こういう観点だと思

います。とりわけ今、非常に問題になっているのは、今までボランティアの人がですね、公共

施設を使いながら、それで行政でできないところを補足してきた、充足してきた、そういうと

ころが非常に今、問題になっていると思います。そういう地域社会をどう形成していくかとい

う大きなグラウンドデザインの中でやっぱり考えていくべきだろうというふうに思います。 

 それで、すみません、では２問目に入ります。 

 都市計画税はどのように検討されているかということですけれど、まずこれまでの検討はど

のような日程でなされてきたか。検討のポイントをどこに置き、どのような議論がなされてき

たか。さらに結論、方針は固まったのか。その内容はどのようなものか。この点についてお伺

いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 答弁を、雨宮総務部長。 
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〇総務部長（雨宮寿男君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめにこれまでの検討日程についてですが、昨年の１２月議会の発議の提案理由でありま

す都市計画マスタープランに基づく都市計画区域の線引きの見直しも含め、現在策定されてい

る都市計画について市民の理解を得られる形で公平・公正な税負担を求める。このことを踏ま

え関係各部局による庁内検討会を４月から１１月までの間、実施をしてまいりました。 

 次に検討のポイントをどこに置き、どのような議論がなされたかとのご質問ですが、都市計

画税について市民の皆さまにいかにご理解をいただくか、笛吹市として都市の健全な発展と秩

序ある整備を図り、住みよいまちづくりのため都市計画を推進していくにはどのような方向に

進むべきか、過去の検討内容の検証と都市計画や都市計画税条例の内容を精査する中で対象区

域、課税対象など７項目の課題を設定し検討してまいりました。 

 次に結論、方針についてでありますが、都市計画税は合併時の平成１６年に都市計画税条例

が議決され、都市計画区域に課税されることが定められました。５年間は石和町地域だけを課

税し、その後は災害等の理由により課税を猶予し、その間、都市計画事業に一般財源を充当し

てまいりましたが、このまま課税をしない場合には教育や福祉、子育て支援などをはじめ市の

事業に影響を及ぼすことが考えられます。また合併後１０年が経過し普通交付税の段階的削減

が始まり、財政状況が一層厳しくなることが予想されることから財源確保は重要な課題となり、

そのためにも都市計画税の課税は必要と考えるところでございます。 

 都市計画税は都市計画事業ですでに実施している事業、現に実施中、今後実施する事業の費

用に充当できるものであり、当面は公共下水道事業、区画整理事業、甲府･峡東ごみ処理施設の

建設費などの起債償還金に充当していくものとします。 

 しかしながら、さらに市民の理解を深めていくためには、歳出の削減など行政も身を切る改

革をしていくことが必要と考えており、そのことを市民の皆さまに結果としてお示しするため

に都市計画税の課税をさらに１年間延長することといたしました。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 先日いただいた笛吹市都市計画税に関わる検討報告ということで、これを見ますとこの検討

会の開会が５回ありますけれど、実質的にこの内容について検討を加えたのはこの５回のうち

何回でしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 検討会の開催状況でございますが、１回目から５回目までということで、１回目から当然、

検討は加えているわけですけども、具体的に申しますと１回目については都市計画税の取り扱

いということで、過去の取り扱い方針等を確認する中で今後の進め方、検討事項の確認をした

わけですけども、当然その中でも過去の検討状況を確認する中で今後についての方向性もある

程度の検討はされました。また２回目、３回目については各担当部局ごとの検討シート、これ

に基づいて検討をしたところでございます。検討項目については対象区域の妥当性、変更の可
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否、また課税対象の可否、税率の可否、対象事業と充当の可否、財政状況や経済状況の検討、

市民への周知状況、その他ということでございます。４回目、５回目につきましては一定の方

向性に基づきまして報告書の素案を作成する中で、その素案の中身について再度検討を重ねて

きたというところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 今の説明から分かるように、要するに検討項目ごとにしっかり時間を取ってというような検

討ではなかったというふうに理解してよろしいでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 検討項目ごとに検討は、検討会の中では５回でございますけどもそれぞれ担当部局の中では

検討項目ごとにしっかりと検討を重ねてきて、この検討会に臨んでいるという考えでございま

す。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 なかなか全体での検討ではないというふうに捉えてもよかろうかと思います。どうしても、

この報告書、あるいは概要版でない報告書を見ますと今の条例どおりのものにもっていくため

の理由付けみたいにしか思えないわけです。例えばですね、１つ、この問題についてどのよう

な議論がなされたか答えていただきたいんですけれど、課税対象区域、これについてどのよう

な議論がなされたか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 課税対象区域につきましては、まず都市計画区域、現在の都市計画区域の変更は可能かどう

か。それから市街化区域を設定して課税区域とすることが妥当かどうか。また都市計画区域内

の一部区域を課税とすることということで具体的に下水道区域、あるいは用途区域のみに課税

をしていくことがどうなのか、その点について検討をしてきたというところでございます。そ

れぞれの部局の中でさまざまな考え方がやはりございまして、その都市計画区域全体に課税す

ることで、いわゆる周辺地域の人たちの考え方はどうかとか、そういった点についても中では

話し合われてきたというところでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 それでは用途区域、ここに限定しての、課税対象を限定しての議論、どのような議論でした
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か。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 用途区域については石和町の一部が用途区域に指定されているということで、土地の利用を

どうするかということで用途区域というのが設定されているというところでございます。そう

いったところで都市計画事業をその中だけでやるかどうかという部分ではございませんので、

用途区域自体の議論についてはほかの検討項目、特に都市計画区域とか下水道区域の中の検討

に比較すれば検討の時間は少なかったかというふうに私は認識しておりますけども、ただ用途

区域イコール都市計画事業をやるという考えではございませんので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 やはり私の立場から言いますと、もっと都市計画税を積極的に位置付ける必要があろうかと

いうふうに思っています。やはりこれは渡辺議員からもありました、背景としてはですね、地

価の上昇みたいなところから都市計画税をという形でしたけれど、今、都市計画税をどう考え

るかということは重要なことで、そういう背景がないわけです。やはり将来どのようなですね、

中心市街地を形成していくか。笛吹市の顔をつくっていくか。都市をつくっていくか。そうい

う観点からしっかり合意を、そこの課税される市民に合意を、あるいは業者の皆さん、企業の

皆さんに合意を得られる、そういう形でしっかり積極的に位置付けていく、こういうふうな形

で私は課税していく必要があろうかと思います。 

 都市計画区域ということでね、この最初にも書いてある、要するに都市計画区域は一体の都

市として総合的に整備し開発し、および保全する必要がある区域を指定すると言っていますけ

れど、そういうことで全域ということになっているというふうに理解は受け入れる。でも実際

問題ですね、本当に境川からこっちからかけて、御坂の一部は抜いてありますけれど、これを

都市的区域として本当に一体的に整備開発できるんですか。そんなプランができるんですか。

そういう現実的なことを考えてですね、もっとしっかり見直していただきたいというふうに思

います。これについて何か答弁がありましたらよろしくお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 市のほうでは都市計画区域を一体として都市的整備、生活環境を良好なものに保っていこう

ということで開発する部分もあろうし、規制を加えてそういう環境の保全を図っていくという

ところも都市計画の中にはあると思っております。そういった意味で直接的な受益は受けない

ケースもあろうかと思いますけども、間接的にその一体が生活環境が良好になっていくものと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 １１番、野澤今朝幸君。 
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〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 むしろ受益、どのような受益があるかということで都市計画税をかけていかなければ、これ

からは市民の合意は得られないというふうに思いますので、またこのへんの検討をお願いしま

す。 

 以上で終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で野澤今朝幸君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 ７番、神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 

 笛新会の神宮司です。 

 昨日からも今日の私どもの会派の野澤さんのほうからも今、出ていましたが都市計画税につ

いて、非常にこれ、１年前にですね、私どもの会派のほうから提案をさせていただきまして１年

延長すると。これは住民、市民の皆さんの説明、理解、合意形成が取れていないのでしっかり

と説明をしてほしい。そしてそのための１年延長だったんですね。野澤議員の質問のお答えの

中にもありました。趣旨はすごく分かりますが、私もこの５回の都市計画税にかかる検討会、

これ２回やってですね、もう３回目にはシートの検討内容のまとめについてということで、も

うまとめに入っちゃっていると。非常にこれね、庁内だけでの検討会であって市民に対する説

明がしていないんですが、これはどういうふうに捉えますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 検討会の内容については、まとめて市長に報告したのちに、また市民等への説明をして理解

を求めていきたいというふうに考えておったところでございます。たまたま市長選挙もござい

まして、市長の考え方もございます。市民の理解を得ながら都市計画については、課税につい

てを検討していきたいという方向性になりましたので、答弁にもありましたけども１年間を猶

予いただきまして、その間に市民の理解を求めていきたいというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 

 これはですね、選挙があったからとかというそういうふうな詭弁でなくてですね、これはしっ

かりと並行しながら進めていくべきだったなというふうに思いますし、１年間の中でみて、も

う過ぎようとしていますが少しも進展していない。そして住民への理解、これはどんなふうに

捉えていると、新しい市長、市長はどんなふうにお考えでしょうかね。 

〇議長（海野利比古君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 お答えさせていただきます。 

 昨年のですね、この議会で都市計画条例の１年猶予ということを議員発議のほうでいただい

たわけですが、その内容につきましては都市計画区域の見直しとかですね、そういう税条例の
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区域の見直しとかそういうようなものをもう一度、都市計画税条例を、中身をですね、１年検

討してさてどうするのかそれをやってくださいと、こういうことだったと私どもは理解してお

ります。本当に都市計画税条例というのは何が正しいのかということを今、議会の皆さま方に

ご報告をしているわけで、われわれはこう思っているというご報告をさせていただいたと、こ

ういう段階ですので、市民への理解というのは方針が、議会のご了承も得ながら方針が決まっ

たところで市民へのご理解をいただくと、こういうステップではないかといふうに考えており

ます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 

 言い訳みたいに、副市長、私は捉えてしまうんですけども、新しい山下市長はですね、選挙

前にアンケートが住民のほうからあったと思います。そのときに答えられたのが議会を含め、

私はこれまでの経過をしっかり聞いた上でこの問題には対応していきたいと、そんなふうに丁

寧に答えられておりました。それで結構だと思うんですが、この１２月議会で初めて就任され

て都市計画税を１年延長していくんだと。やはり同じようなことを結論として出されておりま

すが、それでもいいんですが、私は１年かかって、昨年の議員発議から。まだ説明もされてい

ない。方向も庁内の中でもあまり決まっていないような状況の中でですね、市民合意はなかな

か取れにくいというふうに思っています。このへんについて１年延長していくなんていう話は

いけないような気がしますが、テンポはそれでよろしいんでしょうかね。 

〇議長（海野利比古君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 お答えいたします。 

 今回お示しさせていただいている１年延長ということでございますけれども、都市計画税条

例につきましては、これは設置の根拠、これまでの議論の中で根拠がないとかですね、あるい

は目的税であるから課税がおかしいとかですね、こういう議論があったわけですが、そもそも

の設置の根拠、経緯ですね、それから条例の内容、これにつきましては私ども執行部としては

現行の条例のままというものが一番適当だというふうに判断をしているところです。それに対

して１年延長というのは何かというと、そうやって税条例があって取ることになっているんで

すが、さすがに市民の皆さまもなんの前触れもなくですね、これまで捉えていないわけですか

らご負担いただくということには抵抗があるだろうと。それには市民の皆さまのご理解を得る

ためには市の行政も徹底した歳出削減ですね、このようなことをやって、どうしてもここまで

削減しましたけれども、さらに市の将来の財政を見込めば、この都市計画税というものは取ら

なければやっていけない、こういう姿を市としても市民の皆さまにお示しをする。そしてそれ

らをお示しする中で新たなご負担をいただきたいということで説明させていただきたいと、こ

ういうことで考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 
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〇７番議員（神宮司正人君） 

 副市長とは何回もこの話をさせていただいてますので、副市長の考え方は僕もよく理解して

いますが、市民の方々の合意形成をするというのも大変なこと、徹底した身を切る改革でもっ

て財政を健全化していくんだと。なおかつ、そのほかに市民に負担をいただく。そのお考えは

結構ですが、とても１年やなんぼでもってね、身を切る覚悟での財政改革、これはできるもの

ではないというふうに考えていますが、いかがですか。 

〇議長（海野利比古君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 財政の健全化というのは将来を考えますと非常に重い課題です。ここで１年２年、徹底した

歳出削減をしたとして、それが将来的には例えば扶助費の増加を考えれば、とても地方自治は

やっていけないという状態であります。これはさらなる行政改革というものは、もうずっと続

けていかなければならない課題なんですね。ただ、都市計画税について言えばそういう、これ

まで３年議論をしてまいりましたけれども、もう入口での税条例が正しいのか、正しくないの

かとかそういうところはさすがに今回、結論をつけて、あと市民の皆さんに税負担が新たにあ

るわけですが、それはこういう理由ですよということを丁寧に説明をさせていただいてご理解

を得ていくと、こういうことが私どもの考えていることでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 

 非常に分かりにくい、市民ファーストでもって、新しい市長は市民第一、それを優先される

お考えでもって当選されています。副市長の話の中ですと、なかなか私は市民には理解できな

いというふうに思っています。というのは非常に土地の価値、石和の中心部のある程度のとこ

ろと５分の１ぐらいしかに満たないような田舎の土地かもしれませんが、今度農業遺産にも認

定されようとしているところで大きな屋敷をもってですね、標準的なものを対象にじゃなくて、

田舎のほうの方たちは、おじいちゃんおばあちゃん、一生懸命広い屋敷をなんとか維持して頑

張っている。そういう方にですね、都市計画税で今度掛けられる、シミュレーションをやりま

すと５分の１にならないんですね、１０分の１にならないんですね。ほかのところの甲府の、

石和の中心の方たちと同じような課税の、そんなに変わらない課税になってくる。非常にこれ

は負担だと思いますが、このへんはいかがですか。 

〇議長（海野利比古君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 税条例でございますので、条例の決めによって課税はされていくと。これ固定資産税がベー

スになっておりますので、評価額について差があるということは致し方がないことだと、こう

いうふうに理解をしております。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 
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〇７番議員（神宮司正人君） 

 いずれにしても大変な声がまわりではあがっています。特に石和と違って、この一宮、八代、

御坂、境川の農村部の方たちは大変な思いで農業を続けながら一生懸命頑張っているんですが、

そういう方のためにですね、これはもう一度エリアの見直し、課税をする範囲の見直し、これ

は説明をしないとかそういうふうな考え方だと思うんですけども、これはしっかりした上でもっ

てですね、市長にお願いします。ぜひこれはやっていかないと大変なことになると思いますの

で、この検討をするお考えはありますか。 

〇議長（海野利比古君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 市民の皆さまに説明する場合には、そもそもこの税がどういう税なのか、課税区域がどうい

う課税区域なのか、そういうことを丁寧に説明をしてまいる所存であります。 

 １点ですね、この場をお借りして申し上げさせていただきたいと思うんですけども、笛吹市

の都市計画税条例というものは、都市計画税というものは全国で見た場合に最もオーソドック

スな形なんですね。何も笛吹市だけが特別の都市計画税条例をつくっているわけじゃないんで

す。課税範囲は都市計画区域全体、それから税率については０．１から０．３まであるんです

が０．２、これは普通の条例だということをぜひご理解をいただきたい。 

 それからもう１点、普通の場合には家屋と土地なんですが、この土地には農地や山林も入っ

ているケースが多いんです。笛吹市の場合には宅地と雑種地に限定しておりますので、そうい

う点でも特に笛吹市だけが過酷な税条例を持っているわけではないということは、ぜひご理解

をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 神宮司正人君。 

〇７番議員（神宮司正人君） 

 いずれにしましても弱いものいじめ、弱者に対してしっかりとやさしい政治をしてほしいな

というふうに市長にお願いしときます。 

〇議長（海野利比古君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ９番、荻野謙一君。 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 笛新会の荻野謙一でございます。 

 通告どおり２問の質問をさせていただきます。１つは寡婦控除のみなし適用についてのお願

いでございます。２問目は、石和町の四日市場に建設しようとする市営住宅についてでござい

ます。 

 まず最初に山下新市政になって１回目、私の一般質問になりますが、山下市長はハートフル

タウン笛吹構想、三本の矢を放されたところでございます。この放された矢が市長の目指す実

り豊かな農業、２本目の矢が心豊かに暮らせるまち、３本目の矢がまた訪れたくなるまち、こ
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の３本の矢が的にしっかりと目的に向かうことを願います。ぜひ若さと実行力、スピード感を

持ってお願いするところであります。市長の私も一支援者といたしましても４年間を期待する

ところでございます。私も２期目のスタートといたしまして、当局間との緊張感を持った中で

是々非々の立場で市政にしっかりと厳しく取り組んでまいる考えでおります。 

 それでは質問に入りたいと思います。 

 まず１つ目の質問でございますが、寡婦控除のみなし適用の実施についてということでござ

います。 

 近年、統計によりますと母子（父子）世帯は全国で約１５０万世帯を超える勢いで増えてい

ると思います。増加の背景には結婚や子育てに対する考え方の変化があるようでございますが、

ひとり親家庭にはさまざまな面で社会や行政側の支援が必要となっております。同じひとり親

家庭でも結婚暦がなければ税法上の優遇措置である寡婦控除を受けられず、こうした格差を是

正しようと非婚のひとり親家庭にも控除を適用したとみなして、保育料等々など安くする自治

体が増えております。公正・公平からも山下政樹新市政が誕生した山下市政が目指すハートフ

ルタウン構想（心豊かに暮らせるまち）をスタートするにあたり、国に先行しての支援をお願

いするところでございます。 

 それでは質問いたします。 

 １つ目は、寡婦控除のみなし適用を実施しているこの県内での市町村はいくつあるかという

ことでございます。 

 ２つ目は、寡婦控除のみなし適用の市内における対象者数は何人いるのでしょうか、お伺い

します。 

 ３つ目といたしまして、寡婦控除のみなし適用実施に伴うこの市の財政負担額はどのくらい

かかる見込みがあるんでしょうか、お伺いいたします。 

 ４つ目といたしまして、この寡婦控除のみなし適用をぜひ山下市長、ハートフルタウン構想

が立ち上がった中で、ぜひ２９年度からの実施をするかどうか、市長にお伺いをいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに県内の市町村の状況についてですが、上野原市が保育料と学童保育料を対象に平成

２６年度から、甲府市が保育料を対象に今年度から実施をしております。 

 次に市内の対象者数についてですが、１０月１日現在の児童扶養手当受給者が６１５人おり、

そのうち、みなし寡婦の対象者は１０人ほどになると見込んでおります。 

 次に実施に伴う市の財政負担額についてですが対象者を１０人と想定した場合、保育料が約

１００万円、学童保育料が約３０万円、合計で１３０万円と試算しております。 

 次に２９年度からの実施についてですが、子育て環境の整備や子どもの貧困が全国的な行政

課題として取り上げられる中、本市においても取り組みの必要性を感じており、先進事例を研

究し整備について準備を進めております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 ９番、荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 今、部長の中の答弁で県内で実施しているところはお伺いしたところ２市でございます。そ

ういった中で、ぜひ笛吹市もほかの市に早めてぜひこれを実施していただきたいなと思います。

今、対象者人数も１０人程度ということでございます。これはぜひ結婚している、いろいろ結

婚していなくてそういった事情になった方、当然おるわけでございますが、そういったやはり

公平面からみてもやはりそういったことをやっていただきたいなと考えております。 

 今、予算についてもいろいろ保育料等々やっても１３０万円。こういった中で、ぜひ山下市

政が誕生して、この来年度の４月からこういったことを、目に見えた市民にやさしい心豊かな

暮らせるまちということの中でぜひ実施していただければと思いますけど、そのへん市長のお

考えはどうなんでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど２９年度からの実施について、準備を進めているというふうにお答えをいたしました

が現在、新年度の予算の積算をしているところでございます。その中で実施の準備というもの

で積算を進めているということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 挙手をお願いいたします。 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 非常に前向きなお答えをいただきましてありがとうございます。ぜひそういった形で、いろ

いろの、こればかりじゃないと思いますけども、いろいろな面でスピード感のある市政を進め

ていただければ、本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

 それでは２問目の質問に入りたいと思います。 

 ２問目の質問、今、市営住宅、四日市場に建設されようとしている問題でございますが、定

例会で私も一般質問で何回か質問させていただきました。今現在でも石和四日市場、市営住宅

建設が進めていますが、本当に当局はこの市営住宅建設が市の将来にとって必要な投資とお考

えているようですが、これからは官民一体となる市政運営が大事でないのでしょうか。本市に

おいても空き家はますます増加しております。市の空き家対策もあまり前に進んでない状況で

ありますが、今後この問題は深刻な事態になると私は考えております。そういった状況の中で

もまだ市営住宅建設をするお考えであるようですが、これからは子育て支援施策、スポーツを

通じた教育と精神力を含めた体力づくり、高齢者社会に向けての大人の体力増進施策を目指す、

目を向けたらいかがでしょうか。それでは質問させていただきます。 

 １つ、市当局はこの四日市場の市営住宅建設について再検討する考えはありますか。 

 ２つ目、市の将来に向けての投資にかえる子育て支援施策、考えはあるのでしょうか。例え
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ば子育て支援住宅と変更し、ワンフロアを子育てふれあい館、産前産後を迎えている方々がい

つでもそういった若い人たち、悩みがある方たちが集まり語り合える場所を、そういったフロ

アをつくったらいかがでしょうかということでございます。 

 ３つ目に空き家対策、空き家の利用について民間との協議、協定等を検討する考えはありま

せんか。これはこれから空き家がますます増えてくるわけでございます。そういった空き家を、

そういったものを民間と協定しながらそういった市営住宅建設でなく、そういった民間の家を

利用するというお考えでございます。その３つについて答弁をお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 答弁をお願いいたします。 

 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。 

 はじめに市営住宅建設の再検討についてですが、市営住宅四日市場団地の建て替え事業は四

日市場団地、石和長塚団地、広瀬団地の３団地を統合・建て替えするもので管理戸数３０戸の

団地であります。現時点で四日市場団地入居者は、８世帯はすでに民間の賃貸住宅や他の市営

住宅へ一時的に転居いただき住宅家屋を撤去し、これから土地造成を行う計画であります。 

 これまでご説明してきたとおり、公営住宅は低所得者で民間賃貸住宅には入居困難な方々を

対象とした住宅セーフティネットとして、国や地方自治体の責務で取り組む施策であります。 

 今回の公営住宅建て替え事業による本団地は、建設経済常任委員会の皆さまのご助言等もい

ただきながら、高齢者・障がい者・子育て世代の家族にとって少子高齢化時代に最適な住宅で

あることから今後も計画どおり事業を進めてまいります。 

 次に子育て支援施設等の考えについてですが、公営住宅ストックの活用として利便性の高い

公営住宅の敷地は地域の貴重な財産であり、その有効利用を図ることは周辺環境との調和、都

市の防災性の向上等、まちづくりの観点からも期待されています。例えば大規模な公営住宅団

地の建て替えにあたり、デイサービスセンターなどの福祉施設や保育所等の子育て支援施設な

ど、生活支援施設を併設するなど地域の生活拠点施設を整備することが重要とされています。 

 しかしながら市営住宅四日市場団地は大規模団地とは異なり、おおむね３千平米の敷地に

３０戸の世帯数と相応の駐車場を整備し、かつ日照など周辺環境への影響を極力少なくするた

めに建物の配置、形状、高さなどに配慮した建物であります。また、隣接には整備された第２保

育所、近くには市役所、笛吹中央病院、健康科学大産前産後ケアセンターなどがあり、周辺住

民の方々にとっても極めて住環境に恵まれた地区でありますので、既存の福祉施設等を活用し

本団地は住宅専用の施設として計画を進めております。 

 次に空き家利用について、民間との協議・協定等を検討する考えについてでありますが、空

き家利用は地方自治体が民間住宅を借り上げ、公営住宅法に基づく国庫補助を受けた公営住宅

として整備した上で対象者に低廉な家賃で提供する手法も考えられます。 

 しかしながら借り上げ公営住宅は先の議会でも答弁したとおり、財政的には建設方式の建て

替えと大差なく、さらに借り上げ期間終了後、新たな公営住宅の斡旋という課題もあるため、

市営四日市場団地の建て替えはこれまでどおりとし、空き家の利活用は考えておりません。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います 

 ９番、荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 部長の答えは私の想像どおりの答えでありました。一切、考え方は変えないという当局のお

考えです。その考えに対して非常に先ほど利便性、立地的に非常によい場所、隣りに保育園、

病院等、併設されております。そういった立地的に利便性のよい、環境的によい場所、だから

こそ私はもっとそういった、市長が目指す子育て支援政策のこの三本の矢に入っているこの充

実を目指す上でこそ、こういった子育て支援する、そういったものに特化したらということで

私は何回も一般質問しておるわけでございます。 

 本当にその市営住宅がここに建設されて将来の１０年２０年、本当にこれでいいのかという

ことを私は質問しているわけでございます。今この市営住宅が、進捗状況はどのへんまで、じゃ

あ進んでいるでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 現在、先ほどの答弁でありましたように現状を見てみますとすでにすべての８戸の、そこの

四日市場団地の住まれている方々については、その住宅は撤去してございます。これから土地

造成をするわけでございますけども、まさにその段階でございます。先ほども言いましたよう

にその８戸の皆さま方については、すでに一時的なことでございますけども民間の住宅、ある

いは他の市営住宅のほうに転居していただいております。 

 以上でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 この建設についてのあたってのこの実施設計等進んでいると思われますが、それはどこまで

具体的に進んでいるんでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 今年度、実施設計のほうは基本設計が終わったのちにすでに発注してございます。現在、ま

だ来年、その設計のですね、完成のほうは来年度、２月、３月を迎えるわけでございますけど

も、今、最終的な段階を迎えていると思いますが基本的には基本設計と同じような形で、ご案

内だと思いますけども、日照条件を考えながらちょっと躯体的には少し曲がっておりますと言

いますか、日当たりをよくした段階でありますので、そういったものをですね、具体的に、今

度個別にですね、一つひとつのものを設計するのが実施設計でございますので、その途中段階

でございます。 

 以上でございます。 
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〇議長（海野利比古君） 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 今、基本設計が進んでいるということでございます。そういった中で実施設計にその段階に

進むということでございますが、これ変更することは可能なんでしょうか。私が言っている、

この市営住宅建設でなくて、子育てに特化したそういったものに仮に部長がじゃあ変えろと、

市長が方針を変えろということで言われた場合、その基本設計をしている中で実施設計に進む

中でいろいろ国庫補助とかそういったいろいろな面がございますが、そういったことは可能で

あるのかどうか、ちょっとそのへんをお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 実施設計は今年度の契約でございます。来年の２月か３月ぐらいで完成する予定でございま

すので、現在もうかなりの段階で進んでおります。この時点で実施設計も国の補助とか、それ

からいただいているわけでございますけども、この段階で変更といいますか、それはもろもろ

ですね、国からの補助、交付金の関係、あるいは現にすでにそこに住まわれている方々につい

ては、期間を切って一時的に他の民間の賃貸住宅等に住んでおりますので、その期間等がござ

います。そこにはやはり家賃補助等も発生してきておりますので、そこらへんは今の時点です

と、もう民間さんとのしっかりとした契約がされておりますので、私の考えとしましては契約

の変更等は難しいと考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 あそこの場所にですね、市営住宅が建設されるということは一般市民が見てもおかしなこと

だなと、大きな、そういったいろいろなところからもそういった声もお伺いします。今、現状

から見ても私は当初は隣に病院等ございますから、この子育て、少子化問題についての産科医

療等のそういった施設ができればいいなという考えもあったわけでございますが、これは市当

局がそういった前からの継続事業ということで、こういったことに進められたことだと思いま

すが、ぜひ今後はですね、そういったことのないようにしっかりと１０年２０年先を見据えた

中、また今、問題になっている少子化、人口減少等、非常に難しい問題が抱えておりますが、

そういった中、ぜひこの再検討を私は望むところでございます。 

 そういった中で支所の中にも空き家対策ということで、この市内にも２千数百カ所という空

き家が今あります。そういった問題は先ほども、私も言いましたけど、これはあと５年１０年

経ったときには、これは重大な問題になると思います。これはそういった中で、見据えた中で

国のほうもいろいろと取り組んで、重点課題として取り組んでいると思います。そういったこ

とをぜひ見据えた中で今後、山下市政における三本の矢をしっかりと目的に向かうようにぜひ

私も協力、先ほど私も是々非々という立場の中でこれはやっていく所存でございますが、ぜひ

そういったことを踏まえながら、山下市政もそういった形で４年間に向けてやっていただけれ

ばと思います。 
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 そういった中で、最後にこの四日市場の市営住宅建設についての山下新市長にそのへんを一

言答弁いただけたら幸いだと思いますけど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 山下市長。 

〇市長（山下政樹君） 

 大変、荻野議員からですね、励ましていただいたり、厳しくいただいたりということで大変

ありがたいお言葉をいただきました。この四日市場のですね、市営住宅に関しては、私も正直

申しましていろんな意見を持っておりました。就任当初からですね、この問題に関してはかな

り当局とやりやってまいりました。答弁の中でもう少し触れてもいいのかなとは思いましたけ

れど、いずれにしましてもですね、たしかに今、笛吹市の中にはですね、公共のいわゆる市営

住宅というのはたくさんございます。そして鉄筋のもの、そして木造のもの、いわゆる大きく

分けてこの２種類がある。この中で本当にもう木造的な部分のものに対してはかなりの限界が

きている。正直申しまして。ただ、なかなか住居している方々はですね、なかなかやっぱり住

み慣れたところを移動したいという思いはなかなか正直言って薄いんですね。ですからこうい

うところをこれから地域の入っている、居住されている方々と相談していかなければならない

ということがまず大きな問題が一つある。それともう１つは当然のごとくもうかなりの老朽化

でございますから統合していかなければいけない。その第一弾としてこの問題があるというふ

うなことを、もう少し部長のほうから答弁の中で触れれば、もう少し議員の先生方も分かりや

すいのかもしれませんけど、いわゆるこの市営住宅をこれから１０年２０年３０年、いわゆる

もっともっと笛吹市は一生続いていくわけですから、そういう中で低所得者の中の皆さんにど

う提供できるかという計画をですね、これからもちょっと立てようではないかと。その中でこ

の第一弾として合併特例債を使うんだと思いますけれど、低利の合併特例債を使って皆さん方

に提供しようじゃないかということでございます。 

 それともう少しお話しをさせていただくと、３０戸のうち現在２１戸ぐらいがいわゆる現在、

入っている方々にご入居いただけるということでございます。残り９戸のところ、部屋がまだ

これから募集をかけるということでございます。ここの部分に関して今、非常に当局とやりやっ

ております。というのは当然のごとく今、市営住宅を希望している方が３４名ぐらい、組です

かね、いらっしゃるというふうな私、認識を持っておりました。そういうふうな方々を優先的

にということはできないのかなと。そうすれば、当然のごとく民間に入ろうと思っている人じゃ

ないわけですね。希望を持って市営住宅に入ろうとしているわけですから。こういう方に少し

でもそういった市営住宅というものを提供できるのかなと。単純に残りの９戸をさあ、どうぞ、

皆さんにお使いくださいといったら、今、中には所得のぎりぎり良い方もいますし、本当に厳

しいという方もいらっしゃるかもしれない。その方々が全部いっしょくたになってしまうとい

うことでございますから、このへんのいわゆる子育て世代の方々の低所得者の方々をある程度、

限定していくのかというふうな、いろんな縛り方というのはこれからあるかと思いますので、

残り、いわゆる、今までいた２１の方はそのまま入っていただく、当然ですね、統合ですから。

残りの９の部分、空いている部分に関してどういうふうな使い方をするのか、入っていただき

かたをするのかということをこれから当局とよく研究していきたいと思いますし、また議員の

先生方からいろいろご指導をいただければというふうに思っています。 

 以上でございます。 
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〇議長（海野利比古君） 

 荻野謙一君。 

〇９番議員（荻野謙一君） 

 ありがとうございました。ぜひこの中へ子育ての支援施策も少しでも入るような形で、でき

る限りであればしていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で荻野謙一君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問はございますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２０番、中川秀哉君。 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 公明党の中川秀哉でございます。 

 それでは議長の許可をいただきましたので、通告に従いましてこれより一般質問をさせてい

ただきます。 

 はじめに、このたび笛吹市議会議員選挙におきまして笛吹市民の皆さまより四度目の負託を

いただきました。私はこれまで以上に笛吹市政発展と市民生活向上を目指して、山下市長とと

もに政策実現のため切磋琢磨して、しっかり働いてまいるのでどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは今回、質問をさせていただきます１問目といたしまして山下市長の掲げるハートフ

ルタウン笛吹政策のうち子育て支援政策について以下のとおり伺うでございます。 

 山下市長は先の市長選でハートフルタウン笛吹という政策を掲げ当選されました。このハー

トフルタウン笛吹とは働くお母さんが安心して子育てができ、お年寄りが生きがいを持ち健康

で暮らし、市民の皆さまが心豊かに元気に暮らせるまちのことといたしまして、住みたくなる

まち、住んでよかったまち笛吹づくりを目指されております。 

 わが公明党といたしましては生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義を貫き人間、人類

の幸福追求を目的といたしまして開かれた国民政党としております。これまでわが党が訴えて

勝ち取ってまいりました教科書無償配布や児童手当の拡充など、地方議員と国会議員とのネッ

トワークで庶民の生活に密着した政策実現をしてまいりました。今回は公明党の理念を最も近

い幸せ実感、心豊かに暮らせるまちのうちで子育て支援について以下のとおり市長ならびに市

当局のご見解をお伺いいたします。 

 １．待機児童ゼロ宣言で保育所・学童保育の定員見直しは。 

 ２．働くお母さんのために病児・病後児保育の拡大は。 

 ３．育児休業中でも通園できる認定こども園の推進は。 

 ４．育児の悩みを地域で支えるファミリーサポートセンターの開設は。 

 ５．お母さんの妊娠期から切れ目ない政策体制の充実は。 
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 ６．その他、人口減少社会や子どもの貧困に対する主な支援政策はでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに保育所・学童保育の定員見直しについてですが、現在保育所において待機児童は発

生しておりません。定員につきましては私立保育園では施設の規模、経営方針、公定単価の基

準などにより、園が独自に必要職員を確保し学齢年齢ごとの定員を設定しております。また公

立直営保育所にあっては、施設の規模と配置できる保育士・調理員をもとに利用定員を決定し

ております。 

 全国的な保育士不足の現状から保育士の確保が難しい状況や少子化による児童数の減少が現

実となる中、単年度の入所希望に即して職員体制を取り、定員を増減させることは保育園の継

続的な運営を考慮すると難しい面もございますので、各園と相談しながら入所の弾力運用など

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 学童保育については昨年度、利用対象を小学３年生から６年生まで拡大いたしました。また

本年１０月からは市内に住所がある支援学校などに通う児童も受け入れの対象といたしました。 

 利用年齢の拡大により年度当初に一部の学童保育室において待機児童が発生しましたが、途

中退所児童も多数発生しているため、現時点で待機児童はおりません。しかしながら、年度当

初より満員状態のクラブや定員を超えて受け入れを行っているクラブもありますので、各クラ

ブの利用状況を検証しながら、低学年児の優先利用や小学校の教室利用について検討を行って

まいりたいと考えております。 

 次に病児・病後児保育の拡大についてですが、現在市内には受け入れを行っている施設がな

いため、甲府市内の施設に受け入れをお願いしております。利用対象につきましては、本年１０月

より利用上限を小学３年生から６年生まで拡大をいたしました。 

 今後は近隣自治体と連携して広域利用の検討を進め、病児・病後児保育室のさらなる利用拡

大を図ってまいりたいと考えます。 

 次に認定こども園の推進についてですが、現在市内には４園の認定こども園があり、さらに

来年４月には１カ所の保育園が認定こども園へ移行を予定しております。 

 認定こども園は３歳から５歳児で教育を希望する１号認定子ども、いわゆる幼稚園に通いた

い児童について、保護者の就労状況にかかわらず入所できる枠があることですが、この１号認

定子どもの受け入れは園の定員内で行われることから、認定こども園の増加が０から２歳児の

未満児の保育枠に影響を及ぼすことも懸念されます。 

 この０から２歳児の未満児の入所希望が増加している本市の状況に鑑みますと、認定こども

園の急激な進行は保育環境にも影響を及ぼすことも考えられ、今後の保育需要を見極めながら

保育の方向性を検討してまいりたいと考えます。 

 次にファミリーサポートセンターについてですが、現在市内のＮＰＯ法人に運営を委託して

おり、平成２７年度末の実績で手助けを求める依頼会員が４７３名、手助けをしたい協力会員

が１８５名、両方への登録会員が５２名、延べ７１０名が登録し２千件を超える活動が行われ
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ています。協力会員の増加に向けて、昨年サポーター養成講座を実施し会員数も年々増加をし

ております。 

 今後も事業の周知を図るとともに、子育て支援センターとも連携する中で事業の拡大を図っ

てまいりたいと考えます。 

 次にお母さんの妊娠期から切れ目のない支援体制の充実についてですが、本市においては出

産前から母子手帳交付時の相談など保健師による支援から出産後の赤ちゃん訪問、また市内に

設置された産前産後ケアセンターなどと連携し、不安が強い方への支援を行っています。さら

に４カ月から５歳まで乳幼児健診において専門職による支援、二次的相談による子どもや保護

者の不安軽減を行っております。 

 市内の全保育所・幼稚園の保育士、幼稚園教諭との情報交換をはじめ、ふえふき相談室や小

中学校、子育て支援課・児童相談所などと連携した支援にも取り組んでおります。 

 このように本市においてはきめ細かく子育て支援を展開しておりますが、さらに時代のニー

ズに合わせ、多世代包括ケア情報クラウド化推進事業によりウェブ上の「ふえふき子育て広場」

を１０月からスタートさせ、お子さまの予防接種や健診データ、子育て日記を簡単に記録でき

る電子母子手帳のアプリ構築に取り組んでおります。 

 次にその他の人口減少社会や子どもの貧困に対する主な支援対策についてですが、人口減少

社会対策では結婚相談事業、不妊治療費支援事業による出生数の増加への取り組みのほか移住

定住対策など各分野での取り組みを強めております。 

 子どもの貧困支援につきましては家庭相談員、母子自立支援員の配置、庁内連携はもとより

児童相談所などの関係機関との連携により、深刻な貧困状態に陥る手前で救済の手を差し伸べ

られるよう相談支援体制を整えております。 

 また具体的な支援対策として、小中学校要保護および準要保護児童生徒援助事業やＮＰＯ法

人への業務委託による学習支援事業のほか、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援

事業についても本年度より実施をしております。 

 さらに１２月５日には子どもたちが安心して暮らし、すこやかに成長していくことができる

地域づくりの取り組みとして、市、市教育委員会、認定ＮＰＯ法人フードバンク山梨による子

どもの貧困対策連携協定を締結し、フードバンクこども支援プロジェクトに取り組むこととい

たしました。 

 今後も福祉・保健・教育などの各分野が官民の垣根を越えて連携し、貧困の連鎖を断ち切り

次代を担う人材を育ててまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 ２０番、中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。それでは１つ目の待機児童ゼロ宣言という中で保育所の中でござ

いますけども、現在、公立の保育所と私立の保育所、それぞれの中で延長保育を伴う保育所は

どのぐらいあるのかお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 延長保育につきましては延長保育を実施していない公立施設が２施設、私立、民間の保育所

では４施設となっております。公立の保育所が１４施設ございますので実施しているのが１２施

設、民間が８施設でございますので４施設が実施をしているという状況でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。では子育てガイドブックの中では公立の１４のうち１０、私立が１１の

うちの５が延長保育ができるという形で書いてございますが、さらに進んでいるという判断で

伺いました。 

 ちなみにこの延長保育に伴う費用負担が発生するのはどのくらいあるのか。またいくらぐら

いかお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 延長保育と申しますのは通常、昨年から給付に変わっている中で、８時間の短時間保育と標

準保育といわれる１１時間保育とがございまして、この１１時間を超える部分について通常、

延長保育の部分というふうに考えております。 

 ここで費用が発生しておりますのも、内容的には各園の考え方の中でございますが公立の保

育園では指定管理を行っている保育園が延長時間をさらに過ぎた場合に１００円の徴収をして

いるというのを１件伺っております。それから民間では一定の時間を超えた場合には夕方にな

りますからお腹が空く子どもさんもいるということで、おやつ代として徴しているところが３カ

所あるというふうに伺っております。いずれも１回のおやつ代については１００円程度だとい

うことでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 この、いわゆる延長保育をされている対象児童というのはどのくらいか把握されていますで

しょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ちょっと人数的には各園のほうでございますので把握はしておりません。また調べさせてい

ただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。今、るるお伺いしましたのは昨今、市民相談を行う中で自宅からほ
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ぼ１００メートル以内にある私立保育園が延長保育でお金を取ると。ですからできるだけお金

を取らない公立保育園のほうに移りたいんだけども、定員がなかなかオーバーで入れない。そ

ういう中で仕方なく市外のご家族に病気治療中のご家族に面倒をみてもらいながら１年過ごし

てきたけども重くなって大変だと、なんとかしてほしいとこういうご要望をいただきました。

先ほど待機児童がゼロというお話を伺う中でですね、保育所についてはまだまだその定員の中

で必要とされる方が多くいらっしゃるといううち、今お話ありましたおやつ程度、１００円程

度ということでございます。そういった部分について何か負担をしなければいけない。それは

ほかのお子さんとの共有というんですかね、そういうことも含めてあげる子とあげない子がい

るという差別があってはいけないということもあると思いますが、そういった部分についても

ですね、ぜひ市のほうでご理解をいただくわけにはいかないかということをお伺いしたいと思

うんですけど、そのへんについてはいかがでございましょう。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど申しましたように、保育のほうが給付の考え方になりまして標準保育というのが１１時

間保育ということでございます。そこからおおむね３０分くらいが延長保育というふうな定め

の中で公立保育の保育所の場合は、ほとんどの保育所がその延長保育を実施をし、そこの中で

は特に費用は取っていないと。先ほど言いましたようにある、指定管理の保育所、１園取って

いるというのは３０分の延長保育のところでは取っていないんだけれども、それ以降になると

今度は職員の体制を超えて遅くなってしまう体制になるので、そのところで夜間７時を過ぎる

と１００円を徴収しているというのが指定保育所の１園の考え方でございました。 

 それから他の民間保育所につきましては、６時１５分を過ぎた場合におやつを与えるという

か、おやつを差し上げるので、そのあれとして１回１００円を徴収していて７時１５分までの

間は一応お預かりをしているというのが１園ございました。それから別の園では１回１００円

で飲み物とお菓子をおやつとして差し上げていると。月にすると、月全体を延長を希望する場

合には月で千円だということでございました。また別の民間保育園では１回１００円というふ

うなことでご負担をいただいていると。それからそれ以外、お金を取っていないんだけれども、

ある民間保育園ではその１１時間保育の中で夕方お腹が空くであろうから、それが必要、お腹

が空くことが心配されるご家庭ではおやつをご自宅から持たせてくださいと、夕方食べさせま

すよというような対応をしているというような考え方でございました。先ほどご質問のあった

利用料を、延長保育の料金を徴しているというところでは、各園の判断で行っておりますので

公立保育園の中ではほとんど、直営のとこはまったく取っておりませんので、そういう意味で

はこれを一律に市のほうでこうしろというふうなことは、現在では考えておりません。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 またこの件につきましては、おいおいまた実際をですね、確認させていただきながら進めさ

せていただきます。いずれにしましてもやはり入園料をしっかりいただく中で、さらにそれに
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個人負担がかかるということになりますと、やはり負担感も多くなってくるということもござ

います。子育て世代に優しい笛吹市をつくるということでございますれば、ぜひともその点に

つきましても公平な部分でですね、進めていただくように。また指定管理でですね、その部分

が分からないであれば、逆にその指定管理についてもしっかり検討していかなければいけない

ということも考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、すみません、５番目のですね、お母さんの、妊娠期から切れ目ない支援体制の

充実でございますが、るるございましたが笛吹市には県の産前産後ケアセンターをいただく中

で県内外からさまざまな注目をあびているというふうにも伺っております。その中で私が議員

活動の中で伺う中では、なかなかこの利用者が少ないというふうに言っております。その中で

はやはり利用料金が高いという話を伺います。いろんな部分で県と市との負担もいただく中で

ございますが、１回の利用料がどうしても６千円からするということでございます。これにつ

きましてもやはり今、新しい妊娠の、大変若いお母さんもいらっしゃれば経産婦、いわゆる時

間が空いてから妊娠をされるお母さんもいらっしゃる。その中で経産婦のお母さんから自分が

前に産んだときとは、まるでちょっと内容が違うので困っているというようなお話も伺います。

そういった部分も含めますと、そういういろんな要望をですね、伺う中で、ぜひこの産前産後

ケアセンターを一度はお試しをしていただくという意味の中でですね、そういったお試しクー

ポンというものをですね、ぜひお願いする中で、これは限定で構わないと思いますけども、そ

ういう中でさらに口コミの中でしっかり広めていただくということはできないか、これを伺い

たいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 保健福祉部長、風間君。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをさせていただきます。 

 笛吹市内、石和町にできました県が健康科学大学のほうに実施を、運営をさせている産前産

後ケアセンターでございますが、この事業につきましては、県からの計画ができたときから笛

吹市の担当保健師も含め、県内の各自治体からさまざまな関係者が集まってどのような形で実

施をするかという協議をして運営方法等については計画を立ててきたというふうに伺っており

ます。 

 今回の宿泊型の産前産後ケア事業につきましては、医療的な措置は要しないものの育児への

不安や負担感を有する産後４カ月までの母親とその乳児が宿泊しながら母体のケアと育児に関

する相談、沐浴、授乳等の指導等の支援を助産師等が提供する事業ということで県内に在住の

母子で産後４カ月までの母子であること、また不安感や負担感があり、家族と周囲の支援が受

けられない方ということでございまして、必ずお住まいの市町村にお問い合わせをしていただ

くということになっております。先ほど申しましたように笛吹市の場合、産前の母子手帳の交

付時の相談の時点でこの方についてはちょっと心配な点があるなということを発見したり、そ

れから産後の赤ちゃん訪問をほとんど９６％くらい行っておりますので、そういった方の中に

特に不安感の強い方については、保健師が重点的に訪問をして支援を繰り返しております。そ

れからその中ではもちろんこうしたものを、産後ケアセンターを使うことが必要、もしくは希

望があるという方についてはご紹介をしながら案内をしているところでございます。 

 本来の目的がそういった不安や負担感のある方ということに限定された施設でありますので、
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必ずしも利用が増えるということは、われわれ側からすると好ましいことではないということ

があります。その一方で利用が増えないということについては、県全体の事業でございますの

で笛吹市だけではなくて、他市町村の状況等も見ていかなければならないんだろうというふう

に思います。 

 ご質問のお試しにつきましては、その６，１００円の自己負担がございますのですが、産後

の期間の中でお試しをするという、ちょっと利用状況が分かりにくくなっています。特に費用

の点で言いますと低所得者の方が特別手厚い、豪華ホテルなみのこの内容を体験をして、また

ご自宅へ帰って不安がさらに増強してしまうような事態になりますと、支援をする側が非常に

大変な状況になってしまいますので、ご紹介はしますけれども、負担のところは今後また検討

させていただくということとお試しという中身については現状では今、考えてはおりません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 部長のほうからですね、ちょっと理解しがたい部分がありますけども、やはり産前産後とい

うことで、やはりこれから産み育てようという若い世帯、お父さんお母さんの対象というふう

にも聞いてございますので、しっかりそういった部分も出生率増加を目指すということも含め

て対応をしていくべきであろうと。これは国のほうでも進めていらっしゃることだと思います

ので、市のほうについても、ぜひともそのようなご見解をいただければと考えてございます。 

 また人口減少の社会、この中で子どもの貧困という部分につきましても、これまでの新体制

があるというふうにも伺いましたが、この実際、援助している方の人数というのはどのぐらい

か、お伺いできますでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ちょっと数、支援の数ということについては現在数字を持ち合わせておりませんが、産後の

赤ちゃんケアにつきましては、県外への里帰りだとか入院中の方を除いた９６％の方に家庭訪

問をしておりますし、また今の産前産後ケアセンターとも連携し、また子育て支援センターや

ホームスタートなどとも連携した中で不安の強い方への支援を行っております。さらに先ほど

も言いましたが４カ月から５歳までと言いましたが４カ月、１０カ月、１歳６カ月、２歳、３歳、

５歳という形で乳幼児の健診を実施し、そこでは臨床発達心理士といったスタッフもそろえて

具体的な支援を行っております。また二次的な相談というのは、特に発達の心配があるような

方を発見した場合の相談でございますので、笛吹市の場合、発達障害に関して言うと県内でも

非常に稀なと言いますか、きめ細かい支援体制を取っているというふうに自負しております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。１問目の最後といたしまして、この産前産後ケアセンター、健康

大学が主体でやられている県の事業でございますけれども、やはりそこへの相談が、２４時間
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３６５日できるということでございますが、この電話番号というのは一般の電話番号であると

いう事実があります。子どもの支援に対しては♯８０００番とかですね、それぞれ国の支援等

もある中で今後、やっぱりフリーダイヤルというのは最低限でも必要だろうというふうに思わ

れるわけでございますが、これは全国、県内、県外ともそれぞれあるというふうにもあります

ので、できる限り市の代表番号、もしくは指定番号にかけると無料でつながるというような、

そういった方策が可能かどうかお伺いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員のほうからご紹介をいただきましたように健康科学大学の産前産後ケアセンターと

いうことで電話番号が載せられております。これについては県の委託事業というか、でもござ

いますのでそういったことがご意見があったということについては、また機会をもってお伝え

をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ぜひこれは山下市長にもお願いしたいところなんでございますが、地元選出の堀内先生は厚

生労働大臣政務官ということでもございます。私ども与党といたしましてもしっかりサポート

させていただくわけでございますけども、内部の中から訴えていただく中でぜひそういうフリー

ダイヤルをしていただくようにお願いしたいと思います。 

 それでは２問目に移らせていただきます。参議院選挙ならびに笛吹市長・市議会議員選挙の

総括について伺うでございます。 

 本年７月の参議院選挙から選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられ、１８歳選挙権が導入さ

れ、若い有権者の投票行動に注目が集まったとの新聞記事を確認いたしました。その内容とい

たしましては全国の１８歳、１９歳の有権者は約２４０万人で全有権者に占める割合は２％に

過ぎないわけでございますが、高齢社会が進む中、当然のことながら各党の政策に若者向けの

視点を重点的に反映されるなど変化が起き始めているということでございます。総務省の発表

によりますと投票率は５４．７０％、戦後４番目に低い結果となり１８歳、１９歳に限っても

４５．４５％で５割に届かなかったとございました。ただし、今回を２％下回った前回の参議

院選挙で、２０歳代の投票率が３３．３７％だったことに比べますと高い数字であるとも言え

ます。社会的に関心を集めたことが今回の１８歳、１９歳の有権者の投票を後押ししたものだ

ろうといわれております。 

 また１８歳の投票率は１９歳より１０％以上高かったということもございました。これは１８歳

選挙権を導入を機に高等学校などで１８歳を対象にした主権者教育が行われたことによる効果

ではないかと言われております。 

 新しい有権者が政治への関心を高める上で主権者教育は欠かせない、選挙管理委員会の協力

を得て模擬投票を行うなど独自の工夫を行った地域もあり参考にしたい。その一方で政治的中

立性を守るという点で苦慮した学校も少なくなかったという。各自治体や学校間で情報交換を
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するなどして主権者教育の充実を努めてほしいということが書いてありました。 

 本市におかれましても法改正後１８歳以上の新有権者も参加した本年の７月と１０月に実施

されました参議院選挙ならびに笛吹市長・市議会議員選挙の総括について、以下のとおり市長

ならびに市当局のご見解をお伺いいたします。 

 １．法改正後１８歳以上の有権者数を含む投票率向上に向けた取り組みは。 

 ２．法改正後を見越した予算計上ならびに予算執行はできたか。 

 ３．期日前を含む投票作業において懸案事項はなかったか。 

 ４．開票作業において懸案事項はなかったか。 

 ５．今回の総括と今後の検討課題についてを伺います。 

〇議長（海野利比古君） 

 答弁を求めます。 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに投票率向上に向けた取り組みについてですが、公職選挙法の改正により選挙権年齢

が２０歳から１８歳に引き下げられたことを受け、市では選挙啓発のための取り組みを促進し

てまいりました。 

 主な取り組みとして、広報ふえふきに若年層でも分かりやすい選挙啓発記事をシリーズ化し

て掲載するとともに、選挙執行の際には選挙啓発チラシを新聞折込をいたしました。また参議

院議員選挙前の本年５月には、笛吹高校において選挙の仕組みや公職選挙法について生徒に学

んでもらうため出前学習会を実施し、さらに市長・市議会議員選挙の告示日には笛吹高校の生

徒にも参加をいただき、市内の大型商業施設で選挙啓発運動を実施いたしました。 

 次に法改正後を見越した予算計上ならびに予算執行についてですが、選挙人名簿システムの

改修など法改正により必要な予算措置は適切に計上し、執行できたものと考えております。 

 次に期日前を含む投票作業においての懸案事項についてですが、ご承知のとおり市長選挙・

市議会議員選挙において投票用紙の誤交付がございました。あってはならないことから投票事

務を適切に執行するために、一つひとつの作業において点検・確認作業をしっかり行うよう徹

底をしたところであります。 

 次に開票作業においての懸案事項についてですが、笛吹市は開票作業の迅速化に取り組むと

ともに適性・正確な開票事務の実施に努めてまいりました。 

 今年行われた選挙においても、開票作業や疑問表の審査、集計作業などおおむね適切に執行

されたものと考えております。 

 次に今回の総括と今後の検討課題についてですが、市長・市議会議員選挙における投票用紙

の誤交付という重大なミスは重く受け止めなければならないと考えておりますが、その他の投

開票事務においてはおおむね適切に執行できたものと考えております。 

 また、低調である投票率を向上させることが本市の大きな課題として挙げられます。今後も

継続的に選挙啓発活動について積極的に取り組み、この改善を図ってまいりたいと思っており

ます。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 ２０番、中川秀哉君。 

〇２０番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。１８歳以上の有権者を含む投票率向上ということで、るる笛吹高校

を中心に積極的な支援をしていただいたというふうに伺いました。私も前回、６年前ですかね、

やはり選挙の投票に関して今後、その１８歳以上に引き下げられることを想定しての若い有権

者を当てたボランティア体制の確立を訴えたわけでございますが、その部分についても今回の

ような形で実現できたというふうに評価をさせていただきたいと思っております。 

 今回もいろんな部分でチェックをしていかなければいけないということもございますが、先

の９月の議会におきましてですね、市長選、また市議会議員選挙の・・・。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上、時間でございますので中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問までを続けて行いたいと思います。 

 １４番、渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 中川秀哉議員の関連質問をさせていただきます。 

 学童保育のことに関してさせていただきます。 

 学童保育に対する、各場所場所にありますけども、職員数についてどのような対応になって

いるかお願いいたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 数字を持ち合わせておりませんので、のちほど報告させていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 たしか足りているところと少なめのところがあったように思うんですね。これが改善されて

いればいいんですけども、子どもさんによっては活動が激しい子どもさん、またいろんな子ど

もさんがいらっしゃって、先生たちがそっちのほうに手がいってしまって平等に子どもさんた

ちを見てあげているのかどうか。そのへんの関係で、そちらのほう、市のほうでもいろんなこ

とでもってご意見なんか、職員の方々の意見もあがっているんではないかと思いますけども、

そのような、もっと増やしてほしいとかそういった声を聞かれているのかどうか、そういった

ことを教えてください。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 失礼しました。先ほどの数字がちょっと見つかりましたので、先に。 

 支援員につきましては、市内の学童保育クラブの支援員については６１名でございます。そ

れから今のクラブによっては定員のところが、定員はすべて超えてはいないわけですけれども、
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人数が少し支援員に対して多いんではないかというふうなところとかがあるかということでご

ざいますけれども、特段それによって大きな事故や問題が起きているということを聞いてはい

ないわけですが、ただ障がい児の受け入れ等も行っておりますので、そういった点では加配を

しながら取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 いろんな皆さんが、支援員の方々が一生懸命やっぱり働いてくださって、そして事故が当然

起きないように、それは最善に、注意して見てくださっています。でも本音というか、そうい

うところはもっとこういうことをしてほしいということは、意見としていろいろさまざま持っ

ているようですので、どうかそういった方々の意見をこちらからも積極的に取り入れていただ

いて安心して子どもさんたちが平等に見られるように、一方的に、障がい者の方に手がかかる

とかそういうことではなくて元気なお子さんでも活動が違いますので、どうかもっとこういう

ことを自分たちは全般的にやりたいんだけど、手が足りなくてできないとか、そういったこと

もあるようですので、どうか各場所場所によって声をもういっぺん吸い上げて、より改善して

市内の子どもさんたちが本当によく面倒みてもらって先生たちも充実感あふれる、そういった

仕事場にできるよう今後ともご指導をお願いいたしますけど、よろしいでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 現在、子育て支援課でも各児童クラブのほうにはたびたび担当が出向いて直接お聞きをする

ように心がけておりますが、今後もそういったことには特に注意しながら進めていきたいとい

うふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 以上、関連質問ございますか。 

 １９番、川村惠子君。 

〇１９番議員（川村惠子君） 

 すみません、１問目の子育て支援に関する関連質問をさせていただきます。 

 生活困窮者自立支援事業の中で、今年度新たに子どもの学習支援事業を行っていただいてお

りますけれども、現状と課題とまた今後の課題をお聞かせください。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどご案内しました子どもの生活困窮者自立支援法の中での子どもの学習支援事業につき

ましては、現在３名の方が利用をしたという実績でございます。この中で課題と言いますのは

本市の取り組みは塾のようにどこかへ集めてやるということになりますと、さまざまなリスク
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といいますか、子どもさんたち同士のちょっと不都合な部分が生じるということもございまし

て、家庭教師のようにご自宅を訪問する形で実施をしております。こういった点で、教育委員

会とも協力をしながら情報を伝達していただくわけですけれども、なかなかその利用に結び付

いてこないというのがございます。このあたりはさらにまた学校現場や教育委員会とも相談し

ながら利用できるような周知、あるいは呼びかけの方法を考えていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 ほかに。 

 １９番、川村惠子君。 

〇１９番議員（川村惠子君） 

 今の３名の方が利用されているということですけれども、本来ですと対象者は何人いらっしゃ

るんでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 対象者、生活困窮者自立支援法ですから本来であれば生活に困窮している、あるいは低所得

のご家庭の方へのお子さんへの支援ということでございます。それによりまして学習が、学力

が落ちていって負の連鎖といいますか、それを防いでいこうということですから、この低所得

の方々のすべての子どもさんの実態ということになりますと、われわれのほうではちょっと把

握はしておりませんが、学校教育委員会での要保護、準要保護の児童がそれがイコールなのか

ということになると、ちょっと数はまたご報告をさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 １９番、川村惠子君。 

〇１９番議員（川村惠子君） 

 笛吹市独自といいますか、先進的にこの支援事業を行っていただいておるわけですので、ぜ

ひこの事業がさらに困窮者の学習の平等感といいますか、そういった意味では新たにまた見直

しをしていただいて、対象者の方に一人でも多く利用できるような形を継続していただきたい

ことを望んで関連質問を終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 ほかに関連質問。 

 １４番、渡辺清美君。 

〇１４番議員（渡辺清美君） 

 ２問目の選挙の総括に関してですけども、開票立会人の方たちもそういうことを言っており

ましたけれども、疑問票というかそういうのが出た場合、早めに渡していただかないと時間に

急かされてゆっくり見てられないというようなこともあったようですけども、そのへんの反省

点とかありますでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 総務課長。 
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〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 今ご指摘のとおりですね、疑問票をですね、開票立会人さんにお渡しするのはどうしても最

後、正規の票が流れた終盤のほうにまわしたということで実施しましたので、ご指摘のとおり

ですね、もっと早い段階で順次流せばもう少しスムーズなですね、票の確定ができたのかなな

んていうこともわれわれも感じておりますので、ぜひですね、ご意見を持ち帰りまして担当と

もまた研究してまいりたいと思います。ありがとうございます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 そのほか関連質問はございますか。 

 （ な し ） 

 なければ関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１０分 

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

再開  午後 １時２９分 

〇議長（海野利比古君） 

 一般質問を続けます。 

 なお、志村直毅議員の一般質問を行う前に保留になっております中川秀哉議員の再質問の答

弁を先に行います。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 午前中、中川秀哉議員のご質問、保留にさせていただいた部分についてご説明いたします。 

 延長保育児童の利用者数ですが、平成２７年度の実績といたしまして公立保育所で３１６名、

私立保育所で２０８名、計５２４名が延長保育を利用しております。 

 なお、延べ利用回数につきましては２万２，５６１件でございました。 

 併せてそのあとの生活困窮者の、川村議員のところの保留も一緒に説明させていただきます。 

 生活困窮者自立支援法の学習支援の対象となる児童はどのくらいかというお話しだったかと

思いますが、先ほど言いましたように対象を絞り込むのは非常に難しいところがございますの

で対象と思われる方の数についてご報告します。 

 生活保護の受給者の中では小学生が８名、中学生が８名の１６名。また学校の要保護、準要

保護では要保護が４名、準要保護が５５１名、計５５５名。それから児童扶養手当の受給者に

ついては６１５名となっております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは一般質問を続けます。 

 １３番、志村直毅君。 

 志村直毅君。 
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〇１３番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 

 まず山下市長におかれましては、先の市長選挙におきましてご当選され、１１月１４日から

のご就任おめでとうございます。笛吹市の宝でもあります飯田龍太先生の句をご紹介させてい

ただきます。「紙ひとり燃ゆ忘年の山平ら」。きっとご就任されて毎日お忙しいことと思います。

なかなか折り返ったり、また先々のことを展望する時間的余裕もなかろうかと思いますが、龍

太先生はきっとこの句をいくつも俳句を詠み書かれて、そしてきっと作品になるもの、ならな

いものとあったかと思いますけれども、昔のことですからそうして書かれたものを山廬の庭で、

あるいはどこか畑で燃やしながらきっとその年を振り返っていろいろな苦労があったこと、ま

た平らきこととして次の作品づくりに取り組まれたのかなと感じております。また山下市長に

おかれましても、そうした時間をぜひ、お忙しいと思いますけどもつくっていただく中で今後

の市政、どうかまた課題を一つひとつ解決して取り組まれますことをご祈念を申し上げます。

またそして同時に私どもも議員として、また新しい任期をいただきました。初心にかえりまし

て精一杯務めてまいりたいと思っております。 

 それでは一般質問に入ります。 

 はじめに高齢者等の安心な生活支援策について質問いたします。 

 本市の高齢者や障がい児、障がい者、支援を必要とする人などが安全で安心な日常生活や仕

事、地域活動などを行うことができるための支援策について以下、お伺いいたします。 

 はじめに高齢者や障がい者などをはじめとして見守りを必要とする方々のその方策として、

地域の見守り体制を強化していくためのツール、このツールとしても大変使いやすく導入のコ

ストも低廉な見守りステッカーの導入についてご提案をさせていただきます。 

 今日、パネルをご用意させていただきました。 

 実は８月にこの件を知りまして、９月の議会には通告期限もあって間に合いませんでしたの

で今回の議会でのご提案となりました。これは見守りを必要とする方々に実際にはこのような

ステッカー、シートになってございますけども、これを付けていただいて万一の場合にここに

ありますフリーダイヤルに連絡をすると登録してある連絡先に自動転送するというものであり

ます。仕組みとしては大変分かりやすいものでコールセンターなどを必要とせずに３６５日、

２４時間の対応が可能なものでございます。 

 地域で見守りを必要とする方々のサポート方法は広い意味では警察、消防、また身近なとこ

ろでは民生委員さんや地域住民の方々、食事や飲み物などの配送関係の皆さん、あるいは介護

関係や社会福祉協議会の方々など、こうした人的ネットワークを含めた対応がございます。例

えば認知症の方、徘徊をしてしまう方、あるいは子どもさんや障がいをお持ちの方など人的な

見守りを支援するツールとしても、このステッカーは大変効果的に地域の課題を地域で解決し

ていく、このように考えられたシステムであります。また現在は多くの方がお持ちのスマート

フォンやタブレットに無料のアプリケーションをインストールすることで捜索や見守りの協力

体制を面的に拡大し、個人情報も保護された中での地域住民による利活用を可能としていくツー

ルです。本市においてもこの見守りステッカーによる地域の見守り体制の構築と、その強化を

求めていきたいと考えますが、市のお考えを伺います。 

 次に本年度から取り組んでいる運転免許証自主返納事業について、高齢者や運転に自信のな
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くなった方の活用状況をお尋ねいたします。この事業による限度付きタクシー券の交付状況と

今後の見通しについてもお聞かせください。 

 次に高齢者や障がい者などが日常生活において外出や活動するために必要となる移動手段、

タクシー券の交付やデマンドなどの公共交通などにも本市も取り組まれておりますが、現状に

おける課題と今後の取り組みについての考え方をお伺いいたします。 

 最後に振り込め詐欺や振り込め類似詐欺などの特殊詐欺が一向に減ることなく頻発しており

ます。こうした電話詐欺による被害は高齢者に多く、通報があった場合については行政防災無

線等で注意喚起も行われております。こうした特殊詐欺によるこれまでの本市における被害状

況はどのくらいでしょうか。また被害の糸口となる不審な電話を防止する自動通話録音機の設

置を推進するようなお考えがあるか、ご所見をお伺いいたします。 

 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに見守りステッカーの導入についてですが、認知症高齢者の見守り体制につきまして

は、今年度オレンジホルダーの導入を検討してまいりましたが、より効果的に身元確認や保護

に役立てられるものとして、広範な持ち物に貼り付けられる見守りステッカーが最適であると

考え、来年１月からの実施に向け現在準備を進めているところです。 

 次に運転免許自主返納支援事業についてですが、昨今の交通社会情勢では高齢者による運転

が原因で引き起こされる事故が数多く報道されているところであります。このような事故の防

止対策として、山梨県警察本部では運転免許自主返納制度を推奨しております。その申請数は

近年増加傾向にあり、笛吹警察署への届け出件数は平成２６年度６５件、２７年度１０８件、

２８年度は１０月末現在ですでに昨年度を上回る１０９件でありました。 

 本市といたしましても運転免許証の自主返納者に対し、交通手段の確保のためタクシーの回

数乗車券を申請に基づき交付する支援事業を本年度から取り組んでおります。 

 本年１０月末日現在の申請件数は８６件であり、うち６５歳以上の高齢者は８２件でありま

した。 

 今後も運転免許証の自主返納をされる方が増え、本支援事業の申請件数が増すものと考えて

おりますので、高齢者向けの交通安全教室などさまざまな機会を通じて普及促進を図ってまい

ります。 

 次に高齢者や障がい者などの移動手段の現状における課題と今後の取り組みについてですが、

高齢者については高齢者の足の確保を目的に、今年度より市民税非課税の７５歳以上の一人暮

らし高齢者などに対しタクシー券を交付し、外出を支援する在宅高齢者外出支援助成事業を始

めております。１０月末までの７カ月間で１２５人にタクシー券の交付を行いましたが、今後

も広報などによる周知に力を入れてまいります。 

 障がい者の福祉タクシー券の交付は、重度心身障害者の行動範囲の拡大と社会参加を図るこ

とを目的に県の助成対象となる２４枚に市の単独分として２４枚を加え、１人当たり年間４８枚

を交付しております。さらに今年度からは、聴覚障がい者および精神障がい者の外出支援を合
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理的配慮として捉え、交付対象に加えたところです。 

 今後もさらなる制度の周知に努めるとともに利用しやすさの検討を行ってまいります。 

 次に振り込め詐欺の被害状況と自動電話録音機の設置の推進についてですが、本市の振り込

め詐欺の被害件数については昨年度１２件、本年度１０月末時点で３件の被害がありました。 

 自動通話録音機の設置の推進につきましては、近隣市でも貸出制度や助成制度を実施してお

り、電話詐欺などの被害を防止する効果が期待できるため、本市においても普及などのお知ら

せを行ってまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 ではまず再質問、タクシー券、また２個目、３個目のところの部分でちょっとお尋ねをしま

すけども、本当に市としてもちょっと上積み横出しな部分でタクシー券の交付も取り組まれて

いるという中でも免許証の自主返納の方、だいぶ過去３カ年でも増えてきております。１回１万

５千円分ということで使い勝手もよくてですね、大変ご好評と言いますか、喜ばれているとい

うような状況にはあるんですけれども、特に高齢ドライバーの方の事故といった報道も少なく

ないというような状況もありまして、一方でこれで十分だというふうにも思われていないとい

うところもお聞きしております。そういう意味ではたくさん交付できればそれが一番こしたこ

とがないんですが、そうはいってもある程度、限度もありますし、また一方では公共交通をど

うしていくかと。デマンドタクシーについても利用者も高齢者の比率が多いというふうなこと

もございます。今後、現在の７万人人口で２万人ほどいらっしゃる高齢者、その中でも車の運

転ができなくなる。あるいは自転車でも危険であると。そして徒歩では十分に移動もできない

というふうな方もじわじわと増えてくるということも考えられます。そういう中において今後

の公共交通政策も変化に応じて検討していく必要もあると。同時にまたタクシー券に限らず交

通空白地帯、これをどうするかといったところの課題もあろうかと思います。この点について

のご見解をお願いできればと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 小宮山経営企画課長。 

〇経営企画課長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 公共交通の部分からのことでございますけども、現在、市営バスとして運行しているところ

はですね、合併前からその地域で運行されていた路線をですね、そのまま引き継いでいるとい

う部分と、それから新市になりましてから空白地域をですね、解消のために、デマンドタクシー

という形で運行しているところでございますが、今、われわれの考えているところは地域ごと

のですね、そのサービスの濃淡というものがあるんではないかというふうに考えております。

どの地域もですね、高齢化が進む中で、その交通弱者ということで問題が起きてくるわけでご

ざいますけども、これについては当然、市営バス、デマンド交通の再編等を考えていかなけれ

ばならない時期にきているかなというふうに思います。まだスケジュール等をお示しすること

はできないわけでございますけども、県のほうでも広域的な路線をですね、検討されていると
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いうことでございますので、そういったものが出たところで併せてですね、効率的なですね、

運行というものを目指して再編を考えていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 それから特殊詐欺の関係ですね、被害が件数としては今年度３件ということですけども、

７６５万円の被害額。昨年度についても１，１００万円程度の被害額ということで、ぜひこの

点についても、今、電話機自体にそういった録音機能が付いているものもございますけれども、

動向を見ながらまた必要に応じてこれは導入が検討していただければと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。この点についてお考えがあればお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 雨宮総務部長。 

〇総務部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 今、県内でこの電話装置の助成ですとか貸し出しをやっているところが２市ほどありますけ

ども、それらの状況を見ますと先ほど議員も言われたように電話機自体に今ではそういった装

置も付いているということもあろうかと思いますが、貸し出し状況、あるいはそういった補助

を使う、予定よりはちょっと少ないというような状況のようです。笛吹市といたしましてもこ

ういった電話装置に付ける録音装置を付けるということは、この詐欺を防ぐのに大きな効果が

あると思われますので研究をしてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（海野利比古君） 

 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 それではこの見守りステッカーですね、併せてですね、このステッカーと対応したアプリ、

これを活用していただくことでこの見守りネットワークが十分機能するということになります

けども、導入を準備されている中で、２９年度においてはぜひ重点を置いてアプリの利用も念

頭にした中でさらに拡大をしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 このステッカーについては、ステッカーとしての機能だけでなく、今、議員がご紹介いただ

いたようにアプリの開発というふうなものも並行して事業者のほうでは考えておられるという

ことは十分承知をしております。アプリにつきましても今後の利用動向、普及動向、まず一番

最初に必要なのは市民の方々にこういったサービスと言いますか、を知っていただくというこ

とが重要でございますので、そちらの動向を見ながら検討はしていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 志村直毅君。 
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〇１３番議員（志村直毅君） 

 アプリについてはですね、これはメールアドレスを登録するだけで使えるというもので、特

にアプリの利用自体に費用が発生するというものではないということでありますので、また市

のほうでですね、これを使っていく中でデータ等の収集、あるいは新たなサービスを付加して

いくというような場合には費用がかかるわけですけども、ステッカーの利用とともにアプリを

利用していただくということが重要ではないかと思います。その広報、周知の部分でも最初か

らそこのところはぜひ念頭に置いていただきたいというふうに思っておりますけども、いかが

でしょうか。 

〇議長（海野利比古君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ご指摘のように、利用の方法については研究する余地があるということで十分認識しており

ますので担当者と協議をしてまいりたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 とにかく実際に使ってみていただくとですね、本当によく練られたシステムであるというこ

とも理解していただけると思います。そんなことでどんどん前向きにこういったことは導入を

していっていただきたいというふうに考えております。 

 それでは、続いて２問目の質問に移ります。 

 新山梨環状道路および砂原橋を含めた市道１－１３号線の整備に関する地域要望への対応に

ついて伺います。 

 山梨県が整備する新山梨環状道路東側区間は、本市における区間の施工方法等について概略

計画が示されて以来１０年になりますが、これまでに何度も地域からの要望が出されてきてお

ります。 

 この高規格道路は、本市が整備する砂原橋を含めた市道１－１３号線および県道３０１号白

井河原八田線白井河原バイパスと連関し、本年度末までに供用開始となる予定の中央自動車道

笛吹八代スマートインターチェンジの設置も相まって、本市にとっても重要な基幹的交通イン

フラの整備となると考えます。 

 道路は恒久的なインフラとして重要なものであると同時に、広く市民生活を支えるものとな

る一方で特に沿道の市民生活や産業、環境にも格段の効果や影響をもたらすものとなります。 

 本市の１－１３号線の整備にあたっては地域の要望を反映しながら進めていただき、また新

山梨環状道路についても地域要望を十分反映した整備となるよう市として関係機関への対応を

求めたいと考えております。 

 そこで以下、本市の対応についてお伺いをいたします。 

 新山梨環状道路の高架施工に対する地域要望について、市としてどのように対応していかれ

るのかお聞かせください。 

 次に１－１３号線の今後の事業スケジュールと、これまでの地元地区への説明や今後の対応

はどのようになされているでしょうか。また、笛吹八代スマートインターチェンジ供用開始に

向けた本路線の整備の方針についてお伺いします。 
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 次に新山梨環状道路と並行する県道白井河原バイパスに接続する１－１３号線について、笛

吹川左岸の道路整備および笛吹川右岸の砂原橋から県道交差点までの整備について地域要望を

反映した改善策、ならびに浸水や排水に配慮した対応はどのように考えているでしょうか。 

 最後に新山梨環状道路および市道１－１３号線が接続する県道白井河原バイパスのルートの

うち笛吹市と甲府市との境界付近を通っている区間は、その地域一体について甲府市域の小河

川や用水路等の改善が必要と考えられる状況も散見されます。本市の事業において改善等を図っ

ても、その効果を十分に上げるためには下流域の甲府市域の改善等も不可欠と考えられます。

本市から関係先に改善や整備の要望を行う考えがあるか、お伺いいたします。 

 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに新山梨環状道路の高架施工に対する地域要望についてですが、これまで数回にわた

り新山梨環状道路東部区間建設推進富士見地区連絡協議会等から、高架施工要望として多くの

地域住民の皆さまの署名を添えて県や市に要望をいただいてまいりました。 

 市といたしましても新環状道路の東部区間の早期完成はもちろん、地域に歓迎される道路整

備となるよう、その都度地域の思いを伝えるため県に対して要望を行ってきたところでありま

す。今後も同様の地域要望については、早期に市として県へ要望をしていきたいと考えており

ます。 

 次に市道１－１３号線の今後の対応および笛吹八代スマートインターチェンジ供用開始に向

けた本路線の整備の方針についてでございますが、まずはじめに市道１－１３号線は笛吹川に

架かる砂原橋を含む道路でありますが、事業スケジュールとしては平成３０年度の供用開始を

目標に進めているところであり、地元地区への説明につきましては、これまでに砂原橋期成同

盟会をはじめ地区説明会や地権者への説明会を行い、事業内容についておおむねのご理解を得

られたと認識して事業を進めてまいりました。現在は数名の地権者の方に対しまして個別に説

明を行い、用地交渉を進めているところであります。 

 今後は用地確保ができた箇所より工事着手を予定しており、工事の着手時には現場説明会を

開催していきたいと考えております。 

 また、笛吹八代スマートインターチェンジ供用開始に向けた本路線の整備の方針であります

が、当初事業計画時におきましては、笛吹八代スマートインターチェンジおよび新環状道路の

事業化がされておらず、本路線は石和町砂原区を通る県道白井河原・八田線と八代町増田区を

通る県道藤垈・石和線を結ぶ計画でありましたが、２つの事業が事業化され市道１－１３号線

は県道と県道を結ぶ路線から、笛吹八代スマートインターチェンジと新環状道路を結ぶ重要な

路線となるため、県道藤垈石和線の交差点付近の修正設計を行い、県道藤垈石和線から笛吹八

代スマートインターチェンジまでの連結道路について、県に整備をしていただけるよう要望を

重ねているところであります。 

 次に市道１－１３号線の地域要望を反映した改善策および浸水・排水に配慮した対応につい

てですが、本事業は国庫補助金を充当している事業となっておりまして、排水施設の計画につ
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きましては日本道路協会の設計指針に準じた設計を行っており、本路線の排水施設においても

指針を参考に予想降雨量を時間８０ミリとして設計を行っているところであり、本路線を横断

する水路においては管理寸法も考慮し幅６００ミリメートル、高さ６００ミリメートル以上の

水路断面かつ降雨流量を上回る水路断面を設定し浸水、排水対策を予定しております。 

 次に関係先への改善や整備の要望についてですが、ご指摘のとおり本市において排水対策を

講じても流末の構造が改善できなければ、その効果が最大限に機能することは難しいと考えま

すので、関係先へ整備の要望は上げてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 再質問を行います。 

 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 ご答弁いただいたとおり連結道路、これを県に整備していただいてですね、早急にそうした

意味での本当に利用がかなり見込まれる道路の整備を円滑に進めていただきたいと思いますし、

また砂原橋から笛吹川の右岸のほうに下りてくる、白井河原バイパスに下りてくるほうについ

てはですね、いろいろとご心配もあろうかと思います。環状道路の盛土、それから砂原橋から

下りてくる坂道ということで、本当に浸水、排水の対策については地域の要望をしっかりと反

映して取り組んでいただきたいと考えております。 

 笛吹市の桃・ブドウ、果物や野菜等の生産に取り組まれて長年にわたって地域の財産ともい

える農地、風土、文化を守ってきた先輩方や高齢者の方々も子や孫によい地域を残していきた

いと。そのために可能な限り地域の実情に合った道路整備をしてほしいと、こうした思いがで

すね、これまで本当にこの課題解決に取り組むエネルギーになっていると、このように考えて

おります。 

 先輩方、またそのまた先輩方、５０年１００年と地域の変化や幾多の災害、そして復旧・復

興を経て基盤整備も行われて、現在の住みよい生活環境が構築されてきた、地域社会がつくら

れてきたと思っております。そうした地域の皆さまに造ってよかったといわれる、愛される道

路整備、インフラ構築をぜひ実現していただきたいと思っております。 

 最後にですね、こうした思いを受け止めていただいて、どのように考えておられるか、力強

い、前向きなお考えをお聞きして閉じたいと思いますけども、よろしくお願いします。 

〇議長（海野利比古君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ただいま議員が言われたとおりですね、特に市道の中でもこういった規格の高い道路につき

ましては、地域と地域を結ぶ大変重要な道路と考えておりますし、将来に向けて産業の発展に

もつながっていく、非常に重要な道路であると、道であると考えております。計画的にですね、

これからも皆さま方のお力をいただきながら、ご協力をいただきながらしっかりと進めてまい

りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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〇議長（海野利比古君） 

 １３番、志村直毅君。 

〇１３番議員（志村直毅君） 

 見守りのためのツールも、そしてこうした地域のインフラもすべて私たち住民の、市民の皆

さまの将来の生活に向けた、また幸せを積み重ねていく、まさにハートフルな、そうした政策

になるものと思っております。 

 以上で私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で志村直毅君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問はございますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 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。 

 明日から１８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、明日から１８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１９日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもご苦労さまでございました。 

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

散会  午後 ２時０４分 
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再開  午後 ２時３０分 

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

〇議長（海野利比古君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、建設部長 河野正美君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたしま

す。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第１ 議案第１１５号から日程第２９ 発議第５号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の１２月７日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあり

ますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 はじめに総務常任委員会に付託しております案件について、総務常任委員長から審査結果の

報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、古屋始芳君。 

〇総務常任委員長（古屋始芳君） 

 それでは、議長より総務常任委員会に係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１２月７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１２月１３日なら

びに１４日の２日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局および議員発議

の議員説明員の出席を求めて審査を行いました。 

 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まず報告いたします。 

 まず総務部税務課所管の議案第１２１号 「笛吹市税条例の一部改正について」の審査では

個人市民税関係の特例適用利子等の額、または特例適用配当等の額に係る所得を分離課税する

というのは、日本と台湾の関係だけということなのかとの質問に対し、国交がある国とは二重

課税や租税回避を防ぐための租税条約を結んでいるが、台湾の場合は国交がないので民間で取

り決めがされたが法的効果がないため、所得税等に係る法律が改正されたことに合わせて、市

民税についても同じように、総合課税で課税していたものを分離課税にして課税していくとい

う内容であるとの説明がありました。 

 総務課所管の議案第１１８号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」の審査では、単

純労務職の給料表については、どういう方向になるのかとの質問に対し、単純労務職の給与に

ついても山梨県の規定に準じて改定する予定であるとの説明がありました。 

 議案第１２０号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて」の審査では、他市の改定予定の状況はどうなっているのかとの質問に対し、１２月は

じめの調査では、県内１３市中１０市が改定を予定しており、そのうち９市が０．１月の改定

の予定であるとの説明がありました。 

 議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」の審査では、



 １４４ 

境川支所事務で支所の冷暖房設備が４０年ほど経ち不具合が生じており、今回ファンヒーター

についての備品購入費が補正されるが、夏に向けて冷暖房設備を直す予定はあるのかとの質問

に対し、建物の老朽化で水道設備の具合も悪いと聞いている、来年度に向けての検討事項と考

えているとの説明がありました。 

 次に経営政策部財政課所管の議案第１１６号 「笛吹市特別会計条例の一部改正について」

の審査では、甲府峡東ごみ処理施設事務組合構成の４市と境川観光交流センターの位置付けは

どうなるのかとの質問に対し、国からの交付金を受けるため、境川観光交流センターは笛吹市

が設置主体者となる。運営経費については、笛吹市にそれぞれ割合に応じて構成市から負担金

をいただくことになるとの説明がありました。 

 情報政策課所管の議案第１１７号 「笛吹市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する条例の一部改正について」の審査では、この改正によって笛吹市第２子

以降３歳未満児保育料無料化を受ける申請者の書類提出についてどう変わるかとの質問に対し、

いわゆる上乗せ事務である、山梨県独自の子ども子育て応援事業としての第２子以降３歳児未

満児保育料無料化については、条例で規定しないとマイナンバー事務の独自利用事務において

利用ができない。この条例改正により書類提出に際して、申請者は所得証明書を取得し添付す

る必要がなくなるものであるとの説明がありました。 

 経営企画課所管の議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）につ

いて」の審査では、ふるさと納税返礼品のシャインマスカットなどは限定数設定があるが、需

要があるものについては数量を増やしていく必要があると思うがとの質問に対し、シャインマ

スカットは統一した良品質品を確保するため、数量が限定されると聞いている。農協には人気

のある品のため、今後数量を増やすことをお願いしている。また返礼品は年度当初７５品目で

あったが、現在は１１２品目まで増やし昨年度より納税額が増えているとの説明がありました。 

 市民環境部市民活動支援課所管の議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算

（第４号）について」の審査では防犯灯の修繕費が補正されているが、行政区の防犯灯交換で

問題等はないかとの質問に対し、各地域要望を把握し優先順位をつけながら行っており、支障

はない。併せてＬＥＤへの更新事業を進める中で、行政区長と連携しながらできるだけ効率の

よい防犯灯事業を推進していきたいと考えているとの説明がありました。 

 次に討論について報告します。 

 議案第１１９号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」

および発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正」については、賛成討論と反対討論が

ありました。 

 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたします。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第１１６号 「笛吹市特別会計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１１７号 「笛吹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１１８号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 

 議案第１１９号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の一部改正について」、
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賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２０号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２１号 「笛吹市税条例等の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決定。 

 議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）のうち総務常任委員会

担当項目について」、賛成多数で可決すべきものと決定。 

 発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛成少数で否決すべきものと

決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 １１番、野澤今朝幸議員。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」に関わるところですけれど、先

ほどの質疑のところでは報告がなかったわけなんですけれど、この一部改正の条例というのは、

今の条例、１年延期された条例ですね、これを意識しての、それを改正する一部条例というこ

とで、今の条例の附則のところ、改正、昨年の１２月の改正は都市計画税そのもののあり方、

あるいはもっと言えば課税区域、そういうものをしっかり検討したのちに税条例をつくってい

くべきだということで改正されたわけですけれど、そのへんについての質疑があったかどうか、

またあった場合にはその内容についてご報告を願いたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは暫時休憩といたします。 

 ここで副議長と、それから議運の正副委員長は発言の内容について、運営方法について確認

しますのでちょっと事務室までお集まりいただきます。 

 では委員長がちょっと確認するだけですから、今のお三方その場にお残りください。委員長

はちょっと事務室へ。 

休憩  午後 ２時４７分 

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

再開  午後 ２時５５分 

〇議長（海野利比古君） 

 再開いたします。 

 それでは委員長の答弁からどうぞ。 

〇総務常任委員長（古屋始芳君） 

 先ほどの野澤議員の質問にお答えいたします。 

 発議第５号について、提案者から、説明員から説明のあったのちに賛成討論として、しっか

りした検討をしていくためには余裕をみて、３年間の間にしっかり市民の意見を聞いたり、理
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論的にも検討したりして、確固たる結論を得ていく必要があるという賛成の討論がありました。

また反対討論につきましては、事業の整備区域に入っていないなど特殊事情がある区域につい

ては考慮ができる方策などを、当面１年間を目指していきたいという反対討論がありました。 

 その結果、特に年数に関わる質疑はございませんでした。採決の結果、発議第５号に賛成す

る方が２名、反対する方が４名で否決すべきものと決定いたしました。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 野澤議員。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 ちょっと私の質問とちょっとずれていましたけれど、要は報告が、今の話でも、要は聞きた

かったのは、当局のほうのその都市計画税についての検討ですね、どのように検討されたかと

いうことが、総務常任委員会のほうで質疑という形で展開されたかどうかということだったん

ですけれど、よろしいです、以上で終わります。 

〇議長（海野利比古君） 

 そのほか質疑はございますか。 

 （ な し ） 

 なければ質疑を終結します。 

 委員長は席にお戻りください。 

 それでは、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１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」につきまし

ては各常任委員会に分割付託してありますので、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１１６号および議案第１１８号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決です。 

 本２案件は、委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１６号および議案第１１８号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１１７号を議題とし、討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１１７号の採決を行います。 
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 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１１９号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 議案第１１９号 「笛吹市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について」、

これに反対する立場から討論を行います。 

 提案理由が非常に薄弱であるというふうに感じます。職員給与が上がった、給与の改正に伴っ

てそれに鑑みて市長以下、上げるということですね。非常にこういう条例が市民にとって分か

りにくいんですけれど、これは０．１２カ月、１２月の期末手当ですね、０．１２カ月の増額

ということです。０．１のように感じますけれど、もともと市長の給与には１００分の１１２を

掛けていますので、それに０．１カ月ということですから結果的には給与に対しては０．１２カ

月、この増額ということになります。一般的には０．１というふうに考えてもいいかと思いま

す。それに、今ちょっと言いかけましたけれど、非常に職員の給与というものは分かります。

しかし職員の給与が実質上がったから市長の給与もあげなければならない、こういう理屈は簡

単には成り立たないと思います。職員給与というのは、ある一定の範囲内でうちの職員の給与

がすごく高いとか、すごく安いとかはないと思います。ただし、われわれ議員とか市長、これ

はまったくその市のあり方、あるいは今までの歴史によって給与の水準というのは簡単に人口

に比例するものでもないし、対職員に対しての比率で決まるものでもないというところですの

で、そういう意味でも職員が上がる、それに鑑みてというのは非常に甘い考え方であろうかと

思います。ましてや市長が身を切る改革ということを何度も言っています。自分の給与をこれ

はカットするんじゃない、上げるのを上げないという私の主張なんですけれど、条例自体が上

げるということですから、それを反対するということは上げないということだけで、給与を下

げるということでもなんでもない。こういう中で身を切る改革といって、では何をもって身を

切る改革と言っているのか。市長、そして副市長、教育長の給与を上げないからといって財政

的には大したことではないだろう、上げても大したことではないだろうということを言う人が

います。こういう議論に。じゃあですね、１００円の自腹を切れない人が１万円の自腹を切る

かというと私は切らないと思います。そういう意味で非常に市長の身を切る改革というのは、

わが身を切る改革だというふうに理解していましたけれど、本来ならこういう提案は取り下げ

るべきだというふうに考えましたけれど取り下げないと。そういう意味で今の主張をもって、

また議員さんたちも考えていただき、この改正案は否決すべきだというふうに私は考えます。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論ございますか。 

 （ な し ） 
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 なければ討論を終結します。 

 これより、議案第１１９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２０号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 議案第１２０号 「笛吹市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」、

この改正に反対する立場から討論をいたします。 

 内容的には０．１１５カ月、報酬に対して０．１１５カ月ですね、これが１２月の期末手当

に上乗せされるという内容です。報酬が、期末手当がアップするということです。私たちは議

会として昨年ですか、公共料金の利用料を改正し、かなり大幅な利用料のアップを議決してい

ます。また行政改革のもとでとりわけ支所の人件費の削減、人員の削減ということで客観的に

見て行政サービスは低下しています。市民はかなりの行革とか今の料金のアップによって今ま

で以上の負担、あるいは困難を来たしてきているわけです。それをわれわれはこの議会で決め

ているわけです。そういう中で私も先ほど述べましたように市長の身を切る改革、これが議員

としても必要ではなかろうかと。たまにはどこでも上げるものを上げないということも、これ

はわれわれ議会のやっぱり市民に対するわれわれのスタンスの取り方として必要ではないかと

いうふうに思います。そういう意味で今回は、そして最終的にどうなるか分かりませんけれど、

都市計画税は１年据え置いたのちに課税するということが執行部のほうの方針ですので、そう

いうことも鑑みた場合、われわれも身をもってやっぱり今回の報酬アップは我慢すべきだとい

うふうに思います。 

 以上で今回の第１２０号の議案に反対いたします。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論ありますか。 

 （ な し ） 

 討論がなければ、討論を終結します。 

 これより、議案第１２０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認するまで、ちょっとお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 
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 よって、議案第１２０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２１号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論がなければ終結いたします。 

 これより、議案第１２１号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認しますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に発議第５号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 ございますか。 

 （ な し ） 

 なければ賛成討論を許します。 

 １１番、野澤今朝幸君。 

〇１１番議員（野澤今朝幸君） 

 発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、これについて賛成の立場から

討論をいたします。 

 内容は附則の平成２８年度、つまり今年度までの都市計画税を課さないという条項ですね。

これを平成３０年まで、あと２年間、都市計画税を課さないという、こういう改正内容です。 

 提案理由も、河野議員の提案理由と大体、私も同じなんですけれど、とりわけ要はこれが昨

年の１２月ですね、改正案が出たわけですけれど、それから約８カ月から９カ月経っているわ

けです。私も一般質問しましたけれど、どう見ても都市計画税のあり方を所信というか根本か

ら振り返る、そういう姿勢がほとんど見えませんでした。言うまでもなく都市計画税は高度成

長期というような時代背景をもとにした税制でありましたので、それ以降、だいぶ社会の情勢

は変わってきているわけですので、そういう中で果たしてこの都市計画税を課税すべきかどう

かという議論も十分なされなければならないんですけれど、検討の報告書を見る限り、アリバ

イ証明と言いますとちょっと言葉がきついと思いますけれど、そのようにしか見えない、つま

り今の条例をいかに正当化するか、最初からそういう論調で議論がなされている。だから実質

的な議論はこの間してきたように、せいぜい１回くらいしかなされていないようにあの報告書

から見えます。また課題としてかなり残されていますけれど、課題自体が検討を要することで

あって、それをすべて課題として、そしてさらに１年間伸ばしてということが当局の考え方で

すけれど、それは条例はそのままで、今の条例で１年間かけて市民に理解を得ると、こういう

姿勢です。理解を得る前にしっかりした検討・討論がなされていないというのが私の一般質問、

あるいはその後の報告書を見た見解であります。 

 以上をもって私はこの発議第５号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正」、２年間さらに延

長して、しっかり検討することを求めますので、３年間、失礼しました、先ほども２年と言い
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ましたので訂正します。３年間ということで、そういう発議に賛成いたします。 

 以上です。 

〇議長（海野利比古君） 

 引き続き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） 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 笛吹市都市計画税条例の一部改正について賛成討論を行います。 

 昨年、議員発議で都市計画税の徴収をさらに１年間猶予する条例改正が行われました。その

目的は都市計画税条例の再検討にありました。これを受けて市当局は平成２８年４月２７日に

職員だけの都市計画税に関する検討会を立ち上げ、２８年１１月２１日に都市計画税に係る検

討報告書を出しました。 

 一方、議会は再検討を提起し、その後、議会報告会で市民の声を聞くことはありましたが、

十分な検討を行ったとはいえず、まとめもありませんでした。１年間で市民も含め検討し、結

論を得ることはやはり無理だったと思います。市の検討会による都市計画税に係る検討報告書

は今議会の私の一般質問に対する答弁で明らかなように、疑問にまったく答えられるものでは

ありませんでした。報告書では今後の課題として都市計画税は目的税であって、その受益と負

担の関係を明確にする必要があると。受益と負担の関係がいまだ明確でないことを自ら認めて

いながら、すべて現条例のとおり課税することを必要と結論しております。自己矛盾も甚だし

い報告書だと思います。 

 都市計画税の充当事業を３つ挙げていますが、いずれも受益と負担の関係は明確でありませ

ん。例えば駅前区画整理事業について言えば、その受益が当該地域だけでなくシカやイノシシ

が飛び回る中山間地まで及ぶという理屈は成り立ちません。これを認めるならば、風が吹けば

桶屋が儲かる流の屁理屈になってしまいます。 

 財政が大変だから都市計画税は必要だと言っておりますが、税をかけるということはまず道

理が通っていなければなりません。その上で財政問題について言いますと数字に基づいた検討

はまったく見られない。感覚的に大変だ大変だと言っているに過ぎない。さらに下水道の借金

返済について、一般会計から１２億円を充てているとしている一方、下水道事業をやったこと

によって措置されている、毎年約９億円の交付税措置、その収入の上乗せについては触れられ

ておりません。さらに検討報告書は水道料、下水道料等について料金改定が課題だとしており

ますが、都市計画税は取るわ、水道料、下水道料も上げるわと市民負担をまったく顧みない方

向性を示しているものといえます。都市計画税廃止市民連絡会は都市計画税廃止を求める署名

を５千筆以上集めましたが、署名を呼びかけられた市民の９割が快く署名してくれたというこ

とであります。これは暮らしが大変だということと、もう１つ、笛吹市都市計画税条例は道理

に合っていないということによるものであります。市民の理解は得られていないということで

あります。 

 市長はこの報告書にもかかわらず１年間、徴収をさらに延期すると表明いたしました。この

１年間、何をするかということについて副市長は決定を周知徹底、理解を求める期間という趣

旨の答弁をしております。市民の声を聞く姿勢がまったくない。多機能アリーナや戦国ミュー

ジアム構想推進のやり方を繰り返そうとしていると言わざるを得ません。私たちの条例改正案、
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３年間、徴収延期してその間にしっかり検討しようという提案でございます。副市長の言うよ

うにただ決定だと言って説明し理解を得たというのではなくて、市民の意見を聞き多様な意見

を持つ市民、有識者を含めた検討組織などに検討を行い、さらに地域審議会へも諮問する。こ

うした市民参加の検討が必要だと考えます。またこうした民主的検討が最も効率的に適切な結

論を得る方法だと私は信じております。また文字どおり笛吹市民のこのことによって一体感を

醸成する道筋だと信じております。 

 議員の皆さまの本条例改正案への賛同をお願いいたしまして私の賛成討論といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 その他、討論はございますか。 

 （ な し ） 

 なければ討論を終結します。 

 これより、発議第５号の採決を行います。 

 本件に対する委員長報告は、否決です。 

 したがって、発議第５号の原案について採決します。 

 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 ） 

 起立少数です。 

 よって、発議第５号は否決されました。 

 続いて教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員長、荻野謙一君。 

〇教育厚生常任委員長（荻野謙一君） 

 それではただいま議長より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１２月７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１２月１３日およ

び１４日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課の審査において障害児通所支援事業３，６００万円の増額

に関し、その背景はとの質問に対し障害児通所支援をする事業所が中高生を受け入れる事業所

が増えたことによって、中高生を中心とする障がい児家庭のニーズに応える背景があるとの説

明がありました。 

 子育て支援課では子どもすこやか医療助成事業、ひとり親家庭医療費助成事業においての増

額については何が原因かとの質問に対し、子育て支援策の充実により受診しやすい環境が整っ

てきたことが要因の一つと思われる。昨年同時期に比べ子どもすこやか医療助成事業で１，

５００件、ひとり親家庭医療費助成事業で８００件、受診件数が増えている。各部署で連携し

て適切な受診などについて保護者への周知を図りたいとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課の審査において議案第１１５号の境川観光交流センター条

例の制定についてでは、利用料金に関しての検討内容と収入に対しては利用者によって変わっ

てくると思うがどのくらいの幅で利用料収入を見込んでいるのか。また年間の維持管理費用は

どのくらいかとの質問に対し、利用料金の根拠については近隣の公営施設と同等位となってお

り、民間の銭湯とも比べた中で設定した。施設は４市で協定しており、仮に赤字になった場合
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でも４市で補填することになっている。また、年間の維持管理費については４千万円ぐらいか

かる見込みであるとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、議案第１２６号の「国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」の審

査において、医療給付を受ける年齢構成については少子高齢化の反映と見てよいかとの質問に

対して医療費は毎年伸びているが、６５歳から７４歳の前期高齢者の割合が被保険者全体の３７．

６％と高く、医療費についても５割以上を占めている状況にあり、この年代が増えると医療費

も伸びる要因となってくるとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、教育総務課の審査において小学校施設計画的改修事業のうち八代小学

校のバリアフリー工事は具体的にどのような内容かとの質問に対し玄関のスロープ、トイレの

改修、廊下の手すりの改修、運動場へ出るための手すりを増設するとの説明があり、体育館お

よび周辺は含まれていないのかとの質問に対し、体育館のトイレも一部改修を考えているとの

説明がありました。同事業の屋内運動場非構造部材等改修工事については、国の第２次補正に

より今年度の予算計上となったが、授業等の影響を考えるため２９年度の夏休み期間中に実施

するために繰越明許としたとの説明がありました。 

 生涯学習課では、議案第１３２号の審査において、応募してきた業者は２社ということだが

もう１社はどういうところか、また指定管理者を選定する上で評価はどうだったのかというこ

とと４年という指定期間だが設定の理由はとの質問に対し、管理プロやまなしのほかに以前指

定管理を受けていたこともある会社が応募してきた。選定した理由については今までの経験を

生かし地域に密接した運営をしていただけること、大雪の際など地域と連携を取り合っていた

という実績を評価して選定した。また４年間の指定期間については、ほかの施設と期間を合わ

せるためとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託審査を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果について次のとおりです。 

 議案第１１５号 「笛吹市境川観光交流センター条例の制定について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２２号 「笛吹市税条例及び笛吹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一

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１２３号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決定。 

 議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）のうち、教育厚生常任

委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２６号 「平成２８年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２７号 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）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１２８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３号）につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（いちのみや桃の里ふれあい

文化館）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和第三保育所）」、賛成全
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員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和第五保育所）」、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八田御朱印公園）」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（一宮児童館）」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 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１２５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１１５号、議案第１２２号および議案第１２３号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案について委員長の報告は、可決です。 

 本３案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第１１５号、議案第１２２号および議案第１２３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に議案第１２６号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決です。 
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 本案は、委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２６号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２７号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 「平成２８年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）」に対する反対討論を行います。 

 日本共産党、渡辺正秀でございます。 

 補正予算中、債務負担行為の補正に反対するものでございます。これは地域包括支援センター

の業務委託、平成３０年度から平成３２年度まで３年間、限度額１億１，７００万円の債務負

担行為であります。 

 私たち日本共産党議員団は地域包括支援センターはその業務の性質上、市の直営にすべきも

のと考え、外部委託に反対する立場からこの債務負担行為に反対するものであります。 

 地域包括支援センターは地域住民の暮らし、健康、福祉を支援する地域の窓口であり、関係

者、関係機関のネットワークの構築や活用の中心をなすものであります。具体的な業務内容は

総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的継続的ケアマネジメントなどでござ

います。 

 このような包括支援センターの役割や業務は本来、行政の仕事ではないでしょうか。そして

特定の法人に任すことはできない、本来仕事でございます。まず公平性が求められます。例え

ば介護事業所を持つ法人であれば自分の事業所によい仕事をまわすなど総合相談、マネジメン

トの公平性が担保されるとはいえず、また競合事業所や住民も公平性を信じることができると

は限りません。ネットワーク構築運用も困難を伴います。包括支援センターには非営利性が求

められます。総合相談をいくらやっても大きな利益は生み出されません。法人では必要であっ

ても赤字を増やす仕事は手を抜かざるを得ないという事態も予想されます。プライバシーの問

題もあります。ここに踏み込まざるを得ない業務は民間法人では極めて困難になります。こう

した民間法人にはふさわしくない問題があるために、各地の民間委託においては地域包括支援

センターに求められる機能の特定の部分しかやれていない、そういう現状でございます。総合

的、包括的にはなっていないのでございます。地域包括支援センターの役割と業務は民間法人

に任せることはできません。行政の仕事でございます。 

 そしてもう１つの理由ですが、地域包括支援センターの役割は地域をどうするか、支所をど

うするかという、今、課題となっている支所の役割と深く関係しております。地域包括センター

の役割は本来、地域における支所の役割の大きな部分を占めるものであります。直営であれば

支所と連携して支所機能の強化に結果としてなります。反対に外部委託では市長は住民に対す

る総合相談機能を放棄することはできませんから二重投資となります。屋上屋をかさねる無駄

と混乱が危惧されます。 

 以上が反対討論の趣旨でありますが、一時も早く地域包括支援センターの外部委託を見直す

ことを求めて反対討論といたします。 
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〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 

 賛成討論はございますか。 

 （ な し ） 

 なければ討論を終結します。 

 これより、議案第１２７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２８号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論がなければ、討論を終結します。 

 これより、議案第１２８号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認しますので、そのままお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２８号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３２号、議案第１３６号および議案第１３７号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 本３案について委員長の報告は、可決です。 

 本３案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第１３２号、議案第１３６号および議案第１３７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に議案第１３３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１３３号の採決を行います。 
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 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１３３号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３４号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論がないので終結いたします。 

 これより、議案第１３４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１３４号は原案のとおり可決されました。 

 続いて建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

 それでは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１２月７日の本会議初日に本委員会に付託されました議案審査を１２月１３日および

１４日の両日に委員会を開会し、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。 

 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、猟友会の活動の現状およ

び人数について説明を求めたところ、猟友会は高齢化が進んでおり、今年度は１０月末現在で

２名の新規会員があったが若者の確保が難しくなっている。会員確保については、免許取得に

対する補助や会を通じてＰＲ活動などを行っている。現在の会員数は１２０名程度であるとの

説明がありました。 

 獣害防止柵の設置に伴う原材料費の支給について、地区によってバラつきがあるのか。市に

よる設置などの対応はできないのかの質問に対し、防止柵は用途によりさまざまな種類がある

が、内容をよく精査した上で地区の要望に合わせつつ地域バランスを考え対応している。市全

域にシカ用の柵を設置する試算をした場合、総延長は１００キロを超え総額で約７億円以上が

必要となる。県からの補助があるものの市の負担は５億円程度となることから他都市の成果、

その費用対効果など総合的な観点からの検証が必要であり、中山間地域への補助などは有効に

活用したいとの説明がありました。 

 建設部、まちづくり整備課所管では石和温泉駅前交番建設外構工事に伴う繰り越しについて

以前の工事では埋蔵文化財の発掘調査は行われなかったが、今回調査が必要となった経過につ

いて説明を求めたところ、交番建設は県発注工事で、市は交番利用分以外の市管理地部分の工

事となる。県発注工事において埋蔵文化財の発掘調査が必要となり大幅に遅れることが予想さ
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れ、県と同時に予定していた市発注工事も来年度へずれ込む。発掘調査については、建物の高

さによって地下を掘る深さが違い、交番については２階建てあり、これまで行った平屋の観光

案内所等の工事より深く掘ったため、発掘調査が必要となったとの説明がありました。 

 また公の施設に係る指定管理者の指定についての質疑において、委員からトイレ、植栽の管

理をしっかり行うよう所管課が指導すること、また市における公の施設のトイレの状況を把握

し、一元管理をする方法について検討してもらいたいとの要望がありました。 

 なお、１２月１３日には議案第１４１号、第１４２号の「市道廃止・認定について」の現地

調査を行いました。 

 公営企業部所管では議案第１２４号 「公共下水道使用料等徴収条例の一部改正について」

説明があり、下水道条例第２５条第２項の規定に定める特別使用許可をする際、条件として付

した使用料を徴収するもので、具体的には境川ごみ処理施設から市下水道へ流入することによ

る使用料に伴うものである。このため条例の一部改正を行い、その使用料取り扱いについて詳

細を要綱で定め、その内容について説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件審査の主な内容となります。 

 なお、本委員会おいては討論はありませんでした。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第１２４号 「笛吹市公共下水道使用料等徴収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１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）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１２９号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３０号 「平成２８年度笛吹市公共下水道事業会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３１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１３５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和小林公園・石和温泉駅

前公園）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代ふれあい健康広場・八

代健康ふれあい館）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和温泉駅前観光案内所）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４０号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと

決定。 

 議案第１４１号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４２号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上で建設経済常任委員会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。 
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 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議案第１２９号について、審査の状況についてちょっとだけ質問させていただきます。 

 この補正の中には、業務課料金担当業務の民間委託というものの債務負担行為が入っている

わけでございます。この仕事というのは特に内部業務の中で電話受付、来庁者対応、それから

さらに水道開始・休止、止めるというようなことまで含めて、まさに命にかかわる大変な問題

を含んでおり、従来はこれは命にかかわる問題で柔軟に対応していたものだと思っております。

こういう大変な問題を含んだ民間委託でございますが、民間委託が必要という理由がどういう

ものなのか、どのように審査されたのか、１点伺います。 

 そしてもう１点は、この委託によって現在の検針員の労働条件の変更についてはどうなのか

ということを、どのように審査されたか伺いたいと思います。特にほかの地域の例を見ますと

民間委託された場合、検針員の労働条件が、報酬が引き下げられるというようなことも聞いて

おりますので、検針員の労働条件の変更についてはどのような審査が行われたかということを

お聞きしたいと思います。 

〇議長（海野利比古君） 

 委員長。 

〇建設経済常任委員長（保坂利定君） 

 議案第１２９号 「平成２８年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）」の中の業務課料

金担当業務の民間委託についての、どのようなメリットがあるか、あるいは現検針員の労働条

件についての審議内容を求められましたので報告をいたしますけれども、メリットについては

現状、職員６名、臨時職員４名という体制ですけれども、当然これは行財政改革の一環の中で

の、他業務へ職員を振り分けられるということで、他業務について市民サービスの向上を図る

ということで民間委託をやるような、そのようなメリットがあるというような説明でもありま

すけれども、そのほかに現検針員の労働条件ということですけれども、現在は検針員について

はシルバー人材センターへ委託しておりますので、そのへんの検針員の今後の雇用条件につき

ましては、今後の市当局と民間委託業者との協議内容で、また決めていきたいと思っておりま

すけれども、民間委託についての市民サービスが少しでも低下することのないような対応を取

るようにというような意見もありましたので、以上のような審査内容であります。 

〇議長（海野利比古君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 それでは委員長、席にお戻りください。 

 それではこれより討論および採決を行いますが、議案第１２５号につきましては先ほど申し

上げたとおりです。 

 それでは、議案第１２４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。 
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 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２４号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２９号を議題とし、討論を許します。 

 はじめに反対討論を許します。 

 反対討論はございますか。 

 （ な し ） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 なければ討論を終結します。 

 これより、議案第１２９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおりに決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３０号および議案第１３１号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案についての委員長報告は、可決です。 

 本２案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３０号および１３１号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第１３５号、議案第１３８号および議案第１４０号から議案第１４２号までを一

括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本５案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 



 １６０ 

 お諮りします。 

 本５案についての委員長報告は、可決です。 

 本５案は、委員長の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１３５号、議案第１３８号および議案第１４０号から議案第１４２号までは原

案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３９号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議案第１３９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（石和温泉駅前観光案内所）」

について反対の討論を行います。 

 日本共産党、渡辺正秀でございます。 

 指定管理者を指定するものが市長 山下政樹さん、そして指定管理者が観光物産連盟代表 山

下政樹、指定するものと受けるものの代表が同一人物であることが違法かどうかはともかく不

適切であるとかねてより指摘してまいりました。この点が反対理由でございます。 

 指定管理者制度とその適用について再検討が必要であることがいよいよ明らかになってきま

した。基本的な問題点を列記すると本来、公が管理運営すべき施設も指定管理者に任せる、そ

の代表がいわゆる公民館でございます。２つ目に民間のノウハウで経費の節減と公の施設の効

果的活用ということが本当にできているのかという問題があります。３つ目に指定管理者制度

のもと、指定管理者にとっても施設に対する投資ができず、したがって経営戦略を持てないと

いう問題、また施設自体の老朽化、時代遅れになっても行政も指定管理者も対策をとりにくい

という問題がございます。こうした点を抜本的に見直すべきだと申し上げて、私の反対討論と

させていただきます。 

〇議長（海野利比古君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 なければ討論を終結します。 

 これより、議案第１３９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１３９号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１２５号を議題といたします。 

 議案第１２５号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）」についての討論を行

います。 

 まず反対の討論を許します。 



 １６１ 

 （ な し ） 

 なければ次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 以上で討論を終結します。 

 これより、議案第１２５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、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。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２５号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第３０ 笛吹市選挙管理委員及び補充員の選挙を議題とします。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 ただいまから指名いたします。 

 選挙管理委員に竹下光廣君、山本保君、川合久男君、田中春子君。 

 補充員に河野修君、齊藤壽君、向山和夫君、吉岡弘子君。 

 以上のとおり指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました方をそれぞれの当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました方が笛吹市選挙管理委員および選挙管理委員補充員に当選さ

れました。 

 次に補充員の順序についてお諮りします。 

 補充員の順序は、ただいま議長が指名しました順序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） 



 １６２ 

 異議なしと認めます。 

 したがいまして、補充員の順序はただいま議長が指名しました順序に決定しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開を４時１５分といたします。 

休憩  午後 ４時０５分 

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

再開  午後 ４時１５分 

〇議長（海野利比古君） 

 再開いたします。 

 ただいま市長より５件の追加議案が、また会議規則第１３条第１項および第２項の規定に基

づき議員より発議１件が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   これより日程第３１ 議案第１４３号から日程第３５ 同意第８号までを一括議題とし、提出議

案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 

 本日、追加提案させていただきます案件につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は補正予算などの２件、同意案件は人事案件３件でありま

す。 

 はじめに議案第１４３号 「平成２８年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」で

あります。 

 既定の予算額に歳入歳出それぞれ２１２万円を追加し、総額を３４１億５，０５０万円とす

るものです。これは農林水産費の地域農業振興事業費に２１２万円追加するものであり、ＪＡ

笛吹の携帯型ブドウ用糖度センサー導入補助金であります。歳入は県補助金と交付税を充てる

ものであります。 

 次に議案第１４４号 「人権擁護委員の候補者の推薦」であります。 

 人権擁護委員法第６条第３項の規定により網倉義久氏、石原均氏の推薦について議会の意見

を求めるものであります。 

 網倉氏、石原氏は再任であり任期は平成２９年４月の１日から３年間であります。 

 次に同意第６号 「名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」であります。 

 地方自治法第２９６条の４第１項および名所山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の

規定により中村繁身氏、春田正元氏、田中英広氏、向山正巳氏、名取洋平氏、渡辺美津雄氏、

６名の選任について議会の同意をお願いするものであります。 
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 ６名は新任であり任期は平成２９年１月１日から４年間であります。 

 次に同意第７号 「教育委員会委員の任命について」であります。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により廣瀬光男氏、齊藤文栄

氏の任命について議会の同意をお願いするものであります。 

 廣瀬氏、齊藤氏は新任であり任期は平成２９年１月１日から４年間であります。 

 次に同意第８号 「公平委員会委員の選任について」であります。 

 地方公務員法第９条の２第２項の規定により曽根哲哉氏の選任について議会の同意をお願い

するものであります。 

 曽根氏は新任であり任期は平成２８年１２月２１日から４年間であります。 

 なお、経歴等につきましてはそれぞれの案件の末尾にあります参考資料のとおりであり、以

上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、ご議

決賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（海野利比古君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより議案第１４３号、議案第１４４号および同意第６号から同意第８号までの５案件の

質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第１４３号、議案第１４４号および同意第６号から同意

第８号までの５案件については、会議規則第３６条２項の規定により委員会付託を省略したい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本５案件は委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これより１件ずつ討論・採決を行います。 

 まず、議案第１４３号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１４３号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第１４３号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１４４号の討論を行います。 

 討論ありますか。 

 （ な し ） 
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 討論を終結します。 

 これより、議案第１４４号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、議案第１４４号は原案のとおり承認されました。 

 次に同意第６号の討論を行います。 

 討論ございますか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、同意第６号の採決を行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第６号は原案のとおり同意されました。 

 次に同意第７号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、同意第７号の採決を行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第７号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました廣瀬新教育委員、齊藤新教育委員の２名から議場での発言の

申し出がありますので、これを許可したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 廣瀬光男君、齊藤文栄君の入場を許します。 

 （ 入 場 ） 

 はじめに廣瀬光男君の発言を許します。 

〇新教育委員（廣瀬光男君） 

 ただいま議長さまからご紹介いただきました廣瀬光男と申します。 

 このたび教育委員拝命ということで、また議会の中でこのようにご承認いただきまして大変

名誉に感じております。 

 甚だ微力ではありますが、誠心誠意教育分野について知っているところ、できることを遺憾

なく発揮してまいりたいと思っています。また議員の皆さまのご指導・ご鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 甚だ簡単ですが、ごあいさつとさせていただきます。 
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〇議長（海野利比古君） 

 次に齊藤文栄君の発言を許します。 

〇新教育委員（齊藤文栄君） 

 ただいま議長さまよりお許しいただきましたので、一言ごあいさつをさせていただきます。 

 皆さま方より選任していただきました齊藤文栄でございます。 

 教育委員としての重責を深く自覚し、誠心誠意職務に専念してまいりたいと思います。皆さ

ま方のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますがあいさつとさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 廣瀬光男君、齊藤文栄君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

 続いて同意第８号の討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、同意第８号の採決を行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第８号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました曽根新公平委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 曽根哲哉君の入場を許します。 

 （ 入 場 ） 

 それでは曽根哲哉君の発言を許します。 

〇新公平委員（曽根哲哉君） 

 公平委員選任のご同意をいただきました曽根哲哉でございます。 

 もとより浅学非才ではございますが、誠心誠意職に取り組んでまいる所存でございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（海野利比古君） 

 曽根哲哉君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

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

〇議長（海野利比古君） 

   次に日程第３６ 発議第６号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 保坂利定君。 
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〇４番議員（保坂利定君） 

 それでは発議第６号 「リニア対策特別委員会の設置について」、説明をいたします。 

 発議第６号につきましては、地方自治法第１０９条および笛吹市議会委員会条例第６条の規

定に基づき提出いたします。 

 平成２８年１２月１９日 

 笛吹市議会議長 海野利比古殿 

提出者 

笛吹市市議会議員 保坂利定 

賛成者 

笛吹市市議会議員 古屋始芳 

    〃    荻野謙一 

 リニア対策特別委員会の設置についての提案理由 

 リニア中央新幹線は平成３９年（２０２７年）に東京都・名古屋市間で営業運転を開始する

方針が発表され、現在、山梨県にあるリニア実験線において実用化レベルでのさまざまな試験

が行われております。リニア中央新幹線の開通により、山梨県はもとより本市においても大都

市との多彩な交流を生み出し新たな観光客の誘致、企業の進出、さらには都市からの定住人口

の増大が期待され、今後も実験線活用とその影響の対策を推進するために笛吹市議会委員会条

例第６条の規定により笛吹市議会にリニア対策特別委員会を設置するものであります。 

 リニア対策特別委員会の設置に関する決議について 

 名称はリニア対策特別委員会、設置の根拠、目的は先ほど申し上げたとおりでございます。 

 設置期間は現議員の任期までとする。 

 議員の定数は９名。 

 以上、リニア対策特別委員会の設置についての発議を提出する内容でございます。 

〇議長（海野利比古君） 

 お諮りします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第６号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第６号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第６号は原案のとおり可決されました。 

 重ねてお諮りします。 

 ただいま設置されましたリニア対策特別委員会の委員については委員会条例第８条第１項の

規定により海野利比古、川村惠子、古屋始芳、荻野謙一、保坂利定、小林始、武川則幸、北嶋

恒男、岩沢正敏の以上の９名を指名いたします。 
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 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま議長が指名しました議員をリニア対策特別委員会委員に選任することに決

しました。 

 ただいま選任されました各委員は休憩中に委員会を開催し、委員会条例第９条第２項の規定

によって正副委員長の互選を行い、報告願います。 

 暫時休憩といたします。 

 第３委員会室に今の委員に指名された方はお集まりください。 

休憩  午後 ４時３６分 

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

再開  午後 ４時５０分 

〇議長（海野利比古君） 

 それでは再開いたします。 

 再開に当たりまして申し上げます。 

 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のでご承知おきください。 

 休憩中、リニア対策特別委員会において正副委員長の互選が行われましたので事務局長より

報告させます。 

 古屋議会事務局長。 

〇議会事務局長（古屋健君） 

 それではご報告申し上げます。 

 リニア対策特別委員会委員長 岩沢正敏議員、副委員長に武川則幸議員。 

 以上でございます。 

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

〇議長（海野利比古君） 

   日程第３７ 「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、山下政樹君。 

〇市長（山下政樹君） 

 平成２８年第４回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本議会は１２月７日から本日まで１３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とおし上程いたしました提出案件のすべ
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てにつきまして慎重なるご審議に努めていただき、感謝を申し上げます。また一般質問におき

ましては市政の各分野につきまして多数のご質問をいただきましたが、現状の課題を認識し市

政発展のため生かしていく所存でございますので、なお一層のご努力・ご協力をお願い申し上

げます。 

 日に日に寒さが増し、いよいよ冬本番を迎えます。冬の誘客と温泉街のイメージアップを図

るため、昨年に引き続きさくら温泉通りや駅前通りにイルミネーションを点灯しております。

また２月の金・土・日には石和温泉旅館協同組合による冬花火笛吹川の舞が始まります。寒い

時期ではありますが、多くの皆さまにお越しいただけることを期待しております。 

 観光に関連し、１月末には都内大手旅行会社へのトップセールスを行う予定であり、年間イ

ベントの紹介など本市への送客依頼を行ってまいります。 

 新年に入りますと各種行事が予定されております。 

 まず１月５日には平成２９年新春交歓会ならびに受賞者祝賀会が開催されます。市議会議員

をはじめとする各種委員および団体代表者の皆さまにご出席をいただき、受賞者の祝賀会を行

うとともに新春をお祝いしたいと思います。 

 １月８日には笛吹市消防団出初め式が行われます。さらに同日、笛吹市成人式が一宮ももの

里スポーツ公園体育館において合併後初となる１カ所で開催されます。 

 さて来年は酉年であります。酉という漢字は酒壺を描いたもので、収穫した作物から酒を抽

出するという意味や収穫できる状態であることから実るということも表し、そのことから果実

が成熟した状態を表しているとされています。これからの笛吹市が成熟していくきっかけとな

り、実り多い一年となるよう市政を運営してまいります。 

 師走も半ばを過ぎ、何かと慌ただしい時期を迎えます。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のあいさつとさせていただきます。

ご苦労さまでございました。 

〇議長（海野利比古君） 

 以上をもちまして、平成２８年笛吹市議会第４回定例会を閉会といたします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

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

閉会  午後 ４時５６分 
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