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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年笛吹市議会第１回定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 如月のこの時期になれば、飯田龍太先生の「白梅のあと紅梅の深空あり」が思い出され、ま

た１４日にはハウスの桃園も開園し、笛吹市の花のドラマのスタートに一足早い春を感ずる今

日このごろであります。 

 そしてハウスの桃の開園、１年前のできれば思い出したくない未曾有の大雪害を乗り越え、

いまだ７割近くが再建途上でのオープニング、改めて敬意と感謝を申し上げるところでありま

す。 

 さて笛吹市も合併１１年を迎え、果実と温泉を融合させた観光もいまだに低迷し続けている

現状。子育て支援、介護、教育など新年度から制度改編に伴う不安定要因が増幅している現状

などなど、課題が山積した中での平成２７年度当初予算に関わる３月定例会。市議会としまし

ても市民の意見・ニーズをしっかりと拝聴し、その知恵と工夫を具体的な施策に実現できるよ

う本会議、委員会でのしっかりとした精査と議論に全力を尽くす所存であります。 

 加えて議会改革も前進させる中で議会基本条例制定に向け市民に開かれた議会、市民の負託

にしっかりと応える議会の改革に向けても議員一丸となってまい進する決意であります。 

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

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 １３番 中川秀哉君および 

 １４番 川村惠子君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 



 １０ 

 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの２４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３月２０日までの２４日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「会議関係諸般の報告」を行います。 

 報告を申し上げます。 

 本日、海野利比古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２６年１１月分から平成２７年１月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 報告第１号から日程第４９ 議案第４３号まで

を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年第１回定例会の開会に際し、所信を申し述べます。 

 昨年末の総選挙では、安倍首相の率いる自民・公明の与党連合が衆議院の議席の多数を占め

る結果となりました。安倍首相は、２月１２日の施政方針演説では「戦後以来の大改革」をス

ローガンに農業や雇用の改革、地方創生などを訴えております。今後とも平和国家日本の理想

を失うことなく、地方の末端に至るまで汗して働く人々が報われるような施策が展開されるよ

う期待するとともに、笛吹市にとって有用な施策に関しては的確に取り込むよう努めてまいり

ます。 

 一方、山梨県においては２月１７日、後藤新知事が就任しました。すでに「ダイナミックや

まなし プラチナ社会構想」を発表し、政策の骨格はうかがい知ることができますので、具体

化される施策を注視しつつ、これまで以上に県との連携を強化してまいります。 

 笛吹市においては、基幹産業の農業に関しては昨年２月の雪害からの再建が最大の課題であ

ります。被災したハウスの撤去はほぼ終了し、被災農家の約９割が再建を目指しております。

被災農家からの要望については全案件について国へ計画承認申請の提出を行い、撤去、再建費

として約５８億円の事業費を確保したところであります。撤去に関しては、本年度中にすべて

の案件に対して補助金を交付することとしておりますが、再建・修繕に関する事業は資材・人

材不足により、やむを得ず本年度中に完了できない案件について翌年度に繰り越して補助を行

います。今後は全案件が２７年度中に復興できるように、また被災農家が一刻も早く平常の農

業経営に戻っていただけるよう引き続き県、ＪＡと連携して最大限の支援をしてまいります。 



 １１ 

 もう一方の基幹産業である観光に関しては、外国からの観光客の増加はみられるもののピー

ク時に比べての落ち込みは依然として大きく、抜本的なテコ入れが不可欠であります。 

 わが国全体の人口減少が確実に予想される中、とりわけ地方においては自治体の消滅に対す

る警鐘が乱打されているところであります。笛吹市においても子どもを産み育てる世代をはじ

め、放置すれば人口の減少は避けられない状況の中で、これへの対応は急務であります。地方

創生の風をしっかりと捉えて子育て政策の展開、子育て世代の移住促進に努めなければなりま

せん。産業政策を果敢に展開し、市民の懐を温かく雇用の場を拡大し、税収増に結びつけてい

くことも求められています。 

 合併１０年を経た笛吹市の行政運営に関しては、特例措置の縮減に対応した財政運営が急務

である一方、超高齢化社会の到来、公共施設の老朽化等、財政支出を求めるニーズは強まる一

方です。このため、公共施設の再配置や財政・市役所組織の抜本的見直しにスピード感を持っ

て取り組むとともに安定した自主財源を確保するため、市民の皆さまのご理解を得て平成２８年

度から都市計画税の導入に向けた準備を進めてまいります。 

 それでは、平成２７年度施政方針について申し述べたいと存じます。 

 まず産業政策でありますが、基幹産業である観光と農業に的を絞って積極果敢に迅速に施策

の展開を図ってまいります。 

 はじめに、ミズベリング構想についてであります。 

 本市の市名の由来となった笛吹川の恵みに感謝し、その水辺空間の新たな活用の可能性を探

求するため、庁内にミズベリング構想検討プロジェクトチームを立ち上げ、水辺を生かしたま

ちづくりについて検討してまいりました。 

 この構想に基づき、本市の伝統文化である鵜飼を将来にわたり継承する取り組みや観光の活

性化につながるようなソフト・ハード面での整備などを中心に、平成２７年度から３カ年の計

画で取り組むこととしております。 

 次に、全国桃サミットについてであります。 

 わが国が誇る果樹「桃」の世界市場への展開と、それを通じたわが国桃農業の振興を図る上

で必要な方策に関し、全国各産地の統一した声を取りまとめるため「全国桃サミットｉｎ笛吹」

を平成２７年４月１７日（金曜日）から１８日（土曜日）に石和温泉郷において開催します。

初日に全国桃産地協議会、全国桃サミットおよびレセプションを開催し、翌日には石和温泉駅

前公園で全国うまいもの市の開催やエクスカーションとして観光地の紹介をする予定です。 

 農業に関しては担い手確保と遊休農地解消を目的とし、就農定住者促進事業・定年就農促進

事業に取り組みます。これらの事業は市内の遊休農地を市で借り受け、市外や都内の二地域居

住、移住と就農体験希望者また定年退職者に貸し出し、お試し農業として気楽に野菜などを作っ

てもらい、作物を育てる楽しさを体験していただき就農につなげていきます。 

 また同時に就農者を通じて、笛吹市の農業を都会に発信することにより新たな農業の可能性

も発掘できると考えております。 

 次に、観光についてであります。 

 本年も観光関連団体との連携・協調のもと、迅速な施策の展開に努めてまいります。四季折々

の各種イベントは観光団体の協力を得ながら工夫を凝らして実施してまいります。日本一桃源

郷春まつりは、合併１０年を契機に昨年から八代ふるさと公園をメイン会場に実施しましたが

本年も同様、メイン会場を中心に市内各地の花見散策路や七福桜を楽しんでいただくとともに
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民間や地域で開催される自主イベントとも連携し、一体となって盛り上げていきたいと思いま

す。３月２１日のミズバショウ祭りを皮切りに、４月２６日の川中島合戦まで花のテーマパー

クとなるようなイベントを実施してまいります。地域の皆さまのご理解・ご協力を切にお願い

します。 

 本年も引き続き市内山梨百名山を中心に登山道を整備し、多くの愛好者を誘致できるよう努

めてまいります。昨年４００名の参加を得ました大蔵経寺山・兜山トレイルラン大会は、本年

２回目を開催し定着を目指します。また周辺自治体との広域連携にもより一層努めます。峡東

地域特有のワイナリーや山々など有力な資源を巻き込んだ魅力発信により、温泉郷の振興を図

ります。 

 プロモーション活動として、訪日が急増している外国人観光客に対する誘客促進、ならびに

果実の販路拡大に努めます。台湾はもとより、本年はベトナム・フィリピンなど東南アジアの

新興国に力を入れたいと思います。大手旅行代理店やマスコミを中心に県と連携しながらトッ

プセールスや招聘活動を行います。 

 次に、リニアの見える丘整備事業についてです。 

 花鳥の丘展望台の整備については現在、測量設計および事業認可取得のための関係機関との

協議を進めておりますが、２７年度には用地の取得等工事発注に向け事業の推進を図ってまい

ります。 

 八代ふるさと公園駐車場につきましては現在、仮設展望台を設置し、盆地を含めた眺望を楽

しんでいただいておりますが、２７年度には本格的な展望台を設置する計画で現在、実施設計

業務を進めているところであります。 

 ２７年度から地域おこし協力隊事業に取り組みます。この事業は、都市に住む人材を地域お

こし協力隊員として誘致し、地域活力の向上や地域の魅力の発信など、地域の活性化に取り組

んでいただきながら、地域への定着・定住を図っていこうとするものです。隊員は最大で３年

間、本市の地場産業の振興、地域資源の発掘、交流事業の支援などの活動に従事します。現在、

４月の募集に向けて準備を進めているところであり、地域おこし協力隊が新たな地域活性化の

推進役として活躍できるよう取り組みを図ってまいります。 

 第２の大きなテーマとして、安心して健やかに暮らせるまちづくり 住みたくなる桃源郷の

まちづくりです。 

 花と緑のまちづくり推進事業を拡充して花や緑でより良い生活環境をつくり、地域のコミュ

ニティを発展させ、生き生きとしたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 市内各所の公園、公共施設や道路河川沿いに花の栽培・管理育成を行おうとする住民自治組

織や団体等に花苗・種子等を配布し、美しいまち並みづくりを進めてまいります。 

 また花のまちづくり教室、花のパンフレットの作成、花と緑あふれる庭園を公開していただ

くオープンガーデン事業等に取り組んでいきます。市内全域を季節感豊かな花で溢れる公園の

ようにすべく、まちづくりを推進してまいります。 

 市民生活を支えるインフラの整備について、主な事業に関して簡潔に申し述べます。 

 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてです。 

 南北自由通路と駅舎建替工事については、本年３月下旬に自由通路の一部と駅舎が完成する

運びとなりました。２７年度末までには、北口整備を含めた駅周辺整備事業がすべて完成する

予定であります。 
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 今後も周辺住民の皆さまや駅利用者など関係者のご理解とご協力をいただきながら、事業を

進めてまいります。 

 砂原橋架替事業については、３月に橋梁部の完成を見込んでいます。 

 笛吹川左岸側取り付け道路は外周道路の道路工事の一部を１１月に発注しており、３月には

完成する計画です。今後は２７年度中の仮供用開始を目途に取り付け道路にかかる用地買収、

道路工事等を順次進めてまいります。 

 公営住宅については、建物の老朽化により良質な住宅機能を提供することができない状況が

多く見受けられるので、本年度から特に老朽化の激しい木造住宅の建て替えを順次進め、住宅

に困窮する方が安心して暮らせる生活環境整備を進めてまいります。 

 公共下水道整備については、今後１０年程度を目途に下水道施設の概成を目指す笛吹市下水

道アクションプランを平成２７年度に策定し、本市の汚水処理施設整備に関する方向性を決め

ていく計画であります。 

 安心・安全なまちづくりを進めていく上で防災対策は欠かせません。本市でも巨大地震、風

水害、富士山噴火など自然災害の発生が懸念されておりますが昨年２月の豪雪を教訓としまし

て今まで以上に日ごろの備えの必要性を認識した中で防災・減災対策に取り組んでまいります。 

 消防防災施設の整備においては、新規事業として消防団波無線のデジタル化への移行、防災

行政無線で放送した内容を希望者にメールで配信するサービスを導入し、防災体制の一層の強

化に努めます。併せて消防救急無線もデジタル波に完全移行することから、新設された高機能

指令センターの運用により１１９番通報受付から事案処理までを迅速、的確に処理することで

災害被害を軽減し、救命率の向上を図り市民の安心・安全を支えてまいります。 

 また地域の防災力の強化を図るためには、自主防災組織の充実が必要不可欠です。地区への

整備補助金制度の活用をすすめるとともに、全地区が防災マップを作成することを目標に防災

意識の啓発に取り組んでまいります。 

 消防署出張所につきましては３出張所とも築４０年と老朽化が進んでおりますが、大規模災

害時の拠点施設として重要な役割を果たすことから、再編整備に向けて取り組んでまいります。 

 災害時の避難路を確保するため、避難路沿道にある建築物の所有者は耐震診断を義務づけら

れましたので、平成２７年度末までに行うべく取り組んでまいります。 

 交通安全施設の整備については、笛吹市通学路交通安全プログラムに基づいて実施した合同

点検の結果を踏まえ、危険箇所ごとに交通安全対策工事を実施するとともにカーブミラー等の

設置修繕を進め、交通事故の防止を図ってまいります。 

 まちづくりの分野での大きな課題は市民協働によるまちづくり、市民活動への支援でありま

す。 

 地域づくりへの市民の参加を積極的に支援します。地域振興基金運用益を活用した助成事業

の実施、活動支援講座・地域づくりワークショップ・フォーラムなどの開催、市民活動スペー

ス「よっちゃばる広場」の利用促進、インターネットポータルサイト「よっちゃばるネット笛

吹」の運用や情報誌「よっちゃばる通信」の発行により、協働について理解と実践を図ります。

ボランティアセンターの設置をはじめとするボランティア活動への支援を一層、強力に推進し

ます。 

 第３は少子化、人口減少に対応した子育て、教育、福祉のまちづくりです。 

 本年４月から子ども・子育て支援新制度がスタートいたします。この制度の施行に向けて、
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これまで笛吹市子ども・子育て会議において、ご意見をいただきながら検討を重ねてまいりま

した笛吹市子ども・子育て支援事業計画がまもなく策定されます。平成２７年度からはこの計

画に基づき、幼児期の教育・保育や地域における子ども・子育て支援を総合的に推進します。 

 まず地域子育て支援センター事業については、地域子育て支援センター５カ所とつどいの広

場に加え、新たに石和地内に１カ所増設を予定しており、これにより市内７カ所において子育

てについての相談、情報の提供、助言を行い、子育て支援の充実を図ってまいります。 

 さらにつどいの広場では新規事業として親子が地域へ踏み出し、他の支援や人々とつながる

きっかけづくりを支援するホームスタート事業を始めることとしております。 

 また２７年度から学童保育の対象児童がすべての小学生になったことに伴い、学童保育室の

定員を２７５人増やし１，１１９人とし、放課後における児童のさらなる健全育成に努めてま

いります。保育につきましても子ども・子育て支援事業計画に基づき保育所、保育園や認定子

ども園などの施設において、保護者の皆さまのニーズに応えられるよう努めてまいります。 

 次に、福祉分野について申し述べます。 

 まず高齢者福祉ですが高齢者がいつまでも元気で暮らせるまちを目指し、平成２７年度から

３年間を見据えた高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画を新たに策定したところでありま

す。本年４月からの介護保険制度改正に伴い、新しい地域支援事業の中で介護予防・認知症施

策等の推進に取り組み、高齢者のニーズに合わせた社会の体制づくりを進めてまいります。 

 また地域包括支援センターにおいては身近なところに相談窓口があり、自分に合った必要な

サービスや支援を受けられるよう包括的な体制を推進してまいります。 

 さらに介護保険事業につきましては、平成２７年度から平成２９年度を計画期間とする第６期

介護保険事業計画がまとまり、地域密着型サービスの充実を中心に住み慣れた地域で安心して

介護サービスが受けられるように進めてまいります。 

 また進展する高齢化、介護認定者の増加に伴い介護保険給付費も増加しており、計画期間中

の保険給付費につきまして厳密に推計を行い介護保険料の算定をいたしましたところ、月額基

準額を５，６１８円とし、５２３円の負担増をお願いするところであり、何とぞご理解いただ

けますようお願いいたします。 

 生活困窮者対策につきましては、生活困窮者自立支援法が本年４月から施行されるのに伴い、

本市におきましても生活保護に至る前の段階で自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対

し自立相談支援事業の実施や住宅確保給付金の支給および一時生活支援事業を実施していき、

生活困窮状態からの早期自立を支援してまいります。 

 障がい者福祉に関しては、重度心身障害者等の移動支援や社会参加促進を目的に実施してい

る福祉タクシー利用助成事業について、平成２７年４月から利用料の助成単価を増額し、障が

い者の行動範囲の拡大や一層の社会参加・交流促進を図ってまいります。 

 また障がい者やその家族の相談窓口として、平成２７年４月に中核機関となる障害者基幹相

談支援センターを福祉総務課内に開設し、地域の関係機関との連携を図りながら身近な地域で

の相談支援体制を整え、障がい者が安心して生活できる環境づくりを進めてまいります。 

 市民の健康づくりについては、成人保健において病気の早期発見や早期治療のために各種検

診や健康の保持増進のため、働き盛り世代の人を対象とした生活習慣病予防教室、健康アップ

運動教室、健康アップ栄養教室等を実施し、終了後も関係機関との連携を図りながら切れ目の

ない環境づくりに努めてまいります。 
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 また母子保健では、乳幼児健診後の二次健診や個別・集団相談事業の充実を図るとともに中

学生を対象に命の大切さや心身の健康を目指した思春期教室の全校への実施や任意の予防接種

でありますおたふくかぜ、ロタウィルスのワクチン接種の公費助成を継続してまいります。 

 国民健康保険制度に関しては、高齢化に伴い前期高齢者の被保険者の国保加入者が大幅に増

加している現状で、２６年度１１月支払いの医療費の約５０％が前期高齢者の被保険者が占め

ています。 

 医療費削減に向けていくつかの事業を行っていますが、その中の１つとして日ごろからの運

動習慣を身に付け、健康な体を維持するには誰でも気軽に行うことができるラジオ体操が一番

と考え、本年７月３０日に夏期巡回ラジオ体操を笛吹市清流公園芝生広場で行う予定で関係団

体と連携しながら普及を図ってまいります。 

 また国保加入の被保険者減少、所得の減少等による税収の伸び悩みおよび高齢化による医療

給付費等が増加しており、今後の国保財政の財源不足に備え税率の算定を行いました。平成２２年

度から税率を据えおいてまいりましたが、２７年度より資産割については据え置くものの所得

割０．４％、均等割２，５００円、平等割４，５００円とそれぞれ負担増をお願いするところ

であります。 

 次に学校教育関係ですが、東日本大震災の際には多くの学校施設でつり天井落下の被害が発

生しました。このつり天井を有する市内４校の屋内運動場の落下防止対策を実施します。また、

特別教室の暑さ対策として浅川中学校音楽室へエアコンを設置します。 

 生涯学習施設の整備としては老朽化が目立つスコレーセンターの外壁、屋上防水、内装の一

部を改修します。 

 笛吹市の将来を担う子どもたちや生涯学習に取り組む市民の皆さまが安心・安全な環境のも

とで学ぶことができるよう教育環境の整備に計画的に取り組んでまいります。 

 文化財行政については、甲斐国分寺跡整備事業はこれまで塔・金堂・講堂・中門跡等、主要

伽藍の発掘調査を行い多くの成果を得ております。２７年度はこれまでの成果をもとにどのよ

うに保存・整備し有効に活用していくのか、文化面や観光面も含め整備に向けた基本計画の策

定を進めてまいります。 

 第４は市役所機能の再編や公共施設再配置等、行財政改革の強力な推進であります。 

 市役所組織に関しては、厳しい財政状況から職員定数の適正化をさらに進めていくこととし

ますが、市民サービス低下を招かないよう事務能率の向上を図るとともに事務事業の見直し、

ならびに機構改革および支所機能のあり方について検討を進めてまいります。 

 公共施設の見直しについては、今後集中して到来する施設の老朽化への対応に加え、人口減

少や高齢社会への対応など将来を見据え、次の世代に負担を掛けずに市民サービスを持続させ

るため、公共施設白書で明らかになった諸課題を踏まえ、適正配置を進める必要があります。 

 平成２７年度は市民の皆さんと情報を共有しながら公共施設の適正配置に向け、インフラ施

設も含めた公共施設等総合管理計画を策定します。 

 健全で安定した行財政基盤づくりへの取り組みですが、第３次行財政改革大綱により多様化

する地域課題に市民の皆さまと協働により解決するとともに各種事務事業を精査し、選択と集

中による健全な行財政基盤の確立が図られるよう進めてまいります。 

 課題となっている市税等徴収率の向上については税負担の公平性を確保するため、県総合県

税事務所へ職員を派遣する等、県との連携強化のもと徴収率も年々向上しているところであり
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ます。２７年度は県総合県税事務所職員派遣制度を活用し職員を受け入れ、県税滞納整理のノ

ウハウを大いに活用して滞納処分を実施してまいります。また、２７年度からはクレジット収

納を導入し納付環境をより整備してまいります。 

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

るような効率的な業務運営に努めてまいります。 

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

りますようお願いいたします。 

 続きまして本日、提案した案件につきましてご説明申し上げます。 

 提出案件は条例案１２件、補正予算案７件、平成２７年度当初予算案１９件、都市宣言に関

する議案１件、その他の案件６件など合わせて４５案件であります。 

 まず、条例案についてです。 

 「笛吹市地域審議会条例の制定」については市町村合併の特例に関する法律に基づき、旧町

村ごとに設置している地域審議会について、合併時の協議により平成２７年３月３１日までと

していた設置期間の延長などを行う必要があるため、条例の制定を行うものであります。 

 「笛吹市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法

の一部改正に伴い、地域包括支援センターの設置者が順守すべき基準および地域包括支援セン

ターの職員にかかる基準、ならびに当該職員数について市の条例で定める必要が生じたため条

例制定を行うものであります。 

 「笛吹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定」については、介護保険法の

一部改正に伴い、指定介護予防支援事業所の有する人員および介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準、ならびに事業の運営に関する基準を市の条例で定める必要が生じたため、

条例制定を行うものであります。 

 「笛吹市営春日居地区温泉給湯条例の制定」については、市が運営している春日居地区温泉

事業の給湯に関して、条例の制定を行うものであります。 

 「笛吹市行政手続き条例の一部改正」については、平成２７年４月１日に施行される行政手

続法の一部改正に関して行政指導に携わる者は当該行政指導をする際、市の機関が許認可等を

する権限、または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときはその相手方に

対して根拠となる法令の条項などを示さなければならないとした条文を追加するほか、所要の

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、平成２６年人事院の給与勧告における職員

給与の総合見直しに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正」については保険給付費等の増加に伴い、国民健康

保険税率の見直しを行うため、所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市福祉センター条例の一部改正」については笛吹市一宮福祉センターの廃止に伴い、

所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市立保育所条例の一部改正」については、合併前の旧御坂町当時から休所となってい

た御坂檜峯保育所を廃止することとし、所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市保健福祉センター条例の一部改正」については、学童保育の年齢拡大が平成２７年

４月１日から実施されることに伴い、学童保育の受け入れ施設が不足することから一宮保健セ



 １７ 

ンターを児童福祉施設として転用することとし、所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市介護保険条例の一部改正」については、介護保険法の一部改正に伴う指定介護予防

支援事業者の指定に関することについて、また医療介護総合確保推進法の制定により介護予防

日常生活支援総合事業の実施猶予の期限について条例で定める必要が生じたため、および第６期

介護保険事業計画の策定に伴う介護保険料の見直しを行うため、所要の改正を行うものであり

ます。 

 「笛吹市定住促進住宅条例の一部改正」については八代定住促進住宅の入居率向上のため、

単身者の入居を可能にする等、所要の改正を行うものであります。 

 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 まず「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」でありますが、既定の予算額から歳

入歳出それぞれ１２億５，８００万円を減額し、総額を３９４億３，６００万円とするととも

に継続費、繰越明許費、債務負担行為および地方債について所要の補正を行うものであります。

今回の補正は国の補正に伴い、２７年度に計画しておりました地方創生総合戦略調整事業やプ

レミア商品券発行などの前倒しに対応するほか、平成２６年度各種事業費の確定に伴う減額が

主な内容であります。 

 次に、特別会計の補正予算案であります。 

 各会計とも事業の確定に伴う補正を行うものであり、「国民健康保険特別会計」は１７２万円

を減額し総額を９２億６，５００万円に、「介護保険特別会計」は５，７９０万円を追加し総額

を５７億８，９００万円にするなど、合わせて５会計につきまして補正予算案を提案するもの

であります。 

 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 

 「笛吹市水道事業会計」において事業の確定に伴う補正を行うものであり、収益的収入及び

支出で３千万円を減額し総額を１７億１，９００万円とし、資本的収入では６億２，５００万

円を減額し総額を７億１，３００万円に、資本的支出では５億４，７００万円を減額し総額を

１２億２，３００万円とするものであります。 

 続きまして、平成２７年度当初予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 平成２７年度当初予算については、すべての市民が豊かで健やかに生き生きと生活できる笛

吹市の建設を目指し、選択と集中を徹底し、重点施策事業協議を経て必要不可欠とされる事業

について重点予算配分を行ったところであります。 

 特徴としましてはミズベリング構想、花と緑のまちづくり、産業振興、子育て支援などを中

心とし、地方創生に向けた事業にも取り組んでまいります。 

 そして４月には全国の桃産地から関係者をお招きし全国桃サミットの開催を予定しており、

販路拡大・売り上げ向上を図りたいと考えています。観光や農業の振興を図るとともに花いっ

ぱいのまちづくりを推進してまいります。 

 また、ごみ処理場の建設や基盤整備の推進、公共施設や通学路の安全対策、防災対策にも積

極的に取り組んでまいります。 

 福祉、保健面では学童保育や子育て支援センター、児童館事業の拡充、子どもすこやか医療

費助成や予防接種、検診への助成などに引き続き取り組む次第でございます。 

 さらに教育・文化面においては子どもたちが安心して教育を受けることができるよう、石和

中学校の校舎等改築や小中学校施設の改修、またスコレーセンターの改修や文化面のソフト事
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業においても重点配分したところであります。 

 まず一般会計は総額３３７億円であります。２６年度当初予算との比較では４．５％、１６億

９００万円の減額となります。 

 歳入では市税が前年度比２．４％減の８１億７千万円、地方交付税９４億５千万円、国・県

支出金５８億６千万円、地方債５４億３千万円などを見込む中で減債基金、公共施設整備等基

金などからの繰入金を１６億円としております。 

 また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１５１億３千万円、投資的経費は

５０億円となっております。 

 主な事業予算について、かいつまんでご紹介します。 

 総務費においては花と緑のまちづくり推進事業に１，７００万円、地域おこし協力隊事業に

７００万円、交通安全施設整備事業に１，４００万円、水辺活性化事業に７００万円を予定し

ております。 

 民生費においては子どもすこやか医療費助成事業３億２千万円、児童手当１２億円、生活保

護費１２億７千万円を予定しております。 

 衛生費ではごみ処理施設など環境施設事業費に１６億９千万円、がん検診事業に１億１千万

円、子どもの予防接種事業に１億４千万円を予定しております。 

 農林水産業費では農産物等消費拡大宣伝事業に１，２００万円、就農定住者促進事業に

４００万円、樹園地内の農道、水路改修などに２億９千万円を予定しております。 

 商工費においては観光宣伝、ならびに観光イベント事業に９，２００万円、リニアの見える

丘整備事業に２，６００万円、水辺活性化事業に４００万円を予定しております。 

 土木費においては橋梁長寿命化や通学路整備などの道路維持管理費に５億３千万円、道路新

設改良費に１億６千万円のほか砂原橋架替事業７，７００万円、スマートインターチェンジ周

辺道路整備事業に１億６千万円、避難路沿道建築物耐震診断等支援事業に３，９００万円、リ

ニアの見える丘整備事業に２億円、大坪地内浸水対策事業に２億７千万円、公共下水道特別会

計への繰出金１６億８千万円を予定しております。 

 消防費では常備消防の施設整備に５，３００万円、非常備消防の施設整備に１億５，７００万

円、消防団無線設備整備事業に２，４００万円などを予定しております。 

 教育費では石和南小、富士見小、境川小の屋内運動場のつり天井改修を含む小学校費に６億

２千万円、石和中学校校舎等改築事業や春日居中の屋内運動場のつり天井改修を含む中学校費

に１１億７千万円、またスコレーセンター改修などを含む社会教育費および保健体育費に８億

９千万円を予定しております。 

 公債費については、今までに借り入れを行いました地方債の元金及び利子の償還金など４５億

６千万円を予定しております。 

 そのほか平成２７年度固定資産評価替えにかかる土地評価業務委託契約締結など１２件につ

いて債務負担行為を設定し、地方債については臨時財政対策債１３億円、合併特例債３９億１千

万円、緊急防災・減災事業債７，５００万円などを予定し、地方債の借入限度額を５４億３千

万円に定めるものであります。 

 次に笛吹市国民健康保険など７特別会計について。 

 「国民健康保険特別会計」は総額を１０２億２千万円、「介護保険特別会計」は総額を５７億

７千万円、「介護サービス特別会計」は総額を１，６００万円、「後期高齢者医療特別会計」は
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総額を１３億３千万円、公共下水道特別会計は総額を２８億３千万円、「農業集落排水特別会計」

は総額を４，７００万円、「簡易水道特別会計」は総額を１，４００万円とするものであります。 

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

あります。 

 「笛吹市水道事業会計」につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ１６億８千万円、

資本的収入を１０億２千万円、同支出を１４億３千万円とするものであります。 

 「笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計」につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ

７，２００万円、資本的支出を１千万円とするものであります。 

 続きまして、都市宣言に関する議案についてであります。 

 「笛吹市男女共同参画都市宣言」については、「笛吹市男女共同参画推進条例」および「輝け

男女笛吹プラン」で定めた男女共同参画推進活動をさらに促進するため、男女共同参画都市宣

言について、議会のご議決をお願いするものであります。 

 次に「山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散」に関する以下の３案件についてで

あります。 

 「山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について」および「山梨県市町村議会議

員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分について」ならびに「山梨県市町村総合事務組合

の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村総合事務組合規約の変更について」は、山梨県

市町村議会議員公務災害補償等組合が、平成２７年４月１日に山梨県市町村総合事務組合と統

合し、その事務を同組合に引き継ぐことに関し解散および財産処分、ならびに山梨県市町村総

合事務組合規約の変更について、地方自治法第２９０条の規定に基づき議会のご議決をお願い

するものであります。 

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

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

 よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第５ 報告第１号および日程第６ 報告第２号を一括議題といたします。 

 本件につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分の報告ですので

ご了承願います。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第７ 議案第１号から日程第４９ 議案第４３号までを一括議題とし質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１号から議案第４３号までは、所管の常任委員会に付託することになっておりますの

で大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 



 ２０ 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 平成２７年度一般会計予算案について伺いますが、笛吹市予算案の概要というものが配られ

ましたがその１ページ、経済の状況と国の動向、下から３行目に次のように書かれています。

地方交付税の概算要求額は前年比マイナス５．０％となっており、国の地方財政における対応

は極めて不明確な要素が多く今後も注意深く見守っていかなければならないということで、前

年度比マイナス５．０％に留まっているということが書かれておるわけですが、もちろんこの

数字は大きく縮小されましたが、この概算要求の時点で言いますとこのマイナス５％というこ

とで、これが２７年度笛吹市地方交付税にどのように反映されるのか。また笛吹市の財政はそ

の結果、今後は厳しくなっていくという認識であるのかどうなのか。この点について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えを。 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 渡辺議員の大綱質疑に答弁させていただきます。 

 概要の１ページについての説明でございますけども、昨年の１１月１４日の時点で平成２７年

度の当初予算編成にあたりまして、基本的な考えを示したものであります。その時点での情報

では地方交付税の概算要求額は前年度比マイナス５％となっておりましたけれども、年明けの

１月１４日に総務省から平成２７年度の地方財政対策の概要が示されまして、地方交付税につ

きましては前年度比マイナス０．８％に修正をされております。このマイナス部分が２７年度

の地方交付税にどう反映するのかという点についてでありますけども、事業費補正であるか、

対費用であるか、まだ不明の段階であります。 

 次に市の財政状況についてということでありますけども、地方交付税が２７年度から段階的

な縮小が開始されます。２７年度予算では基金からの繰入金は前年度比２億４，６００万円増

の１６億１千万円でありまして、今後も楽観視はできないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今の後半の部分については、これは今回のこのマイナス５％、あるいはマイナス０．８％と

いうこととは別な問題ではないかということを指摘しておきまして、２回目の質問ですが国全

体で見るとその際、地方税等は主に地方消費税の増でプラス２兆４千億円の見込み、臨時財政

対策債を含む地方交付税の総額はマイナス１兆２千億円。すなわち地方交付税は減らされたの

ではなくて、地方税等の増収の見込みの結果、減るということではないかと思いますがいかが

でしょうか。 

 笛吹市の予算を見ると、地方消費税交付金のプラス４．４億円などで税収等の総額は２６年

度比プラス２億５千万円。その結果、地方交付税はマイナス２億円になっております。そこで

こうしたマイナス５％、あるいはマイナス０．８％ということでつらいのは誰か。これは笛吹

市の財政が困るということではございません。消費税増税で市民、庶民が窮地に追い込まれて

いるのだと思いますが、この点はどのようにお考えでしょうか。数字を見ても庶民の暮らしに



 ２１ 

思いを馳せるのが為政者に求められる態度だと思いますが、いかがでしょうか。また先の記述

は正確なメッセージを与えないばかりか、地方交付税は一路減額に向かっているという誤った

メッセージを市民、職員ばかりでなく執行部自身にも与えることになると思うが、この点はど

のようにお考えか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 大綱質疑の再質問ですが、今、交付税については１１月当初の見積もりと１月１４日、閣議

決定の結果の差で５％のマイナスから０．８％、修正があったと。それについては、これは交

付団体、全国中の交付団体で割ります。しかも財政需要の中へ入れ込まれる数字としての、収

入額からの差し引き財政需要の総体の中での差ですから、笛吹に与える影響は少なからずもマ

イナス０．８だと。全体のパイとしてそういう財政課長の答弁です。 

 それといわゆる消費税交付分、その分が増えていると。いわゆる国から与えられる金額とし

て同じですが項目が違います。ましては消費税交付分については社会保障等へ充てるという、

一般財源ではございますがそういう目途のものでございます。ですから一概にその金額が増え

る、減るというお話については当たらないのかなとそういう認識をしております。 

 以上、お答えさせていただきます。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議長、答弁が間違っている。国からくるお金ではなくて地方消費税交付金は県です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 今の国からくるお金ではないということですが、もとは国、県の間接として県からいただく

という考え方でございます。消費税そもそもが国税という考え方で、言葉の捉え方の誤りであ

ればお謝りをしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております議案第１号から議案第４３号までの４３案件については、お

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

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日２６日は、議案調査のため休会としたいと思います。 

 これに異議はありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日２６日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は２月２７日、午前１０時から再開いたします。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時３３分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 

 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 

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

お願いいたします。 

 それではまず、笛新会の代表質問を行います。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 おはようございます。笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長の許可が出ましたので、これから笛新会を代表して質問に入ります。 

 この機会を与えていただいた会派の同僚議員に、まず感謝を申し上げます。 

 代表質問に入る前に時候のあいさつの代わりとして、議長の一昨日の開会のあいさつに顧み

て、この時候を詠んだ飯田龍太先生の句をご紹介したいと思います。 

 「春暁のはるけく眠る嶺のかず」枕草子の時代から春は曙というように、春の朝方は美しい

と感じるのが、これが日本人の感性であるようであります。龍太先生も盆地の東の空がほのか

に明るくなり、盆地を囲む山々の峰がまだ眠りから覚めやらぬような静寂の一時をこのように

詠んだのであろうかと思います。春暁の、つまり春の明け方ですね。「春暁のはるけく眠る嶺

の数」。 

 さて、それでは代表質問に入りたいと思います。 

 質問事項に入る前に、私の代表質問がどのような意図を持って発せられるものか、その点に

ついてまず述べておきたいと思います。 

 現在、倉嶋市長は任期４年の中間地点にあります。２年間がちょっと過ぎたところにありま

す。倉嶋市長はこれまでの市政執行の総括と反省の上に立って、残りの半期２年間の市政の舵

をしっかりと取っていただきたい、このように思います。 
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 そこで今回の代表質問では市長が市政の現状をどのように認識し、そしてどのような政治姿

勢で今後の政策の市政の課題に当たろうとしているのか。そのへんのところが明らかになるよ

うにいろいろな政策的観点から問い質していきたいと思います。 

 倉嶋市長の市長のメッセージは、その大本である政治方針を含め、すでに半期２年が過ぎよ

うとしているわけですが、必ずしも市民に届いているとは言いがたい状況にあろうかと思いま

す。ぜひこの機会に笛吹市政の舵を、舵取り役としての市長に、その市長の肉声をしっかり分

かりやすく、市民のもとに届けていただきたいとこのように思います。 

 それではこれより大きな質問項目で３つ、具体的には、１つ目としてはこれまでの行政成果

とこれからの政策課題について。２つ目としては逼迫する行財政の運営について。そして最後、

３つ目としては日程にのぼってきた重要な政策について。この３つについて、それぞれ市長か

らお答えをいただきたいと思います。 

 まず、これまでの行政成果とこれからの政策課題についてですが、次の３つの観点から質問

させていただきます。 

 まず第１の観点からの質問ですけれど、選挙公約と総合計画、この観点からであります。こ

の観点からこの２年間の行政執行をどのように評価されているか、お答えいただきたいと思い

ます。 

 平成２４年１０月に実施された市長選では、倉嶋候補は次のように公約しています。現在よ

り２４億円収入が減る将来の財政を考えて、笛吹市の大型事業はいったん凍結します。そして

歳出削減と地域活性化の事業を優先します。しかし住民サービスは低下することのないよう推

進してまいります。非常に簡単明瞭な選挙公約でありました。このような公約を市民に訴え、

見事当選されたわけです。果たしてこの公約がこの２年間でどこまで果たされたか、この点に

ついて市長自らの評価をいただきたいと思います。 

 また笛吹市総合計画の観点からの評価ですが、みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きら

めき”ハーモニーという謳い文句の笛吹市総合計画ですが、この総合計画はそれぞれ施策ごと

に平成２３年を基準値として達成目標が年次の数値という形で示されています。したがって、

検証もしっかりできるような総合計画になっています。その検証を踏まえて、倉嶋市長は全体

としてこの２年間の行政執行の成果をどのように評価されていますか。その点についてもお答

えをお願いしたいと思います。 

 次に政策課題という観点からの質問であります。 

 市長が市政運営をしていく上で政策課題をどのように設定しているか、この点は極めて重要

であります。職員が一丸となって市政執行にあたる上でも、また市民との協働なくしては市政

執行が十分になし得られないという新しい時代状況にあることから考えても、市長がどのよう

に政策課題を捉えているか、この点を明らかに提示することは極めて重要であります。 

 政策課題もすぐに、短期的に解決を迫られる重要な政策課題がある一方、中期的にその解決

を迫られる重要な政策課題もあります。それぞれについて、市長の認識を示していただきたい

と思います。 

 これまでの行政課題とこれからの政策課題ということで最後の観点ですけれど、倉嶋市長は

就任後、約半年過ぎた平成２４年４月１０日に日本一桃源郷の宣言を行いました。私はこれは

ソフトの施策としては、ホームランまでとはいかなくてもクリーンヒットくらいと評価してい

ます。なかなかのアイデアであろうというふうに考えています。 
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 市長がこの日本一桃源郷宣言でどのような将来像を実現しようとしているか、その具体像を

どのように描いているか、その点が今までのところ市民にはあまり伝わっていないようであり

ます。 

 伝わる、伝わらないという以前に具体的に分かりやすく日本一桃源郷のイメージを市民に示

されたことが、あの宣言文以外にはこれまでなかったように考えられます。この機会に日本一

桃源郷の具体像を市民の皆さんに分かるように説明していただきたいと思います。 

 次に逼迫する行財政の運営について、質問をいたします。 

 まず１番目に、来年度予算編成の観点から質問させていただきます。 

 来年度の予算編成の方針については、すでに今定例会の資料としていただいております平成

２７年度笛吹市予算案の概要の中に、当初予算編成にあたってというところで述べられていま

すが、市民の皆さんが理解できるよう、理解していただけるようできるだけ噛み砕いて来年度

予算編成の考え方について、ご説明をお願いします。 

 そしてまた、それと併せて来年度予算の中で逼迫する財政の中にあって新たに打ち出せたよ

うな、言わば市民にアピールするそういう予算づけについて、その目的とするところも含めて、

市民によりよく理解していただけるような形でのご説明をお願いいたします。 

 逼迫する行財政に関する２つ目の質問ですけれど、歳入では地方交付税交付金を支えとして

笛吹市では行政運営をしているわけですが、これはもちろん全国のほとんどの市町村がそのよ

うな状態にあるわけですが、これが来年度、平成２７年度から段階的に削減されるという状況

でありますけれど、他方、歳出ではとりわけ扶助費の年々の増額は、これは高齢化の進行に伴っ

て避けられない状態にあります。つまり財政構造として、財政の逼迫はますますきついものと

なることは論を待たないわけであります。市長はどのように、深刻にこの財政の逼迫というこ

とを認識しているか。その点を市民の皆さんと共有することがこれからの行政運営の難局を乗

り切っていく上で、どうしても必要であろうと思います。市長のこの点に関する認識をしっか

り市民に語りかけていただきたいと思います。 

 そしてさらに重要なことは、その財政の逼迫をどのような施策の展開で解決していくか、こ

の点を市民と共有しなければならないかと思います。市長の考えるところの解決への施策の展

開を提示していただきたいと思います。 

 逼迫する行財政の運営についての最後の３つ目の質問ですけれど、言うまでもなく行財政を

逼迫させている大きな要因の１つに公共施設の建設、改修、あるいは改築にかかる膨大な経費

が挙げられます。とりわけ笛吹市は５町２村が合併したということでありまして、この合併か

らくる特有の難しさも抱えている中、放っておけばますます財政を逼迫させる要因になってい

くことは間違いないと考えます。そのような問題意識を背景に一昨年、平成２５年の１０月に

市は公共施設白書を策定しています。またそれを受ける形で、今年度は公共施設総合管理計画

の策定を予定しているわけです。 

 市長は公共施設の現状のあり方をまずどのように評価しているか。その点と今後、公共施設

はどうあるべきか、その評価と基本的な方向性について率直に思うところを述べていただきた

いというふうに思います。 

 最後に日程にのぼってきた重要な政策についてでありますが、具体的には市が打ち出してい

る都市計画税の課税とミズベリング構想、それに国策としては地方創生と公立小中学校の統廃

合への対応について質問させていただきます。 
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 質問に入る前に、この２月を通して市当局が実施しました市民ミーティングについて一言触

れておきたいと思います。 

 私も都合がありまして、７会場の市民ミーティングのうち３会場に参加させていただきまし

た。八代、境川、石和の市民ミーティングでありますが、非常に有益な内容のあるミーティン

グであったというふうに評価しています。市長、副市長、それに説明にあたった担当部長、課

長、いずれも熱心にしかも丁寧に説明し、会場からの質問にも真摯に答えられていたというふ

うに思います。会場からの質問も問題の核心を突くような内容のある質問が多かったというふ

うに感じられました。 

 それでは、まず都市計画税の課税から質問に入らせていただきます。 

 都市計画税については、昨年１２月の定例議会におきまして都市計画税条例の一部改正が提

出されたときもその目的も含め詳しい説明があったわけですが、市民ミーティングからも分か

るようにまだまだ市民に理解されていないところがあるようですので、再度その目的とすると

ころは何であるか。市民の皆さんの声はどのような声であったか。どのようにそれを把握して

いるか。さらに今後の進め方をどのように考えているか。この点についてお答えいただきたい

と思います。 

 次にミズベリング構想についてでありますが、市当局としましては昨年７月ごろから本格的

に取り組んでこられたわけですが、市民からすればにわかにという感じを拭えないというふう

に思います。その点も踏まえて、ただいま都市計画税の課税について説明も求めたと同じよう

にその目的とするところ、把握した市民の声、そして今後の進め方についてお答えを願いたい

と思います。 

 これで最後の最後の質問となりますけども、ここ最近になって国が鳴りもの入りで打ち出し

てきた地方創生と昨年暮れあたりから国がにわかに打ち出してきた、そして先に、つい最近そ

の手引きを示した公立小中学校の統廃合に対する対応についての質問であります。 

 市民の皆さんも地方創生に対する、国策としての地方創生については関心が強く新聞やテレ

ビ、ラジオのニュースを通してその内容については断片的にはある程度、知るところとなって

いると思います。まず地方創生、そして公立小中学校統廃合、それぞれの国策について概要を

担当部長から説明していただきたいと思います。その後それに対して市長に、場合によっては

教育長の答えるところとなろうかと思いますけれど、どのような基本的な姿勢で臨むのか、そ

の考えるところをお答え願いたいと思います。 

 以上で全体の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛新会、野澤今朝幸議員の代表質問、まず市政の現状・政策への基本姿勢・政策課題につい

てということに対するお答えを申し上げます。 

 はじめにこれまでの行政の成果とこれからの政策課題、このうち２年間の市政執行を選挙公

約と総合計画の観点から評価すると、このようなご質問についてでありますが私は「地域力一

番の笛吹市に」ということをキャッチフレーズに、最大の焦点でありました多機能アリーナの

建設中止を訴えつつ、いくつかの公約を掲げて市長の職に就いたところであります。就任以来
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二度の予算編成を経て、今議会に三度目の予算を提出しているところでございます。 

 公約の実現という点でいえば、まず予算への盛り込みということが第一義となろうかと思い

ますが２５年度、２６年度の予算編成、これにつきましては総合計画をベースにする、第１次

笛吹市総合計画をベースにしてその施策評価に基づく予算編成、こういう手法をとっておりま

したので、その手法と私の公約の盛り込みというところにかなりギャップがございまして、そ

の調整に苦慮をしたというのが偽らざる感想でございます。 

 また私の公約の柱は行財政改革でございます。その推進という立場からも、また大型建設事

業が財政規模を大変膨らませていると、こういうもとで公約の実現ということに関しては自ず

と抑制的にならざるを得なかったなと、このように総括をしているところでございます。 

 現在提出しております２７年度の予算編成におきましては、その予算編成の方式を改めまし

て、より選択と集中を濃厚に打ち出して取り組むべき重点課題をしっかり絞り込むようにいた

しました。しかしながら、まだ公約の実現という点では課題が残っていると考えております。

地方創生などの今日の地方を巡る現時点での情勢にふさわしい形で公約の実現、あるいは私の

カラーを出す、そのようなことを努力してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、当面解決を迫られている重要な政策課題および中長期的に重要な政策課題についてで

ございます。 

 喫緊の政策課題については、持続可能な市政運営を将来にわたりつなげていくために健全で

安定した財政基盤を確立していくことが重要であると考えております。 

 また中長期的な政策課題につきましてはわが国全体での人口減少が予想される中、本市にお

いても例外ではございません。この人口減少問題の克服に向けて「地方創生」をテーマにした

方策への取り組みを今後、強めていくことが中長期的な課題であると認識しております。 

 行政の運営にあたっては産業の振興、子育て支援の充実、行財政改革の推進を柱に据えて創

意工夫のもと取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に日本一桃源郷でどのような将来社会を実現しようとしているか、またその具体像につい

てというご質問でございますが、日本一の桃源郷は先人たちの営々とした努力の積み重ねによっ

て築かれた世界に誇るべき果樹地帯と、桃の花が爛漫に咲き誇る風景を天下に知らしめるとと

もに一種の商標登録的な意味で宣言したものであります。その意味では春の花咲く景観という

面ではすでにこれは実現しているといってもいいのかとも考えますが、日本一の桃源郷という

キャッチフレーズにこだわって笛吹市の将来像を描けとこのように設定した場合、そこに盛り

込まれるべきさまざまな要素、これはあまりにも多いので果たして日本一桃源郷というのを笛

吹市の将来像の土台に据えるということが適切かどうかについては、これは私は十分に検討を

する必要があるというふうに思っております。 

 他方、現在の笛吹市の将来像ということについて言えば、ご案内のように笛吹市総合計画に

掲げたまちづくりの理念である“にぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニー”すなわち活力

ある交流都市・快適な生活都市・個性輝く自立都市というものがございます。 

 いずれにしろ笛吹市民が共通認識を持ってまちづくりに取り組む旗印、それは大事だと思い

ます。しかもそれも、できる限り具体的な姿をもって表現できるものでなければならないので

はないかと考えております。 

 現時点で答えは持ち合わせておりませんけれども、真に笛吹市民が一体感を実現できるよう

な具体的な中味のある将来像、これは探求していくべき課題と認識しております。 
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 続きまして、第２の大きな柱でございます逼迫する行財政の運営についてお答えをいたしま

す。 

 はじめに来年度予算の編成方針およびアピールしたい予算付けについてでありますが、平成

２７年度当初予算編成においては残り５年間の合併特例期間をふまえ、事業内容の選択と集中

を徹底し、重点施策事業協議を経て必要不可欠とされる事業について重点的に予算配分を行っ

たところであります。 

 主要な事業の柱は、４つと整理をいたします。 

 まず第１は産業振興策であります。これは議員ご指摘のように私の公約の１つでもあります。

産業振興策といたしまして地域おこし協力隊事業。水辺活性化事業、いわゆるミズベリング事

業であります。そして全国桃サミットも含む農産物の消費拡大宣伝事業。さらに就農定住者促

進事業。そしてリニアの見える丘整備事業。こういった事業が第１の産業振興策の柱でござい

ます。 

 第２は安心・安全なまちづくり施策といたしまして花と緑のまちづくり推進事業。また交通

安全施設の整備。さらに避難路沿道建築物耐震診断・耐震化支援事業。あるいは消防団無線設

備整備事業などの事業を盛り込んでいるところでございます。 

 第３はこれは全国的な課題でありますけども、とりわけ子育て施策を中心にした福祉・保健・

子育て施策でございます。学童保育クラブや地域子育て支援センター事業など多数、この中に

は盛り込んでいるつもりでございます。 

 第４は教育振興施策といたしまして、スコレーセンターの改修事業等々を計上しているとこ

ろでございます。 

 次の質問でありますが行財政の逼迫具合をどのように認識し、その解決策はどのような施策

の展開にあるのかというご質問についてでありますが、平成２７年度以降、地方交付税の一本

算定化による減収、景気の低迷、そして人口減少による市税の減少、地価の下落による固定資

産税の減少等、収入面では減収傾向にあり、一方、少子高齢化の進展により児童および高齢者

に対する社会保障としての扶助費の増加、公共施設の複数の、ダブってさまざまな公共施設が

あるといったようなこと、あるいは老朽化が進んでいるといったようなことのために維持管理

費が増大していくなど支出面では増加傾向にあり長期的に見ても財政状況は厳しくなると、こ

のように想定されるところでございます。 

 一方、歳入面においては財源確保として効果的な徴収方法や徴収体制の構築、産業振興施策

による収入源確保などの仕組みを講じる必要があります。 

 また歳出面では、公共施設の統廃合による経費削減や事務事業の検証による歳出構造の見直

しを図り、効率的・効果的な予算編成と義務的経費等の硬直性の高い事業費の精査に努めると

ともに職員のコスト意識を高めるなど、多様な抑制方法を講じる必要があります。 

 またリニアの見える丘構想やミズベリング構想などの観光施設の充実も観光客の増加をベー

スにして地域の活性化につながり、財政逼迫の解決策の１つになるとこのように考えておると

ころであります。 

 次に行財政運営という観点から現状の公共施設のあり方をどう評価し、今後の公共施設はど

うあるべきかについてであります。 

 市内には合併前の多くの公共施設が類似施設として存在し、合併後も整理されることなくそ

のまま存在しており、他市と比べると公共施設に対する行政改革が遅れている状況にあると認
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識しております。これら公共施設の維持管理費は予算全体の約１４%を占め、予算を圧迫する

要因の１つとなっております。 

 施設の老朽化も進んでおり、建築後３０年を経過した建物が４０%以上を占め、今後１０年

から２０年で一斉に耐用年数を迎えることから、このまま放置すると今後ますます維持管理費

の増加が想定されます。 

 平成２７年度には公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の今後のあり方について継続、

統合、廃止等の方針を示すこととしております。 

 将来にわたって健全な財政状況を堅持していくためには、将来的な人口と財政規模にふさわ

しい施設のあり方を検討し、施設の再編成に取り組み維持管理費の抑制を図ることが必要だと

考えます。 

 公共施設等総合管理計画の策定にあたっては、維持管理費の縮減という観点は基本に据えつ

つも公共施設が地域の防災拠点、コミュニティ形成拠点等の機能を有しているという観点も保

持しつつ、また人口減少等の課題に対応する上での戦略的施設の可能性など幅広い見地に立っ

て知恵出しすることも大事であります。市民の皆さまの声をよく聞きながら検討を進めてまい

ります。 

 続きまして、３番目の大きな質問であります日程にあがってきた重要な政策についてお答え

いたします。 

 はじめに都市計画税の目的とそれに対する市民の声をどう把握し、今後どう進めるかについ

てであります。 

 平成２８年度から都市計画税を課税する目的は、安定した財政運営を進めていくために重要

な自主財源の確保であります。都市計画税は都市計画事業の費用に充てるための目的税であり、

具体的には下水道事業の運営費や下水道事業債の償還、平成２９年稼動予定であります甲府・

峡東地域ごみ処理施設の建設費用の起債償還等に充てる貴重な財源として活用を予定しており

ます。 

 次に市民ミーティングでのご意見をはじめ、市民の皆さまの中にはさまざまなご意見がある

ことは承知しております。今後ともあらゆる機会を通じて、市民の皆さまにご理解いただける

よう努めてまいります。 

 次にミズベリング構想の目的、市民の声の把握、今後の進め方についてであります。 

 この構想の目的でありますが、笛吹市の中心を流れる母なる笛吹川とその周辺の水辺空間を

さまざまなアイデアで有効活用することにより、地域振興を図ろうとするものであります。こ

の構想は５年後１０年後の笛吹市の将来を見据えた場合に産業振興という観点から、成長戦略

としてどうしても今やらなければならない最も重要な施策であると考えております。 

 笛吹市の玄関口であり、観光産業の中心地でもある石和温泉の活性化を図り、その魅力を最

大限に高めて全国にアピールし、宿泊者等の交流人口を増やすことにより商業や農業なども含

めた笛吹市の産業振興の起爆剤にしようとするものであります。 

 市民の声をどう把握しているかについてでありますが、２月９日から７地域において市民ミー

ティングを開催し、ミズベリング構想について説明する中でさまざまなご意見・ご質問をいた

だきました。その中でも最も多かったのは「アリーナと同じような大型の公共事業をするので

はないか、財政負担が心配だ」というご質問であったと思います。これにつきましては、ミズ

ベリング構想はアリーナのような単体の大きな公共施設を造るというものではなく、石和温泉
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を活性化するための複数の事業を組み合わせたものであり、アリーナとは性格がまったく異な

る。収益性があり財政の後年度負担の少ない事業であることをご説明し、ミーティングに参加

された方々の一定のご理解はいただいたものと考えております。 

 今後の進め方についてですが、ミズベリング構想につきましては将来の笛吹市の発展を左右

する大きなプロジェクトであるため、構想の段階からなるべく早く議会や市民の皆さまにお知

らせしたほうがよいとの思いから市民ミーティングを開催し取り組んでまいりました。現時点

ではそれぞれの事業規模、内容が固まっておりませんので詳細なご説明はできませんが、今後

それぞれの事業が具体化していく段階で議会や市民の皆さまにお知らせをし、ご意見を伺って

まいりたいと考えております。 

 次に地方創生および公立小中学校統廃合に対して、それぞれどのような基本姿勢で臨むのか

についてであります。 

 公立小中学校統廃合の基本姿勢につきましては、のちほど教育長からお答えをさせていただ

きます。 

 地方創生に関する質問につきまして担当部長から先にというお話がございましたが、申し訳

ございませんが、まず私のほうで答えをさせていただきたいと思います。 

 地方創生は人口減少と少子高齢化という課題に対して地域の活力を向上させ、潤いのある豊

かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成を目的として取り組まれるものでありま

す。全国的に進行する人口減少に歯止めをかけ、未来に希望を抱いて生活を営める地域づくり

への取り組みが求められております。 

 本市においてもこの課題をしっかりと受け止め、地方創生の柱として産業振興、定住促進、

子育て支援を最重要課題として取り組みを図ってまいります。 

 来年度には、その指針となる本市の人口ビジョンおよび総合戦略を策定いたします。人口動

向の分析や将来人口の推計とともに、地方創生の実現に向けた具体的な取り組みについて検討

してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続きまして、教育長より答弁を求めます。 

 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 笛新会、野澤今朝幸議員の代表質問の地方創生および公立小中学校統廃合に対して、それぞ

れどのような基本姿勢で臨むのかのご質問のうち、公立小中学校統廃合に対する教育委員会の

基本姿勢についてお答えをいたします。 

 ご承知のように文部科学省は本年１月、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関す

る手引きを策定し話題になりましたが、市および教育委員会では今回の手引きが出される前か

ら学校施設を含む公共施設の再配置計画の話し合いを進めてきているところであります。 

 この手引きは学校教育の将来像を考えたときに統廃合を進めるのがよいのか、あるいは小規

模校のまま存続を選択していくのか、その判断材料となる学校規模、学級数、児童生徒数の基

準、統廃合によるメリット・デメリット、想定される問題点等が提示されたものと把握してお

ります。 

 本市におきましては、これからの時代に求められる教育内容や指導方法の改善の方向性も十
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分勘案しつつ、現在の学級数や児童生徒数のもとで具体的にどのような教育上の課題があるか

について総合的な観点から分析を行い、教育委員会としての方向性を検討していきたいと考え

ております。その方向性を保護者や地域住民の皆さんにお示ししながら、合意形成を図ってま

いりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 まず最初のほうの質問で、総合計画との関係でどのように評価しているかということで、こ

の総合計画においてもとりわけすべての分野で数値目標が出ているわけですけれど、先ほどか

ら市長が言っているようにとりわけ観光分野、そして農業分野、このへんが重要な成果を見る

ときの判断材料になろうかと思います。 

 それでまず観光分野では平成２３年を基準にして石和温泉郷の年間宿泊客数、これが平成

２３年８４万人で２５年を８６万人、２６年は今、途中ですけども８７万人というふうに設定

しています。このへんが達成できたのかどうかという点と、そしてまた農業分野では各種の就

農支援事業がありますね。例えば３０歳未満では５年間、月３万円、あるいは４５歳未満でＩ

ターン、Ｕターンで違いますけれど１００万円、あるいは５０万円を２回というふうに支援事

業がありますけれど、ここでも新規の就農者、そういう人たちの目標値を設定しています。平

成２３年の基準値が３３人というのに対して平成２５年、２６年は無理にしてもこれは４０人

というふうに設定しています。このへんがしっかりクリアできているのかどうか、まずお伺い

したいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 野澤議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 まず観光の関係でございますが、目標につきましてはおおむね達成できているかなと思って

います。これにつきましては、今ちょっと手元に資料がございませんが、いわゆる富士山効果

なんかが表れる中で、一時は落ち込みましたけれども具体的な数字は今、手元にございません

がおおむね達成できたと思っています。 

 また農業につきましてですけども、今年でたしか３５人は常にキープしながら新規就農を行っ

ておりますので、４０人という目標につきましてはまだ達成できておりませんが、３３人です

か、それについてはクリアしていると思っておりますので、人数につきましても４０人という

目標につきましては、まだ達成できていないところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今の答弁で昨年についての新規就農者のこれは集計、出ていますか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 昨年も３５人でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 もう１つ、非常に重要な観点で総合計画で市民と行政の協働、これについて具体的に市民ミー

ティングの開催回数が目標値として出ているわけです。平成２５年は９回、今年度、２６年も

９回ということですけれど、今年度は先ほどから話題に出ています都市計画税の課税の問題と

ミズベリングの問題ですでに７回なされているわけですけれど、これは昨年度はどうだったか

お答え願いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 野澤議員の再質問にお答えいたします。 

 市民ミーティングの回数を基礎単位としております。本年度は、先ほど野澤議員からも説明

がありましたけども、今、各地区へ出て説明したのが７回ということでございます。２５年に

ついても各地区を想定をして行いましたが、２月の大雪の関係で３地区を実施させていただき

ましたが、残りの地区についてはできなかったという事情があります。 

 しかしながら２５年、２６年ともども形態を変えた、いわゆる出前学習会。それの中で各行

政課題的なもの、もしくは行政の勉強したいという部分の中で広聴を兼ねたミーティングは数

回行われています。ちょっと手元にデータはございませんが。合わせると回数についてはそれ

を上回る回数になるのかなという認識をしております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 市民との協働ということで、非常に市民ミーティングだけではありませんけども、重要なこ

とですので今まで以上に熱意を持って対応していただきたいと思います。 

 続いて当面解決を迫られる重要政策、政策課題と中長期的な政策課題についてですけれど、

先ほど市長からは全然触れられていなかったわけなんですけれど、ご存じのように境川の甲府

峡東ごみ処理施設整備については、私も委員になって先日はもうすでに地元振興の温泉施設等

ですね、この土地開発に関する土地利用審議会が行われ承認したところであります。 

 市長も何度かこれに関わっていますけれど、この振興と併せて八千蔵・高家の元ごみ処理用

地、これを対応していくということになっているわけなんですけれど、まったくもう忘れられ

てしまっているのかどうか。そして非常に動きがないということですけれど、今のまま、現状

そのまま動かせないものとして対応するではそれはしょうがないかもしれないんですが、いず

れにしても今、半殺し、生殺しのような状況にあろうかと。ちょっと言葉はきついんですけれ

ど、これについてどのように対応していくのか。この間の対応についても聞きたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 野澤今朝幸議員の再質問にお答えします。八千蔵・高家の問題でございます。 

 昨年からこの議会でも質問の中身で取り上げられています。ご迷惑をお掛けしているという

のを、まず先に地域に対してのお詫びを申し上げなければならないのかなと。ご承知のように

八千蔵・高家の問題については甲府市、甲州市、山梨市、それと笛吹市、４市の中で共通の公

共の施設を造ろうということで検討がされた。そこで出てきたものがストックヤードだったわ

けでございます。このストックヤードが土地収用該当要件にならないということで昨年度、頓

挫の経過。ただこれ、ちょっと諦めるわけにはいかないということで県のほうへもお願いをし

たり、その回答が昨年出てきて、やはりこれ今、土地収用としては難しいよと。今、その間、

数回の幹事会の中で、さらにこの４市の公共のものを考えていこうという動きでいきましたが

膠着状態でございます。 

 １つの打開策としては４市が共通に、いわゆるそのサービスを享受できるものというのは笛

吹に存在する土地である以上、難しいのではないかというような観点を変えまして、今そちら

の方面から検討をさらに進めていくという状況にございます。 

 この中身については１回、地域のほうへもご説明を申し上げなければならないということで、

昨年の５月に地権者と地域の役員さん方に参加していただいて、経過の報告をさせていただい

て、そのような動きの中身、そして時間の暇をいただきたいと、そうはいってもこの時間の暇

というのは境川の焼却場が稼働をする期間というのが大前提として約束がございますから、そ

れまでにはなんとか目途が立つようにというような説明を施しながら、そんな格好で今、進ん

でいる現状であります。決して忘れたという解釈は、ぜひご容赦いただきたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ちょっと言葉が過ぎたかもしれません。それはご容赦していただきたいと思います。 

 今、申されたように４市共通ということでは難しいということです。われわれの会派でちょっ

と１つ話し合って、これはアイデアとして話し合われたことで、あそこを斎場に、焼き場です

ね。斎苑といって。そういう考え方はないかと。つまり笛吹市の今、聖苑が甲府市の中道町に

あると。タイミングとして甲府市のほうでは今、斎苑が、焼き場が老朽化しているということ

で、そういう中で、またそして春日居町は山梨市のほうでの非常に不規則な形。ちょっと変わっ

た形での今なっているので、これをあそこに笛吹市用の聖苑を建設して、そして交換にまた甲

府市のほうでは中道町のほうを使ってもらうとか、それを機会に春日居町のほうはこちらの新

しく出る、これはお金のやりとりとかいろいろあろうかと思います。１つ、これはアイデアと

してちょっと検討に値するかどうかはまた、考えていただきたいというふうに思います。 

 続きまして日本一の桃源郷の問題ですけれど、今、市長がお話されまして答えていただきま

して、なかなかやっぱり具体的なイメージを盛り込むのはちょっと問題かというようなご意見

でもあったかと思います。この間、実はこの２月９日・１０日に議員研修ということで、その

中の１つに藤枝市のほうに研修に行きました。ここでは４つのＫの日本一ということで、４つ
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のＫといいますのは「健康」のＫですね、「教育」のＫ、そして「環境」のＫ、「危機管理」の

Ｋということで素晴らしい取り組みをしています。 

 健康予防日本一藤枝プロジェクトということで全市でこれをやっていまして、具体的に成果

を例えば挙げますと後期高齢者の医療費が全国で３０万円のところ、静岡県自体が２８万円と

安いんですけども、それに対して藤枝市が最も安くて２７万円というふうな結果が出ているわ

けです。これは非常に行った議員は感銘したかと思います。いろんなアイデアを盛り込んだ中

でこういう日本一を達成しようとしています。妄想ウォーキングなんていうおもしろい取り組

み、これは東海道５３次のどこまでを自分が今歩いたかというのを、たぶん携帯か何かの歩数

計でカウントして、それが東海道のどこまで歩いたかというようなことが出て健康にフィット

するようなそういうような形をしていますので、ぜひまたそういう取り組みの中で、やはり日

本一桃源郷というときに何なのかということ。少なくともこの宣言を見る限り、桃の花の畑の

面積が減ったのではとてもじゃないけれど、すでに市長が今、実現しているという言い方をし

ましたけれど、それはちょっと違うんではないかと。やっぱりこの桃、あるいはブドウのこの

果樹地帯を維持、さらにむしろ拡大していく、そういうような力強い施策が必要かというふう

に思います。 

 これは私のうちの会派のご意見ということで聞いておいていただければいいんですけれど、

次に本年度予算の方針についてですね、お聞きしたいと思います。 

 まずこの予算の概要に１つの考え方として施策別枠配分方式から部局別枠配分方式、こうい

うものに変更して予算を編成したと言いますけれど、その目的あるいはそのメリット・デメリッ

ト、これについてまず市民に分かるようにその考え方を示していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 野澤議員の再質問にお答えいたします。 

 方針の中での施策別枠配分、それが次年度、２７年度の予算編成から部局別枠配分というふ

うに変えさせていただきました。おのおのメリット・デメリットがあると思います。というの

は従来の施策別枠配分、これは総合計画の２８、今現在は２５なんですが２８施策に連なるい

わゆる重点項目、行政マネジメントサイクル、ＰＤＣＡ、これをまわす中で、検証した中でこ

の弱い政策、これは来年からやっていかなければならないという重点の施策のところへ重い配

分をかけていく。その施策には実際１つ、安心・安全のまちづくりというところの施策を実は

実施するところが５部１１課というような多岐にわたる部局で事務事業があったわけですね。

１つは責任の所在が、すべてで構築をしていますから分かりにくいというような部分がありま

した。今年度は逆に部局別枠配分という格好の中で、いわゆる司る部局の中での配分をいたし

ました。実は結果的には双方、心を１つにすればいいんですがなかなかやはりわれわれ１つの、

縦の系列の中での組織体制でございますので、ある部分そこを重視すると部局枠配分のほうが

明確に、部長さんの判断のもと地割ができる。今までの施策ですと部長さん方、課長さん方が

多岐にわたりますから実はそこの中心になる、主任となる課長さんが調整をするんですけども、

かなりご苦労されたというような経緯があります。 

 １つの方法、限られる予算の配分の方法として部局別の枠配分をいたしましたが、そのベー

スにあるものはあくまで総合計画の、いわゆる２５の施策の進展でございます。先ほど本答弁
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の中で市長のほうから目玉となる事業というか、主要となる３つの考え方、産業振興、子育て

支援、それと行革、これは予算を伴いませんが基本的にはそこを軸としたリーディングプログ

ラムに対して部局を対処した割り振りに変えたということで本旨はまったく同じでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 その場合、一番問題になるのは部局ごとに財源を配分して予算編成をすると。その部局ごと

に予算編成をするときの多い少ない、強弱、これをどのように判断しているのか。またここに

は市長の考え方が十分配慮されなければいけないと思いますけれど、その点が非常に重要かと

思いますけれど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 お答えいたします。 

 すみません、今、舌足らずだったと思います。まず、いわゆる重要施策については施策枠と

して配分枠からちょっと別にここを除いております。そうした中で、いわゆる経常的に行われ

る一般的な事務費、これについての枠配分は枠をかけさせていただきました。しかしこれは一

財の枠でございます。当然、一財の枠でございます。ですから重要施策については政策協議等

としながら、それを先に積み上げます。そうした残りの中での一般的な事務経費の配分という

ことでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 予算編成というのは非常にいろんな観点から、あるいはいろいろな価値観からやらなくては

ならないので非常に難しいと思います。ただ、枠配分というのは非常に問題になるのは結局、

その中で整合性をとろうという。本当はこれは難しいんですけれど、各課、各部でこれだけは

したいというのをとりあえず挙げた中で市長が優先、これは時間もかかるし、たぶん何年かやっ

てテクニックが必要になろうかと思います。そういう予算編成も考えないと最初から枠を決め

てやると、結局その課の中で非常に弱い部分、市職員が少ない部分、あるいは市民の声が少な

い部分、そういうところが例えば今の状況ですから大体削られる方向なんですけれど、そうい

う問題があろうかと思いますので、そのへんもまた考慮して考えていただきたいと思います。 

 時間もあまりないので、うちの予算規模はかなり肥大化していると思います。うちの会派で

もこの間、心臓が肥大化して大したことがなかったので笑い話で済みますけど、肥大化すると

いうのはあまりよくないことだろうと。甲斐市に比べて、人口がほとんど同じの甲斐市、これ

規模が今年度２３６億円ということで、うちは３３７億円。１．５倍からの、やっぱりいろい

ろな状況もありますけれど肥大化している。甲斐市のほうは大きな建設事業が終了したという

こともあろうかと思いますけれど、それにしてもこういう点からはしっかり今後チェックを入

れていただきたいと思います。 

 続きましてこの行財政の逼迫の状況に対して解決策ですね、これについて市長も先ほどいく



 ３９ 

つか挙げてくれましたけれど、やっぱり一番重要なのはこれからは、一方で歳入が地方交付税

交付金に見るように減っていく。そして税収も大きくなることは期待できない。扶助費等は、

これは高齢化に伴って先ほど申したようなことで、ここでやっぱり考えるのはこれは施政方針

でも市長がしっかり述べていますけれども、健全で安定した行財政基盤づくりとして、このよ

うに述べていますね。多様化する地域課題の市民の皆さんと市民と協働により解決していくと。

これが、言葉はきれいですけど本当にそういうふうに実態として実際考えているか。私はこれ

は非常にいい方向だと思います。要はこれからは市民のコミュニティ、こういうものを中心に

してできるだけ健康でいろんな今までの、例えば介護の問題でも予防していく。やっぱり地域

コミュニティ、こういうことが重要であり、本当は将来的には旧町村単位くらいですね、コミュ

ニティセンターを造り、そこでできるだけお金のかからない、みんなが税金でなく労力、汗を

かいたり知恵を出して市政に貢献する。税金だけが市政に関わるものではないと思うんですね。

そういう方向しか、この難局はなかなか解決できないというふうに思いますけれど、この点に

ついて市長のちょっと考え方をいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 その前にですね、１点、風間部長より答弁訂正がございますので。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 誠にすみません。 

 私の記憶のし間違いで新規就農者の、２５年度につきましては３３名でした。今年が３５で

推移していたんですけども２人減りそうです。先ほどの答弁につきましては、平成２５年度に

つきましては３３人ということで訂正させていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 今、野澤議員のほうから行政の行政運営の基本姿勢というべき事柄について、提案あるいは

ご指摘といいますか、あったというふうに理解いたします。 

 これは第３次の行財政改革大綱の中でも取り上げている１つの柱でございます。市民との協

働という点、私もまったく同感でございます。市民行政だけが担当をするという、そういう時

代ではなし、行政と市民とが協働で行政サービスを実施していく、そういう方向が不可欠とい

うと言い過ぎかも知れませんけれども、時代の流れではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 決して市民への押し付けにならないように市民のボランティア精神、自発的な精神を大切に

して今後の行政運営にあたっていく、このことが大事であろうというふうに考えているところ

でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。今の点に関して、昨今、文部科学省、文科省からその中の教育再

生実行会議というところから教育による地域創生ということで住民参加のコミュニティスクー

ル、こういうものが提案されていますけれど、これは学校のあり方としてのコミュニティスクー
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ル、これも重要ですけれど、そこでどういうことを述べられているか、１つの目的として学校

を中心に地域住民がつながり、まちづくりの拠点となると。そういう役割を学校にこれから期

待していくということですので、併せて今のこれからの行財政の改革の方向も、そのような視

点。学校がなるかどうかはともかく国からもそういうふうな考え方、地域創生とも関わるかと

思いますけれど、やはり笛吹市全体を１つとして考えるよりも、やはりこれは具体的には小学

校ぐらいのコミュニティになろうかと思いますけれど、そのへんの考え方を入れて十分考慮し

ていっていただきたいと思います。 

 次に公共施設ですね。このあり方について、実は先ほども言いましたように一昨年の１０月、

公共施設白書ですね、この１年間の取り組みはどのようになされていたのか、これが見えてい

ない。見えていないからこちらとしては、ミズベリングのときにスピード感スピード感と言い

ましたけれど、むしろこちらのほうこそスピード感が必要だというふうに私は思うわけなんで

すけれど、この１年間の取り組みについて説明していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 野澤議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 まったくもってこの行革の今からの柱になる、今の財政の逼迫状態から考えると避けて通れ

ない公共施設の再配置になろうかと思います。 

 今現状、結論を申し上げますと２７年度にこの再配置を含めた総合管理計画、これを策定い

たします。これに基づいて将来の公共施設のあり方を行っていくということです。その前段の

今、準備段階として公共施設白書に掲げられたのは１７２のいわゆる箱物と呼ばれる施設でご

ざいます。当然、所管部局がそれぞれ多岐にわたっております。今、話題に出ました公立の文

教施設をはじめ老健の福祉施設であったり、保健施設であったり、文化の生涯学習施設であっ

たり、さまざまな施設が入っております。そのおのおのの担当部局で、この白書のベースに合

わせた持続可能な管理状態のときには、それぞれあなた方が所管しているものについてはどん

なものにしていきましょうかねという下準備の段階のヒアリングを行いました。今、実は先こ

ろの最終の第２次のヒアリングが終わった段階ですが、２７年、先ほど申しました公共施設の

再配置のベースになる、まず市役所の考え方、市の考え方を今、叩き出しているというプロセ

スでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 そういう形でしっかり準備を進めているということですので安心しました。この間も議員の

中から市営住宅の改築ですか、についてやはり早いところ公共施設白書をしっかり出さないと

すべてそういうもの、それは予算づけもして進めるようですけど、今ちょっと待ってくれ、今

ちょっと待ってくれというようなことになり兼ねないので、これは難しい問題ですけれど、職

員も行革で減らされる中で大変かと思いますけれど、できるだけ早いところ形をとって、来年

度、公共施設総合管理計画、こういうものを策定するということですので、できるだけ早く、

これも策定の日の目を見るようにしていただきたいと思います。 
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 その場合に一言申しますと、やっぱりその配置計画の場合でもこれは先ほど私が申しました

ように地域社会の、地域社会というのはもっと極端に言えば旧町村でもいいですけれど、そう

いう地域社会の今後のあり方、笛吹市全体との関係のあり方、こういうものもやはりしっかり

見据える中での配置計画だと思いますので、今言ったことと矛盾するようで時間もかかるよう

な話ですけれど、そのへんも精力的に検討する中で進めていただきたいというふうに思います。 

 もう１点ですけど、このたび総務省のほうで打ち出した老朽化施設の集約・転用・統合につ

いてかなり財政的な支援があるということなんですけれど、この場合になんか一応、計画書を

つくらなければ、この財政的支援をいただけないと。具体的には地方債を発行できると。９割

ですね。そのものについて、そのうちの５割が交付税の還元があるというようなことなんです

けれど、このへんとの関係、もし今の時点で、これは本当につい最近の話ですので、先ほどの

総合管理計画との関係での、分かっている範囲で結構ですのでお答えください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 野澤議員の今ご指摘のとおりでございまして、その計画というのは総合管理計画でございま

す。この計画自身をつくるものについても、国全体の課題ですもので補助をいただけることに

なっております。そこに掲げた事業について、例えば整理統合した場合に、いらない公共施設

が出てきますね。いらないというか、撤去していかなければならない。この撤去については除

却債というような有利な起債で、ある程度、国のほうが財政支援をしてくれる。よく合併特例

債がよく引き合いに出ますが、それと同じようなものがある。ただし、これは限定が厳しくて

同じような施設３つ、４ついっぺんに整理をして１つ統合でここへまとめるんだと。その３つ、

４つ、壊すのが全部出るかというと１つだけだと。今分かっているので、例えばそんなような

状況です。ただ、これは有利な条件の例えば国からの助成であれば、そういうことにも目を光

らせておいて、そういうものを導入しながらやっていかなければならないのかなと考えており

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。分かりました。そういう関連があるということで、有利な財政支

援ということですけれど、そちらにも乗り遅れないようにしていただきたいと思います。 

 次に都市計画税、これについて私も先ほど言ったように３つの会場の市民ミーティングに行

きましたけれど、市民の担税力とかという問題とかいろいろ出されました。 

 そういう中で１つ提案がありますけれど、今のこの提案は私の思いつきでなくて政府の税制

調査会専門委員会の委員をなさっていて、今現在、青山学院大学の教授の三木義一さんという

方ですけれど、「日本の税金」という本の中で述べて、都市計画税について述べているんです

けれど、まず１点こういうことを言っています。都市計画税が土地所有者に理解されなかった

大きな要因は都市計画決定過程へ住民負担者が参加できず、計画決定自体が自分たちの都市生

活上の利便に資するという自覚ができなかったからにほかならないと。そういうふうに言いま
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して、それを受けてこのようにまた述べています。大事なことは、この税収の使途を一般の議

会でなく、実質的な都市計画区域住民の判断に委ねることのできるシステムをつくることであ

ろうと。この税の使途をコントロールするための専門会議を都市計画区域住民参加を通じて形

成すれば都市計画区域住民は税の使用が生み出す利益と、その負担関係の実態を実感できるし、

都市計画税を地価上昇の吸収制度としてではなく、都市施設の費用負担的なものとして理解し

直すことができるだろうということを言っておられます。 

 ぜひこれは、都市計画税については議員の中でもまだまだ賛否いろいろあったり、いろいろ

な考え方があると思いますけれど、提案としてですけれどこの都市計画税を審議する委員会、

こういうものをまず設置していっていろんな問題を議論するという考え方、このような考え方

についてはどのように考えますか。そのへんについてお答え、急な提案ですのでよろしくお願

いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 笛新会、野澤今朝幸議員の再質問にお答えいたします。 

 都市計画税について、その使途を検討したりするような専門的な組織を設置して、そういう

中で受益と負担の公平性あるいは透明性、そういったものが図れるんではないかということで

すけども、今現在そういった組織を設置する考えはございませんけども、２８年度から課税を

させていただくということで今、準備を進めておりますので、またその中で検討をさせていた

だきたいと、こんなふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ぜひ、課税されてからという考え方ももちろんあるんですけど、課税される来年度あたりに、

これは仮に課税されるでも今の市の言っているパーセントが妥当かどうか。あるいは今、下水

整備とごみ処理場のほうに充てるということですけれど、そういうことも含めて今後どういう

ふうに見通して都市計画税を取るかとか、いろんな観点からの検討が必要であろうと思います

ので、できるだけ、できたらもう来年度早々くらいにこういうものの中で審議していただきた

いというふうに思います。 

 次にミズベリング構想、これについて私３カ所しか行っていないんですけれど、ちょっとと

りわけ戦国ミュージアムについては、ちょっと反発があったというふうに私なりに解釈してい

るんですけれど、このへんについての評価はどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 ただいまの再質問にお答えいたします。 

 これまで市民ミーティングの中で、７回開かれた中でどうしてもこの戦国ミュージアムとい

う名称について、その内容が戦国というところでもアレルギーと言いますか、そんなものが出

されていたというふうに感じております。ただ、私どもで説明もさせていただいているんです
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が、１つのイメージとしてその戦国というテーマの部分も必要ではないかと。それは笛吹市、

特に石和、また信虎が生まれたとされているところが春日居というようなこともされています

ので、そんなことも含めた中で１つのテーマとして、そこを入れていきたいと。新たな、ほか

のテーマというものもプラスアルファをしていきながら、誘客につなげた施設にしていきたい

というふうな考えを持っていますので、どうしてもイメージ的にその名称だけで反発をされて

いるんではないかというように考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 その点と関連しまして、ミーティングで感じたのはアリーナの後遺症というか、政策的なト

ラウマと言っていいかもしれませんけれど、それはただ悪いだけでもなく良い意味でもそうい

うふうに感じられる人が多かったかと思いますけれど、私はこれはアリーナ問題に対する市民

がしっかり学習した結果だというふうにプラスに評価しています。 

 再三、先ほどの説明も、市長からの説明もありましたけれど、アリーナ建設問題との違い、

これについて説明は今回のこのミズベリング構想は完全に産業振興、先ほど出た成長戦略とい

うふうな説明がありました。たしかにアリーナは市民の健康と、あるいは大きな、かなり専門

的な社会人のスポーツリーグを呼ぶというような考え方があったかと思います。その点は違う

んですけども、私は今のところそんなに違わないというふうに感じています。これはなぜかと

言いますとやはり市当局がしっかり提案する、これはいいと思います。これからが違いが出る

かどうかです。この点については市長にしっかり答えていただきたいですけれど、アリーナ問

題はかなり強引に、市民にあれだけの、住民投票に持ち込むというあれだけの反対がありなが

ら強引にどんどん押し切って実施計画までいったと。結果的に選挙でその結果が出たんですけ

れど、これからそういうふうになり兼ねない。もし。その場合に市長はしっかりこの市民の賛

同が得られるか得られないか、それを見極めるか。また仮に得られなかった場合は途中でも中

断する、そういう決意があるかどうか。これが大きな違いになろうかというふうに。その姿勢

が今後問われると。私個人、うちの会派の多くは産業振興は非常に重要であるという考え方で

すけれど、それは議会が賛成したからＯＫという問題でない場合、前のアリーナがそうだった

わけです。市民と議会の考え方がずれることは往々にしてあるわけですけれど、そのへんにつ

いて市長の率直な考え方を述べていただきたいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 市民ミーティングの中でたしかに再三、これに関連したご意見がございました。拙速に過ぎ

るんではないかというようなイメージのご発言もあったかと思いますが、先立ってのスコレー

センターで私も申し上げましたように、やはり決めるべきところは、ピン留めすべきところは

早くピン留めをしてそして進んでいくと。そうしないと遅れをとると。これは本当に産業政策

でありますので、時には何をそんなに急いで市長どこへ行くんだと、こういうように見える部

分もあろうかと思いますけれども、そこはご理解いただきたいところだなというふうにまず思
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います。 

 その上で今後、先ほども答弁の中で申し上げましたけども、いろいろ一つひとつ明らかに具

体化していく中で順次しっかり説明をするということは、これはもうしっかりやっていかなけ

ればならないと、このように思っているところでございます。やはりそうする中で、きっと市

民の皆さんは理解をしてくれるというふうに思っております。 

 繰り返しになりますけども大事な産業政策、考えてみれば笛吹市、まとまった産業投資とい

うのはなかったので、ある意味、市民の皆さんもびっくりしているような、そういう側面もあ

るのかなというふうには思っておりますけれども、丁寧に具体的な話を今後説明していくこと

によって、しっかり理解を得ていきたいというふうに思っております。とにかく今はその１点

ということで市民に理解を得ていきたいと。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今の市長の答弁だと肝心な点が答えられていないというふうに私は思うわけなんです。仮に

市民の合意が、同意が得られない。政治家はよく国会答弁とかで仮にと言うと仮のことは答え

られませんと言いますけれども答えていただきたいと思います。仮にそういう場合、やっぱり

途中でも中断、そして今の倉嶋市政の考え方は非常に丁寧に説明していますので、被害額はア

リーナのように１億２千万円にはならないと思いますけれど、やっぱりその覚悟があるかどう

か、この点について端的にお答え願いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 自分が政治家と言われると何かモゾモゾという感じがいたしますのでちょっと答えにくいと

ころでありますけども、一応、私も政治家の端くれであるとすれば誠に今の質問に対して申し

訳ございませんけども、仮の質問、例えばというような質問に対してはちょっとお答えは差し

控えさせていただきたいというふうに思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今の答弁で、倉嶋市長が政治家であることがよく分かりました。 

 最後に時間がないので１点だけ、公立小中学校統廃合ということで、これを私は芦川ですの

で、やっぱり過疎対策というところからの観点からも十分検討していただきたい。そして教育

長はそういう経験もあるので、感想なりそのへんについて最後お答え願いたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えを、坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 野澤議員の再質問にお答えをいたします。 
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 先ほど議員の言葉の中からも地域コミュニティというふうな話もされたわけでありますが、

あくまでも私どもは教育的な観点から学校を存続していくことがいいのか、あるいは子どもの

ために統合していくのがいいのかということを第一義的に教育委員会としては考えていきたい

と。そういう中で防災等々を含めて地域の小さな核として学校がどう役割を果たしていくのか

ということも含めて今後慎重に検討をし、その結果を地域の皆さんや保護者の皆さんに提示を

していく中で考え方をまとめていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 どうもありがとうございました。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、笛新会の代表質問を終わります。 

 続いて、誠和会の代表質問を行います。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 誠和会の小林です。 

 議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して通告に従い質問させていただきます。 

 昨年の記録的な大雪から１年を経過する現在でもハウスの資材不足や職人不足から、農業用

ハウスの再建希望農家の３１％しか再建が進んでいない状況です。雪害の補助金も単年度との

ことで、われわれの会派と笛政クラブが一緒に昨年の４月、地元の国会議員５氏のところへ補

助金の延長をお願いし、農林水産省の担当者にも実情を訴えてきたところです。その折には県

選出の国会議員が一丸となって雪害補助制度維持に働きかけてくれるとのことでした。まだ国

も具体的方針が示されていないため、なお一層、国や国会議員にも要請を続けていきたいと考

えております。 

 それでは、誠和会の質問に入ります。 

 まず最初は行政改革と財政計画についてであります。 

 合併して１０年経過し、いよいよ地方交付税が一本算定となり、地方交付税が減額される年

度に入ってきました。国は当初５年間で毎年７億円ずつ、３５億円を減額するとのことでした

が合併市の減額率を緩和する方針となり、それでも毎年３億円ほどの減額が見込まれるところ

です。笛吹市は地方交付税の減額を見据え、財政規模の縮減を目標に行財政改革を実施してい

ますが、改革項目では改善した項目も見られますが、まだまだ交付税の減額に対応できるよう

な事務の執行とは言えないと思います。 

 具体的な例といたしましては、今議会の任期になって入札執行に関しての百条委員会が設置

され審議してきました。１年以上も経過いたしますが、入札執行を見ても改善策がまったく見

えません。依然として競争性は上がらない。高額入札の落札率も下がらない。入札後、契約し

てからの契約変更で契約金額を増額など、ほとんど改善変化が見られないのは予算執行で歳出

の削減に努力している姿勢と言えるのか、疑問視するところです。 

 合併後１０年間積み上げてきた基金１６０億円が今後１０年間で底をつくような中長期財政

計画となっております。今まで以上の行政改革をして、財政の節減を図らなければならないと

思いながら以下の点について伺います。 
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 １点目として中長期財政計画は毎年変動はあるが、健全財政堅持のための改革改善策はどの

ような方針で対応すべきか伺います。 

 ２点目ですが、もっと強烈に職員の意識改革と義務的経費にも大ナタを振う必要を感じてい

るが、今後の財政縮減と安定のために行革で最も強力に進める改革とはどのようなことか伺い

ます。 

 ３点目、第２次行財政改革では目標が、数値が分かりやすかったが第３次行財政改革では目

標がはっきり見えない。具体的に財政的にはどのような改革成果になるのか、伺います。 

 ４点目、市民との協働による行政改革を実施するとのことですが、４年間の具体的な取り組

みとの改革成果はどのようなことか伺います。 

 続いて２問目ですが、ミズベリング事業についてお聞きいたします。 

 具体的な取り組みは７月から専任職員を配置し、ミズベリング構想検討プロジェクトチーム

を立ち上げ検討を行った結果がまとまったということで年明けから議会への各会派、また１月

２７日の議員全員協議会で説明を受けたところです。事業は２７年度から３カ年事業で実施し

オリンピック前に十分活用できるようにするため、国土交通省の事業採択を見据えたミズベリ

ング事業を実施するとのことです。 

 市民に対しては１月２７日に市長が記者発表を行い、市の中心である温泉街の活性化が市全

体の活性化につながる起爆剤としたいとの考えが示され、２月９日からは各町ごとに市民ミー

ティングを開催し説明をしています。まだ構想ということですが、いくつか実施する事業があ

りますので、事業内容について以下伺います。 

 まず１点目ですが、具体的事業内容はどのような事業を実施するのか伺います。 

 ２点目、総事業費３５億円を予定していますが、この計画の進行予定と事業別概算事業費、

財源内訳はどのように予定をしているのか伺います。 

 ３点目、議会の中でも賛成者が半数に達しないと思いますが、市民ミーティングでの市民の

意見を伺った中で市民の理解度、賛否はどのように判断しているのか伺います。 

 ４点目、ミズベリングの用地は昨年、市長からの急な話で２．５ヘクタールのＮＴＴの土地

を市が購入するという計画なんですが、１０年前から行政責任として購入を約束している八千

蔵・高家の５．５ヘクタールの用地の購入のほうが先ではないかと思いますが、どのようにお

考えかお聞きいたします。 

 続いて３問目ですが、リニア建設についてお聞きをいたします。 

 山梨リニア実験線も延伸区間に着工してから５年、４２．８キロメートルが全線で走行実験

が開始され、笛吹市内でもリニア走行を見ることができるようになりました。その間、東京・

大阪間のリニア中央新幹線整備計画が決定され、ＪＲ東海が実施することになり、東京・名古

屋間については２０２７年度に一部先行開業を目指すことになりました。県内でも各県１カ所

の駅の設置ということで甲府市大津町に決定され、各関係団体などからは２０２０年のオリン

ピックまでに部分営業も要望され、期待されているところです。すでに２月中旬より県内でも

測量に着手されており、いよいよリニア中央新幹線も現実となってきました。市内も実験線を

延長するということで境川地内が関係しますが、実験線と営業線の対応についてお聞きします。 

 １点目、平成２０年度から延伸区間の工事未着工着手、トンネル、高架橋梁やガイドウエイ

が完成いたしました。当初から沿線地域で心配されていた日照不足による果実の被害補償、地

下水や河川などの減水対応、工事用車両による舗装の破損、それに工事中の交通障害などの対
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策は十分に行えたのか伺います。 

 ２点目、実験線以西の中央新幹線区間の計画と地元対応について、今後の予定はどのように

なっているのか伺います。 

 続いて４問目ですが、トップセールスの検証について伺います。 

 石和温泉への宿泊客の減少や少子高齢化による後継者の減少により、市の主要産業も低迷し

ています。昨年富士山が世界遺産に登録されて以来、インバウンド対策と円安に併せて外国人

も含め宿泊客や来訪客も増加傾向になっており、多少なりともよい話が聞こえてきますが、そ

れでも各観光地も厳しい状況だと思います。 

 そのような中、どこの地域の首長もそれぞれの地域のＰＲや特産物の販路拡大などの目的で

トップセールスを実施しております。本市においても温泉郷への誘致や誘客は果物などの販売

を中心にＪＡや観光物産連盟などと協力して毎年、実施しています。そこで以下についてお聞

きいたします。 

 まず１点目、昨年６月、毎年６月、７月にＪＡと協賛で実施している東京、大阪のトップセー

ルスの成果はどのように評価しているのか、伺います。 

 ２点目、昨年初めて実施した北海道への桃の販売拡大のトップセールスの評価・実績はどう

であったか伺います。 

 ３点目、アジア圏域でのトップセールスとして台湾へのトップセールスを２５年度は修学旅

行の誘致、２６年度はシャインマスカットの販路拡大等を実施しましたが、今までの輸出実績

のある桃、ブドウ、柿、ワインなどを含めて宿泊客の増加などの実績はどのようになったのか

伺います。 

 ４点目、今後のトップセールスでどのように推進していくのか、今後の計画を伺います。 

 続いて５問目ですが、新教育委員会制度についてお聞きいたします。 

 平成２６年６月１３日、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が

可決・成立し、今年の４月１日から施行されることになりました。この法律の趣旨は教育の政

治的中立性、持続性、安定性を確保しながら地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに地方に対する国の関与の見直しを図ること

が目的であります。この法律の施行により従来の市町村の教育委員会制度が抜本的に改革され

ることになります。４月１日から施行ということで、教育委員会がどのように変わるのか以下

についてお聞きいたします。 

 １点目、教育行政の責任の明確とは具体的にどのように変わるのか伺います。 

 ２点目、総合教育会議の設置をし大綱を策定することとなりますが、どのような方針のもと

いつごろまでに策定するのか伺います。 

 ３点目、国の地方公共団体への関与の見直しとは具体的にはどのような見直しか伺います。 

 ４点目ですが、教育委員長と教育長が一本化されるとお聞きしていますが、笛吹市も４月か

ら変わるのか伺います。 

 続いて６問目ですが、水道事業の経営健全化についてお聞きをいたします。 

 笛吹市の水道事業は笛吹市水道ビジョンに基づき、地下水を主な水源としていたが窒素をは

じめとする有害物質の増加と水量不足からダム水を源水としての安定供給のため、浄水場の建

設と併せて各町の間を配水管で接続する事業に取り組んでいます。平成２０年度からは峡東地

域広域水道企業団により日量７，２００トンの琴川ダム水の供給を受け、さらに２３年度には
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境川町に日量３，０６０トン、平成２６年には御坂町に日量８千トンの広瀬ダムの原水をマク

ロ化方式での浄水場と配水池が完成し、市民に安心・安全な安定供給が可能となったところで

あります。本市は当初の合併区域の認可区域が一本となった水道事業区域と芦川町と御坂町の

一部区域が簡易水道区域の２つの認可区域の水道事業を運営しております。大事業の完成に伴

いまして水道事業の財政状況を懸念し、次の点についてお聞きをいたします。 

 まず１点目ですが、公営企業法では独立採算制が原則であります。平成２６年度予算におい

て収益的予算総額の２４％、４億円は収入不足であります。一般会計から補助金として受け入

れております。そのほかにも水道事業会計として簡易水道事業会計の合計で８億円を一般会計

から受け入れての経営となっております。浄水場が完成したのちの経営について、水道事業会

計が企業会計の原則で運営できるのか、お伺いいたします。 

 ２点目ですが水道法での上水道事業と簡易水道事業の認可を受けていますが、同じ水道事業

者として会計上の違いはあるのか。また水道使用料金などの算定で違いはあるのか伺います。 

 ３点目、水道事業会計では営業収益１１億６千万円は費用の８０％を使用料で賄っておりま

す。しかし簡易水道事業会計では、使用料は施設維持費の３２％しか賄っておりません。具体

的に料金比較すると１３ミリの給水で２カ月で６０立方メートルを使用した場合、水道事業で

は６，６２５円の使用料となり、簡易水道事業では１，１６５円であり、６倍の料金差が生じ

ております。実際の負担額は下水道料金を含めると、もっと大きな料金の差となります。水道

事業は合併５年後に水道使用料の見直しで多くの町は料金アップとなる中、簡易水道事業の地

域は８年経っても旧町のままですが、今後の予定はどのように考えているのか伺います。 

 ４点目、行財政改革大綱の特別会計の経営健全化の改革の視点で市民から理解の得られる事

業促進および改善を進めますとのことですが、毎年、監査委員からも有収率の向上を指摘され

２０％の水が損失し、料金にならないことになっていますがその対策はどのようにするのか伺

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ここで申し上げます。 

 小林始議員の代表質問の途中ではありますが、多岐にわたる答弁が予想されますので答弁は

午後からといたします。 

 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  午前１１時５１分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 午前中の誠和会、小林始議員の代表質問が終了しました。 

 答弁を、倉嶋清次市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 誠和会、小林始議員の代表質問、行政改革と財政計画についてにお答えします。 

 はじめに中長期財政計画で健全財政の堅持のための改革改善策とはどのような方針で対応す

べきかですが、財政負担を次世代に先送りしない健全な財政運営を維持するために歳入におい
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ては国・県支出金の適正な確保や自主財源の確保、税等の収納率の向上等に努めてまいります。 

 一方、歳出においては将来的な人口推移と財政規模にふさわしい公共施設のあり方を検討し、

重複施設の解消や計画的な維持・更新に取り組むことで建設費や維持管理費の抑制を図ります。 

 また市役所の組織・人員に関しましては、組織体制の再編や計画的な採用に取り組むことで

人件費の抑制を図ってまいります。 

 ちなみに現在の職員数６２２人は職員の定員計画により、平成３０年４月までに２４人削減

し５９８人となります。 

 次に職員の一層の意識改革と義務的経費の改革はどのように進めるかについてですが、義務

的経費の削減はもとより行政全体を効率的に運営していく上で職員の意識改革は重要であり、

私は機会あるごとに職員に訴えかけているところであります。そのポイントは次の諸点かと考

えております。  

 第１は７万都市にふさわしい情報収集力、ネットワーク力、思考力・文章力、事務処理能力、

説明能力等々を身に付けることにあると思います。小さな役所では、口頭で済む案件も当市の

ような規模ともなれば情報収集・分析・考え方を取りまとめ、プレゼンテーションを行うとい

う作業が必要となります。職員の能力が伴っていかなければ、地方分権は目的を達成すること

ができませんし、自治体間競争にも勝ち残れません。  

 第２は前例踏襲を廃することであります。これがいまだに庁内にはびこっていると感じます。

前例踏襲では改革は望めませんし、新しい発想も生まれません。  

 第３は仕事は現場にあり、市役所職員への地域の期待に応えるということです。机に向かっ

ているばかりが仕事ではないと力説したいと思います。地域に飛び出す公務員を応援する首長

連合という組織がありますが、私も県内２番目の参加首長になりました。私自身も先頭に立っ

て地域に飛び出し、そのことを通じて職員の意識に働きかけたいと考えています。  

 次に第３次行財政改革では、財政的にどのような改革になるかについてであります。 

 第３次行財政改革大綱の改革の視点として、健全財政の堅持を基本方針としています。歳入

面においては、財源の確保を図ることから市税および使用料の確保を重点に現年度および過年

度分に対してそれぞれ数値目標を定め、収納に取り組んでおります。 

 また歳出面においては定員適正化計画に基づく人件費の縮減、事業精査による扶助費の縮減、

低利・有利な借り入れによる公債費の縮減、事業精選による普通建設費の縮減等に取り組んで

おります。また老朽化した公共施設の再配置・長寿命化への対応も重要な課題として進めてま

いります。 

 なお、第３次行財政改革大綱においては財政の長期計画を提示しているところであり、これ

を指針として健全な財政を確立、堅持してまいります。 

 次に市民協働の行政改革で４年間での改革成果とはどのようなことかについてですが、行政

のサービスは行政が担うという従来の考え方から、市民と行政の協力連携の中で協働で担うと

いう考え方を色濃く打ち出したものです。市民と行政それぞれの活動領域において、協力連携

して当たるべき領域をより拡大していくというもので、今後の行政改革の具体化の中でこのこ

とを強く意識して検討してまいります。同時に行政改革は市民にとっても痛みを伴う場面も想

定されますから、そうした側面からも市民との協働は重要な要素であると考えます。 

 続きまして、ミズベリング構想についてお答えします。 

 はじめに構想の具体的内容ですが現時点では構想段階であり、事業の詳細についてお示しす
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ることはできませんが、例えばミズベ公園と戦国ミュージアムの建設、労報橋の架け替えと道

路の拡幅、笛吹川への親水護岸の建設、鵜の飼育・見学施設の建設、イルミネーションや川床

の実施、その他観光面でのさまざまなソフト事業などを考えております。 

 次に進行予定と概算事業費、財源の内訳についてであります。 

 ミズベリング構想は、平成２７年度から２９年度までの３カ年計画で実施していくことを考

えています。概算事業費、財源内訳につきましては、事業を具体化していく段階で議会のご議

論をいただくとともに市民の皆さまへもお知らせしていきたいと考えております。 

 次に市民ミーティングでの市民の意見をどのように判断しているかについてでありますが、

市民ミーティングではアリーナと同じではないか、石和だけが良くなるのではないか、お金の

無駄遣いになるのではないか、戦国ミュージアムは成功しないのではないかなどさまざまなご

意見・ご質問をいただきました。 

 これらに対しアリーナと違い事業の採算性、経済波及効果が高いこと、石和温泉の活性化が

笛吹市全体の産業活性化につながること、戦国ミュージアムは民間が運営するため失敗の恐れ

は少ないことなどを説明し、それぞれのミーティング会場では参加者の一定のご理解はいただ

けたものと感じております。 

 次に八千蔵地内の用地が優先するのではとのご指摘ですが、ＮＴＴ用地の購入はミズベリン

グ構想の中核をなすものであり、恵まれた立地条件を最大限に活用するために不可欠なもので

あります。 

 八千蔵の用地につきましては、長年にわたり地域の皆さまにご心配をお掛けしており大変心

苦しく思っておりますが、現在４市共通のテーマでの活用策が見いだせない状況です。今後も

引き続き４市が共に理解し合える活用策を４市協議会の場で検討してまいります。 

 続きまして、リニア建設についてお答えします。 

 はじめに日照不足による果実への補償問題、地下水等の減水対応、舗装の破損、工事中の交

通障害などの対策についてですが、日照不足等による果実の被害補償につきましてはすでに全

体説明が終わり、現在個人補償金額等の提示等の交渉を進めております。 

 本年１月末時点での進捗状況といたしまして対象件数５９件の方々に補償説明を行い、おお

むねご理解をいただいております。減渇水補償につきましては、地下水や河川などの減渇水対

応として、減水等が発生した地域および個人の生活水等の恒久施設整備、補償対策が行われて

いますが、すべて年度内に終了することになります。 

 工事車両通行による舗装破損箇所の復旧についてでありますが、これも年度内完成を目指し

ており、舗装につきましては市道、第２農免道路ともほぼ完了し道路区画線工事が行われてい

るところであります。 

 市がこれから引き渡しを受ける市道整備工事が御坂町地内に若干残されていますが、これも

年度内に完成の見込みです。 

 現在、地元対応を行っている鉄道運輸機構の山梨リニア実験線建設事業所は３月末をもって

閉鎖となりますが、未完結部分についてはＪＲ東海都留リニア実験センターが引き継ぎ、また

鉄道運輸機構東京支社が直轄して行うとしております。 

 工事中の交通障害でありますがホコリ対策・騒音対策・交通安全対策などは、散水や誘導員

配置などの措置が講じられております。 

 次に市内における中央新幹線区間の計画と地元対応の今後の予定についてですが、リニア中



 ５１ 

央新幹線建設に関する地元対応につきましては、昨年の１１月に市民を対象にした笛吹市事業

説明会が開催され、１月からは計画路線沿線の地元自治会である境川町原区、石橋区、三椚区、

小山区での事業説明会を行ったところです。 

 県内ではすでに富士川町でＪＲ東海による中心線測量の準備調査が始まり、本市においても

今後、中心線測量、設計協議、用地説明、用地測量、用地取得が行われ、工事説明会後２０２７年

開業を目指し工事が開始される予定です。 

 地元対応の今後の予定につきましては沿線住民の皆さまとＪＲ東海、県との事業推進、協議

が円滑に進められるよう、随時調整してまいりたいと考えております。 

 続きまして、トップセールスの検証についてお答えします。 

 まず東京・大阪でのトップセールスについては、東京大田市場や大阪本場市場において大消

費地の青果物流通に強い影響力を有する卸のトップを次々と訪ね、笛吹産果実への特段の配慮

をお願いして歩いたところであります。 

 市場内においては卸売業者の協力を得て買参人に試食を呼びかけるなど、本市の農産物のＰ

Ｒを実施し、さらにスーパーの協力を得て店内や街頭でＰＲに努めたところであります。卸や

仲卸、有力スーパーの幹部に市長が直に会うことで笛吹産果実について強く印象づけることが

でき、笛吹産ブランドの確立につながるものと考えております。 

 次に平成２５年度に実施した北海道でのトップセールスですが、これは合併前から春日居町

とつながりのあったプロ野球球団の試合会場でお盆の時期に行ったもので、入場する大勢の観

客に山梨県笛吹産の桃を直接手渡したので反響は大きく、知名度の向上につながったと考えて

おります。 

 台湾へのトップセールスについては２５年度は修学旅行生を呼び込むために、２６年度はシャ

インマスカットの輸出拡大を目的に実施しました。 

 まず２５年度の訪問では、台湾政府観光局国際部長ほか政府高官や小中学校校長会の修学旅

行担当役員の先生方に多数面会し、笛吹市への修学旅行の意義について説明し、理解を深めて

いただくよう努めました。 

 ２６年度の訪問では、台湾の農林水産省に当たる行政院農業委員会の副大臣および動植物防

疫検疫局科長らと会談し、今後の交易拡大について意見交換を行いました。 

 いずれも官公庁、学校関係、企業等の幹部と多数面会し、笛吹市の熱意、交流の意義を伝え

ることができたと考えております。 

 今後このようにして開拓したチャネルを生かし、交流・交易が拡大するよう期待するところ

であります。 

 なお、観光庁が発表した台湾から山梨県への宿泊観光客数は、２６年９月末の累計ですでに

前年の年間実績に到達しており、このような流れの中で修学旅行生の増加も期待されます。 

 ２７年度も果実の販路拡大と観光ＰＲを併せ進めるため、台北および高雄でトップセールス

を実施する計画です。チャネルのさらなる拡大を図るとともに、関係者による継続的な関係強

化を通じて笛吹市産農産物の有利販売と観光客の増加につなげてまいります。 

 続きまして、新教育委員会制度についてお答えします。 

 はじめに教育行政の責任の明確化についてですが、これまで教育委員長と教育長のどちらが

責任者か分かりにくいという指摘がありました。今回の改正では、教育委員長と教育長を一本

化し、教育委員会における責任者は新教育長であることを明確にしております。 
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 また新教育長は市長が直接任命することにより、従来の制度における任命責任の曖昧さが解

消され、市長の任命責任が明確化されることになります。 

 次に総合教育会議の設置と大綱についてですが、改正法では首長と教育委員会で総合教育会

議を設置することとなっております。この会議では、教育行政の大綱の策定や教育条件の整備

など重点的な施策、児童生徒の生命・身体の保護等を協議・調整することになっています。 

 なお、大綱については、新たに策定する方法と教育基本計画や総合計画の教育行政の方針を

もって代えることも可能となっておりますので、新年度に入って開催される総合教育会議で協

議検討されることになっております。 

 次に国の地方公共団体への関与の見直しについてですが、これまでも文部科学大臣が教育委

員会に指示することはできましたが、その内容は明確ではありませんでした。今回、いじめに

よる自殺の防止等、児童生徒等の生命または身体への被害の拡大または発生を防止する緊急の

必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対し指示ができることが明確化されました。 

 次に教育委員長と教育長の一本化に対する笛吹市の状況についてですが、本議会で法改正に

伴う条例改正案を追加提案する予定になっております。 

 ただし、改正法の附則において現教育長の任期中は現行制度のままという経過措置が講じら

れております。笛吹市の新制度への移行時期につきましては今後、教育委員会を開催し協議・

検討していくことになります。 

 続きまして、水道事業の経営健全化についてお答えします。 

 はじめに今後、企業会計の原則で運営できるのかについてですが、水道事業につきましては

本年度、御坂浄水場も完成したことにより、市内全域に安全な水を安定して供給できる体制が

整いました。 

 今後は老朽化が予想されます水道施設の整備や管渠の更新、修繕などの維持管理が主な事業

となってまいりますが事業内容、経営内容をなお一層精査し、合理的かつ効率的な経営に努め

企業会計の原則であります受益者負担による独立採算を目指してまいります。 

 次に水道事業と簡易水道事業の経営上の違いと水道使用料金の算定での違いについてですが、

水道事業は地方公営企業法に基づく水道事業として事業会計により経営しており、簡易水道事

業は水道法で給水人口５千人以下の水道を簡易水道と定義され、地方自治法および財政法に基

づく特別会計として経営しておりますが、水道水を供給するという目的は同じであります。 

 水道料金につきましては水道事業、簡易水道事業それぞれの条例の中で使用料金を定めてお

り料金体系は異なっております。 

 次に水道事業と簡易水道事業の料金の今後の予定についてでありますが、ご質問のように水

道事業につきましては、平成２１年１１月に旧町ごとに異なっておりました料金体系を見直し、

料金の統一を行いました。 

 簡易水道事業につきましても笛吹市上下水道事業審議会で協議していただき、料金改定を行

いましたが施設規模、給水人口規模からして他の町と同じ料金体系での統一は見送られました。 

 今後は管路や施設の維持管理経費などの事業費を精査し、見直しの必要があれば検討してい

きたいと考えております。 

 次に有収率を向上させる対策についてですが、有収率の低下は水道事業会計の経営健全化に

も悪影響を及ぼすものであります。 

 市では有収率の低下の最大の要因となっております漏水対策といたしまして、漏水調査を毎
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年実施し、早期発見に努めるとともに老朽管路につきましては優先的に更新を行っております。

また市民から漏水の連絡が入った場合には休日、昼夜を問わず職員がすぐに対応し、漏水を最

小限に抑えられるような体制を整えております。 

 今後につきましても独立採算を目指した水道事業会計の経営健全化のため、有収率の向上に

努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 再質問を行います。 

 行革と財政計画について、投資的な建設事業費は縮小しても義務的経費の扶助費が少子高齢

化などで増加をしますが、そのへんの増加の歯止めのための方策はどのようなことを考えてい

るのかを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 義務的経費の削減につきましては内容等の精査が必要でございますけども、職員の削減、ま

た扶助費につきましては内容等の精査が必要になってくると思いますので、そのへんは慎重に

取り扱っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 保育所の関係ですけども、南アルプス市や山梨市では保育児が２０人前後でも休園措置とし

ているが、笛吹市では保育児が１人から３人でも保育士２名を配置して存続しています。２５年

度には保育児１人１，２００万円の支出を行っております。町村合併とは財政縮減の改革の手

段だと思います。交付税減額を受けての改革の視点、予算削減の点からどのように考えている

のかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 物理的にはたしかにそうだと思います。行革の手法として、いわゆる公共施設、公共サービ

スの見直しも含めてでございますが、あると思います。物理的には縮小の方向、要は平等的な、

金額面等々でいいますと平等ではないという、そういう観点だろうとは思いますが、１つ、先

に市長が申し上げましたけども、要は地区の事情等々も勘案しなければならない要素というの

も、一概に物理的な要素だけではない場合があると思います。そこらも含めながら行革の観点、

これは当然、財政健全化ですから方向性はそうなんですが、個別の地区事情も斟酌をするとい
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うことでご理解いただきたいと思います。 

 以上、お答えといたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 そのような考えでは、歳出縮減は不可能だと思います。どこで削減をしていくのか、子ども

１人に本年度、２６年度も１人数百万円です。２７年度も当然、数百万円の支出で、今、都市

計画税が市民にお願いしている最中でございますけども、身を切る改革をしなければ理解され

ないのではないかと思いますけども、もう一度この点について。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 否定するべきところはまったくありません。そのとおりなんです。実際ない袖が、振る袖が

ないものは振れないわけなんですね。行革の観点というのはそうだと思います。ただ、すべて

がその観点ではないということでの発言ですのでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 議論するしかありませんので、次に移ります。 

 リニアについての再質問を行います。 

 高架方式のガイドウエイなどの日影による日照不足での桃やブドウの着色不足や収穫の遅れ、

減収について、ＪＡが実施している調査について中間報告の結果はどうなっているのか、伺い

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 現在、機構のほうで補償等の、日照不足等による補償については行っているところでありま

す。その中で特に笛吹市にかかる部分というのは、果樹等が多いためにこれまでの経験が浅く

て、そのへんについては機構のほうにつきましても十分検討させていただくということであり

ます。その中におきまして、反別収支等につきましては山梨県の農林省のデータ、その中にお

いての笛吹市、境川町、八代町、御坂地内における実績をもとにいたしまして各５年間の収益

数から平均してその数値を見いだしているということを聞いております。 

 それから価格等につきましても、ＪＡ笛吹の資料による５年間の出荷価格のうちの手取り価

格等を十分考慮した上で行って、平成２１年から２５年程度の期間のものについてのものを価

格算定の基礎にしているということを聞き及んでおります。 

 それから補償につきましては、おおむね３０年とするというふうに地元の皆さん方にはご説

明申し上げているという話を聞いております。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 トップセールスについて再質問を行います。 

 市長は先の知事選の応援の席上ですけども、これからは国内市場でなく果実を輸出して販路

を拡大したいとの発言をしております。議会の一般質問に対してもＴＰＰ参加に反対との答弁

をしておりますけども、矛盾を感じるところであります。市長の答弁をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 まずＴＰＰに関してはやはり国内農業をしっかり守っていく、こういう見地から問題がある

のではないかという趣旨で発言をしたつもりでございます。しかしまた一方、矛盾かどうか分

かりませんけども、わが桃、ブドウ、世界に誇れるべきものはしっかり輸出していく。たしか

私もその際、ＴＰＰの話の中で農業だけに限らない、ＴＰＰというのは。総合的ないろんな分

野について、日本に１つの標準を押し付けるものであって私はそういう意味も込めて反対であ

ると、こういうことを申し上げたわけでありまして、ＴＰＰというような国際交渉というのは

ある意味、力関係、お互いでかい声を出したほうが勝ちとこういう側面も私はあると思ってお

りますので、そういう意味でＴＰＰの、外国からたくさん入ってくるのは私はあまり好まない

けども、しかし輸出はしたいと。こういうある意味、矛盾していると言われれば矛盾している

かもしれませんが、せっかくの桃、ブドウでありますのでぜひ売りに出していきたいと、この

ように考えています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 矛盾はしていますけども、議論をしている時間がありませんので先に移ります。 

 水道事業についての再質問を行います。 

 毎年、監査委員より有収率が８０％ということで２０％の水を損失しているが、漏水調査に

より有収率の向上を図ることを指摘されています。計画的に行っているのかどうか、明確に答

弁をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 小林議員の再質問にお答えをいたします。 

 漏水調査につきましては、専門業者に委託し市内の広範囲にわたり調査を行っておりまして

平成２４年度には４カ所、平成２５年度には６カ所、本年度につきましてはこれまでに２カ所

の漏水箇所を発見し、修理を行ったところであります。 

 有収率につきましては平成２３年度までには７０％台でありましたが、漏水調査などを行い

漏水対策に取り組んだ結果、平成２４年度には８０．６％、２５年度には８０．２％と８０％
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台に増加してきております。この有収率８０％以上につきましては、県下１３市の中で本市を

含め２市となっております。しかしご指摘をいただきましたように、まだ２０％近くが無収水

となっております。このすべてが漏水によるものではございませんが、今後も漏水調査をしっ

かり行いまして早期発見に努めるとともに漏水管の更新工事を行いまして、有収率向上を図っ

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 水道事業では給水原価が１立方メートルあたり１８１円で、供給単価が１立方メートル

１２３円と水道水１立方メートル売るごとに５８円の赤字となっています。一方、簡易水道で

も給水原価１３６円で供給単価が４５円であり、１立方メートルあたり９１円の赤字でありま

す。このような赤字の水道水の販売なんですけども、どんなふうな対応が抜本的に必要なのか

伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 本市の水道事業の給水原価につきましては１８１円で、供給単価につきましては１２３円、

５８円の赤字が生じております。また簡易水道事業につきましても９１円の赤字が生じており

まして、その赤字分を一般会計からの補助金に頼っている状況でございます。 

 経営の健全化を図るためにはこの給水原価と供給単価の差をできる限りなくし、バランスの

取れたものとすることが必要であります。そのため経費の削減や有収率の向上によりまして給

水原価の低減を図り、併せて水道料金の徴収率向上や公平・公正かつ適正な料金の設定により

まして供給単価の増加に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 次にミズベリングについての再質問を行います。 

 市長は、副市長もですけどもアリーナは箱物で戦国ミュージアムは箱物ではないとの発言を

しております。箱物はいらないと言っていた市長ですが、戦国ミュージアムは箱物ではないの

か。市長、副市長、双方に伺いますけども箱物の定義をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 いわゆる箱物の定義ということですけども、建物というものが箱物ということであると思い

ます。箱物ではないということを言っているんではなくて、その箱物は箱物なんですけども、

それが財政上どういうふうな後年度負担があるかとか、経営状態がどうなるのかとか、そうい

うことが議論の中心なんだろうと思います。戦国ミュージアムにつきましては、このミュージ
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アム自体が収益、集客施設ですのでいわゆる維持管理経費がかかって運営していくというもの

ではないという意味で、同じ箱物ですけども違いがあるということではないかと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 今、基本、副市長がお答えしたとおりでございます。箱物議論というのは、あまり生産的な

議論ではないというふうに思っております。要すればその施設が何を目的に市民にとって、市

の財政にとってどうなのか、ここのところが議論のポイントではなかろうかというふうに思っ

ております。そういう点でアリーナと、今ミズベリングにおいて計画している施設というのは

まるで違うということをるる申し上げてきたところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 議会も賛成多数だったアリーナは結局、中止になりました。市は人件費を別といたしまして

も１億７千万円をドブに捨てたというような形になっております。市民は二度と同じようなこ

とは許さないと思います。そこで今回のミズベリングは市長の任期中には完成いたしません。

市長選挙後も含めて途中で中止の場合には、市長は個人的に損失金を支払うくらいの腹を据え

て掛かっているのか、副市長にも双方にお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 今回のミズベリング事業につきましては、市として今やるべき最も重要な事業だというふう

に思いまして、詳細な検討を重ねて構想段階を今、発表させていただいているところです。こ

れは途中で止めになるとか、そういうご懸念のことをおっしゃられていると思いますけども、

そういうことはないように今後も議会、あるいは市民の皆さまのご理解を得ながら進めてまい

りたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 やっぱり事業でございますので綿密、緻密、周到な積み上げ、収益が上がる、儲かる事業と

いうふうにいっておりますので、民間の知恵を最大限に活用してしっかりと儲かるように運営

をしていきたいと、かように考えています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 これは石和町の市民ミーティングの席上なんですけども、運営管理は民間がやるから市の負

担はなしだと。委託する民間業者は戦国ミュージアムをはじめとして、それぞれの施設すべて
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を外部委託するのか、直営施設はないのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ミュージアム部分につきましては、これは民間の知恵を活用するということでございますの

で、これは民間がすべて運営をいたします。それ以外のＮＴＴ用地に造る公園とか、あるいは

直売施設とかそういうようなものにつきましては、これはそのミュージアムをやる事業者がや

るわけではなくて、地元のいろいろな力をお借りしながら市も共同でやっていきたいというふ

うに考えています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 経済波及効果が３０数億円というような説明の中でございますけども、農産物の直売所は市

内多くの農家への経済効果が見込めるのかどうか、どのくらいの効果があるのか、見込んでい

るのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 農産物の直売所、あるいはキャラクターショップとかあるわけですけれども、私が市民ミー

ティングの際にご説明させていただきました３０億円というのは、石和温泉の宿泊者数が２０万

人、仮に増えたとすればその波及効果が３０億円ということでございまして、直売所とかキャ

ラクターショップ、これについての波及というものを特に見込んでいるわけではございません。

３０億円の外ということになります。まださらに波及効果があるということでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 農家とか地元の波及効果がどの程度か伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 宿泊者が２０万人増えた場合の経済波及効果というのは、これは観光庁のほうでその波及効

果を計算する式がございまして、笛吹市の規模、それから石和温泉の旅館数、そういうような

ものを定義した場合にその式へ当てはめればいくらと。これは全国で、どこの温泉街でも同じ

ことですけども、そういう試算を行うわけです。そうした場合の波及効果が３０億円というこ

とです。その中には当然、直接の波及効果として旅館とか、あるいは交通関係とか多く波及効

果がある、直接あるところもございます。それからそれに仕入れの関係とか、あるいは周遊し

た場合の波及効果とかそういうものがあるわけでありまして、農産物の波及効果がいくらとい
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うことを直接計算できているものではございませんけども、その計算式に則っての数字が３０億

円とこういうことでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 市役所内でミズベリング構想を各部長に説明したあと、その後の１月７日、数名の部長が市

長にところへ出向いて今回のミズベリング構想の見直しを求めた。これも市民ミーティングで

聞いた話も含めていますけども、市長はその席上どのような返事をしたのかお聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 そのような事実があったことは確かでございます。どういうことを私のほうから申し述べた

かは定かな記憶はございませんが、皆さま方のご心配の気持ちは私はしっかりとお聞きします

ということまでは言ったと思いますが、そのあとどういう言葉を続けたかは定かな記憶がござ

いません。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 私も市民ミーティング、何カ所か出席させていただきましたけども、多くの市民が本当に不

安を持っています。市長がアリーナのときですけども提案した住民投票、これを提案して活動

してきたわけですけども、市長のお考えをお聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 今のご質問の趣旨、よく把握できなかったので私なりの解釈でお答えします。 

 たぶん住民投票を実施したらどうかと、このような趣旨での質問かと思いますが現時点では

そのようなことはまったく考えてはおりません。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ここまで市民も大変心配しています。そうした中で市長の公約から、それから行政スタンス、

理念からすると住民投票が私はふさわしいかとそんなふうな気がしますけども、もしこの住民

投票を今、考えていないという話なんですけども、本当に市長の理念から言ったら一度辞職し

ても市民に真意を問う、この出直しの市長選も考えていないですかね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 
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〇副市長（小林明君） 

 仮定の話ということになっていると思いますけれども、実際、現状がそういう状況にあるか

と判断いたしますと、私はまったくそんな状況にはないと思います。反対が多いと議員さんおっ

しゃられますけども、本当に反対が多いかと。市民ミーティングでそういう気配が私にはまっ

たく感じられません。したがいまして、今のご質問は仮定の話ということではないかと思いま

すので、市長も答弁には苦しいのではないかと思って私が代わりに答弁をさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 私は心配して市長にあえてお願いしたんですけども、市長、住民投票を訴えて笛吹市の市長

になりました。そういう部分も含めて住民投票をやる気はないかどうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 今のご発言の中でちょっと違うのではないかというのは、たしかにアリーナで住民投票を実

施せよと、このように言って実際に署名を集めて提起をしたということであって、何か住民投

票を訴えて選挙にうんぬんという話はちょっと違うのではなかろうかというふうに思います。 

 いずれにせよ、先ほど申し上げたとおりの答弁でございます。現時点、まったくその住民投

票ということについては、私自身は考えておりません。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 時間がありませんので議論をするつもりもありませんので先へいきますけども、御坂の市民

ミーティングのときですけども、２月１３日です。業者は赤字になったら止める。赤字になっ

たら続ける必要はない。全国でもこの手の事業は９０％赤字である。ポシャッたらそのあとは

市の施設に、公民館に使う。１千平方メートルから１，５００平方メートルのこの建物をどう

使うのか、私はこの理解に悩みますけども市民の理解は得られると思いますか。市長、お願い

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 御坂のミーティングで今のようなお話しですけども、これは最初からお話をさせていただき

ますと例えば博物館みたいな、あるいは美術館みたいな建物であるとすれば、これは建設にも

大きなお金がかかります。それから収蔵品も一流のものをそろえます。こういう施設、文化施

設、あるいはスポーツ施設も同じようなものなんですけども、そういうものをつくった場合に

はこれは赤字であろうがなんであろうが目的が文化振興とか、スポーツ振興とかあるわけです

からこれは続けなければならない。やめることができない施設になります。 

 この戦国ミュージアムにつきましては、これは集客目的の施設ですので当然、黒字が前提の
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施設です。民間が運営いたしますので、どこかの時点で赤字になるということもあります。運

営費が出なければ赤字になるとこういうことですけども、そうした場合には続けなければなら

ない施設ではないので、そこはその時点でやめることができる。何を言いたいかというと、言

葉は悪いですけども赤字を垂れ流して、あとあと負担になる施設にはならないとこういうこと

を申し上げたところです。 

 １０年、例えば続けて収益分岐点がそこであってその後続ける、続けないの判断があったと

した場合に民間のミュージアムが撤退いたします。そうすると建物はそれなりにいい建物が残

ります。冷暖房完備の。これはどう使ってもいいんですけれども、例えば観光案内所とか、あ

るいは趣味の講座を開く場合の公民館的な使い方とか、そんなような使い方が考えられると思

います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 中身は決まっていない、概略を示しただけ、中身を具体的に示す段階ではないと、こう発言

していますけども、今議会でも２７年度予算として１，１５０万円予算計上していますけども、

いつ中身をお示しできるのかどうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 これは民間に事業提案していただくという形で今後選定していくわけですけれども、これに

つきましては、新年度になりましたらば早速プロポーザルといいますけども、プロポーザルの

手続きをいたしまして、こういう立地条件でこういうことをわれわれは目指しているんですけ

ども、それに見合ういい提案をしてくださいとこういう募集をかけます。それをした場合に最

終的に選考いたしまして、いい案が採択されるわけですけども、その時点でははっきりいたし

ますので、いずれにしても来年度の上期のうちには内容ははっきりいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 これも一宮ですけども、最終審査を行い細部は会議を開くと発言しておりますけども、市民

を対象とした検討委員会は設置するのか、しないのかお答えをお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 検討委員会につきましては、これは市が決めることですので市役所の中で検討委員会という

もの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（大久保俊雄君） 

 小林始君。 
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〇２０番議員（小林始君） 

 市が決めることだから市の中の庁内の検討委員会ですけども、通常これだけの３０億円、４０億

円、この事業に関して市民の意見を聞く場所は当然、私は必要だと思いますよ。市長、答弁を

お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 先ほど来、市民に対してしっかり説明をしていく、これは当然のことながら市民のほうから

のご意見もお聞きをするということであります。しかし先ほど来のいろんな議論もありますが、

やっぱり最終的に決めるのは市であり、市長がその責任において決めると、こういうことでご

ざいますので、そのへんはきっちり区別をして考えていかなければいけないのかなというふう

に思っております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 市長の選挙公約とはちょっと違いますよね。これ。市民の意見を聞いて、議会の意見を聞い

て私は判断する、検討する。これは市長の当初、一番最初の公約とも言える言葉でした。 

 ほかに移りますけども、これは収益的事業を含む中で合併特例債は使用できますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 合併特例債につきましては、これは仮称ですけどもミズベ公園ということになっておりまし

て、この公園の用地取得、これには収益事業が入っていても合併特例債は適用になります。ま

た収益施設の収益事業部分については特例債は適用になりませんが、ミュージアムがありまし

て、例えば展示室とかお金を取らなければ入らない部分、これは収益部分ですけれども、それ

は特例債は効きませんけれども、入り口とかトイレとか機械室とかありますよね、そういうよ

うなものについては特例債は効くということになっております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 このミズベリング事業の中で今一番不人気なのが、この戦国ミュージアムなんですよね。こ

れを外した場合、このミズベリング事業は継続できますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ミズベリング構想というのは大きい構想をつくりましたから、いろんな単独ではできないも

のができると。これが一番のポイントであります。その中の収益事業でありますミュージアム
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ですけれども、これを外すということになりますと、ではＮＴＴの用地を買って、あと何が残

るのかと。こうしたときにまったく収益がない部分だけが残るということであれば、これもま

た問題になってまいります。したがって、ミュージアムというのはこのミズベリング構想の一

部の中でも特に重要な部分ということになりますので外すということは考えられないと思いま

す。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 この事業、県外業者が全面的に委託のようですけども、これは内容自体にあれですか、企業

誘致の形態は取れないのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ３５億円、試算ですけども、今、３５億円と言っているんですけども、これはミュージアム

が３５億円ということではないことはご理解いただいていると思いますけども、いろいろなハー

ド部門をやる場合には当然どこが請け負うか分かりませんけども、県内の企業も相当参加でき

るでありましょうし、ミュージアムの運営の部分はこれは東京の業者ということになるのであっ

て、それ以外のところは地元で加われるところは加わると、こういうことになると思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 まだまだ分からない点がいっぱいありますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君の代表質問は、持ち時間が終了いたしました。 

 以上で誠和会、小林始君の代表質問を終了します。 

 続きまして、公明党の代表質問を行います。 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 公明党の中川秀哉でございます。 

 議長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代表質問をさせていただきます。 

 今定例会には、笛吹市の新年度予算における地方創生戦略の推進についてお伺いいたします。 

 日本は２００８年をピークに人口減少社会に突入いたしました。少子化・高齢化が急速に進

んでおり、このままでは２０５０年には人口は９，７００万人、２１００年には５千万人にな

るとの推計もあります。人口が減れば経済活動も縮小し社会保障の担い手も減り、私たちの暮

らしを今のまま維持することが難しくなります。まさに対策の具体化は待ったなしの状態であ

ります。このままでは人口減少を契機に消費市場の縮小、人手不足による産業の衰退などを引

き起こす中で、地域のさまざまな社会基盤を維持することも困難な状態に陥ってしまいます。 

 このような状況を踏まえ、政府は昨年１１月に成立したまち・ひと・しごと創生法に基づき
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日本全体の人口減少の展望を示した長期ビジョンと地方創生のための今後５年間の総合戦略を

昨年１２月２７日に閣議決定いたしました。さらに都道府県や市町村には、２０１５年度まで

に地域の実情を踏まえました地方版総合戦略の策定が努力義務として課されております。 

 まち・ひと・しごと創生法の主な目的として少子・高齢化の進展に的確に対応し、人口減少

に歯止めを掛けるとともに東京圏への人口の過度の集中を是正とすることが示されております。 

 その上で地域における社会生活インフラの維持、地域における雇用創出、国と地方自治体の

連携などが基本理念として掲げられておりますが、笛吹市として取り巻く諸課題について以下、

具体的な取り組みをお伺いいたします。 

 １．地域の防災・減災、防犯対策等への取り組みについて。 

 １つ目は防災・減災等に資する国土強靭化地域計画の策定は。 

 ２といたしまして、インフラ老朽化対策は。 

 ３といたしまして、ゲリラ豪雨等の地域災害への対策は。 

 ４といたしまして、地域の特性に合わせた地区防災計画の策定は。 

 ５といたしまして、交通安全施策および地域防犯対策はでございます。 

 ２つ目に県や周辺市町村との連携のあり方について、お伺いいたします。 

 １つ目は、コンパクトでスマートなまちづくりの推進は。 

 ２つ目として、地域経済イノベーションサイクルの取り組みは。 

 ３つ目としまして、地域における雇用の創出への具体策はでございます。 

 ３番目といたしまして、地方移住の推進についての現状と今後についてお伺いいたします。 

 Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンなど地域人材の還流促進は。 

 ２つ目といたしまして地域おこし協力隊、新・田舎で働き隊等の推進は。 

 ３つ目といたしまして、都市高齢者の住み替えの受け入れ等の推進は。 

 ４つ目といたしまして、地場産業への競争力強化や企業誘致への取り組みについてお伺いい

たします。 

 １つ目は、小規模企業への重点的な支援政策は。 

 ２つ目といたしまして、地域の中小企業の人手不足の抜本的な解消対策は。 

 ３つ目といたしまして、地域の特色を生かしたビジネス対策はでございます。 

 最後に、昨年の雪害支援への取り組みについてお伺いいたします。 

 昨年の３月議会におきましても私も一般質問をさせていただきましたが、その後農業ハウス

等の撤去、再建政策にかかる費用は。 

 また、雪害被災農家の復旧状況は。 

 さらに被災農家への支払い状況は。今後の予定などをお伺いいたします。 

 以上、質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 公明党、中川秀哉議員の代表質問、新年度予算における地方創生戦略の推進について、お答

えいたします。 

 はじめに地域の防災・減災、防犯対策等への取り組みのご質問のうち防災・減災等に資する
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国土強靭化地域計画の策定についてでありますが、国は一昨年の暮れ、国土強靭化基本法を制

定し、その中で市町村においても地域強靭化計画を策定できることとしております。 

 本市においてもあらゆるリスクに対応するために、本計画を早期に策定することが必要であ

ると考えております。計画策定の時期については現在、県が計画の素案を策定中でありますの

で県計画策定後、速やかに市の計画策定に着手してまいります。 

 次にインフラ老朽化対策についてですが、橋梁・道路付属物などの管理は従前の対症療法的

な修繕から予防的な修繕への転換を図る長寿命化が求められております。 

 以下、主要な分野について対策の基本を述べます。 

 まず、落下物等による危害が懸念される道路・線路を跨ぐ橋梁についてですが、市内には中

央自動車道の跨道橋が１０橋、ＪＲ中央線の跨線橋１橋があります。また災害時の緊急輸送道

路にかかる橋が１橋あります。これらの橋梁につきましては、平成２３年に策定した橋梁長寿

命化修繕計画により点検・補修・補強などの保全対策に努めてまいります。 

 市道・農道等につきましても道路ストック総点検を実施し、緊急性の高い道路から優先順位

を付け順次点検を行い、安全性・信頼性の確保に努めてまいります。 

 下水道につきましては管路施設の年数の経過した地区から順次、点検調査を実施して老朽化・

耐震化対策を進めてまいります。 

 水道管等の老朽化対策につきましても水道ビジョンに基づき、老朽管路等の更新を進めてお

り、今後も施設や石綿セメント管などの点検調査を実施し、耐震化も含めて更新を進めてまい

ります。 

 次にゲリラ豪雨等地域災害への対策についてでありますが、ゲリラ豪雨などの地域災害に対

応するためには、防災無線および市ホームページの活用等により市民へ迅速かつ正確な情報を

伝達することが最も重要であると考えており、今後とも市では防災情報の発信体制の整備に取

り組んでまいります。 

 また、平成２７年度から運用開始されるＬアラートは、市町村からの防災情報が瞬時に県内

報道機関に伝達され、テレビのテロップやラジオを通じて住民の方に周知される有効な手段と

なりますので、これを最大限活用してまいります。 

 地域災害についてはその地域における地理的特性や気候により、被る災害種別も異なってま

いりますので、ハザードマップや過去の災害事例等を活用し、危険箇所について事前に住民へ

の周知を図るとともに発災の恐れがあるときは、速やかに避難情報を発信してまいりたいと考

えます。 

 次に地域の特性に合わせた地区防災計画の策定についてですが、平成２５年６月の災害対策

基本法の改正により、地域コミュニティにおける共助による防災活動を推進する観点から市町

村内の一定の地区の住民および事業者が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が創

設されました。本制度は住民等を主体としたボトムアップ型の計画という特徴を有しており、

計画策定により地域防災力の向上が期待されることから、市としても計画策定を積極的に支援

してまいります。 

 次に交通安全施策および地域防犯対策についてですが、笛吹警察署管内の昨年１年間の交通

事故発生件数は３９０件、対前年でマイナス４０件、死者は２人でマイナス１人。ここ数年、

事故発生件数は減少してきております。 

 しかし高齢者の事故が１２７件、小中学生、高校生の事故が２５件となっており、子どもと
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高齢者に力点を置いて交通安全意識の向上、さまざまなプログラムによる交通安全教育の推進

等に取り組むとともに小中学校・保育所周辺のグリーンベルトの設置やカーブミラーの新設、

補修など交通安全施設整備等を進めてまいります。 

 また警察署、交通関係団体等との連携により春・秋の全国交通安全運動、夏・年末の交通事

故防止運動、街頭キャンペーン活動などさまざまな機会を捉え啓発活動を行い、市民の交通安

全意識の高揚を図ってまいります。 

 防犯対策につきましては、各種公共施設や駅周辺への防犯カメラの設置および青色防犯パト

ロールカーによる市内全域パトロールを実施してきたところであります。またオレオレ詐欺等

の犯罪を水際で防ぐため、防災行政無線による周知活動も行っているところであります。 

 さらに地域の防犯対策としましては、地区消防団を中心に地区内警らおよび防犯診断等を実

施していただいているところであります。 

 近年、オレオレ詐欺などの特殊詐欺や増加する空き家における事件が発生していることから、

市では今後とも行政区や消防団および警察等の防犯関係団体との連携を一層深め、地域の防犯

対策を積極的に推進してまいります。 

 続きまして、県や周辺市町村との連携のあり方についてお答えをいたします。 

 はじめにコンパクトでスマートなまちづくりの推進についてでありますが、国は生活サービ

スを効率的に提供するための拠点機能のコンパクト化、地域の公共交通網の再構築と都市機能

の維持に必要な圏域人口確保のためのネットワーク化を打ち出しております。 

 今後のまちづくりの視点として、コンパクトなまちづくりと一定の圏域における生活機能の

確保は地域社会・経済を維持するための１つの方向であると考えます。 

 本市の周辺市町村との連携といたしましては、甲府市を中心とした圏域である甲府圏域地方

拠点都市整備推進協議会に参加し、取り組みの推進について協議しております。 

 また、県が進めていますバス交通ネットワーク再生計画の中では、県内の各地域をつなぐ広

域的なバス交通ネットワークの構築について周辺市との連携の検討、協議が行われることとなっ

ております。 

 次に地域経済イノベーションサイクルの取り組みについてでありますが、事業者、地域の大

学、金融機関、自治体のいわゆる産・学・金・官の連携による農業や観光の振興、都市圏から

の企業の誘致や起業を志す方々への支援など、地域経済の発展に向けた取り組みとして想定さ

れており、地域資源の活用と雇用の創出が期待できることから地域産業の振興、雇用の確保対

策として取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、地域における雇用の創出への具体策についてであります。 

 今議会の補正予算に計上した地域創生先行型の事業として、東南アジア等の外国人観光客の

増加を重点施策として取り組み、笛吹市の主要産業である観光業の活性化を図ってまいります。

これにより商業や農業への経済的波及効果も期待され、雇用の創出につながるものと考えてお

ります。また甲府市と峡東３市との広域連携や富士山効果の表われている富士河口湖町ともす

でに連携して事業を実施しており、観光資源の豊かさを活用した雇用を創出してまいります。 

 続きまして、地方移住の推進の現状と今後についてお答えします。 

 はじめにＵ・Ｉ・Ｊターンなど地域人材の還流促進についてでありますが、平成２４年度か

ら新規就農者支援事業を実施し、Ｕターン・Ｉターンによる就農者の支援に取り組んでおり、

現在９名が就農しております。今後、農業以外においても地域外からの人材の流入を図るため
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の雇用の場の確保や魅力ある地域づくりについて、その取り組みを総合戦略に位置づけていく

とともに県が開設しているやまなし暮らし支援センターや国が開設、運用を予定している（仮

称）全国移住センターや全国移住ナビを活用した情報発信などの取り組みを進めてまいります。 

 次に地域おこし協力隊、新･田舎で働き隊等の推進についてですが地域外の人材・発想が地

域づくり、地域力向上へつながるものと期待するところであります。現在、地域おこし協力隊

の設置について準備を進めているところであり、当面は観光や農業の振興のための協力隊活動

を想定しながら、協力隊に関する大手ポータルサイトなどと連携した事業推進を図ることとし

ております。 

 次に都市高齢者の住み替えの受け入れ等の推進についてですが高齢者に限らず都市住民の移

住の受け入れに関しては東京から近く、自然環境が整っている本市の特徴を生かした取り組み

を進めてまいります。移住のための住居を確保する手助けとして、空き家バンク制度を運用し

ているところでありますが、今後もさらなる利用の拡大に向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、来年度には二地域居住や移住を考えている方に農業生活を体験していただく就農定住

者促進事業を開始することとしております。これらの事業を含めた都市住民の受け入れについ

て、今後策定する総合戦略において検討してまいります。 

 続きまして、地場産業の競争力強化や企業誘致への取り組みについてお答えします。 

 はじめに小規模企業への重点的な支援対策についてですが、今回の補正予算に計上しました

緊急支援交付金事業として笛吹市商工会を通じてプレミアム付き商品券を発行し、市内業者へ

の消費喚起を促します。 

 また、観光施設等への無料Ｗｉ－Ｆｉ機器の設置補助や本市独自にスマートフォンを利用し

た観光防災アプリの導入を行い、特に外国人観光客への利便性向上と誘客促進による競争力強

化を図ります。さらに市商工会への補助により経営指導員の育成支援を行っており、小規模企

業への支援につなげております。 

 また２６年度からは中小企業者経営改善資金利子補給規程を施行し、市商工会をとおして利

子の半分を補助する経済的支援を実施しております。 

 国において昨年１０月に小規模企業振興基本法が制定され、同基本計画について策定された

ところです。県においては条例制定について今後検討していくとのことですので、県との役割

分担もあるため、小規模企業へのさらなる重点的な支援対策については、県の条例を確認しな

がら検討してまいります。 

 次に地域の中小企業の人手不足の抜本的な解消対策についてでありますが、市では現在、笛

吹市就職ガイダンスを開催しており、ハローワークや県、そして近隣市町村や商工会等と連携

して Iターン、Uターン等の人材も含め中小企業とマッチングできるような取り組みを考えて

地域の中小企業の人手不足を解消してまいりたいと考えております。 

 次に地域の特色を生かしたビジネス対策についてですが、全国有数の観光資源である温泉や

日本一の生産量を誇る桃やブドウを活用した商品開発や本市に眠っている未開発の地域資源な

どを掘り起し、売れる商品やサービスの開発などを国、県の補助金を活用しながら地域の特色

を生かしたビジネスが展開できるよう検討してまいります。 

 続きまして、昨年の雪害支援への取り組みについてお答えします。 

 はじめに農業ハウス等の撤去・再建の経費についてですが、農業用ハウス等の撤去に掛かる

経費は４億５千万円です。再建・修繕に掛かる経費は農家の自己負担５億７千万円、補助金４８億
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１千万円で事業総額５３億８千万円です。 

 今回の雪害による総事業費は撤去４億５千万円、再建５３億８千万円で合わせて５８億３千

万円となります。 

 次に雪害被災農家の復旧状況ですが、施設の撤去については延べ１，０１６件あり、今年度

末までに作業が終わり、支払いも終了する予定です。 

 また再建・修繕につきましては延べ９５８件であり、今年度末までの完成予定はおよそ１５６件

で、残りについては来年度へ繰り越しする予定であります。 

 次に雪害被災農家への支払い状況や今後の予定についてですが、撤去についての補助金４億

５千万円は今年度末までにすべての支払いを済ませる予定です。 

 また再建・修繕については今年度中に約５億円を支払い、２７年度については施設の完成後、

速やかに検査を行い、約４３億円を支払う予定であります。県やＪＡと連携して２７年度中の

完成を基本にした再建計画を作成し、事業を推進してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 それでは１問目の地域の防災・減災、防犯対策等への取り組みについてから再質問させてい

ただきます。 

 笛吹川を持つ笛吹市でございますが、河川の流下能力強化等の予防的な水害、土砂災害対策

など想定し得る最大規模の降雨を前提としたハザードマップの見直しやため池等、治水容量を

確保するための地底採掘などを含む流域貯留浸透事業の推進などが必要と考えますが、このよ

うな対策は、どのような形で取られるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 公明党、中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 

 ハザードマップの見直しについてのご質問のほうにお答えいたします。 

 近年、全国各地で局地的な豪雨が発生しておりまして、浸水被害あるいは土砂災害といった

ことがいつどこで発生しても不思議ではないといわれております。笛吹市ハザードマップにつ

きましては、それぞれ市民の方がお住まいの地域の浸水予想箇所、それから土砂災害危険個所

を日ごろから把握しておいていただいて、災害時に市からの災害情報、また避難情報等を素早

く対応していただくために、これは平成２３年度に作成して公表しております。 

 それからこの指定については県の指定に基づいて作成をしておりますので、今ちょうど４年

が経過しております。来年度で５年が経過ということで、そろそろ見直しも必要ではないかと

思いますけども、県の指定の動向も踏まえまして、また見直しを検討してまいりたいと考えて

おります。 

 ため池に関しましては、所管の部長からお答えをいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 中川議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ため池についてでございますが、市内にはいくつかため池があるわけですが、１０カ所のた

め池がまだ水を張りながら機能しているということで、平成２５年にそのため池の状況につい

て調査をさせていただきました。その結果、１０カ所のため池につきましては、ほぼ大きな問

題はないということで、多少の問題があったのは７カ所ほどでございました。その問題につき

ましては、排水口の石積みが崩れやすくなっておるということで、この工事につきましては今

年度中に終了を予定しております。またその内容につきましては、１０カ所の区長さんすべて

をお集めさせていただきまして内容の説明をさせていただきながら、工事についてはこれこれ

しかじかですというふうなことで、説明をさせていただいたところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 土砂災害等、ゲリラ豪雨等、災害等がありましてハザードマップの作成がすでにされておる

んですが、前にも質問をさせていただいたんですが、昔の約１００年前の笛吹川の状況がある

という、いわゆる暴れ川の状況があって、本来もうすでに川の流れが変わっているところもあ

りながらも、そこが浸水になっているというようなところもあるというふうに伺っております。

現状に即した中での策定替えをぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして南海トラフの巨大地震や首都直下型の地震など巨大災害が切迫しておる中、ハー

ドやソフトなど一体となった地震対策、また住宅建築物の耐震化や密集市街地への改善整備な

どが必要と考えますが、この取り組みについてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 耐震について、お答えさせていただきます。 

 実は今現在、国のほうで耐震促進法が改正されまして、その中で緊急避難路につきましては

その沿道にある建物につきましては耐震診断を行うようにというふうな法律になりましたので、

今現在、笛吹市に関わる避難道路につきましての検討の件数の確認を行いまして、そのご家庭

につきましては耐震診断を行うよう、担当が出向きまして説明を申し上げているところであり

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 その中、先の議会でも質問させていただきました空き家対策の関係の、新法も対策になって
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おりますけども、こういった部分につきましても今後とも調査を進めていく市町村への権利が

義務付けられているとも聞いております。そういった部分も含めて、現状の調査の早急な調査

を願いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 空き家につきましては関係各課、それからよく言われますのは固定資産税の関係等でありま

して、最近では行政執行のほうも手続きが取れるということでありますので、それらのこれか

ら改定される法律に基づきまして、順次そのへんは考えていこうということは考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 次に地域の防災力を高めるために、地域防災計画と連携した地域の特性に合わせた地区防災

計画でございますが、この設立ということを先の市長の所信表明にございました。これに加え

て防災訓練、この総合防災訓練、昨年の８月に実施していただきましたが、さらに隣保組や防

災見守り隊などの自主防災組織の取り組みに、また育成支援が必要だと思いますが、これにつ

いてご見解をいただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 

 地域の防災計画の策定といったことでございますけども、地域コミュニティにおける共助に

よる防災活動、また防災力の強化ということが非常に大きな課題でございます。本市におきま

しても各行政区を中心とした自主防災組織に防災マップ、あるいは防災マニュアルといったも

のの策定をお願いしておりますけども、それを強化していったものが地域防災計画といったこ

とではないかと思います。こういったものを策定することによって地域防災力の向上が期待さ

れますので、新年度以降、特にこのへんの計画策定の促進を地域にお願いをして、また市とし

ても助成金の制度もございますので、その中で支援をさせていただきたいと、こんなふうに考

えています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 １つ目の最後といたしまして、今月中旬に市役所周辺で初期の火災が発生した件でございま

す。これについて週末の午前中ということもありまして、早々の消火活動をしていただいたわ

けでございますが、その中で消防車が１０台以上来ているという状況の中で、水のありかが分

からなかったということが発生したということも伺っています。市役所周辺はやはり密集地地

域でもございまして消火栓の場所、その他の把握は本当に初期消火、また迅速な消火に必要不
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可欠だと思いますけれども、それについての対策をお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 消防水利の場所等については、総務課のほうでもすべての部の管理するものは当然、把握を

しておりますし、各分団、まだ区においてもそれは当然把握はしているものと思います。どこ

の分団でも月に１回か２回、定期点検の日を設けておりましてそこで機械器具の点検を行い、

またそのうち１年に何回かはそういった消防水利の場所の確認ですとか、また地下埋設式の水

利なんかは砂が詰まっていないかとかそういった点検等をしていると思いますけども、今回そ

ういった、なかなか場所が探せなかったというような事例も発生したということですので、再

度、各分団を通じまして訓練、それから場所の確認、点検等の徹底をお願いしてまいりたいと

いうふうに考えています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 続きまして２つ目の県や周辺地域市町村との連携についてでございますが、このプレミアム

商品券でございますけども、以前にも過去２回ほど地域振興ということで実施をしていただき

ましたが、これまでのいわゆる反省点もいくつかあったかと思います。そういった中で一定の

割合の金額を上乗せするこのプレミアム商品券の販売方法の見直しや、これは他市の事例でご

ざいますが多子世帯、子どもさんが多い世帯や高齢者向けへのより一層の対応策というのがあ

るとも聞いてございます。そういったような対応がされるかどうか、いかがでございましょう

か。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 中川議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 プレミアム商品券につきましては、一応プレミアムということで１万円で１万２千円の価値

があるものを発行させていただきたいと思っています。 

 今回は昨年の中で、すぐに売れてしまったということが大きな課題だと思っておりますので

４万ユニットちょっと超えるような形で提供させていただきたいと思っています。今、試算で

４万２千ですかね、そのぐらいは用意させていただきたいと思っておりますが、その中で先ほ

ど子育て支援の関係でございましたけども、今まさに今日の新聞に県のほうで措置をするとい

うようなことがございましたので、私どももつい昨日ですか、具体的な話を今、商工会と詰め

ております。具体的にどのような方法で展開をしたらいいかということ、保健福祉部も含めな

がらどのような形でそういった子育て支援の対策になるかということは今、詰めている状況で

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 
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〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 重ねてこれにも低所得者や高齢者向け、またこの冬も原油の高騰もありました。以前にもし

ていただいたような福祉灯油の購入というような、そういった利点、助成ですね。また生活用

品やバス用品、利用などの使える商品券やサービスというような新しいそういう対策というん

ですかね、制度、これにも今後、また含めた形を今回は無理かもしれないんですが、お願いし

たいと思うんですけどもご検討いただけませんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 プレミアム商品券につきましては、灯油の関係をしてしまうとプレミアム商品券は出せない

ような今回の状況になっておりますので、商工会と協議をする中でいわゆる市民の方々が使え

る、先ですね、先日の全協でのお話もございましたように農協等も考えながら、今より多くの

購入場所で買えるようにということを今、協議しているところでございます。また大きなお店

も中にはございますので、いわゆる中小企業さんの恩恵もしっかり受けられるような、額にお

いて１万２千円ですけども、そのうち両方で使えるもの、また中小のお店でなければ使えない

ような券等も考えながら今、検討段階に入っているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 次に４番目の地場産業の競争力強化や企業誘致の取り組みについて、お伺いいたします。 

 先の再質問でも申し上げましたが、空き家というよりも空き店舗を利用するような形の商店

街における新しく興す起業家への育成、新しいビジネスの支援ということでの何か対策協議は

ございますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 地域創生の計画につきまして経営企画課と協議する中で、議員のおっしゃるとおりそういっ

たメニューがございますので、また今後検討していければと思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 併せまして観光の基幹産業といたしまして、特に昨年の雪害等も含めて近年、観光客が冷え

込んでいるという状況の中で、今、本当に海外のお客さまを中心にこの、いわゆる観光を通じ

たゴールデンルートというものの中に富士山というものがあるということで、山梨を通過する

ということはご承知のとおりだと思うんですが、これは東京、富士山、箱根、京都、大阪とい
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うような形の東海道を中心としたルートだと思われます。その中でこれを外した広域の周遊の

ルートの確保というものについては、いかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 議員さんのおっしゃるとおりゴールデンルートというのは大切だと思いますので、全協の中

の答弁でも述べさせていただきましたけども、笛吹は今現在、峡東３市と甲府市と広域連携を

行っております。それで共同のエクスカーション、いわゆる業者さんを呼んで、今ある観光資

源は笛吹市だけだと少ないですけども、甲府市には昇仙峡という有名なものがございますし、

文化財系ですと恵林寺等もある甲州市等もございますので、点をそれぞれ結びながら面でと思っ

ていますし、また副市長さんが県の観光部にいらっしゃったということで特に新たな顧客、特

に海外の顧客を誘致しようということで東南アジアと言いましたけども、具体的にはフィリピ

ンとかベトナム、そういったところのお客さんを、送客ですね、送っていただけるようなプロ

モーション等も県と一緒に考えておりますので、新たなゴールデンルートづくりもそのような

ことで開拓できればと今、検討しているところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 さらに今後、２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催の効果を今後、見

据えた中で地方自治体と３カ国、また地域との人的・経済的・文化的な総合交流が必要だと考

えますけども、これについての構想等はございますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 特に東京オリンピックですが、特に生涯学習課を中心に宿泊地にということで石和温泉郷は

特に団体旅行客に泊まっていただくには、非常に宿泊能力も含めて良い状況でございますので、

そのような関係で今後検討しながら誘客、観光振興に努めていきたいと思っています。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 こういった中で宿泊等々ということですが、そういう中で先ほど来、話があるミズベリング

というようなお話が出るのかなとも思ったんですがそうではなさそうなので、ここでは抜かし

ますが、笛吹市には温泉という大きな財産がございます。オリンピック等々、利用される方、

また来られる方もやっぱり温泉というものは本当に憩いの場でもあると同時に、やはり癒しで

すね、また体力を付けるという部分も治すという部分もあると思います。こういった部分のこ
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とも含めた中で、新しい事業の中にもそういったものを含んだことが必要ではないかと思うわ

けでございますけれども、その点についてはいかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 本当に温泉病院というものは非常に市内多いです。それだけ皆さん認知されていると思いま

すので、やはりその面でも誘客、いわゆる観光業および産業としてしっかり確立できるものだ

と思っておりますので、今後もそのような形で売りの１つに加えていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 最後に５番目といたしまして昨年の雪害への対応でございますけれども、現状が全体の約２割

から３割というような状況だというようなことでございます。まだまだ再建、復旧の農家さん

は少ない状況でございますが、やはり年度の末というものは一つ区切りであると思います。今

年度の限度はいつまでということになるのか。また来年度を含めた中で県・国への対応につい

てはどのようなふうに捉えているのか、お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 答弁で述べさせていただいたような状況でございます。われわれとすればやはり皆さま方の

ご承知のとおり復旧する能力には今、限りがございます。やはり資材不足や人材不足が本当に

肝になっていると思います。われわれはしっかり２７年度中に農家の皆さまが再建できるよう

な、しっかりとした計画を農協等と協議しながら、また県や国へお願いしながらやっていきた

いと思いますがやはり会計の縛りが、今年明許したものですから２８年度ということになりま

すと事故繰越ということしか残っておりません。それは、国は絶対駄目だと思いますので継続

的な多数年度の再建につきましては、ぜひ議員さんたちのお力をお借りしながら農水、また国

のほうへ要望できればということは切に思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。 

 先ほども質問の中でもございましたけども、私ども公明党会派といたしましても昨年の雪害

に対しまして私どもの地方から県、また国のほうへお伝えさせていただく中で微力ではござい

ますけどもお訴えをさせていただいております。また今後ともまた市、また県を通じてさらな
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る対応、本日伺いましたので訴えていきたいと思いますが、最後に市長から今後の新年度にお

ける一番大事な事業としての決意をお伺いして終わりたいと思いますけども、いかがでござい

ますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 中川議員の再質問ですが、２７年度の新年度の最重要事項というふうな質問だと承りました

けども、よろしゅうございますか。はい。 

 先ほど来、ミズベリングということを特に強調してきたところでございます。繰り返しにな

りますけども、これは石和温泉を活性化させる、笛吹市全体の観光の中心である石和温泉を活

性化させていくということで笛吹市全体の産業の活力を高めていくと、このような位置づけと

いうふうにわれわれとしては考えておりますので、今後ともしっかりと内容を詰めて、そして

また市民の皆さんに説明をしてご理解を得ながら進めてまいりたい、このように考えています。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、公明党の代表質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開は３時３０分といたします。 

休憩  午後 ３時１８分 

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

再開  午後 ３時３２分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 場内暑くなっております。背広を脱いでいただいても結構です。 

 再開いたします。 

 次に笛政クラブの代表質問を行います。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅です。 

 議長の許可をいただきましたので通告に従って笛政クラブを代表しまして、今定例会に提案

されました平成２７年度当初予算案、ならびに市政全般について質問いたします。 

 「終戦の夜の明けしらむ天の川」この句は飯田蛇笏先生が１９４５年８月１６日、６０歳の

ときに詠まれた句であります。この句については、質問の最後に述べることができればと思い

ますけども、まずはじめに平成２７年度当初予算案、ならびにこれからの市政課題について新

年度の重点施策や主要事業、財政運営の方針とともに市の考え方をお伺いいたします。 

 市長は施政方針の中で当初予算案は選択と集中を徹底し、重点施策事業協議を経て必要不可
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欠とされる事業について重点予算配分を行ったと述べております。新年度における重点事業は

２月１８日の全員協議会において示された平成２７年度予算案の概要の中で示されました。本

質問の通告期限が２月１６日でありましたので改めてお伺いする点もございますが、以下お尋

ねいたします。 

 まず、新年度予算編成における重点施策と事業をお示しください。 

 次に市民ミーティング等でも財政推計が提示されておりますが、財政計画を踏まえた財政運

営における歳入歳出の課題と展望について、ご答弁願います。 

 次に今後の市政課題の認識と、その優先順位についての見解をお尋ねします。 

 次に多分野にわたる情報、例えば固定資産管理、都市計画、農地、道路、上下水道、防災、

保健福祉などを地図上に付加して利活用するＧＩＳ（地理情報システム）の導入について検討

する考えはあるでしょうか、お聞かせください。 

 続いて今定例会に提出されている補正予算案について、お伺いします。 

 国の経済対策にかかる補正予算により、地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した

事業について、市の取り組みをお伺いします。 

 まず地域消費喚起・生活支援型事業について、その内容をお示しください。 

 次に地方創生先行型事業について、内容をお聞かせください。 

 続いて、昨年２月の未曾有の雪害から１年が経ちました。平成２６年雪害からの復旧・再建

についてお尋ねします。 

 今定例会においてもいくつも質問がございますが、果樹や野菜の施設栽培農業は高品質で

１０数年前に比べれば低下したものの収益性が比較的高い分野であります。この農業用ハウス

の再建への道のりはまだまだ困難がありますが、確実に前進しているものと認識しております。

市当局におかれましてはこれまでの間、本当にご苦労をお掛けしていることに感謝を申し上げ

る次第でございますが、新年度に向けて再建を継続的かつ確実に進めていくための対応につい

て、お伺いいたします。 

 まず、昨年の雪害により甚大な被害を受けた農業用施設（ハウス）の撤去・再建が進められ

ていますが、現在の事業進捗状況と再建に向けた対応についてお聞かせください。 

 また再建の２７年度内での完了は現段階では厳しい状況と考えられますが、なんらかの対策

は講じられるでしょうか、お尋ねいたします。 

 続いて、ミズベリング構想の課題と対応について伺います。 

 平成２７年度最重要政策・課題の１つであるミズベリング構想について、その課題と対応に

ついてのお考えを伺います。 

 まず全７回の市民ミーティングで参加された方々から出された意見や提案について、これか

らどのように検討していくのか、お尋ねいたします。 

 次に本市の都市計画道路の整備計画路線がミズベ公園等の用地を含め、現在も存続している

状況ですが、この計画道路の取り扱いについて予算案にも入っておりますけどもどのように対

応を進めていくのか、お聞かせください。 

 次に労報橋の架け替えに伴う現状の道路等への影響や課題として、どのようなことが挙げら

れるでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、ＮＴＴグラウンド跡地の用地取得やミュージアムや農作物直売所等の新たな建築物の

建設について公共施設マネジメントの観点からどのように検討しているでしょうか、お示しく
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ださい。 

 次に構想において市で進めるという事業について、民間資本や財源の活用を含め整備手法に

配慮し、ライフサイクルコストを見込んだ計画案をつくっていく必要があると考えますが、市

長のお考えを伺います。 

 続いて、本市の基幹産業であると位置づけられる観光と農業の振興について質問いたします。 

 まず昨年実施され、現在、検討が続けられている観光ニーズ調査について、これをどのよう

に生かしていくのか、お尋ねいたします。 

 次に２７年度に実施する具体的なインバウンド対策について、お聞かせください。 

 次に農政改革、農業協同組合改革における課題と影響について市長の見解をお伺いします。 

 次に農産物の販路拡大や多様な商品開発の支援、また担い手の確保、経営支援の具体策につ

いてお聞かせください。 

 続いて４月から子ども・子育て支援制度がスタートすることになります。本市においても準

備が進められ、計画の策定もパブリックコメントを終えた段階にあると認識しております。子

育て支援についてお伺いいたします。 

 市子ども・子育て支援事業計画について、計画の特徴と今後の課題についてお示しください。 

 次に産前産後ケア体制の現状と県が市内に設置する（仮称）産後ケアセンターとの連携策、

さらに産前・産後ケアを担う人材の育成についての考え方をお聞かせください。 

 最後に教育施策について、お尋ねします。 

 まず市民が利用する生涯学習施設、建物やグラウンドなどがありますが、こうした施設につ

いてその管理運営の状況について課題を伺います。 

 次に、この冬にはグラウンドコンディションが市内のグラウンドの中では残念ながら最も不

良であったといわれるいちのみや桃の里グラウンドについて、早急な改善が必要と考えられま

すが対策についてお聞かせください。 

 ３点目に学校統廃合に関する文部科学省・中央教育審議会の方針を受け、本市の検討状況に

ついてお伺いいたします。 

 以上、笛政クラブの代表質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問にお答えいたします。 

 はじめに２７年度予算編成とこれからの市政課題についてでありますが、ご質問の順序がご

ざいましたけれども、先に３番目にご質問された今後の市政課題の認識とその優先順位につい

て先にお答えをいたします。 

 本市においても確実に予想される人口減少、少子高齢化の課題について地方創生の風をしっ

かり捉え、克服に向けた取り組みを創意工夫のもと着実に進めていくことが今後の市政課題で

あると認識しております。 

 その課題解決に向け定住促進、雇用の場拡大による産業の振興を果敢に展開し、子どもを産

み育てやすくする環境づくりとして子育て支援の充実を図り、健全で安定した行財政基盤確立

のために公共施設再配置および市役所組織の見直しなど、行財政改革をさらに推し進めてまい
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りたいと考えております。 

 次に新年度予算編成における重点施策・重点事業についてであります。 

 新年度予算編成の特徴としましては、先にお答えしました市政課題を踏まえ花と緑のまちづ

くり、産業振興、子育て支援を中心に地方創生に向けた事業を推進してまいります。 

 重点事業は４つの柱で構成し、第１は産業振興策として地域おこし協力隊事業。水辺活性化

事業、ミズベリングです。農産物等消費拡大宣伝事業。これには全国桃サミットの開催も含ま

れております。そして就農定住者促進事業。さらにリニアの見える丘整備事業などであります。 

 第２は安全・安心のまちづくり施策といたしまして、花と緑のまちづくり推進事業。交通安

全施設の整備事業。避難路沿道建築物耐震診断・耐震化支援事業。消防団無線設備整備事業な

どであります。 

 第３の柱は福祉・保健・子育て施策であります。学童保育クラブ事業、あるいは地域子育て

支援センター事業などであります。 

 そして第４の柱は、教育振興施策であります。スコレーセンター改修事業等々であります。 

 次に財政運営における歳入歳出の課題と展望についてであります。 

 まず歳入面の課題についてでありますが、一般会計の歳入の根幹である市税については平成

２７年度予算においても減少となり、この数年間、前年度予算額を下回る状態が続いておりま

す。また普通交付税の段階的縮減が開始されます。合併算定替えとの差額の７割程度が確保さ

れる見通しですが今後、減少していくことは必至であります。 

 地方消費税交付金につきましては、消費税増税による社会保障財源分が大幅増となってはお

りますが、増え続ける社会保障経費に相関しているものであり、単純に収入増とはいえない状

況にあります。 

 また合併特例債は平成３１年度までが発行可能期間ですので、限られた期間の中で有効活用

していきたいと考えております。 

 一方、歳出面においては大型建設事業のピークが過ぎたことにより、普通建設事業が大幅減

となりましたが扶助費や公債費の増加、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設負担金等の増加が見

込まれます。 

 また現在、公共施設等総合管理計画を策定中ですが今後の施設の統合・再編、老朽化が進む

施設の改修・修繕費、閉鎖後の施設の解体・撤去経費など取り組むべき課題は山積しており、

本市の財政運営は引き続き厳しいものになると予測されます。 

 今後とも行財政改革を一層推進し、抑制できる経費についてはできる限りの削減に努めてま

いります。 

 次に多分野にわたる情報を地図上に付加して利活用するＧＩＳの導入についてであります。 

 笛吹市では現在のところ固定資産台帳、道路台帳、上下水道台帳、農地台帳等、各部局にお

いて個別の地理情報を保有しております。 

 住民の多様なニーズに迅速に対応し、サービス提供のレベルを向上させるためには今後、防

災、保健福祉等に導入範囲を拡大するとともに各部局が情報共有できる形で整備していく、統

合型ＧＩＳの導入を検討する必要もあろうかと考えます。 

 しかしさまざまなメリットを有する統合型ＧＩＳですが、既存の個別地図利用システムとは

独立したシステムを別途導入する必要があるため、膨大な費用とシステム構築のための人材確

保、部局間のデータの共有化、ランニングコストの縮減等の課題があります。そのため、先行
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している他市の取り組み状況や運用の際の問題点などを参考にし、調査・研究してまいりたい

と考えております。 

 続きまして、２６年度補正予算（緊急経済対策）についてお答えします。 

 はじめに、地域消費喚起・生活支援型事業についてであります。 

 今回の交付金については、地域消費喚起・生活支援型と地方創生先行型の２種類がそれぞれ

交付されます。 

 まず地域消費喚起・生活支援型事業の内容でありますが、地域の消費喚起に直接効果がある

プレミアム付き商品券の発行を行います。プレミア率を２０％に設定することとしており、１万

円の商品券に２千円のプレミアムが付くということになります。商工会を事業実施主体として

商品券の発行額は４億円を予定しており、それに付与するプレミアム代８千万円分と発行に要

する経費と合わせて９，７００万円余りに交付金を充当することとしております。 

 次に地方創生先行型事業の内容につきましてですが、本市の総合戦略の策定に関連する経費

１，０５７万円のほか、まち・ひと・しごと創生に関して総合戦略の策定を待たず先行して実

施できる事業、ここでは先行型として早期に効果が期待できる本市への誘客に的をしぼり、東

南アジアの大手旅行会社やマスコミの招聘、海外での観光プロモーション、スマートフォン向

けの観光情報アプリの作成や公衆無線ＬＡＮ環境の整備など、４，９００万円余りの事業を予

定しております。 

 続きまして、平成２６年雪害からの復旧・再建についてお答えします。 

 はじめに撤去・再建の進捗状況についてでありますが、農業用ハウスの撤去につきましては

ほぼすべて作業が終わり、年度末までに支払いも完了する予定です。 

 またハウスの再建や修繕につきましては、本年度末までに完成するハウスは約８０件で全体

の約１５％に留まり、残りの約８５%、４３８件につきましては平成２７年度へ繰り越すこと

となります。 

 次に平成２７年度内の完成についてですが、今までの再建状況から判断しますと非常に厳し

い状況です。県やＪＡと連携して、年度内完成を基本にした再建計画を作成して事業を推進し

てまいります。 

 続きまして、ミズベリング構想の課題と対応についてお答えします。 

 はじめに市民ミーティングでの意見や提案の検討についてですが、市民ミーティングで出さ

れたご意見は、今後の事業推進の参考にさせていただきたいと考えております。 

 ミズベリング構想を進めていく上で市民の皆さまやさまざまな団体、関係者、若者、専門家

など幅広くご意見を伺うことが重要と考えておりますので、今後いくつもの会議などを開催し

検討を進めるとともに、構想の進捗状況を市民の皆さまに適宜お知らせしていきたいと考えて

おります。 

 次にミズベ公園等の用地と都市計画道路との取り扱いについてですが、都市計画決定後、長

年にわたって整備が行われていない道路路線が本市においても４路線があります。市では平成

２４年度に実施した都市計画基本調査の成果をもとに、平成２６年度からこれらの路線の見直

しに着手してきたところであります。 

 ミズベリング構想の中のミズベ公園の計画地には、都市計画道路の八田線と鵜飼松本線が交

差する形で都市計画決定されています。都市計画道路の区域内において建築物を建築しようと

する場合は一定の建築制限が課せられておりますので、ミズベ公園等の建設にあたっては道路
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計画の妨げにならないよう十分な配慮を行うこととしております。 

 次に労報橋架け替えに伴う現状の道路等への影響や課題についてですが、労報橋の現況は市

道１－８号線の一部をなし、昭和３６年に竣工した第２平等川に架かる全長１８メートル、幅

員は車道４．５メートル、歩道１．５メートルの橋で橋の南側は右に曲がり、普通自動車の交

互通行にも注意の必要な橋であります。北側の市道は石和温泉駅前区画整理で９メートル道路

に拡幅されており、橋は障害をきたしている状況にあります。そのため橋の老朽化、温泉街へ

のアクセス、通勤・通学者の利便性を考慮し、労報橋の架け替えは市民の方々から望まれてい

るところであります。 

 市では現在、労報橋架け替えをコンサルタントに概略設計を委託し、労報橋が架かる第２平

等川河川水利解析調査、周辺の測量調査などに着手しているところであります。今後、河川管

理者であります山梨県と協議し、検討してまいります。 

 次に用地取得や新たな建築物の建設を公共施設マネジメントの観点からどう検討しているか

についてでありますが、市民サービスを低下させないように将来世代に必要な施設の機能を維

持していくには笛吹市の人口や財政状況に合った適正規模の公共施設のあり方を考え、建て替

えや改修はもとより、維持・管理を含めて公共施設全体を最小の費用で効果的に活用されるよ

うマネジメントしていく必要があります。 

 このミズベリング構想で検討していく用地取得や建築物の建設につきましても、来年度策定

いたします公共施設総合管理計画に含め取り組んでいく必要がありますが、この構想の中で計

画しております施設につきましては、事業の収益性や後世に負担を残さないことから公共施設

マネジメントの観点からも問題ないと考えております。 

 次にライフサイクルコストを見込んだ計画案をつくる必要性についてですが、この構想では

企業や市民、行政が一体となった取り組みにより活性化を図っていきたいと考えております。 

 議員ご指摘のとおり本構想における整備事業や運用管理には、民間資本の活用を欠かすこと

ができません。それらを加味した中で、ライフサイクルコストの計画案を策定していきたいと

考えております。 

 続きまして、観光と農業の振興についてお答えします。 

 まず観光ニーズ調査についてですが、観光市場動向調査につきましては、集計結果をもとに

した勉強会を３回開催し、テーマの絞り込みを行っているところです。今後はテーマごとのプ

ロジェクトチームを発足させ、地域特性を生かした観光事業の実現に向けた取り組みを行うと

ともに観光振興ビジョンの見直しに反映させ、誘客や宿泊客の増加を目指してまいります。 

 次に具体的なインバウンド対策についてですが、今議会の補正予算に計上しました地域住民

生活緊急支援のための交付金の地域創生先行型事業を活用し、外国人誘客のための３つの事業

を行います。 

 まず１つ目としてベトナムやフィリピンの旅行会社やマスコミ関係者を笛吹市に招待し、富

士山・温泉・フルーツの魅力をＰＲします。 

 ２つ目として、訪日外国人にとってもスマートフォンやタブレット等のＩＣＴ機器は海外旅

行をする上での必須アイテムですので、無料で使えるＷｉ－Ｆｉスポットの整備を行い、受入

態勢を磐石なものにします。 

 ３つ目として２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて海外観光プロモー

ション事業として川中島合戦をイメージした観光キャンペーンを行い、外国人観光客の増加を
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目指します。 

 次に農政改革、農協改革における課題と影響についてですが、現時点で国からは説明はもと

より資料配布もありませんので、農政改革の中味については公表されている情報でうかがい知

る以外はありません。 

 それによりますと、柱としては１つは農地中間管理機構の創設。２つ目に農業委員会等の見

直し。３つ目に農業生産法人の見直し。４つ目が農協の見直し。この４本であります。 

 このうち農地中間管理機構の創設はすでに措置済みでありますから、他の３本について次期

通常国会において関連法案が提出されるなどのスケジュールで進むと聞いております。 

 この改革は政府の進める規制緩和策の重要な柱であり、自由な競争を通じて農業の体質強化

が図られるとの考え方に立脚しているものと考えます。そのような一面はあろうかとは思いま

すが、農業はまた地域の共同によって成り立つ側面が非常に強く、そこに農業委員会や農協の

役割があるものと考えます。農業関係組織がいかなる形になろうとも、農業関係者がこの共同

の精神を握って離さず、直面している担い手問題、耕作放棄地の解消等の課題に立ち向かって

いくことが大切であると考えます。 

 次に販路拡大、商品開発、担い手確保、経営支援の具体策についてですが、日本一の桃の海

外輸出や売上向上などを目指し、今年４月１７日・１８日に全国桃サミットｉｎ笛吹を開催し

ます。また、昨年実施した台湾トップセールスを平成２７年度には観光客の誘致と農産物の輸

出の拡大を目標に高雄と台北で行う予定です。 

 担い手、経営支援につきましても本年度に引き続き本市独自の新規就農者支援事業、農機具

購入補助事業、援農支援事業、就農定住者促進事業などを行い就農人口の増加と農業所得の向

上を目指します。 

 続きまして、子育て支援についてお答えします。 

 はじめに市子ども・子育て支援事業計画の特徴と今後の課題についてですが、子ども・子育

て支援は市の最重要施策であり、計画に沿って事業を推進してまいります。特徴といたしまし

て、より一層、福祉・保健・教育などの連携を図り子育てしやすい環境づくりを進め、ライフ

ステージに合わせて妊娠中から子育て全般にわたり、切れ目のない継続した施策の充実・強化

を図ってまいります。 

 今後の課題につきましては、本市のまちづくり・地域づくりの視点に立って子育て支援を推

進することが必要であり、市民、行政、そして子育て関係者が協働・連携し、地域ぐるみで取

り組んでいくことが課題であると考えております。 

 また子育てに不安や負担を感じている保護者が増加していることから身近な場所で教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等について、関係機関との連絡調整ができる機関の設置につい

ても検討していかなければならない課題であると考えております。 

 次に産前産後ケア体制と仮称でありますが産後ケアセンターとの連携策、ケアを担う人材の

育成についてでありますが、笛吹市の産後のケア体制は出生連絡票を用いて出生届前後の保護

者の心配ごとを把握し、赤ちゃん訪問を効果的に行うよう取り組んでおります。 

 かえで荘跡地に建設中の産前産後ケアセンター（仮称）は平成２８年１月に開設予定となっ

ており、運営業者が選定され、今後の運営においては市町村との連携は最重視されることとさ

れております。３月には山梨県産後ケア事業推進委員会作業部会が設置され、具体的な仕組み

づくりの取り組みが行われます。 
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 笛吹市としては、市内に設置されることから必要な人が必要なときに利用できるよう公平な

仕組みづくりが構築できるよう連携したいと考えております。 

 ケアを担う人材育成につきましても、市内に設置されるという利点を生かし保健師間の交流、

情報交換などを通じスキルアップにつなげていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 なお、教育施策についてのご質問につきましては、教育長より答弁をさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 

 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問、教育施策についてお答えをいたします。 

 はじめに生涯学習施設の管理運営状況の課題についてですが、市の生涯学習施設は５３施設

のうち市が直接管理・運営を行っている施設が１６、指定管理者制度による施設が３７となっ

ております。施設の老朽化に伴い、降雨量の多いときには雨漏りが発生するなど大規模な改修

工事や機械設備の更新を行わなければならない施設も出てきております。財政が厳しくなる中

で適正な財政計画での維持管理、老朽化や稼働率の低い施設についての統廃合など総量の削減

が課題であり、公共施設等総合管理計画策定の中で検討してまいります。 

 次にいちのみや桃の里グラウンドの改善についてでありますが、本年度冬季においてグラン

ドがぬかるみ大会等の開催に支障をきたし、市民の皆さまにご迷惑をお掛けするような状況が

ありました。降雨による影響等もあったかと思われますが、グランドが硬くなってしまうとい

うことで凍結防止剤の散布等を行わなかったことが原因ではないかと考えております。 

 施設を管理している指定管理者には常にグランドが良好な状態で使用できるよう、適正な維

持管理を行うよう指導してまいります。 

 次に、学校統廃合に関する市の検討状況についてお答えします。 

 本市におきましては、文部科学省のいわゆる手引きが策定される以前から学校施設を含む公

共施設の再配置計画の話し合いを進めてきており、教育的な観点はもとより将来的な児童生徒

数の推移予測、まちづくり構想等、さまざまな視点から総合的に判断していかなければならな

い大変重大な案件と捉え慎重に話し合いを進めております。特に各地域の将来の人口予測は大

変重要な視点であり、専門の民間シンクタンクにその推移予測を依頼している段階であります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、再質問を行います。 

 まず市政課題ということで先にご答弁をいただきましたけれども定住促進、雇用の場拡大、

子育て支援の充実、公共施設再配置や行財政改革ということで、これは優先順位もお聞きしま

したけれども、どれも最優先という認識でよろしいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 



 ８３ 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 志村議員の再質問にお答えします。 

 問題、課題としての人口減少、それに伴う施策ということで甲乙というか、点け難いという

ことでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そういう状況でありますと公共施設、特にマネジメントについてはこのあとのミズベリング

のところにも多少関わりますけども、これまでもずっと取り上げてきたわけですけども、やは

りこれは合意形成が非常に重要になってくる思います。２７年度に管理計画をつくっていくと

いうことでありますけども、そのプロセスというのは非常に大切だというふうに考えておりま

して、予算を計上して業者に委託するというふうな形になるのかなと思っていますけども、や

はりそういう中に十分なマルチステークホルダー・プロセスといいますけども、いろんな利害

関係者、あるいは市民の方々を含めて幅広い方々のご意見をお聞きする必要がありますし、ま

たそういうご意見をどんなふうな形で討議、あるいは調査していくかという方法もいろいろあ

ろうかと思います。この点について、やはり大きな甲乙つけがたい市政課題に立ち向かってい

くという中で、これはどのように取り組んでいくのかというところを具体的な部分をお示しい

ただけたらと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 公共施設の再配置計画という理解でよろしゅうございましょうか。 

 考え方としては、基本的には市の姿勢を示します。これは叩き台となるべきものです。先ほ

どの答弁でも、私のほうでいたしましたが、今その作業に入っておるところでございます。当

然ベースになっているのは２５年１０月にできた施設白書でございます。この精神でいきます

と４０年間で９４７億円。年間であると２３．７億円かかるというようなシミュレーション。

かなりきついシミュレーションなんですが、いわゆるそのさやへ収めていかなければならない

という命題課題がございます。しかしながら当然、これを使うのは市民でございます。私ども

は合併、いわゆる行革の最たる合併を経ております。７つの町村が一緒になって、違う文化が

一緒になって１０年過ぎました。ただ、今現状としてあるのはワンセットでおのおのの旧町村

にワンセットものの公共施設が存在しているというような現状もあります。ここらを解消して

いくには当然ご利用いただく市民のコンセンサスをいただかないと、一方的な解釈というわけ

にはいきませんから、あらゆる機会でそういうようなことを、その場をつくりながら合意形成

を図っていくと。そして年度中には再配置計画、ならびにそれにインフラを含めた管理計画を

つくっていきたいと、そういう考えでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 これはスピード感も必要なんですけども、１年でこれをつくっていくというのは本当に大変

作業だと思っております。人員配置も増やされるということですけども、やはりそれを市民の
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方々が関わる、その情報を提供するという方法もですけども、関わる方法として以前にも申し

上げたかもしれませんけども、例えば無作為抽出ですね、いろんな方に来ていただく中で、そ

こで単に説明をして意見を聞いて終わりというのではなくて、そこで討議をする機会を何回か

持つと。やはり利害関係者、あるいはいろんな関係者の方々がいますけども、どうしてもその

当事者ばかりが集まりますと、これまでにも出たかもしれませんけども、各論のところでつま

ずくと。総論賛成だけども各論は反対だというふうなことになってしまいます。ほかの答弁で

もあったかもしれませんけども、個別の事情に配慮してとか地域のことを考えてとか当然そう

いうことは必要なんですけども、総量が維持できないんだと。私たちはどうしたらいいんだと。

市民もどうしたらいいんだというところを、やはり知恵を出していくというためには本当は時

間がもう少しあったほうがいいかなというふうに思っています。その手法を今後もご提案して

いきたいと思いますけども、限られた１年間というふうな中で完成を目指していくということ

であれば早い段階からその必要もありますし、こういった場面での出前学習会は用意されてい

ますけども、市民ミーティングをやっていただいてもいいぐらいの課題だろうというふうに思っ

ております。ぜひ十分な合意形成を図っていただきたいというように思っております。 

 それからあとこれに関連して歳入歳出の課題ということで歳出の部分、普通建設事業費も減っ

ていくだろうと、維持管理費にこれからもお金がかかってくるだろうという中で、その解体撤

去費用についても起債ができるというのは、先の質問でもありましたけども、１年ぐらい前に

その方向性が出されたわけですけれども、そこの解体撤去に起債をするということ自体、私は

あんまり感心できない考え方だというふうに思っています。このへんのところは今後ちょっと

検討していただきたいと思いますが、現時点でそういった部分についても起債を発行するとい

うことは後世代にその分の要するに解体、今まで使っていてもうないものについて、さらに負

担を求めていくという考え方につながると思うんですけども、この点についてご見解をお願い

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 起債の考え方からすれば道理に合わないですね。要は起債というのは後年度へ、いわゆる借

金を分割負担していただく。壊すという行為はその行為で終わるわけです。その年で。だから

受益はそこに住んでいるわれわれ、今生きているわれわれだけで、後年度へ負担を残してはい

けないというご趣旨だと解します。そこらのお考えもしっかりわれわれ頭へ入れた中で、ひと

つ除却債という制度も使えるというご紹介ということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 よろしくお願いします。 

 それからＧＩＳはかなり長年、ジャパン戦略であったか、だいぶ前から、１０何年も前から

検討されていますけども、なかなか費用もかかるし、実際、都道府県レベルでもやっていると

ころはそんなにないということですけども、考え方としてやはり先ほどいろいろ挙げられた各

部署で、台帳に基づいて地図情報を持っていらっしゃるんですけども、これはなかなか整合が

できないということもありますので、庁内で使えるシステムとしてそういうふうな考え方をう
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まく活用して地図情報を十分に活用できると、農業委員会で農地利用状況調査をしましたけど

も、非常にそういったときに不都合があったかなということもありましたので、この点はまた

善処をお願いしたいということに留めておきたいと思います。 

 それから補正予算関係、いろいろとインバウンドにつながる事業を計画してくださっていて、

これは期待をしておりますので、ぜひ早い段階でＷｉ－Ｆｉも使えるようにということで、も

し公開パスワードということであれば、ぜひ笛吹ですから例えばＦＵで４０６のあとは役所の

郵便番号とかのコードにするとか、分かりやすいものでしていただけたらいいなというふうに

思っています。この点については、もし産業観光部長のほうでありましたらお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 志村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 総務省の規定がございますので、でき得る限りフリー、いわゆる公開をしていきたいと思い

ます。やはり普通に使えて当たり前だと思っておりますので、ぜひでき得る限り敷居は低くさ

せて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（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから、あと人口ビジョンと総合戦略、これまでの答弁にもありましたけども、ＫＰＩと

いう業績評価指標を入れなさいということになっていますけども、これはこういった形でつくっ

ていくと、内部でつくっていくということなんでしょうか。外部委託するんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 志村議員の再質問にお答えします。 

 総合戦略計画ですね、地方創生のわが市の戦略計画だと思いますが、今のところ実は国から

の補助をいただけるということで、専門のシンクタンクのお知恵を拝借する予定でおります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そこでいろいろとそういう中に指標を入れ込んでいくと、ミニ総合計画みたいになりそうな

感じもするわけですけども、国のほうでも例えばですけども、観光と農業の振興にも関わる部

分ですけども、青果物の輸出を２０１２年の８０億円から２０２０年には２５０億円にしてい

こうというふうな計画があったりします。こういったことがどれぐらい当てはめていけるのか

ということもありますけども、やっぱり市レベルでそういったところをぜひ検討していただき

たいなと思っております。そういう部分では農政改革、ＪＡ改革等にも関連するわけですが、

特に体力のある笛吹農協と良い意味で共同していただいて、そういった地方創生の事業として

結果重視ということも５つの政策目標の中に入っていますので、結果が出せるようなことを５年
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間という短い期間でありますけども、進めていっていただけたらと思います。 

 ミズベリング構想の部分をお聞きしていきたいと思いますけども、さまざまな方法で幅広い

意見を伺う会議を行っていくということですけども、これは具体的にどのようなものというふ

うに理解すればよろしいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 このミズベリング構想におきましては、すでに予算のほうも２６年度に付けていただきまし

た。地域活性化に関する調査等もあるわけですけども、そこにおきましてもまず観光客、ある

いは外国人、それから市内の業者さん、それから学生ですね、そんな方たちにもアンケートを

今、とっているところでございます。 

 今後、ではどうしていくのかというところでございますけども、３月７日には笛吹市のミズ

ベリング会議というものを開催いたします。これはソフト面の事業といたしまして、ミズベリ

ング、水辺を活用する賑わいづくり、そういうものを、アイデアを皆さんで出し合って、そこ

をいかに生かしていけるかということを検討する場所ですので、アイデアをできるだけ出すと

いうところに重点を置かれています。そういうところで参加していただいて、いろいろなアイ

デアを今後出していただきたいと。それから市民ミーティングでいろいろなご意見をいただき

ました。そういう点も生かしてまいりたい。あとミズベリングツアーというようなことも新年

度予算の中でも私ども要求させていただいております。これにつきましても笛吹川を生かして

水辺、それからまちづくり、市内の名所を巡るとかそういうところを重点にしながらいろんな

アイデアが考えられるんではないかというところで随時考えていきたいと。それからあと協議

会等を立ち上げまして、その中でまた市民と皆さん、それから企業の皆さん等に入っていただ

く中でいろいろなアイデアを出していただきたいというように考えているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ソフトな部分が重要になってくるだろうと思いますし、ミズベリング構想というものがこれ

から皆さんにご理解をいただくことができて進めていけるということになれば、以前にも申し

上げましたサイクリングロードを活用して甲府盆地を周回するとか、荒川のサイクリングロー

ド、笛吹川のサイクリングロード、こういった甲府市さん、あるいは甲府市内のＮＰＯさんな

んかとも連携して石和温泉、あるいは湯村温泉郷の誘客をするようなイベントというようなこ

とも、ぜひその中に取り入れていくことができればいいかなというふうに思っております。 

 それから八田線とそれから鵜飼橋、松本線の都市道路が残っているわけですけども、これは

２７年度に向けて都市計画の見直しをする中で変更していくということで、あるいは廃止して

いくというふうな考え方でよろしいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 
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〇建設部長（宮川明史君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 これらの道路につきましては、昭和３８年にあの地区の土地改良の部分、区画整理事業の一

環として行うというふうな総大な計画の中から始まっております。そのときには区画整理事業

の位置づけとすれば用地の取得も簡単だったと思うんですが、昭和３８年から今日に至る限り、

その間に各所に今、人家等が建ったりしまして今からの区画整理というのはちょっと難しい部

分があろうかと思います。都市計画道路自身はそこに賑わいとかそういうふうなものも、商業

地域ですのでそれらもあるものとして建てるとすれば、現在のところにさて必要かなというこ

とを考えますと、廃止という選択肢もあるのではないかと思いますけども、これはあくまでも

地域の皆さんの合意形成をいただいた上でのことになりますので、私たちが迂闊にそうだとは

言えないところがありますので、それはご理解いただきたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そのとおりでありまして、合意形成をしっかりやっていただきたいということであります。

ミズベリング構想が実現するのかどうかというところにも関わりますけども、変更するという

ようなことをもし考えて、労報橋が架け替えができるということであればあの道を南下して、

１１１号にぶつかるところまでを広げていくというふうな方向性というのも模索できるのかな

というふうにも思います。これはあくまで財源も必要なことですので、そういうことも含めて

いろんな多角的な観点から今後検討していただきたいというふうに思っております。 

 それから橋の架け替えですね。やはり斜めに架けられないということで、これはかなり技術

的にも費用がかかる可能性もあるかと思うんですけども、幅としてはどのくらいが必要になっ

てくるんでしょうかね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 都市計画道路に合わせたものとなりますと、橋の幅が２２メートル以上は必要だろうと。た

だし、それは今の第２平等川の性格上、それは不可能に近いと思われております。ですから先

ほど１８号線ですね。市道１８号線の中の範囲内で収まるくらいが手ごろではないかというふ

うに、今のところは計画の中ではそうしております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そうすると道路の線形とか勾配とか、現実的な難しい部分が出てくるのかなというふうに思

いますので、そうはいってもあの橋の架け替えは多くの議員もはじめ市民の皆さんの悲願でも

ありますので、これはなんとか成功させていけたらなというふうに思っております。 

 それから民間資本の財源の活用というところ、必要だというふうにご答弁もいただいた中で、

やはり工法の問題ですね。特に建築物の部分については合併特例債の活用できる部分、できな

い部分というふうな前の質問で答弁もありましたけども、そもそも建物自体を民間資本で建て
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ていただくというふうな考え方というふうな可能性はないのでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 民間の資本の活用ということで方法はいろいろございます。また検討してはいるんですけれ

ども、建物を民間に全部建てていただくと。市は土地を貸すだけと、こういうやり方ももちろ

んございます。しかしこれはあくまで何を造られても民間中心、市がほとんど口を出せないと。

これは適切ではないということの中から建物は市で建てて中身は、それから運営は民間に任せ

ると、こういう方法が一番適切ではないかというふうに判断しているところです。 

 また民間と市で建物部分をそれなりの割合で建てる、こういう方法もございます。いろんな

方法を検討する中でここまできているんですけれども、今のところの考え方は一番、市があと

あと管理していく、それからミュージアムに対してもそれなりに口出しができるとこういうこ

とを考えますと建物は市が建てて運営等は民間にやっていただく、この方法が適切ではないか

というふうに考えているところです。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 いろんな形がありまして、例えばですけども今年１月に視察に行ってきましたオガール紫波、

岩手県紫波町のオガールプラザというところは、民間のＳＰＣ特目会社を建てて、そこに管理

運営というふうなやり方もありますし、株式会社を出資してつくってそういった方々とやると

かいろいろ方法はあると思うんですけども、何がベストなのかというところは今後も限られた

時間かもしれませんけども、検討していくんであればその中でもう少し精査をしていただきた

いなという思いもございますが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 方法はいろいろ先ほど述べたとおりあるわけですけれども、検討については私どもは十分検

討させていただいたという段階でございます。それで結論的に建物は市で建てて運営は民間、

これが一番市民の方にも分かりやすいし、あとあとの行政責任としても果たせる形だというふ

うに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それからこの構想についても、公共施設マネジメントを踏まえてというふうなニュアンスの

ご答弁だったわけですけども、順序としてはこれは逆だろうなと。つくっておいてからやると

いうことだと思うんですけども、十分また今後も説明していただいて、理解を得るというふう

なことが必要なのかなと思います。 
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 それからこの事業自体が国交省からすべて含めて認可を受けられるのかどうかという、これ

は今の時点では大丈夫だというふうに踏んでいらっしゃるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ミズベリング構想というのは、笛吹市独自の構想であります。ミズベリング事業というのは、

国交省が言っているミズベリング事業というのは、基本的にはソフト事業です。いろんな水辺

を活用したアイデアを出し合って、民間と行政が一緒になっていろんなソフト的なことをやっ

ていこうということでありますので、そもそもいわゆるハード事業の認可とか、そういう概念

はこのミズベリングには実はありません。個々にいろんな事業に対して国交省の認可を経て、

例えば労報橋の架け替え、道路の拡幅であれば社会資本整備の交付金を使ってとそれは個々の

対応になってまいります。ただミズベリング構想という大きい構想をつくったから、それぞれ

の個々のことが実現しているということもあるわけでございます。ですから認可の見込みはど

うかというご質問でございますけども、これはそれぞれ今の段階ではそれぞれのものが認可、

あるいは交付金をもらえるものはもらえるということで進めさせていただいているところです。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから先般、ハウス桃の花見でも桃カレーとか、桃の香りのするコーヒーを紹介していた

だきました。これは市内にある事業者さんで扱っているもの、提供しているものですのでこう

いったものも含めてあるものを生かした中で、さらに新しい商品開発もしていくというふうな

ところ、これまでも出ていますが農商工連携で、また中小企業庁もそういった補助メニューも

出していますので、ぜひそのへんも取り入れた中で進めていただきたいと思いますが、来年の

桃サミットで中央道ウォーキングというのを勝沼インターから一宮、御坂インター、ぜひ実現

していただけたらなと思うんですが、そういった発想もぜひ今後、観光振興の中で検討してい

ただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 非常にユニークでいいアイデアだと思います。たしか私も一宮町に勤めておったころ、中央

道が完成するときにあそこを歩いた経験があります。やはり普段経験できないことということ

は非常に共鳴する、心が動きますのでぜひ実現できるようなことであれば取り組んでいきたい

と思いますので、検討させて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（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 子育て支援で１つ、再質問ですけどもパブリックコメント、計画のパブリックコメント、ど
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のくらいあったでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 パブリックコメントのほうは、市民からの意見はいただいておりません。おそらく子育て会

議の中に今回はかなり公募という形で、市民の方たちの意見を入れておりますので、そのへん

が影響しているかなと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 送ったという方もいましたけども、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 では私のほうに報告が来ていない可能性がありますので、確認をいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ホームページの新着情報に出ませんでした。今の障害福祉計画はお願いして出していただき

ましたけども、そのへんはしっかりと対応をお願いします。いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 今後、これについて気をつけて対応したいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 冒頭紹介しました飯田蛇笏先生の「終戦の夜が明けしらむ天の川」。これは私たちも今後、

私たちの子どもたちも同じ天の川を見ることができるといいなと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君の笛政クラブ代表質問は、持ち時間が終了しました。 

 以上で、志村直毅君の代表質問を終了いたします。 

 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。代表質問を行います。 
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 今回の代表質問ですが、昨年、支所経費等に対する新たな交付税措置で大体２２億円といわ

れておりますが、これが回復すると。２２億円という金額は今、話題の都市計画税、これの４倍

にあたります。この措置があって１０年後１５年後に破綻するなどということがあったら、こ

れは一体どんな財政運営をしていたんだろうかということで、そのそしりは免れないと思いま

す。しかしそんなことはあり得ない。ガラリと、この将来見通しがこれによって変わっていく

ということを認識していただきたいという質問でございます。 

 それでは質問に入りますが、１０年後には基金が底をつくという推計は正しいかということ

です。 

 今年の１月５日付けで長期財政推計が職員や会派に示されました。私は平成の合併財政スキー

ムでは、合併特例期間終了後に財政危機に陥ると警鐘を鳴らし続けてきたものであります。し

かし昨年、支所経費等に対する新たな交付税措置で２０億円以上が回復することになり、これ

でなんとかなると一安心したものでございます。ところが長期財政推計は新たに２０億円の歳

入増があっても昨年３月に策定された長期財政計画と同じく、平成３６年には資金ショートす

るというので私は驚きました。 

 まず長期財政推計は正しかったのか、推計方法に重大な欠陥がなかったのか、現時点での認

識を伺いたいと思います。 

 ２つ目に、長期財政計画の見直しについて伺います。 

 長期財政計画策定以降、１年も経っていないのに市はこれを実質、棚上げにした推計をつく

りましたが、私は公式な計画である長期財政計画をベースにすべきだと思います。私はこれを

ベースに平成２６年度決算見込みを加え、交付税措置の上乗せや従来の推計方法の欠陥の修正、

訂正を試みました。その上で以下、伺います。 

 １つ、従来の合併財政スキームでは交付税の一本算定への移行によって１０年間で２４７億

円減とされておりましたが、新たな交付税措置によって減額は１０１億円程度で済むことにな

りました。基金残高へはプラス１４７億円の効果があると見てよいのでしょうか。 

 ２つ目に合併特例債・臨時財政対策債の元利償還金に対する交付税算入額は今後も増え、そ

の増加額の平成３６年までの合計額が７５億円以上、９０億円程度になると私は思いますがい

かがでしょうか。 

 新ごみ処理施設建設後の年間経費の減や繰越金等で３５億円以上、見込まれるのではないか

と思いますがいかがでしょうか。 

 ４つ目に基金残高にマイナス影響をもたらす事項に、地方消費税交付金の増に伴う交付税額

の減、償還期間終了に伴う事業補正額等の減、２６年度決算見込みによる基金の減等があり、

それらの平成３６年度までの影響額は、総額９０億円程度ではないかと推計いたしましたけれ

どもいかがでしょうか。 

 以上の修正・訂正によって、長期財政計画の平成３６年度基金残高見込み額は長期財政計画

の外挿値マイナス２０億円を１８０億円ほど上方修正して、１６０億円程度になると見込まれ

ると思います。 

 次に新措置があるにもかかわらず、平成３６年度に資金ショートするという１月５日付け長

期財政推計について伺います。 

 推計には３つ、第１は交付税見込み額の一部見落とし。第２は交付税新措置の確保される額

の一部見落とし。第３は歳出額の計上方法の問題があったと思います。歳出規模は長期財政計
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画より２３３億円増えており、うち約１２０億円程度は２６年度の繰越事業と雪害対策事業と

説明もされ議会承認も受けており、妥当だと思います。しかし約１１０億円は担当課の推計と

言うばかりで何の説明も議会・市民合意もありません。長期財政計画の骨格を揺るがすような

変更は十分な精査と説明、議会・市民合意が必要だと思うがこの点についてはどのようなお考

えでしょうか。 

 ３つ目に、長期財政運営の考え方について伺います。 

 都市計画税をどうするか。また今後の防災対策、公共施設の見直し、少子高齢化対策、地域

振興・産業振興、支所の充実など課題は山積みであります。これまでの計画では１０年後には

基金が枯渇し財政破綻を招くとされ、絶望的な状況でありました。しかし、現状の基金残高が

１０年後も基本的に確保される見通しとなれば、話は変わってきます。以下伺います。 

 類似団体の平均基金残高というのは、いくらになっているか。 

 ２つ目、６年後あるいは１０年後には財政破綻するという前提の財政運営をやめ、基金残高

を見据えつつ、大事に大事にかつプラス指向で諸課題に取り組む財政運営に転換すべきではな

いかと思いますがいかがでしょうか。 

 ３つ、まず市民の担税能力と課税の道理を欠く都市計画税を廃止すべきだと考えますがいか

がでしょうか。私たちの試算では、廃止しても１０年後の基金残高は１２０億円程度となると

思いますがいかがでしょうか。 

 ４つ目に例えば長期財政計画に比べ、さらに７０億円の合併特例債事業が必要とされたとき

自主財源は２３．５億円、補助事業ではさらに少なくて済みます。支所の機能充実など他の課

題への対応も十分可能な財政ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 ５つ目に新たな事業については精査の上、説明をしっかり行うこと。市民・議会合意を尊重

することが大事だと思うがどうか伺います。そして戦国ミュージアム構想はいかがなものか伺

います。 

 以上でございますが質問１－（５）までは財政課、それ以降については市長の答弁を求めた

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ここで申し上げますが、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。 

 それでは、当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 

 通常であれば市長答弁市長答弁と、こう求められるのが通例なんですがどうもこの難しい数

字の推計は市長にはこなせないだろうという大変温かいご配慮で、あえて財政課長をご指名し

たようでございますけども、私も多少勉強してまいりましたので知っている範囲内で、まず私

のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、長期財政計画見直しと財政運営についてであります。 

 はじめに、１０年後には基金が底をつくという推計は正しいかについてであります。 

 昨年３月に策定した長期財政計画は地方交付税の段階的削減が開始され、合併算定替えと一

本算定との差額について７割が確保されるという情報がない時点での推計であります。 一方、

今年１月に策定した長期財政推計の地方交付税は、国の概算要求ベースのマイナス５％を基本
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とし、合併算定替えと一本算定との差額の６割が確保される見込みとの情報をもとに推計した

ものであります。 

 また市民ミーティングでお配りした今後の財政見通しは、１月１４日に示された国の平成

２７年度地方財政対策の概要に基づき、再度シミュレーションしたものであります。最終的に

は３月末にお示しする長期財政計画において、変動のあった与件を含めてシュミレーションす

ることとなります。 

 続きまして、長期財政計画の見直しについてお答えします。 

 まず基金残高への影響額についてでありますが、歳入の面のみからみると影響額はおおむね

議員ご指摘のとおりであります。 

 ただし、これはあくまでも歳入面からのみについてみた影響であり、基金残高の変動となれ

ば、歳入・歳出両面からの推計が必要であるということは言うまでもありません。いわずもが

なのことかもしれませんが、誤解を与えないように申し添えるものであります。 

 次に合併特例債・臨時財政対策債の元利償還金に対する交付税算入額についても、ご指摘の

とおり当然増加が見込まれますので、それを加味して推計をしております。 

 ただし、合併特例債や臨時財政対策債発行額は変動しますので、その交付税算入額について

は、さらに精査して積み上げていかなければならないのは当然であります。 

 次にごみ処理施設稼動後についてでありますが、議員ご指摘のように新施設が稼働すれば毎

年度の維持経費は少なくなると見込まれます。年間約１億２，５００万円の減と見込まれます

が他方、建設にかかる経費の償還も毎年度発生してまいりますので、長期財政・基金の見通し

を見通しについて議論する際には、そちらの要素も勘案して比較衡量しなければなりません。

これもいわずもがなのことでありますけれども申し添えるところであります。 

 次に基金残高のマイナス要因についてでありますが、ご指摘のように地方消費税交付金の増

により基準財政収入額が増加し、それに伴い地方交付税がマイナスに振れることは考えられま

す。他方、普通建設事業費や扶助費等、歳出面の増大により基金からの繰入額も拡大する等の

変動もありますので、その点も見込まなければなりません。 

 次に平成３６年度末の基金残高見込み額についてでありますが、議員は１６０億円程度と見

込んでおられますが、歳入歳出双方からの影響があることから私どもは９１億円程度と推計し

ております。 

 次に長期財政推計の変更は議会住民合意が必要とのご指摘でありますが、長期財政計画は毎

年度３月末にお示ししており、今年度についてもさらに推計作業を進めることとしており、大

きな変化がある場合には、その折にきちんと説明させていただきます。 

 続きまして、長期財政運営の考え方についてお答えします。 

 はじめに類似団体の平均基金残高についてですが、平成２４年度決算に基づく平均額は約

８３億８千万円となっております。 

 次に慎重かつプラス指向で諸課題に取り組む財政運営に転換すべきとのご指摘ですが、これ

までも健全な財政運営に努めてまいりました。今後も人件費や物件費などの歳出経費の縮減を

図り、引き続き健全な財政運営に努めてまいります。 

 次に都市計画税を廃止すべきではとのお考えですが、アベノミクスによる地方への経済効果

がいまだ実感できない状況下、市民の暮らしが厳しさの中にあることは理解しております。こ

のため、市民の皆さまにご負担をお願いすることへの配慮といたしまして、再度課税を１年延
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期したところであります。また、これまでもご説明申し上げておりますとおり、都市計画税は

地方税法の規定に基づき定められている目的税であり、課税の道理を欠いているとは考えてお

りません。仮に課税しない場合は、今後の行政サービスに大きな影響が生ずるものと考えられ

ることから廃止するという考えもございません。 

 また仮に廃止した場合の基金残高について、今後の財政見通しでは３６年度末で約４２億円

程度とシミュレーションをしているところであります。 

 次に支所の機能充実など他の課題への対応についてですけれど、交付税の支所に要する経費

とは一本算定額の上乗せのために基準財政需要額に算入加算されるものであり、支所機能充実

のための経費ということではございません。今後も限られた財源を有効に活用するために優先

すべき事業を精査して対応してまいります。 

 次に新たな事業については精査の上、説明をしっかり行うこととのご指摘ですが、新しい重

要な事業については、市民参加の行政という観点からなるべく早い段階から議会や市民の皆さ

まに説明したほうが良いと考えております。現時点でミズベリング構想について、市民ミーティ

ングを実施しているのもこのような考えからであります。今後、この構想を事業として具体化

していく段階においても、議会や市民の皆さまにしっかり説明してまいります。 

 戦国ミュージアムについては、事業の採算性と経済波及効果から笛吹市の発展の芽となる重

要な事業でありますから、さらに慎重に検討を進めながら実施していきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 やはり実務的な数字は財政課のほうにしていただければ、もう少し細かい話が出されたので

はないのかなと。今までずっと体裁的な話ばかりがやっておりますが、今、具体的な財政見通

しの話をしていますから、もうちょっと数字をしっかり抑えた話をしていただきたいと。 

 それから再質問に入りますが、長期財政推計では平成３６年度に基金残高はゼロ、資金不足

額が９．３億円ということでした。今後の財政見通しでは基金残高が９１億円になっています。

基金残高について１００億円の訂正が行われたということでよろしいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 再質問にお答えいたします。 

 推計の時点でそれぞれ推計をしておりますけども、制度や計画の変更があり、歳入歳出双方

から見直しを行った結果、そのようになったということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 実はこの財政推計、先ほども言いましたように議員にもそれから幹部職員にも全部知らされ

ているんですね。そして予算編成の最終版で１０年後には市の財政は破綻すると聞かされ、そ
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れほどの財政危機ならば支所職員の減もやむを得ないと思った。大事な課題も諦めたという職

員の声を数多く聞いております。大変大きな影響があったわけです。私たちは１月２２日に副

市長同席の場で誤った長期財政計画はすぐ撤回し、関係先に連絡するように求めました。例え

ば会社が間違った見積もりで仕様書を出したらどうしますか。配布先にお詫びと訂正の手紙を

出し、説明にもうかがうでしょう。社会的な影響があれば訂正広告も出すでしょう。これが社

会常識です。これだけ大きな変更について何の対策も取らなかったのか、きちっと連絡をした

のか、市はどうしましたか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 長期財政推計と今後の財政の見通しでございますけれども、１月に議会の会派説明で長期財

政推計というものを出させていただきまして、その後、市民ミーティングの際には長期財政、

今後の財政の見通しというものを出させていただきました。この部分につきましては、そもそ

もの１月に長期財政推計というものを出した関係者の方には、その後同じ資料が行き渡ってお

りますので、これは訂正というのが訂正とお詫びかどうかよく分かりませんけれども、更新さ

れたというふうに理解をしております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 行き渡っているというのは本当でしょうか。先ほどの質問にもあったとおり、１月５日の推

計に基づいて代表質問も全部出ているわけなんですよ。だからそういう１月５日の認識には生

きているわけなんです。本当に届いているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 届いているというのはどういう意味かちょっと理解しかねるんですが、郵送で届けたとか手

で届けたとかそういう意味なんでしょうか。これは皆さんご承知のとおり、今後の財政推計と

いうものは、例えば議員の皆さまであればお手元にいっていると思いますし、あと関係者はそ

んなにはいないと思うんですけども、私ども知らない人がいると言っても知らない人はいない

と思っておりますので、すみません、答弁になっていないですけどもすみません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 社会常識から非常に逸脱した、市は間違いを侵さないそういう姿勢で今の時代はそれは通用

しません。 

 次の質問に移ります。 

 ３つ目に平成３６年の公債費のうち、基準財政需要額に算入される公債費の種類と元利償還

金および交付税算入額についてお示しいただきたいと思います。また平成２６年との比較をお

示しください。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 平成３６年度の交付税の算入額でございますけども、起債別に合併特例債の元利償還金が

１９億５千万円、交付税算入額が１３億６，５００万円、２６年との差額が３億８００万円。

臨時財政対策債について元利償還金が１６億１，９００万円、交付税算入額も同じく１６億１，

９００万円、２６年との差額が６６億円。減税補てん債につきましては元利償還金が１，６００万

円、交付税算入額が同じく１，６００万円、平成２６年との差額についてはマイナスの１億５，

９００万円になります。過疎対策事業債が元利償還金で１億３００万円、交付税算入額が７，

２００万円、２６年との差額が２，７００万円。その他の事業費補正等の算入分で元利償還金

が１８億８，３００万円、交付税算入額が７億９，３００万円、２６年との差額でマイナスの

７億５，２００万円。合計で元利償還金が５５億７，１００万円、交付税算入分で３８億６，

５００万円、２６年との差額で８，４００万円となっております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ただいま３６年だけ教えていただいたんですが、臨時財政対策債振替額を含む交付税の増減

をもたらす要因として何をいくら想定しているのか、伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 平成２６年度の比較でありますけども、公債費の事業補正分を含む算入額の増減で３８億７，

６００万円。一本算定の増減でマイナスの８０億８，８００万円。税収交付金等の増による基

準財政収入額についてはマイナスの２１億６千万円でございます。合計でトータルしますとマ

イナスの６５億６，６００万円という試算になります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 マイナス６５億円ということですが、これは推計のほうと比較しますと交付税は９７億円増

額修正されているということが分かりました。忙しい中、財政課職員が私たちの指摘に一つひ

とつ誠実に対応していただき、従来の推計方法の結果を報告してくださったことに敬意を表し

ます。 

 ３月末の長期財政計画の見直しでは、より妥当な長期財政計画にしていただくことをお願い

します。その際、お願いしたいことが３つあります。第１は３月末にはいろいろな数字がほぼ

確定します。例えば今、出されている２７年度の交付税額については現時点では県の推計をも

とにしていますが、かなり控えめな数字になっている部分があります。より妥当な数字を３月

の見直しでは入れてください。 
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 第２はまだ説明も合議もありませんが、市当局としてはこれでは足りないというものも確か

にあるでしょう。それらは長期財政計画と分離するか、それと分かる説明をしっかり加えてく

ださい。これが２つ目です。 

 第３のお願いは実質収支繰越金の扱いです。当初予算では繰越金は１千円と書かれています

が、これは決算まで確定しないための口開け予算です。現に繰越金は補正予算で２５年度１４億

円、２６年度１３．８億円となっております。これほど大きくなくても平均６億円の繰り越し

があれば１０年間で６０億円プラスとなるのでございます。全然、見通しが変わってくるわけ

でございます。私たちは控えめに年２億円の繰越金としましたが、実質収支の長期財政計画へ

の反映について、ご検討いただきたいと思います。３つのお願いについて、答弁を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 １問目でございますけども、３月末の長期財政シミュレーションの作成に現在、取り組んで

おるところでございます。より精度の高いものをお示しできるように今後も努力してまいりた

いと思います。 

 ２つ目の、３月末の２７年度以降のシミュレーションがお示しできるよう準備をしておりま

すけども、その折、大きな変更があるものについては説明をさせていただきたいと思います。 

 それから３点目でありますけども、たしかに実際の決算では繰越金が発生をいたします。笛

吹市の財政シミュレーションについては、これまで当初予算ベースで予算を全額使い切るとい

う前提で推計をしておりますので、今年度についてはそのままいかせていただきたいと思いま

すけども、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 実質収支というものは標準財政規模の３％から５％というふうに言われているわけですけど

も、これは記載されているのといないのでは結果的に例えば６０億円とか１００億だって、こ

の推計の差が出てくるんですね。やはりそれを目標を管理して実質収支は、例えば３％だった

ら３％出すような、その財政運営においてもその管理をしていくことが大事だろうと私は思い

ます。 

 さて私も関わった都市計画税をなくす会の試算の平成３６年度の基金残高の見込み額は約

１６０億円、市の今後の財政の見通しの基金残高の見込み額は約９０億円です。その差７０億

円です。その差額の原因の１つは市の見通しでは説明も合意もない、新たな歳出増が１６８億

円、ずるずるとその中に入っているということです。 

 第２の大きな差額の原因は、会の試算が繰越金２億円を想定している点にあります。そして

会のチラシでは平成３６年に基金が基本的に維持されるとした上で、今の新たな課題、これは

ないなんて言っていません。新たな課題については、この基金を慎重かつプラス思考で活用し

ようと提起しております。 

 ところで副市長は先の市民ミーティングでこの都市計画税をなくす会の試算について、楽観
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的と、これを揶揄するような発言を行いました。説明を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 楽観的と言ったかどうかちょっと覚えてはいないんですけども、いずれにしてもその基金が

１００何十億積み上がっていくと、基金がほとんど減らないで財政運営ができているという考

え方は私どもはまったく思っておりませんので、その点で見解の相違はあろうかと思いますけ

れども、そんなようなことだったのかもしれません。揶揄するとかそういう気持ちはまったく

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私の言っていることをちゃんと聞かずに答えているわけで、この会の中身はまずやっぱり説

明のないものは後回しに、ちゃんと必要だということを書いてやれと。だからその新たなもの

を加えなかったら１６０億円になると。その中から基金をきちっと使っていきなさいというこ

とを言っているわけです。 

 さてこれまでは１０年後には財政破綻するという財政見込みの中で、市長も職員も大事な課

題があっても金がない、打つ手がないと諦めの状態であったと思います。新たな財政見通しの

もとで基金を大事にかつプラス思考で市のため、市民のために活用していただきたいのですが、

再度伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 限られた財源の中でしなければならないというものは実行していくという予算を毎年度、組

んでいかなければならないというふうに思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 市の課題の一例ですけども、支所機能の充実、東北大震災以来ますます地域、そしてこれを

支える支所の重要性が明らかになり、新交付税措置もそこに着目したものであります。そして

市民、特に行政区長やボランティアの皆さまが支所はせめてしっかりした相談相手になってほ

しいと切実に願っております。市の機能縮小路線をお考え直しいただきたいのですが、いかが

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 第３次行財政改革の中では市税、また交付税等の歳入が減少する中で予算規模も縮小を余儀

なくされると。そういった中で歳出の大きな割合を占めます人件費、また行政経費ということ

で、市役所また支所の経費等も節約、また縮減していかなければならないという状況がござい
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ます。そういった中で職員数につきましても合併以降、１３０人ほどの削減を１０年間で行い

ました。今後も５年間でまたさらに３０年、その後もある程度の削減を考えております。そう

いった中で合併以降の課題であります支所のあり方といったことにつきましても合併１０年を

過ぎたところで、これも重要な課題となっております。今、本庁と支所の事務業務のあり方と

いうものを検討しておりまして、地域にとってどういった業務が支所で必要か、またどういっ

た業務が本庁へ集約、一本化してもそれほど地域の方が困らないかというふうなことを主眼に

おきまして検討しております。支所につきましては今後も職員数の削減は避けては通れないと

いうふうなことを考えておりますけれども、住民サービスが極力低下しない中で今後の事務組

織を検討してまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 避けては通れないというのは、あの財政試算、１０年後に財政破綻するという試算のもとに

そうなっているんではないですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 そういった財政推計、それをベースに考えているということではございません。やはり合併

自体が大きな行財政改革ということでございます。支所につきましてもどこまでが削減が可能

かということで今、検討しておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 切ればいいというものではないんです。必要なものは必要なんですよ。次に移ります。戦国

ミュージアム構想について質問します。 

 いろいろ民間に相談しているということですが、どのくらいのところに相談して、そしてプ

ロポーザル参加見込みは何社ぐらい見込めますか、今のところ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ミュージアムというものは全国に知れ渡り、石和温泉にこういう新しいものができるよとい

うことを誇れる、そういうようなミュージアムでないと集客施設ですから意味がないわけであ

ります。これまでの中で東京のいろいろなところと接触をしながら実現可能性というものを探っ

てまいりました。何社ということも具体的な数字は申し上げられないわけですけれども、また

そうした接触した方々の中で、われわれのプロポーザルに何社応募していただけるか、これも

また分からないわけですけれども、それはプロポーザルをしてから最終的に結果が出てくると

いうことでご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 特定の企業の利益供与にならないようにしてください。 

 赤字になったら、あるいは業者が撤退したら負担は市にかぶさってくる。私には冒険主義と

しか感じられませんが伺います。 

 市民ミーティングで副市長は結局、民間の大手イベント会社の言うことだから間違いない、

それを信じなさいとしか言っていないと私には聞こえました。どうでしょう。営利事業につい

て必ず儲かるという類いの言葉を出したら、ここでアウトだと思います。いかがでしょうか。

副市長、答弁を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 もともと集客、誘客、それから新しい魅力ということでミュージアムを考えているわけでご

ざいます。これは民間のミュージアムを誘致するとこういうことでございますので、必ず儲か

るという言葉が不適切だということはあろうかと思いますけれども、儲からないと思ってこう

いう事業をやるということはあり得ない話ですので、私は必ず儲かるというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 笛吹市は破産いたしません。堅実かつプラス思考で共に頑張ろうと熱いエールを送って日本

共産党の代表質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君の代表質問は、持ち時間が終了しました。 

 以上で日本共産党、渡辺正秀君の代表質問を終了いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は週明けの３月２日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時１３分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では７名から１１問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 なお、関連質問については申し合わせを順守され、同一会派のみ５分間とし、通告者の質問

がすべて終了したのちとなりますのでご承知願います。 

 それでは順次、質問を許可いたします。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 公明党の渡辺清美です。２点、質問させていただきます。 

 はじめに自転車安全利用対策について、お伺いいたします。 

 増加する子どもの自転車事故を防ぐため、各地で安全対策が進められています。子ども自転

車運転免許制度を導入した交通安全教室や自転車保険の充実、また道路への自転車専用レーン

設置に向けての計画策定などの取り組みがなされています。 

 交通安全教室ではルールを守り、安全運転を身に付けさせています。道路交通法の改正によ

り、自転車がこれまでも左側通行が原則でしたが道路の路側帯、いわゆる歩道のない道路の端

にある白線で区別されている区間、区切られている通行帯に関しては左側通行と右側通行、両

方が認められていましたが、自転車同士の衝突事故や接触事故を減らすため、法律改正でこう

した例外はなくなり左側通行に統一されました。 

 こうしたことを通して道路についての自転車専用レーンの設置について、その必要性を強く

感じ、このレーン設置の計画、長期的な計画ですが、している自治体が増加しております。特

に交通が激しい道路では自転車専用レーンの設置が必要不可欠ではないかと考えます。また交

通ルールや、またマナーに反する行為が原因で起きた事故により２００５年には夜間に携帯電

話を操作しながら無灯火で自転車を走行させていた人が歩行者と衝突、歩行者は後遺障害が残

り運転者に約５千万円の賠償支払いが命じられました。過去にはこの賠償金が約１億円という
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事故もありました。 

 こうした自転車に関するトラブルを防ぐことも必要であります。自転車は本当に身近にある

乗り物ですが、事故が起きたときの賠償額が高額になる可能性があります。さまざまな危険か

ら子どもたちを守るためにも日ごろからの指導の必要性を感じますが、本市における小中学生

への自転車安全利用対策についての取り組みをお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに子ども自転車運転免許制度を導入した交通安全教室についてですが毎年、笛吹警察

署、交通関係団体にご協力をいただき自転車の交通ルールとマナー、自転車の正しい乗り方の

習熟を目的に金川の森サイクルコースにおいて、学年に応じた自転車教室を実施しております。 

 また、夏休みに地区の公民館に出向いて交通安全ビデオ視聴や自転車の点検と停止の仕方の

実技指導を行っております。さらに３月には６年生を対象に、中学校での自転車登校に向けて

の指導を行い、自転車利用者としてのルール・マナーの向上と交通社会の一員としての交通安

全意識の醸成を図っているところであります。そして中学生の自転車通学用ヘルメットの購入

に対し、補助を行いヘルメット着用についても推進しております。 

 自転車運転免許制度を導入した交通安全教室については近年、自転車利用者を対象に講習会

を開き独自の運転免許を発行する自治体や警察が増えておりますが、本市においては先進事例

を参考に関係機関と協議してまいります。 

 次に自転車保険の充実についてですが、笛吹警察署の資料によりますと笛吹市の平成２５年

中の自転車関連事故の発生件数は４９件で、交通事故全体の約１割を占めております。自転車

は車やオートバイのように強制加入保険がないため、自転車対歩行者の交通事故では自転車側

が加害者となり得る可能性が高く、自転車事故の加害者に高額賠償を命じる判決が相次いでお

ります。 

 市では、自転車を安全に利用してもらうためのＴＳマーク制度や各保険会社の対人傷害等保

険加入の必要性を警察署や関係機関などと連携し、啓発してまいります。 

 また損害保険ではありませんが、山梨県市町村総合事務組合で実施している交通災害共済に

ついて、加入申込書・チラシの全戸配布、広報に掲載するなど今後も加入促進に努めてまいり

ます。 

 次に自転車レーン設置についてですが、自転車専用レーンは近年、自転車と歩行者の事故が

急増していることを受け、一定の幅員を有する道路に県公安委員会との協議を経て設置されて

いるケースが多くなってきております。 

 自転車は車両であり、車道の左側を通行するのが原則であります。したがいまして、自転車

専用レーンは車道の両側に通行レーンの確保が必要であり、その必要な幅員はそれぞれ１メー

トル以上とされ、道路全体の幅員もかなり必要となります。レーンの設置につきましては道路

状況等を勘案する中で、関係機関と協議を行い検討してまいります。 

 今後も自転車教室を継続し、小中学生が悲惨な交通事故に遭わないよう交通安全教育を推進

するとともに、自転車が安全に走れる環境づくりを目指していきます。 
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 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。 

 今、最近特に歩道なんかをやっぱり自転車で走っているのをよく見るんですけども、交通安

全教室の中の内容としては例えば歩道は１３歳未満、また７０歳以上の高齢者、障がいのある

方はそこを運転してもいいですけども、それ以外の方はそうでないことになっていますけども、

そういう内容なんかはそういうことも含まれているのかどうか、ちょっとそのへんは聞いてあ

りますか、どうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 交通安全教室につきましては、今は金川の森のコースを利用するというのが自転車等につい

ての教室については行っております。その折にはそのコースに四つ角、それから信号機、それ

から横断歩道の線、いろいろなシミュレーションの設定がされておりますので、そこで小学生

たちの交通安全教室を行っております。高齢者等については出前というふうなことで各地区の

公民館とか、それから福祉センター等に出向いて教室を行うというようなことで、交通専門指

導員が紙芝居を盛り込んだりとか、あと実際、県の県警のほうから来ていただいて講習をする

というようなことで行っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。 

 子どもさんたちにはやっぱり紙芝居を使ったり、腹話術とかそういう方法で覚えさせるほう

が本当にいいんではないかなということを感じました。 

 あと私たちの年代のころはちょうど自転車の運転免許証というかそういうのがあって、今も

そういうのが普及しているところがあるんですけども、１０分ほど講習を受けて２０分ほどの

テストがあるらしいんですけども、あと実地試験が４５分とかそのくらいかかるようなんです

けども、そういったところは、取り組むというかいつごろまでやっていたのか。それはだいぶ

前のことだと思いますけども、今のところそういうお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えをいたします。 

 自転車の免許証についてでありますが、かつてはこの市内でも学校で免許証を出していたと

いう事例があったわけでありますが、その責任がどこにあるのかというふうなことが大変問題

になった時期がありまして、今は本市においては警察を含めて免許証は出しておりませんが、
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全国的に見ますと広島とか芦屋とかいろんなところで、警察のほうで免許証を出しているとい

うところもございますので、今後またいろいろ関係機関とも話し合いをしながら検討をしてい

きたいというふうに思っておりますが、先ほど申し上げましたように免許証を出したために事

故が起きたと。その責任はということになりますと大変難しい問題がありますので、慎重に検

討していきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。 

 免許証を受けるとなんとなく事故をしないようにしようとか、そういう意識も高まるかなと

思ってお話しました。 

 あと自転車の点検ですけども、やはり夜間にはライトが点いていないとか、うしろの反射器

が付いていないのは運転してはいけないとかそういう法律もありますけども、そういった点検

についての指導というか、そんなのはどのような方法でやられているのかお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 中学校では各生徒指導の担当の教員が学校でステッカー等を見たり、ブレーキを見たりとい

うふうなことをしておりますし、小学校の自転車教室においては市内の業者さんも来てくれて

ブレーキ等の点検をしてもらったりしているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。また点検のほうはしっかりと年に幾度かやっていただきたいと思い

ます。 

 あと中学生の交通安全というか、そういうことに対する取り組みとして実際にスタントマン

がやってきて、例えば４０キロの車の速度、自転車、ぶつかったところ、実際行ってみたり、

そして四つ角でもってオートバイと自転車のぶつかりとか、トラックに自転車が巻き込まれる

ところとかそういうところをやっているところもありますけども、これはなかなか本当に見た

人たちは衝撃が強くて、自分が加害者にもなるし被害者にもなり得るということでもって、す

ごく感じることがあるらしいんですけども、またそういうことも取り組みとして考えていただ

きたいと思いますけども、またよろしくお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまお話がありましたスタントマン等につきましては、うちのほうで行っておるのは高

校を対象に行っております。というのも小学校とか中学校もございますけども、小学生、１年

から６年生までおりますから、あまり小さいお子さんにそういうものを見せるというのもどう
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かなというようなこともありますので、今現在は高校生を対象に行っているということがござ

います。また中学校等につきましても状況を見ながら、教育委員会とも協議しながら進めてま

いります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。 

 中学生あたりから、ぜひ全校、市内の中学校をまわって３年がかりでやっているところもあ

りますけども、そのくらいの対策でもって取り組んでいただきたいと思います。 

 そして先ほどお話のあったＴＳマークとか、いろいろそういう関係の自転車の保険の関係な

んですけども、本当に多額になりすぎて１つのそういった自転車の安全協会みたいなそういっ

たものだけではとてもまかない切れない。もっともっとほかにも入らなければならないような

傾向にも多くなっているんですけども、そのほうの対策なんかとして例えばａｕなんかでもか

なり２万５千円ぐらい払えば年間に、最高額１億円ぐらいの補償とかいろいろありますけども、

そういったこともまた情報を生徒さんになんとか伝えていただきたいと思いますけども、今後

そのようなことをしていただけるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 今お話がございましたＴＳマークにつきましては、自転車安全整備士が点検した折にステッ

カー等を自転車に貼って入るというようなことで、１千円ほど保険料といいますか、かかるよ

うでございます。できる限りうちのほうの担当のほうでも啓発はしておりますけども、なかな

か年に一度、自転車の点検をするというのがどうも皆さん億劫になりがちでなかなか進まない

という状況でありますので、今後なお啓発はしてまいりたいと思います。 

 また答弁の中でも申し上げましたように、自らの傷害についての保険というのは共済組合の

自動車の保険等がございますので、そういうものにできるだけ加入していただくということで、

それも併せて啓発してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。 

 火災保険とか、また自動車保険の特約としてもうすでに入って、自分はちょっと分かってい

ないけども入っているかもしれないと、入っている場合もありますので、そのへんは確認しな

がら、またそういったことを広報というか、そういったものを通しながら一般の人たちにも多

く広く普及していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では２点目に入っていいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 はい、どうぞ。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 では２点目としまして、地域で支え合う認知症対策についてをお伺いいたします。 

 国立社会保障人口問題研究所の将来推計によると、２０３５年には一人暮らしの高齢者の方

が約７６２万人に達するそうです。そして認知症高齢者の増加がとても深刻になる時代がきま

す。厚生労働省の研究班によると、この認知症の高齢者は約４６２万人。そして軽度の認知症

の症状を持った高齢者の方が約４００万人と推計しています。自宅にひきこもりがちな認知症

の方と社会をつなげる居場所づくりとして今、注目を集めているのが認知症カフェです。オラ

ンダや英国で始まり国内でも各地の自治体のほか、ＮＰＯ法人や社会福祉法人が運営を始めて

います。 

 認知症カフェは地域で認知症に関する知識を普及させ、そして住民同士が支え合うまちづく

りとも言えます。カフェでは神経内科医やケアマネージャーの資格を持つ方なども加わって、

コーヒーや和菓子などを楽しみながら和やかに懇談、そして介護経験のある方が自分の経験を

語ったり、そして医師に相談したり、その中で専門病院や行政の窓口を紹介してもらう方もお

ります。利用している方はカフェでは本当に医者に気軽に話ができるし、また経験をした方か

らいろいろなアドバイスをもらえる。また悩みを聞いてもらって、気持ちが楽になったと笑顔

を見せています。 

 国はこうした動きを推進しようと２０１２年の９月に策定した認知症施策推進５カ年計画で、

認知症カフェを今後の対策の柱の１つに位置付けております。 

 認知症の国家戦略として認知症施策、推進、総合戦略、新オレンジプランが打ち出されまし

た。日本にとって重要な意味があり、大きなステージに上がったと感じております。また日常

生活の中でおかしいと気づき始めた方が、いきなり病院に行くにはハードルが高いと思います。

こうしたカフェに気軽に足を運んでもらい早期発見、治療につなげることにより交流を通して

の症状の進行を遅らせる、そういう効果もあります。 

 カフェの活動の形態はさまざまですが、認知症の方、そしてその家族の方、また市民の皆さ

ん、そして医療や介護に従事者する方々、誰もが集える場を定義しており、これが各地で取り

組みが盛んになっております。 

 これからは認知症の方も、またその家族の方も生き生きと暮らせる環境整備を進めていくこ

とが重要ではないかと思いますが、当局のご所見をお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（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、市では国の認知症施策推進５カ年計画に基づき、状態に応じた適切なサービス提供の

流れとなる認知症ケアパスの策定に取り組んでいるところであります。この中で認知症高齢者

の多様なニーズに対応していくために認知症地域支援推進員を平成２７年度以降に配置し、医

療や介護サービスにつなげる相談ができる体制を図ってまいります。 

 今後、地域に密着した体制づくりを進めていく中で、地域資源の活用が大変重要な役割を担

うことになります。このため行政と民間が連携する中で民間力を有効活用し、事業所施設の一

室や公民館等を利用した介護予防教室後のサロンなどで、認知症地域支援推進員を中心とした
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本人や家族を支援できる認知症カフェ等の通いの場を推進し、生きがいづくりに努めてまいり

ます。また、これから認知症カフェ活動を始めようとしている社会福祉法人やＮＰＯ法人、な

らびに家族の会の方々への情報提供をはじめとした支援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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。 

 軽度の認知症の方々が放っておくと、５年ぐらい経つと半分の方が認知症になってしまうと

いうことをよく聞きますけど、そこで頭のチェックというか、そういうことがなんか１０問ぐ

らいありまして、そして聞いて答えるだけのことらしいんですけども、パソコンを通して、こ

れは米国のほうでやって日本でも活用しているらしいですけども、言葉を覚えてもらって１０問

ばかり。そしてそれをその間に違う質問をしながら、また最初の単語を言えるだけ言ってもら

うということでもって、かなり９７％の確率でこの症状が分かるということなんですけど、そ

のようなものの取り組みということに対してどのようにお考えを持っているか、またお聞きし

たいんですけども。すみません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 議員のおっしゃったように早期発見・早期治療が一番大事なことだと思っております。最近

チェックのいろんなシートとか設問によりというのをいろんな情報が出ております。市でもこ

れから本当に今から対策としてスタートしていきますので、そういうものも今後どうやって取

り入れたらいいかを協議していきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。 

 週に１回ぐらいは、それを無料でもってそれが受け入れるようなことになってもらえばいい

ということでもって、それでもってそのチェックをすることによって診断とかそういうことで

はなくて、それをどうして自分の脳はどのくらいの程度になっているのか。どうすれば運動な

んかを取り入れたり、そして生活習慣をこういうふうに変えればよくなりますよということを

教えていただいて多くの方が軽いうちに重くならないように推進していただきたいと思います。 

 あとそれとカフェですけども、最初のところは行政が中心となって、高齢者の方々だけをた

ぶん集めるような格好になってしまうと思うんですけども、いずれは先ほどもお話がありまし

たＮＰＯ法人とかいろんな団体に声を掛けながら、やはり高齢者ばかりではなくて本当に子ど

もたちも学校の帰りにちょっと、休みのときにちょっとそこへ行ってみんなで友だちと話がで

きるような雰囲気、そうやったすべての市民の方が気軽にいつでも行ける、いつでも行けると
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いうか朝の１０時ごろから３時ごろまでやっているところが結構多いらしいんですけども、日

曜日は休みとかになって、そういうようなものを取り組んでいくと一人暮らしをしている高齢

者の方々は、ここがあるから心が落ち着いて安心していかれるという話も聞きますので、どう

か将来的にはやはり気軽に市民の方、誰でもが集えるところ、そこにお医者さんもいてくれた

り、いろんな保健師さんもいてくれたり、そうやって指導していただける、そういうところを

目指したいということを思っていますけども、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 まさに議員のおっしゃるとおりだと思います。今それをスタートしたばかりで全国で２８ぐ

らい、そのカフェをやっているというのを聞いております。その中でも自治体が主になってい

るのは３つほどということで、それぞれＮＰＯがやる方、家族の方、内容も違いますし、有料

だったり無料であったりとか、また参加される方も一般の方が参加している、家族だけとかと

いういろんな形があります。最終的にはいろんな方が本当に集えて安心して、そこで少しでも

早くに解決できるというのが一番だと思っておりますので、できる限りそういうふうな方向で

検討していきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、渡辺清美君の一般質問を終了します。 

 続きまして、関連質問を許します。 

 関連質問はありませんか。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 渡辺清美議員の１問目の自転車安全利用対策について、関連質問させていただきます。 

 やはり小中学生の自転車走行の安全を、マナーを守るということは大事なことだと思います。

特に中学生の自転車の走行、学校周辺もそうなんですが、並列での自転車走行というのがやは

り目立つと。車から見てもやはり危険だなと思うことがあるわけでございますが、こういった

中でそういういわゆる走行の注意喚起ですか、そういったものが現在、取り組まれているかど

うか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘のとおり、教育委員会等にも一般の市民の方々から中学生の自転車登校の仕方に

ついていろいろと問題があるんではないかと。教育委員会はどういうふうに指導をしているん
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だというふうな指摘が年に５、６回あるわけでありますが、各中学校においても生徒指導、担

当者が毎朝、正門等、あるいは交通安全の期間は全職員が地域へ出まして、いろいろと指導を

しているんですが、なかなか直っていないというのが現状であります。 

 今後も特に子どもたち自分自身の身を守るということを中心に置きながら、指導を強めてい

きたいというふうに思っております。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 やはりこの自転車走行も車走行も同じ場所を通るケースが特に多いわけですが、これも提案

なんでございますが、先進の自治体等を見ますと学校周辺の車道、特に市であれば市道以下、

等々になると思いますけども、また県道等、県教育委員会等にもご相談いただく中、警察等々

とも連携していただくと思うんですが、目で訴える注意喚起ということで、車道に自転車の方

向を示すマーク等々を書くということで、自転車のみならず人もそうですし車も利用するとい

うことができるということもございます。すべてというわけではございませんが、できれば学

校周辺の通学路に向かう、また戻るというところの範囲、１００メートルなのか、１キロなの

か、そのへんはまたご検討いただければと思うんですが、こういったものをご利用いただくと

いうことはいかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 本市におきましては、いろんな機関と道路の合同点検等々を行っておりまして、まず最初に

ＰＴＡ、保護者と学校側で各地域の通学路等を見て、ここは危険であるというふうなことがあ

りましたら教育委員会のほうにあげてくると。教育委員会のほうでは関係機関と話し合いをし

まして、実際にその場所に行ってここはこういうふうに直したほうがいいというようなことは

警察を含めて年に一度、合同点検等をしているわけでありますが、学校の周りのそのゾーンに

つきましても保護者のほうから強い要望があるんですが、それをやっていくためには道路の幅

を広げていかなければ、これはできませんというふうな警察のほうの答え等がありますので、

今後どういうふうにしていけば、子どもの安全が確保できるかというようなことについて関係

部局と相談をしながら検討をしてまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 レーンの確保となると、やはり道路の幅とか必要になると思うんですが、矢印なり自転車マー

クなり、そういったものを車道の歩道とのラインの内側に矢印を付けるとか、自転車マークを

付けるということの実施があるという事例もございますので、またそういったところも先進自

治体の事例をぜひご参考いただければと思います。よろしくお願いいたします。いかがでござ

いましょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 議員のおっしゃるようなマーク等について、１つのアイデアとして考えさせていただきたい

と思います。また関係する部局横断的にうちのほうでも協議して、できる限り子どもが事故に

遭わない、ケガをしない、丈夫な体で学校へ通えるようにまた検討してまいりたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （はい。の声） 

 ほかに関連質問は。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして、一般質問を行います。 

 まず最初に、学校統廃合問題と学校給食の件について伺います。 

 文科省は公立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きをつくりまして、今年１月

２７日、各教育委員会に通知いたしました。この学校統廃合の歴史を振り返ってみますと、手

引きにも書いてありますけども昭和３２年に作成した学校統合の手引きに誘導されて、各地で

無理な学校統合が進み、さまざまな問題が生じました。その反省から昭和４８年には新たな通

達を出しております。その中身といいますのは、無理な統合はせず小規模校の利点を生かして

充実すること。住民の理解と協力、合意に十分配慮すること。小規模校の利点を踏まえ、総合

的に判断して存続することが好ましい場合もあることを内容とした通達でありました。各市町

村の教育委員会は、この昭和４８年の通達のもと学校運営をしてきたものと思います。今回の

手引きでこの昭和４８年の通達は廃止となりましたけども、しかしその趣旨は今回の手引きに

も大いに生かされていると私、考えております。 

 さて学校統合の本当の狙いはなんでありましょうか。小規模校は経費が割高で効率が悪いか

ら統合して学校経費を減らすというのが本当の狙いであることは、財務省の予算執行調査から

も明らかであります。しかし日本の教育予算はＯＥＣＤ加盟の３４カ国の中でも最低でありま

して、３年連続の最下位です。これ以上の教育予算の減額は到底認められるものではありませ

ん。市内には国が示す統合の対象となる小学校が５校あるということですけども、小規模校の

利点を最大限に生かした教育を進め無理な統廃合はしないよう求めて以下、質問いたします。 

 まず第１に、文科省が示した今回の手引きに対して教育委員会としてどのような見解を持っ

ているか伺います。 

 ２つ目としてＷＨＯでは学校規模は１００人程度という基準を示していますし、世界の流れ

は小規模校、少人数学級であります。また小規模校ほど教育的観点が高いという報告もありま

す。教育的観点から望ましい学校規模の基準はあるのか。あるとすれば、どのような基準か伺

います。 
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 ３つ目として、手引きでは学校統合を選択しない場合もあるとしておりますし、また本手引

きの内容を機械的に適用することは適当ではなく、あくまでも各市町村における主体的な検討

の参考資料として利用することが望まれると明記しております。小規模校のメリットを最大限

に生かした教育を進めるために対象となるといわれる５校の存続について見解を伺います。 

 ４つ目として、学級数がおおむね１２から１８学級の学校に対しては施設整備費などの補助

率が高くなっております。こうしたことで統廃合への誘導するものとなっておりますけども、

今回の手引きに従わない場合の財政的支援に変化があるのか伺います。 

 ５つ目として給食問題ですけども、市内小中学校の給食は現在、共同調理場方式、自校方式

があります。特に自校方式になっている石和町内のいくつかの小学校は老朽化が進み、建て替

えなど迫られております。早急な対策を望むものでありますけども、改築、建て替えにあたっ

ては自校方式の堅持を求めたいと思います。また子どもの貧困が社会的な問題になっておりま

す。子どもの貧困対策として、また子育て支援策のさらなる充実策として学校給食費の無料化、

当面、第３子だけでも無料化することを求めて１問目の質問とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに文部科学省が示した手引きに対しての見解についてですが、この手引きの位置づけ

は学校教育の将来像を考えたときに統廃合を進めるのか、あるいは小規模校のまま存続を選択

していくのかなど、あくまでも地域の実情に応じた主体的な検討の参考資料として利用してい

くものであると受け止めております。 

 次に教育的観点から望ましい学校規模の基準はあるかとのことですが、学校教育法施行規則

第４１条では小学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態

その他により特別の事情があるときは、この限りでないと定められています。 

 また今回出されました手引きでは、学年１学級規模以下ではこの適正規模に近づけることの

適否を検討する必要があると述べられています。 

 本市では現在、望ましい規模の基準は定めておりませんが、今後定めていく必要があるもの

と考えております。 

 次に教育委員会の任務として学校存続を求めるべきとのことですが、学校教育の目的達成の

ためには、保護者や地域住民の理解と協力が欠かせないことから学級規模、中長期的な児童生

徒数の予測、児童生徒の学習状況、社会性やコミュニケーション能力の育成、通学距離、通学

時間、地域の願いや実情などさまざまな視点から検討し、総合的な判断を行うことが望ましい

と考えています。 

 次に手引きに従わない際の財政的支援はとのご質問ですが、この手引きについては、あくま

でも市町村の学校規模・適正配置の検討のための参考資料であると捉えております。 

 次に給食調理場の自校方式の堅持についての見解および給食費の無料化についてですが、議

員ご指摘のとおり石和地区の小学校の給食室は老朽化が進んでおり、近い将来、改修等が必要

になるものと認識しております。 

 こうした状況の中、学校給食法第９条を受けた学校給食衛生管理基準には設備の整備及び管
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理に係る衛生管理基準が定められており、給食調理場を新築あるいは改築する際、この基準に

よりドライシステムの導入が求められています。 

 ドライシステムの調理場は試算によると今の調理場に比べ２．３倍から２．９倍の面積が必

要であり、現在の自校方式の給食調理場においては学校敷地内に新築および改築することは面

積的にも財政的にもほぼ不可能な状況であります。 

 よって今後、石和町内の自校方式調理場は石和中学校を除いてセンター化を視野に進めてま

いりたいと考えております。 

 また給食費の無料化につきましては、平成２６年度の市内児童生徒の給食費の総額が約３億

３千万円にのぼる予測であり、無料化につきましては大変厳しいものと考えております。 

 第３子以降の児童への無料化につきましても、他市町村の状況を精査させていただく中で検

討課題とさせていただきます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初に手引きに対する見解を伺いました。その手引きの中身には、小規模校のデメリットを

私に言わせるとこれでもかというふうに並び立てておりまして、これでは本当に統廃合への道

を誘導するものだというふうに私は考えております。手引きにあるデメリットは本当にデメリッ

トなんでしょうか。私は現場教師の時代に優れた教育実践を重ねてこられた坂本教育長の考え

を伺いたいと思います。本当にこれはデメリットと考えていいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 代表質問の際にも答弁をさせていただいたわけでありますが、私ども市の教育委員会といた

しましては学校の統廃合については児童生徒はもとより保護者、地域住民の皆さん方の考えを

十分に聞いた上で結論を出していくということでありますので、小さいから駄目だとか、大き

いからそれを分離すべきだというふうな考えには立っておりませんので、そのへんのことをご

承知おき願いたいというふうに思います。 

 また過日、新聞に笛吹の場合は５校が統合の対象になるだろうというふうな記事があったわ

けでありますが、５校といいましても２００人規模の１学級のところからご存じのように５、

６名の１学級というふうなところもありますので、一概に単級だからこれは統合の対象だとい

うふうには、私は言えないだろうというふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 もう少し具体的に手引きに書いてあるデメリット、１４項目だか１７項目、デメリットをずっ

と並び立てておりますけども、本当に教育者の立場からこれは本当にデメリットなのかという

ことをもう少し現場の、実践を重ねてこられた先生から伺えばもっとよかったかなというふう
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に思っております。そういう点ではどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 議員ご指摘のようにこの手引きでございますが、学級数が少ないことによる学校運営上の課

題というふうなことで１４項目述べられているわけでありますが、これがすべて妥当であると

いうふうには捉えておりませんが、例えば１番目にありますクラス替えが全部、または一部の

学年でできないと。これは確かにそうでありまして、私ども現場にいるときも学級のクラス替

えができないということについて、いろいろ問題点があるというふうなことは経験の上からも

感じてきたところであります。 

 ただし、それがすべてではありませんし、それから特に中学校につきましては、クラブ活動

等々についてなかなか単級の場合は自分の好きな、やりたい部活動ができないというふうな、

それはデメリットと言えるかどうかという指摘もあろうかと思いますが、そういう部活をやり

たいがためによその学区にある学校へ行きたいというふうな中学生も現にいるところでありま

すので、このへん学校現場のいろいろ考え方も聞きながら検討していきたいと思いますが、こ

れをすべて私自身、否定的に見るという考えはございません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ありがとうございました。少し安堵したところであります。 

 あと教育的観点から望ましい学校規模について伺います。 

 先ほど答弁があったように今、国ではこういう観点からの適正な学校規模というのは国では

決めておりませんよね。そういうことで、意思統一できるでしょうか。そこの点をまず１点伺

いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 お答えいたします。 

 国では一応、標準とされる学級数でありますが１２から１８学級と。中学校もそれに準じな

さいという、一応の目安をつくっているわけでありますが、なかなか機械的にそういうわけに

はいきませんし、学校の統廃合を今後考えていく場合においても学区の再編等も含めて考えて

いくという必要もあろうかと思いますので、あくまでもこの手引きは参考にしていきたいとい

うことで答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 文科省のほうでは、過去に中央教育審議会で教育的観点から望ましい学校規模について検討

を始めた経緯があるということですけども、結論が出ないまま中断してしまって現在に至って

いるということであります。先ほどの答弁ではその教育的観点からの学校規模、今後市として
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定める必要があるという答弁でした。これはどういうふうに何を基準にして定めるということ

なんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えいたします。 

 今日お答えしました今後の基準でございますが、今までのお話しからも行政として公共施設

の再配置を今、検討をしているところです。そういった中で学校の統廃合につきましても、今

後検討をしていくということですので、それに併せまして統廃合の基準を今後示しながら市民

の皆さまにお知らせするための基準としてお示しをしていきたいということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁は、その統廃合をするための基準であって教育的観点から望ましい基準とい

うこととは違うんではないですか。私は教育的観点から望ましい学校規模はどのようなものか

というふうに尋ねております。まだ国では定めておりませんけども、市独自で定めるというこ

となんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 教育観点からということも含めまして今後は市としてどのくらいの学校規模が適正なのか、

今回の手引きも参考にしながら基準を定めていきたいということでございます。それには先ほ

ど申しましたように、そのあとには学校の統廃合も出てくるのかなということです。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 なかなか納得のいく答弁が得られませんので、次の再質問に移ります。 

 市内の小中学校といいますのは、どこも災害時の避難所になっております。これを統合した

場合、地域住民の避難にとってどのような問題が生じてくると考えるのか伺うということと、

あと給食の自校方式を堅持するという問題も、やっぱり災害発生時には自校方式の給食は大き

な役割を果たすことができると考えます。その点でその統廃合をどのように考えているのか、

伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 当然、手引きの中にもありますが各学校については地区の災害時の避難場所にも指定されて
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いるところです。今後こういうことも十分検討してまいりたいとは考えておりますが、それか

ら給食室につきましても、これは行政としてどういうふうに避難所と給食室を考えるかという

ことになりますので、十分防災担当とも協議をしながら給食棟については検討してまいりたい

と考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ２００４年に発生した新潟県の中越地震で、新潟大学がさまざまな調査をしております。そ

の中に学校統廃合で学校を大規模化することが災害発生のとき、住民の避難をいかに困難にさ

せているかということも調査されております。この報告については、教育長あるいは教育委員

長は読まれているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 亀山議員のご質問にお答えをいたします。 

 たしかに今ご指摘のように避難所が遠くになればなるほど、地域住民が避難をするのに時間

もかかるし、それから危険性も伴うというようなことはご指摘のとおりだというふうに思いま

す。そういったことも含めまして、今後の防災対策における学校の役割、あるいは地域の社会

教育施設等々を含めての役割等についても検討しながら、学校の統廃合について結論を出して

いきたいというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 早川教育委員長。 

〇教育委員長（早川公仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 今、統廃合ということが前提でお話をされているように思いますけども、教育委員会としま

しても、統廃合につきましては慎重にやっぱり検討していかなければならないことだというふ

うに思っています。そして当然、災害等が出た場合の、現在避難所というふうな形になってお

りますけども、先ほども教育長がお答えしたように学校、あるいはまた社会教育施設等々を含

めながら今後検討をしていくということで、文科省から出された統廃合についての手引きに対

して、やっぱりわれわれも慎重に検討しながら今後、笛吹の子どもたちのために考えていかな

ければならないだろうというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひこの学校統廃合を検討する際には、この新潟大学の調査報告を読んでいただいて大いに

教訓にしていただきたいというふうに考えております。 

 給食のことについて伺います。 
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 今、南アルプス市では平成１７年度から、およそ１０年前から第３子の無料を実施しており

ます。段階的に減額しているようでありますけども、この第３子だけ無料化にする場合、笛吹

市ではどのくらいの財源が必要になるか、お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょう。 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の質問にお答えいたします。 

 どのくらいの試算というのは試算をしてないんですが現在、小中学校に３名以上、通ってい

る世帯については約２２０世帯あるということです。１人当たりの給食費が約、小学生で１食

２８０円程度ですので２００日で約５万円程度だと考えます。その中で２００世帯というと、

約、ちょっとまた再度計算をさせていただいてお示しをさせていただきます。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 議長、暫時休憩を。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 では、暫時休憩いたします。計算もするようですので。 

 再開を１１時５分といたします。 

休憩  午前１１時０１分 

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

再開  午前１１時０９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 それでは堀内教育部長より、答弁を求めます。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 先ほどは大変失礼いたしました。 

 ここでの計算になりますが、約２２０世帯が３人までいるという世帯数ですので、おおよそ

１，２００万円程度になるものと考えられます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ありがとうございました。 

 私は通告に当面第３子だけでも無料化にできないかというふうに通告しておりますので、そ

こまでやっぱりきちんとどのくらいかかるのか答弁していただければ、もっとスムーズに議会

が運営できたかなというふうに思いますので、今後よろしくお願いします。 

 １，２００万円程度です。よく副市長は、これからの市は産業活性化と子育て支援ですとい

うことをよくおっしゃいます。ぜひこの１，２００万円、今後の課題として実現できるように

検討していただきたいというふうに思いまして、次の質問に移ります。 

 次に子ども・子育て支援新制度について質問いたします。 

 いよいよ４月から新制度での子育て支援制度が始まります。事業計画づくりとか各種条例の
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制定とか利用者、事業所に対しての新制度の周知とか広報、保育の利用に関するさまざまな作

業などたくさんな作業をこなしてこられて、関係職員の皆さんには大変なことだったというふ

うに思います。滞りなく新制度実施に向けて、大変な作業をしてこられた職員の皆さんに敬意

を表したいというふうに思って、以下質問いたします。 

 １つ目として新制度では保育の利用にあたって、市の支給認定を受けなければなりません。

保育の必要性において、現行制度での保育に欠ける要件と比べて新制度は拡大された面がある

のか伺います。 

 ２つ目として保育が必要な子どもについては１日８時間の保育短時間、１日１１時間の保育

標準時間に区分することが求められております。対応について伺います。また国は保育短時間

と保育標準時間の保育料の差を示しておりますけども、市においては差が発生するのか伺いま

す。 

 ３つ目として、笛吹市では保育所の待機児童がいないことになっておりますけども、特に認

可保育所では３歳未満児の定員は少なく、希望してもなかなか入所できないケースも生まれて

おります。整備計画はあるのか。あるとすれば、どこの地域なのか伺います。 

 ４つ目として保育料保護者負担の軽減について伺います。事業計画策定委員会の場でも子育

て中の委員から軽減を求める意見が出されておりました。引き下げの考えがあるのか伺います。 

 ５つ目として、新しい制度では学童保育利用の対象児童がこれまでの小学校３年生までから

６年生まで拡大されました。施設の確保、支援員の確保について伺います。 

 ６つ目として、事業計画において児童館整備がどのような位置づけ、方向づけがなされたの

か伺います。 

 以上２問目の質問とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに保育の必要について拡大された面はあるのかとのご質問ですが、新制度では保育の

必要性の事由として虐待やＤＶの恐れがあることが新たな事由として加わりました。 

 また、これまでは同居の親族などが当該児童を保育することができないと認められることが

必要な要件でしたが、利用の優先度には配慮するものの、保育の必要性の要件からは除外され

ました。 

 さらに保育の必要性の事由の１つである就労について、その下限時間を月６０時間以上から

１日４時間、月１２日以上の４８時間に引き下げることで保育の必要性の認定条件を拡大いた

しました。 

 次に保育短時間、標準時間の区分、また保育料の差についてですが、保育標準時間と保育短

時間の認定区分は就労している方の場合、ひと月あたりの就労時間１２０時間を境として区分

しております。 

 保育標準時間は１１時間の範囲内で、保育短時間は各保育施設が定める原則的な保育時間で

ある８時間の範囲内において、保護者の就労状況等に応じた保育を行うものであります。 

 しかしながら保育短時間の認定を受けたものの、就労形態等によって常態的に原則的な保育
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時間である８時間の範囲外での保育が必要となる場合には、保育標準時間への認定の移行でき

る取り扱いといたしました。 

 保育標準時間と比較した保育短時間の保育料については、所得等に応じた階層区分により異

なりますが、保育料を低く設定している市民税非課税世帯では同額とし、市民税課税世帯では

その税額に基づく階層により、月あたり２００円から６００円低い保育料の設定を考えており

ます。 

 なお、新制度における保育料を定めるための条例制定について、本定例会に追加提案をして

上程する予定であります。 

 次に３歳未満児の定員の整備計画についてですが、３歳未満児の保育につきましては一部希

望する施設に入所できないケースがありますが、当面、市として新規に施設を整備する計画は

ありません。 

 今後は笛吹市子ども・子育て支援事業計画に基づき、現行の各施設の中での定員調整や今後

の認定こども園、地域型保育事業への民間事業者の参入意向等を踏まえながら、できる限り保

護者の保育ニーズに応えられるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に保育料の現行水準の維持、または引き下げについてですが、新制度における保育料につ

きましては、国の示した基準が現行の水準を考慮して定められておりますので、本市といたし

ましても、おおむね現行の水準を維持したいと考えております。 

 ただし、これまでの算定方法が変わるため、個々においては一部保育料の額の増減がありま

すので、一定条件のもとに期間を限定して保育料の急増緩和措置を取りたいと考えております。

また低所得階層に１つの階層を追加することで、保育料の軽減を図りたいと考えております。 

 次に学童保育の施設および支援員の確保についてですが、施設の確保につきましては小学校

や保健センターを活用し、現在１７クラブの学童保育室を９クラブ開設し、２６クラブの教室

を確保しております。 

 また、支援員の確保につきましても本年４月から施行する笛吹市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例に従い、現在４５名の支援員を２７年度には１５名増

員し６０名予定し確保できる見込みであります。 

 次に事業計画における児童館整備の方向についてですが、事業計画では放課後児童の居場所

づくりの推進の位置づけ、今後の方針として児童・青少年の居場所づくりの確保について地域

と協力しながら検討してまいります。 

 また新たな児童館設置に関しては、現状の推計で年少人口が減少傾向にあることを考えます

と児童館に特化した施設を新設することは非常に難しい現状であります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 保育短時間と保育標準時間について伺います。 

 さまざまな職業の方がいらっしゃるわけですけども、例えば自営業の人や農家の人の就労時

間はどういうふうに扱うのか。また通勤時間の扱いはどうなるのか、伺います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 自営業や農家の人、また通勤時間の扱いについてでございますが、年間を通じた状況を確認

する中で、就労時間にかかわらず区分を移行できる取り組みとして扱っていきたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ３歳未満児保育の整備計画について伺います。 

 事業計画の中では量の見込みに対する確保の内容、実施時期としておりまして平成２７年度

には地域型保育事業５人となっておりますけども、具体的な参入計画はあるのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 笛吹市子ども・子育て支援事業計画案におきましては２７年度から５年間、計画のほうを出

させていただく予定です。この中で見込み量につきましては、市内全体で年度によって違うわ

けですが、１０人から４０人ほどの多くなる見込みで計画をつくっております。 

 この１つの事業者が現在３歳未満児の、地域型の保育事業へ参入したいということでお話を

いただいているところでありますが、市全体の計画をもとに十分検討しながら進めてまいりた

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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 具体的に参入予定の業者というのはＡ型、Ｂ型、Ｃ型というのがありますけども、何型の小

規模保育事業なんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 Ｃ型の家庭的保育、５人以下のところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 Ｃ型の小規模保育といいますと資格を持った保育士がゼロでもいいという、そういう保育事
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業だというふうに思いますけども、ぜひともやっぱり専門の保育士がいるところ、いないとこ

ろではやっぱり保育内容の格差が生じると思います。ぜひともできるだけＡ型でいくような、

そういう方向を私は考えていただきたいというふうに思います。それは確実に事業認可ができ

る方向でしょうか。２７年度。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 今、保育士の確保というところのお話をいただきました。今回そこの一応、意向を示してい

る事業所につきましては、そこを大変、保育に熱を入れていただいているところで全員、保育

士がいるという条件であります。そのへんも加味して、かなり市のほうでも条件を厳しいでは

ないですけども、考える中でなんとか認可のほうにもっていきたいとは思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひとも市内の保育に格差が生じないような方向で取り組んでいただきたいと思います。 

 ３歳未満児保育の整備計画についてさらに伺いたいんですが、答弁では現行施設の中で定員

調整するという答弁でありました。受け止めますと３歳未満児の定員を増やすというふうにも

受け取れるわけですけども、具体的に現在、公私立合わせて２５施設ありますけども、その３歳

未満児の定員を増やすことができる可能性のある施設というのは具体的にあるのか。またどの

くらいの３歳未満児の定員を増やそうと考えているのか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど答弁にもございましたが、拡大していく整備計画のほうは用意をしていないのが現状

であります。先ほどもちょっとふれさせていただいたんですが、この笛吹市子ども・子育て支

援事業計画案の中には１０人、３号認定のお子さんたちの枠を１１名から４０名ほど多く見込

んでいるところであります。市内全体を調整を図る中で、十分ニーズにお応えできるような体

制をとっていきたいと思いますので、ご理解を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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この事業計画によりますと平成２９年度には９０２人、３０年度には９２４人、３１年度に

は９４６人を量の見込みとしておりますけども、これを現行施設のまま受け入れるということ

なんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 議員のおっしゃるとおり、この数値につきましては現有の施設において受け入れ可能な見込

み量でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 施設は現行のままで定員だけ増やすということになりますと、本当に詰め込み状態になりは

しないかというふうに大変危惧しております。そのようなことで質の高い保育、子どもの安全

が守れるというふうに考えているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁のほうでもお答えしましたが、希望する施設に入れないという保護者の方がほと

んどでして、施設とすると地域でいえば石和とか春日居については、本当に３歳未満児を入れ

るところの枠というのは厳しい状態にありますが、市全体を考えますとまだ受け入れとしては

十分可能ということで、そこのところにお母さんたちが、いろんな事情があってそこを指定し

ているんだと思いますけども、そのへんのところをまた検討する中でなんとか整備して、今あ

る施設の中で受け入れを可能にしたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 なかなかそう、うまくはいきません。例えば以上児は保育園、未満児は市保育園というふう

なことを進められている保護者も実際におります。そのことをぜひ考慮しながら、やっぱり３歳

未満児の受け入れについて考慮していただきたいというふうに思います。 

 保育料について伺いますが、標準時間と短時間では保育料に差があるということでありまし

た。先ほどの答弁では、おおむね現行のまま保育料はいただくとなりました。でも上がる階層

もあるということでしたけども、具体的にどのくらいの、例えば高い人でどのくらいの金額に

なるのか、どのくらいの上げ幅になるのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 横にスライドした場合はそんなに変わらないんですが、算定方法が変わったことによって階

層が１つ上がるとかそういう形で上がっていく方なんですけども、そこで一番多いところは現

行でいきますと６千円が１万３千円という上がり方をするところが一番高い上がり幅です。た

だ、ここのところにつきましては、先ほど答弁させていただきましたが新たな階層を１つ設け
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ることで、この大きな差を減らすということを考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私はぜひとも軽減の方向を求めたいと思いますけども、今後の課題として出したいと思いま

す。 

 学童保育について伺います。 

 今２７年度、７０人規模が解消されない学童保育というのはどのくらいあって、どこの学童

保育が解消されないということになるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ご質問の定員７０人の学童保育教室ですけども現在２カ所で、一宮第１学童保育クラブと八

代第１学童保育クラブであります。 

 整備計画ではありませんが、平成２７年度の４月からスタートする子ども・子育て計画にお

いて放課後児童健全育成事業で提供体制、そして確保方策を示しているところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 整備計画では２７年度は一宮第１についても八代第１についても、７０人は解消されるとい

う、そういうことですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ２７年の４月からは緩和措置といたしまして、７０人の中で運営をさせていただく予定であ

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 では今後の整備計画はどうなっているでしょうか。７０人を解消するための整備計画は。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 今後の整備計画ですけども、先ほど言いました放課後児童健全育成事業の中の整備計画の中
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で、たしか当分の間７０名と読み替えるということをお示しをさせていただきました。この当

分の間というのは近い将来と考えておりまして、これには教室として学校の余裕教室とか場所

の確保をしなければならないということがありますので、早急にそれを検討する中で実際、今

いつという計画は言えないんですが、検討はしていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （はい。の声） 

 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 学校統廃合問題について、関連質問をさせていただきます。 

 大変リアルな質問のあとですが、今、小学校を見ますと大変地域の人々の愛着が強くて、特

に小規模の学校で大変愛着が強くて、同時にコミュニティの不可欠な中心になっているという

ふうに言えると思うわけです。そういった中でちょっと心配になるのは今の地方創生ですけど

も、コンパクトシティ化というようなことで、国においては東京一極集中しているわけですが

山梨県においては甲府一極集中、笛吹市においては石和と、それから各町村の一極どこかにと

いうようなそういうことになって、まさに地域地域が削られていくような気がして心配になる

わけなんですね。そうした中で、やはりこの地域の活力をつくり出すというのは、やはり財政

のその場の効率だけではないと思うわけなんですが、市当局としては財政問題をテコに、財政

問題だけで統廃合しろとか、なんとかしろというようなことが出てくるのかどうなのか、ちょっ

とそのへんの姿勢について伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 先の代表質問の誠和会の質問でもお答えをしましたが、基本的に再配置統合は財政的な原因

は大きいです。しかしながらすべてがそればかりに特化してお話をするものではなくて、やは

り今、議員が再質問の中でご指摘がありました地域の状況等々も考慮すると。そこらは考えな

がらということでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 どうもありがとうございます。 

 行革はやはり地域をよくしたり、笛吹市をよくしたりするためのものでありまして、そのへ

んを取り違えて、財政の問題のためにそれをやっていくということにならないように引き続き

よろしくお願いいたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 結構です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ただいま、議長からご紹介されました笛新会の神澤でございます。 

 通告に従いまして私は笛吹川周辺エリアの活性化、ミズベリング事業構想についてお伺いい

たします。 

 笛吹市では現在、新装石和温泉駅を核として石和・春日居温泉を中心とした観光産業の活性

化を図り宿泊客の増加、農業などへの波及効果が高まる事業を展開するとともに水辺を利用し

た人づくり、仕組みづくりとして笛吹川の魅力や価値、利用の仕方などを考え、市民や企業、

行政が一体となって美しい景観や賑わいを創造した新しい取り組みで川や河川敷の利用を、ま

た水害対策という視点から営利目的であっても、水辺の新しいまちづくりという視点からも規

制が緩和され、利用可能になるとして笛吹川ミズベリング構想を計画し、国土交通省の進める

水辺活性化に向けた事業の認定を目指すとしています。 

 以下４点、お伺いいたします。 

 １点目といたしまして、計画期間を３年としていますがその概要をお伺いいたします。６点

お伺いします。 

 石和温泉駅周辺整備事業。近津用水の活用。駅近辺の未利用地活用。鵜の飼育施設の整備。

笛吹川のミズベリングツアーの実地。川や水を理解して親しむ事業。６点お願いします。 

 ２点目といたしまして、市内関係者団体との事業説明会についてお伺いいたします。 

 市内には現在活力ある、これまでの笛吹市を建立した農業団体、各種協会、商工業者の指導

と育成をする笛吹市商工会がございます。これからも市の柱となってご尽力をいただく中で事

前に事業の説明をし、行政と一体となって英知を享受した取り組みが不可欠と考えますが、事

前説明はされているのかお伺いいたします。 

 ３点目といたしまして、総事業３５億円の根拠をお伺いいたします。 

 この事業の拠点となる駅周辺の未利用地は、ＮＴＴ東日本の所有地と承知いたしております。

大規模太陽光発電所施設が計画され景観が損なわれるために中止となり、市でもこのＮＴＴ東

日本の用地を活用して駅周辺の活性化を促し、観光客の増加を図りたい計画と認識はしていま

すが、土地購入にあたり中止、資材問題、土地価格の格差に開きがありすぎて総事業の増加が

危惧されておりますが伺います。 

 ４点目といたしまして、これまで市民ミーティングをしてきております。その市民ミーティ

ングで市民の理解度をお伺いします。 

 先月２月５日から始まりました行政の説明会、市民ミーティングは市内７町で開催され、市

民の尊い声が届いたものと思います。説明が終わった現在どのように市民の声を理解されたの

か、お伺いします。 



 １２８ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに計画期間を３年としている事業の概要についてでありますが、現時点では構想段階

であり、事業を具体的に説明することはできませんが、例えばＮＴＴ用地を購入した上でミズ

ベ公園と戦国ミュージアムの建設や労報橋の架け替えと道路の拡幅、笛吹川への親水護岸の建

設、鵜の飼育・見学施設の建設、イルミネーションや川床などの実施、ミズベリングツアーな

ど観光面でのさまざまなソフト事業などを考えております。 

 次に市内関係団体への事前説明でございます。 

 本年１月から観光協会、旅館業組合、商工会、ＪＡ笛吹、青年会議所など市内の関係団体に

は事前にご説明を行い、基本的にはミズベリング構想へのご理解をいただいたものと考えてお

ります。今後は構想の具体化に向けて、さらに綿密に意見交換をし連携を深めてまいりたいと

考えています。 

 次に総事業費３５億円の根拠でありますが、現時点ではミズベリング構想はまだプランの段

階であります。具体的な設計、積算などがされているわけではありません。詳細な内訳を示す

ことはできない状況でございます。しかしながら、全体の総事業費が分からないと事業をイメー

ジすることが難しいのではないかという考えから、これまでの説明では総事業費３５億円とい

う試算を示しております。今後それぞれの事業が具体化する段階で正確な事業費をお示しして

まいります。 

 次に市民ミーティングでの市民の理解度はとのことですが、市民ミーティングではミズベリ

ング構想が５年後１０年後の笛吹市の将来を見据えた場合に産業振興という観点から成長戦略

としてどうしても今やらなければならない施策であり、笛吹市の玄関口、観光産業の中心地で

もある石和温泉を活性化し、宿泊者などの交流人口を増やすことにより、商業や農業なども含

めた笛吹市の産業振興の起爆剤にしようとするものであります。そのことを説明し、ミーティ

ング参加者の一定の理解は得られたものと考えております。今後も構想の進捗に合わせ市民の

皆さまへの丁寧な説明に努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 まず１点目の計画構想の概要の件でございますけども、今、答弁からもちょっと出てきます

けども、一応各種団体のほうには説明して理解を得てしまっているという答弁を受けたんです

けども、この水辺の新しいまちづくり、ミズベリング構想を駅近辺のＮＴＴ東日本の活用でご

ざいますけども、すぐ近くには第２平等川、そしてまた平等川、それにつながる河川は周りに

たくさんございます。観光客が訪れて心休まる鯉など地域のお魚がいっぱい泳いでいるミズベ

リング構想、その拠点に駅近辺のＮＴＴ東日本用地を活用したら、もっとよろしいかと思いま

すけども、その点をお伺いします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 未利用地の活用について、観光客の心休まる拠点というご質問かと思います。 

 この土地の利用につきましては、ミュージアムを誘客施設の核としまして、そして本市の特

産品の直売所、それからミズベ公園、足湯カフェなどが構想として挙げさせていただいている

ところであります。ミズベ公園内に鯉などが泳ぐ姿というのも、また癒しにつながるんではな

いかと、そういうふうに感じております。１つのアイデアとして参考にさせていただきたいと

思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 今、答弁を受けたわけですけども、やっぱりこういう構想というものは市が景観を損なうと

いう立場で７団体ですか、皆さまの要望によってこれを中止にした企業の立場を考えれば、こ

れは市のほうでも手を差し伸べて、あの土地を有効に活用しなければならないということが一

番の原点だと思います。これがやっぱり市民に知れ渡って、市民から何がいいかというものが

立ち上がったときに初めてこういう構想が実ってくるんではないかと思います。その点を十分、

これからも検討する中で、耳を１８０度傾けながら実行していっていただきたいと思います。 

 ２点目の再質問に入ります。 

 私はこれまで石和周辺につきまして、何回となく一般質問をしてまいりました。ＪＡ笛吹、

岡部支所がすぐ近くにございますが、今、非常に駐輪所のことでもって危惧していることが手

にとるように分かるわけでございます。この丸岡共選と今まで接触を持つという答弁を何度も

受けたんですけども、どうもそこまでいっていない。一通り自分たちの方向付けでくるのを待っ

ているとか、あるいは団体から支所を通じながら会議をもっていただきたい、要望もたしか出

ているかと思いますけども、このへんのことが今の答弁ですと十分に各種団体には行き届いて

いる、理解されたという今、答弁であったんですけども、このＪＡ笛吹の丸岡共選に対しての

どういう対応が組まれているか、お尋ねいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 駅近辺にあるＪＡの施設、土地ということでありますけども、それと関連した協議の必要性

というご質問でございますけども、この駅、２７年度中には完成になるという中で装いを新た

にいたしますので、駅前についてイメージというものをトータル的に考えていくということに

なれば、やっぱり玄関口としての景観がふさわしい景観というものを求められるというふうに

考えております。そのような視点から検討することで必要であるというふうに考えております

ので、そのへんはまた検討をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 



 １３０ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ぜひ一番活力を担っている商工会、それからＪＡフルーツ、春日居のほうもありますけども、

一体となったＪＡ笛吹、これの団体をとにかく中に入れまして、どういう活用方法がいいか。

ミュージアムの中に物産展を開くとかいろいろな構想もちょっと見えてきておりますけども、

その点に関してもしっかりとした対応が必要ではないかと思います。 

 それから土地購入の件でございますけども、３５億というものが先に走ってしまうとどうし

ても計画が見えてこない中の大きな大きな問題で、また公共事業というものはどうしても膨ら

んでいく、５億１０億と膨らんで結局市民が苦悩する。これが今までの例でございますから、

その点は早く市民に明記しながら、予算組みのほうもしっかりとやっていく中で改めて説明会

なりいろいろとやっていただきたいと思います。 

 ４点目に市民ミーティングの構想、説明会の皆さんに市民がどのくらい理解したかという点

でございますけども、市民の切実な気持ちは平成２９年から始まる消費税の増税、市の都市計

画税徴収の説明会、市民はわが家の家計簿が非常に心配されております。次世代の若者たちに

この超高齢化社会を担っていただくときに、市の財政状況、市民ミーティングにおける市民の

声に、むしろこの当局を代表してお答えをお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 合併特例期間が５年後には終了をいたします。合併特例債とか、あるいは交付税の優遇措置、

これらが廃止されることによりまして、今後の財政状況というものは大変厳しいというふうに

考えております。税収を増やして歳出を削減すると。そして健全財政を維持していかなければ

ならない。市では中長期的な課題といたしまして産業の振興、それから子育て支援、それから

徹底した行政改革と、つまり歳入を増やし歳出を減らすと、こういうことを大きな三本柱とい

うことで進めようとしております。 

 市民の暮らしが大変厳しいということは、私も生活者ですから当然実感はあるわけですけれ

ども、その市といたしましては市民の方々からいただいた貴重な税金を、無駄を省くというこ

とは当然のことでございますけども、どのように有効に活用していくのか、最善の使途につき

まして職員一人ひとりが厳しい目をもって対応していかなければならないというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。 

 副市長の答弁を聞きますと、何か心の中は非常に今までの説明会におけるものと違うことを

ちょっと感じたんですけども、市民のことを思いながらいい事業を取り込んでいくような気持

ちがうかがえるわけでございますけども、やっぱりこの土地というものは大切なもので、いか

に活用次第によっては永久に続く１つの財産となるわけでございますから、子どもたちから高
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齢者まで本当に健康というものが市の一番の財産だと思いますから、こういう人たちのために

も活用する方法があるではないかと思いますから、ぜひその点も考慮しながらこれからの計画

のほうへ進んでいっていただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 笛新会の神宮司正人です。 

 神澤議員の質問に関連しまして質問させていただきます。 

 先ほど来の質問の中で副市長のほうは地元、あるいは旅館組合、商工会等そういう各種団体

には説明を１月からしてきたというふうな中で、市民の皆さんには今度の市民ミーティングと

いうふうなことでご苦労さまでございました。 

 そんな中で私も全部は出席できなかったんですが５カ所ほど説明会に参加させていただき、

その中で私の受けた印象を述べさせていただきます。大方のところ総論賛成、各論反対という

ふうな意見も多かったんではないかというふうに私は思っております。市の考え方の中でなん

とか事業をしながら国から、あるいはそういうお金を使っていきたいというふうなこと、市か

らできるだけあまり出さないようにするというふうな考えではございますけども、いずれにし

ても国のお金を使ってもこれも税金だと思いますので、そのへんは慎重に進めていただきたい

というふうな中で、地元の説明あるいは市民への説明がしっかりなされていかないと今までの

市政と倉嶋市政との違いが分からない。またお金をつくるのかというふうな単純な見方をされ

る。そういうふうに思いますので、これからもできるだけ説明をしていかなければいけないん

ではないかというふうに思っていますが、ある程度の事業をやるときにはトップダウン形式も

必要かもしれませんが、ボトムアップをしてこそ倉嶋市政ではないかなというふうに私は考え

ていますので、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 これまで市民ミーティングなどでご意見をいただいてきたところですけれども、施策という

のはボトムアップは当然のことでありまして、この事業につきましてはまさにボトムアップの

事業ではないかというふうに考えております。 

 ただ基本的な部分は、これは市が決めないとボトムアップしようといってもまるっきり何も

ない中でのボトムアップという施策というのが本当に成り立つかと考えると、それは難しい問

題だと思います。したがいましてミズベリングの中でもこの範囲でこういうようなことをやる、

あるいはハード事業はこういう有利な事業ですからやる。こういう基本的な部分はやはり市で

示さなければならないと。市の責任において示されなければならないというふうに考えている

ところです。 

 ただ、その中身等につきましては今後いろいろな会議を開催する中でご意見を伺いながらつ
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くっていくと。したがって、ボトムアップの事業ではないかというふうに思うわけでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 副市長はボトムアップだというふうに言われていますが、なかなか例えば地元の業者の方、

あるいは業界の方たちも同じようなことをやっていくのにちょっとおかしいんではないかと。

あるいは戦国ミュージアム、この構想が実施計画のようにとられかねてはいないかというふう

に私は危惧しています。あまりにも露骨にいっていきますと、一般市民からもすごく反発があ

るというふうに思っています。ですから私はネーミングを変えたらどうかというふうな提案を

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 例えば温泉まつり館ですとか、そういうふうなことで中でもってやっていくこと、あるいは

そういうことはこれこれこういうふうになりますので、皆さん方の意見を聞きながら進めてい

きたいというふうなことだって必要ではないかと思うんですけども、ネーミングを変える、そ

んなお考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 戦国ミュージアムというのは、とりあえず仮称ということでなっているんですけども、私ど

もがテーマ設定として考えているのは武田でございます。信虎が甲府に居を移す前、何百年も

武田が住み着いていたという笛吹市でございますので、それから川中島合戦の祭りなどもやる

と。山梨県全体が武田信玄というものについては誇りを持っている、こういうこともありまし

て、今回のミュージアムの基本テーマは武田あるいは風林火山と、こういうことであろうかと

いうことで設定をさせていただいております。 

 それにプラスアルファ、民間の事業者が独自企画を提案していただきまして、合わせて魅力

のあるミュージアムにしていったらどうかというのが基本でございます。これはミュージアム

のコンセプトの設定というのはいろんな考え方がありまして、いろんなご意見を伺っても１つ

にまとまるということはなかなかないわけですね。そこで私どもとしては、この武田風林火山

というものを基本コンセプトに、それにプラスアルファの企画を併せたミュージアムをつくっ

ていきたいということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 いろんなコンセプトの中で進めていきたいというふうなことですが、あまりに具体的にどん

どん市民ミーティングの中でもいろんな意見が出ていました。どうでもあそこでソーラーはい

けない、なじまないでしょうから土地を買うのは結構ですけども芝生を全体にやってしまって、

そこでもっていろんなイベント、あるいは市民が考えるようなことをどんどんできるようなこ

とでもいいんではないかというふうな意見も出ていたと、たしか思っています。 
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 武田信玄については私も大尊敬するところでございますけども、たしかに外国の方たちもそ

ういうところには興味を持って日本にも来られる方もいらっしゃるかと思います。それですけ

ども一度、皆さんが市民ミーティングで危惧していたのは、そこに一度来たら二度来ない人も

いるんではないか。それは計算どおりにはなかなかいかないんではないかというふうな、危惧

される市民の方がいらっしゃいました。そこでもって私はああいう広場の中で芝生さえあれば、

あるいはなんかやっておけば、いろんな事業ができますよというふうなことを提案した市民に

対しては私はちょっとしたドーム、東京ドームをイメージされると困るんですけども、簡単な

簡易テント、そういう中でフットサルをしたり、サッカーあるいはゲートボール、ゲートボー

ルよりグラウンドゴルフですよね、こういう方たちを誘致してそこに来ていただいていろんな

ことをする、そういう方たちをやるためのイベントを開いていく。そうすると観光にどんどん、

むしろつながっていくというふうにさえ思っています。そういう施設はまた、いざというとき

には防災施設にも屋根がありますし、あるいは屋内も使えるというふうな、そちらをやること

のほうがむしろ優先ではないかというふうに思っています。またうちの会派でもそういうとこ

ろをちょっと研修に行くつもりでいますので、この資料をまた副市長のほうにも私、終わった

らあとプレゼントしますので、そういうこともぜひ検討してみていただけないでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 スポーツと観光の連携ということでスポーツツーリズムというものがあるわけで、これは神

澤議員の先ほどのご質問に通じるんですけども、これは重要な視点です。ただし石和温泉のＮ

ＴＴ用地、あそこを、あの好立地条件ですね、石和温泉と駅とそれから温泉街の中間に位置す

る。こういう立地条件を考慮しますと、そういうものではなくて本格的な誘客施設を造ったほ

うが、効果がはるかに高いというふうに基本的には考えております。 

 あの土地自体がそれなりに値段の高い土地ですので、そこに実際、誘客効果がそれほどある

とは思えないですね、スポーツ施設を造るよりは明らかな誘客施設であるミュージアムを造っ

たほうがいいのではないかというふうに考えております。 

 またスポーツ施設というのは、スポーツツーリズムの観点もあるんですけども、当然市民が

気軽に使えて、そしてスポーツに親しめてそしてよそから来る人とも交流できると。こういう

観点も重要でございますので、例えば芝生のグラウンドなどのスポーツ施設などにつきまして

は、これはミズベリングではなくて別途、そのようなことについては検討会をまた開催しなが

ら検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 なかなかちょっと誤解がありまして、そういうスポーツを通じてでも誘客ができるというふ

うに私は考えているんです。いろんな大会を年に１０回やるとか、この大会はこっちでもって

１０回やろう、この大会は２０回やろう、そういうことでもできると思っていますので、また

詳しくは説明させていただきます。ありがとうございました。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開を午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時０５分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 公明党の川村惠子です。 

 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 皆さん、８０２０運動はご存じですよね。８０歳になっても自分の歯を２０本以上保とうと

いう運動で、生涯にわたり自分の歯で物を噛むことを意味します。 

 それでは８０５０を知っていらっしゃいますでしょうか。今回、ひきこもり支援について質

問するにあたり、ネットを見ていたらこんな文書が飛び込んできました。分かりやすく８０５０の

例をいくつか挙げてみます。 

 その１．８０歳の母親と５０歳の無職の息子が母親の年金で暮らしている８０５０の家族。 

 その２．介護ヘルパーさんが８０歳の男性のお宅に訪問介護に出掛けたら５０歳のひきこも

りの娘が一緒に住んでいた８０５０の家族。 

 その３．心の病を持った５０歳の男性と８０歳の母親の８０５０の家族。 

 これらの家族が抱える問題は高齢者問題なのでしょうか。ひきこもり、ニートの問題でしょ

うか。それとも障害者問題なのでしょうか。 

 障がい者やひきこもりの子を持つご家族はどんどん高齢化し、今後この８０５０がクローズ

アップされてくるという内容でした。ニートやひきこもりを早期発見して対策を取っていかな

いと８０５０に移行してしまい、生活保護受給者がどんどん増えてくることになってしまうと

いう結果に辿りつき質問します。 

 厚生労働省による社会的ひきこもりの定義は「さまざまな要因の結果として社会的に参加を

回避し、原則的に６カ月以上にわたっておおむね家庭に留まり続けている状態のことを指しま

すものが現象概念」となっています。現在、生きづらさを抱えるひきこもりの数は内閣府の調

査によると７０万人を超えています。これは社会的病理の表れであり、当人や家族の危機感で

あると同時に大きな社会問題でもあります。 

 現在ひきこもりは大きく社会的要因、精神的要因、発達障害の３つの要因に分けられている

ようです。なんらかの原因、例えば学校でいじめや人間関係のもつれ、職場での不適応などさ

まざまな要因が絡み合って家庭以外の場所で活動することに耐えられなくなり、緊急避難的に

自宅にこもってしまうことが始まりとされています。 

 一般的なひきこもりの印象として本人の怠け、親の甘やかしではないかという意見がありま

すが、しかしひきこもり当事者にとって自宅は決して居心地のよい場所でもなければ親が甘や



 １３５ 

かしているわけでもないことをまず強調しなければなりません。本人は大きなものと格闘を抱

えており、一方で親は育て方が悪かったと自分を責め友人や親戚から孤立してしまうのです。

初期の対応の遅れからひきこもりが長期化し、生活困窮に陥ることになります。国もひきこも

り支援のガイドラインを出し、ひきこもり支援に乗り出しました。そこで以下の点について伺

います。 

 １．現在、笛吹市でのひきこもり推計と実情はいかがでしょうか。 

 ２．笛吹市内のひきこもり相談と支援状況について伺います。 

 ３．ひきこもり支援に関する今後の施策として、訪問を中心としたアウトリーチの支援が有

効とされていますが実施できるかどうか伺います。 

 ４．ひきこもりに対する理解への啓発として講演会、勉強会等の開催はいかがでしょうか伺

います。 

 ５．ひきこもり関係機関の連絡会を設置し、ワンストップの相談窓口を開設すべきと思いま

すが市の見解を伺います。 

 ６．平成２７年度より生活困窮者自立支援法が施行されることが１つの契機と思いますが、

市の見解を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにひきこもり推計と実情についてですが、本市では推計および実情の把握はしており

ません。 

 次にひきこもり相談と支援状況についてですが、ひきこもりの方を把握することは難しく、

家族等からの相談がきっかけで支援につながり、家庭訪問や電話相談等で継続して対応してい

る方が現在１１名おります。 

 平成１８年度から年４回ほど、心療内科の医師等によるこころの健康相談も実施しておりま

すが、ひきこもりについての相談はございません。 

 次に訪問を中心としたアウトリーチの支援が実施できるかとのことですが、市が相談支援事

業を委託している市内の障害者相談支援事業所に寄せられる相談のうち、ひきこもりに関する

相談も年々増加しております。中には訪問等を中心とした長期間にわたる支援により成果のあっ

た実例もありますが、その多くは簡単に解決に結びついていない状況であります。 

 次にひきこもりに対する理解への啓発についてですが、ひきこもりに限定した啓発について

は行っておりませんが、講演会や勉強会のテーマとして実施しているところであります。 

 次にひきこもり関係機関連絡会を設置し、ワンストップの相談窓口を開設すべきとのことで

すが、現在、保健福祉館に相談できる総合窓口を設置しておりますが、まずはその周知が重要

であると考えております。 

 本市では発達障害支援事業への取り組みにより、庁内連携および支援関係機関との連携体制

が構築されておりますので、関係機関連絡会や相談窓口の一本化と同等の効果が発揮できるも

のと考えております。 

 次に生活困窮者自立支援法の施行が１つの契機と思うがとのことですが、生活困窮者自立支
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援法では、さまざまな問題により生活に困窮している方を支援の対象としております。 

 ひきこもりの方々につきましては、現在は生活に困窮していなくても将来、経済的困窮とい

う形で表に出てしまう前に適切に支援する必要が高い層であるといえます。本制度におきまし

ては、自立相談支援事業の中で関係機関と連携して、ひきこもり状態から抜け出し社会生活が

送れるように本人の状況に応じた適切な支援に結びつけ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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。では何点か再質問させていただきます。 

 まず１点目、今、部長の答弁の中で笛吹市のひきこもり推計と実情は把握していないとのこ

とでしたけれども、内閣府が平成２１年度に実施した若者意識調査に関する結果、いわゆるひ

きこもりに関する調査によりますと１５歳から３９歳までの若者、子どものうち１．７９％が

ひきこもり状態で全国的には７０万人。その結果を見ますと、笛吹市の状況において推計して

みることができると思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 ひきこもりの数で全国７０万人ということですが、ひきこもりにもいろいろタイプがありま

して、本当に自分のことには出るけども人との関係を遮断するタイプと本当に部屋からも出な

いというようないろんな形があるんですけども、その７０万人のうちおおむね８万人ぐらいが

本当に自室から出れない、お家から出れないひきこもりといわれております。それを考えます

と、あと笛吹市の総計をしていけばいいと思うんですけども、今、市が抱えている中でも内容

がだいぶ違いますので、単純に１．５何倍ですか、その数字を掛けて出るとは思ってはおりま

せん。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ事実というか、事態を把握する意味では国の出し方に相当して推計を出すことがまずは

じめかなというふうに思いますので、ぜひ出していただければありがたいなというふうに思い

ます。 

 先ほど答弁の中で現在１１件の方の相談があるということでしたけども、実情、現状を伺い

たいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
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 現在１１人を継続的に支援しておりますが、内容とすれば１１人、ほとんどが男性です。年

齢的には２０代から５０代までそれぞれです。意外に笛吹市の場合２０代が約５名ということ

で若い方が多くあります。保健師等が今関わっておりまして、その１１名のうち病的というか

医療の関係につなげたほうがいいと思われる方が３名ほどで、あとの方はそれぞれ社会的要因

ではないかと言われております。２０代の多い５人というのは、やはり卒業して社会に出て就

職とかに何か挫折をしたとかというような形で、ひきこもりをしたのが多いといわれておりま

す。この１１人については、どういう形でつながったかといいますとやはり家族が相談に見え

たということがほとんどでした。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、１１名の中の内訳を教えていただきましたけども、家族が相談に見えたということで本

人はなかなか、本当に格闘しながらでも、どこに相談に行ったらいいか。親も高齢化してくる。

自分が若いうちはいいけれども、子どもが年をとって自分も年をとったときのことを親御さん

たちは特に相談していると思うんですね。こころの相談室を実施しているという中で、まずひ

きこもりについて相談がなかった。でも本当に当事者の人、家族のことはどこに行けばいいの

か。何課に行けばいいのか。そこすら辿りつくことができないということで、もう少しひきこ

もりに対しての相談窓口はここでやりますよとか、何か周知徹底する方法を今後どのように考

えていかれますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 ひきこもりという形で限定した相談の体制とか、それをお知らせ、周知するということより

も今いろんな形で相談、困っていることという中にひきこもりという言葉ですね、それを入れ

てあげることによって、これも相談できるんだなということが市民に分かっていただければ、

すぐできる行為だと思っておりますので、そのようなこと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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ周知徹底していただいて相談に気軽に来られるというか、こういうことでも相談しても

よかったんだというような体制をつくっていただきたい、さらにつくっていただきたいと思い

ます。 

 また障がい者の相談事業所にも年々増加しているということが現実に答弁にありましたけど

も、今、社会的にクローズアップされている状況にありながらまだまだその後、周知徹底がで

きていないということと、なかなか難しい問題だということを改めて私も認識しました。そう

いった意味で今後なんらかの形をつくっていただいて、実地調査、それだけではなくてなんか

そういったいろんな角度から精査して検討するということが、まずは地域の実態を知ることか
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ら大事かなというふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほどから議員もおっしゃっていますけども、大変ひきこもりを見つけ出すというのは難し

い、本当に困難です。介入することによって本人の意思でそうしている場合もありますので、

そうしますと本当にそこまで入ってくるのがいいものかどうかということも問われる部分もあ

ります。しかし本当にひきこもりが増えているのが現実でありますので、なんらかの形でそう

いう人たちを早く見つけ出してあげるということは大変重要だと思っておりますので、それに

関する施策等を考えたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから講演会とか勉強会を実施しているという答弁でしたけども、ひきこもりに関してだ

けではないような内容なんですが、具体的な内容を伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 講習会や勉強会ということで、先ほどから言いましたように特定のひきこもりということで

はないのですけども、過去において自殺予防対策とかゲートキーパーの養成講習というのは市

では１２回ほど実施しております。その中で一般向けの講演というのを２４年と２６年に２回

ほど実施しております。その中でひきこもりが絡んでくるような形で対策というようなことで

講習会をしております。 

 あと心の相談、心の問題を持っている人の啓発ということではティッシュとかを配ったり、

広報で折り込みをしたりということもしております。 

 もう１つは県で実施しております特定相談指導者事業というのがありまして、これはひきこ

もりの相談を受けるというのは大変スキルの高い方でないとなかなか難しい問題がありまして、

この県の事業はその相談窓口を受ける職員のスキルアップということで研修をしていただいて

おりますので、そちらのほうに職員が参加しているという状態です。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 県のほうから派遣していただくとか、県のほうのスキルアップの事業に参加していただいて

いるということなんですが、本当に専門職でないとなかなか相談に、解決に結びつくのは厳し

いと思うんですけども、昨日、社会福祉大会に参加させていただいて、やっぱりアウトリーチ、
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民生委員さんだったり地域の人が訪問しながら、それだけではなくてそういうふうに、昨日の

例で言うと北風が吹いて、相談者の人はマントをつけている。自分でも声を出していいんだよ

と。相談に乗ってもいいんだよと、相談に乗ってあげるよみたいな形でなんかあなたにも太陽

が降り注ぐんだよというような、最後の先生の言葉が印象的だったんですけども、やっぱり来

るのも大切ですけども、来ていただくというのも大切ですけども、民生委員さんとか児童委員

の方の力を借りながら、ちょっと声かけをしていくような、またそういったことも大事かなと

いうふうに思うんですけども、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 私も実は聞かせていただきまして、そのとおりだと思いました。昨日の中で、やはり地域の

中で連携をとってプラットフォーム型みたいな形を、あの先生が言っていたと思うんですけど

も、やはりそれも障がい者、高齢者、子どもというようないろんな舞台があるということを言っ

ておりました。ゆくゆくはそれがつながることが一番いいんではないかというような話が出て

いまして、まさにそのとおりだと思います。その中にひきこもりであったり、障がいであった

りということができればそれが一番いいことだと思いますので、おそらくそちらに向けて社協

ばかり地域ばかりではなくて、行政も絡んでいかなければいけないと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 それから今後、同じ悩みで苦しんでいるご家族とか当事者の方が息抜きの場だったり、情報

交換の場として社会参加をするために一歩、自宅から出るために地域にあっては居場所づくり

だったり、地域づくりが重要と考えますけども、笛吹市として今後その居場所づくりという形

ではどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 今のところ、答弁のほうでもなかなか把握していないという現状があります。今後そういう

ような形が出たり、把握する中で当然当事者、家族のニーズも出てくると思います。その中で

は場所とか、いろんな支援の仕方とかも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（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 残念ながら山梨県には、ひきこもり支援センターは設置されておりません。ぜひ市のほうか

らもその働きかけをしていただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 ひきこもり支援センターというのは全国でも５４カ所、５０自治体ということでまだそれほ

ど広がっていないという現状があります。おそらくそれにはいろんな課題があり、先ほど言い

ました把握することも難しい、それからかなりのスキルアップがないと相談を受けるほうも大

変ということもあると思います。それについては当然、市単独でできない部分もあると思いま

すので、県にはその都度で声をかけていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひひきこもりの方が一歩、出れる支援体制をさらにお願いしたいと思います。 

 それから生活困窮者自立支援法がこの４月からありますし、笛吹市においてもなんらかの方

策がされていると思うんですけども、その生活困窮者自立支援法により何が変わって、専門職

員の配置など具体的にどのような支援が行われるのかお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 市でもこの４月から、生活困窮者の自立支援の相談の担当を生活援護課の中に設置をいたし

ます。場所のほうも今まで保健福祉館の２階のところにあったんですが手狭になったというこ

とで、本日からですけども市民窓口館の１階のほうに場所を移しまして、新たに４月１日から

のスタートに向けて準備をしております。そこでは基本的に就労、その他の自立に関する相談

支援、それから離職により住宅を失ったり、失う恐れのある方の支援、それから家賃相当の給

付金を支給するなど一応体制としては主任相談員が１名、相談支援員が１名、それから就労支

援の１名ということで３名を配置して、その業務に向かう予定でおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 その３名というのは今、生活援護課の担当者以外に増加した、増やすということなんでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 新たに設置ということで、主任相談支援員は職員です。それから相談支援員と就労支援につ

いては臨時職員２名ということになっております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひひきこもりに関する、問題を抱えた方がこの生活困窮者支援法により１人でも社会にで

きるように支援をお願いしたいと思うんですけれども、その中に自治体としては任意事業も行

うというふうになっているんですけども、笛吹市としては任意事業に関しては行わないのか、

行うのかお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えします。 

 任意事業の中にはいくつかあるんですけども、今回フードバンクさんへの支援をすることに

よって、生活支援のほうの事業に対しては市のほうでも行います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それからこの生活困窮者の支援の中に任意事業として、困窮者への職業訓練や貧困の連鎖を

断つために子どもへの学習支援に取り組むというふうになっているんですけども、その点はい

かがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 当然その任意事業については、ゆくゆくは必要であると感じておりますが、今のところは自

立支援の相談と生活ということでいく予定でおります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 ちょっと時間はあるんですけども、教育長に伺いたいんですが特に今、一番問題なのは１５歳

までが相談窓口はいろんな形ありますよね、笛吹市にも。支援にもつながっています。問題は

それ以後、要は高校生以降になって特定の相談窓口がないということが、日本の今の社会の現

状ではないかなというふうに思うんです。その１５歳以降の切れ目なく支援をしなければ、不

登校からそのままひきこもりに長期化してしまうんではないかなというふうに現状、思うんで

す。その点について、教育長はどのような見解でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 
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〇教育長（坂本誠二郎君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えをいたします。 

 議員ご指摘のように私も本当に心配をしているところでありますが、中学校までは不登校の

子どもについては当然、学校カウンセラー、あるいは担任、教育相談の担当の教員たちが日常

的に関わりを持っておるわけでありますが、卒業と同時に残念ながらそういった関わりが途絶

えてしまっているというのが現状でございます。 

 先ほどから出ていますようにいろんなところで関わりを持ちながら、教育の関係者もその中

に入りながら総合的に子どもたちを、あるいは若者を支援していくという体制をつくっていか

なければならないというふうに思っておりますので、議員と認識は私は同じだというふうに思っ

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ笛吹市においても７０名近くの方が不登校であるというのが現実にありますけども、そ

ういった子どもたちが実際に中学校を卒業して無事に高校に行ったのか、それともそのまま大

変な状況にあるのかということをしっかりまた把握していただく中に、長期化しないように、

本当に新聞紙上で見ますと、さっき部長が答弁でありましたけども笛吹市は２０代の方と言い

ますけども、大体全国的には４０、５０が普通というか、そういった中にあるのが現状だと思

うんですね。とにかく今日の山日新聞にも１面に載っていましたけども、本当に本人、当事者

は大変な思いをしているんだけども、なかなか一歩が出せないというのが現状の中でやっぱり

横のつながりだったり、支援のつながりだったりすることがすごい大事かと思います。 

 そういった意味で居場所づくり、発見すること、そしてその人たちに手を差し伸べる状況の

中で、切れ目なく支援が続くことが一番いいのかなというふうに思いました。まだまだ根が深

い中でいかにひきこもりの方を表に、光を当ててあげることができるのか。それは本人も家族

の方にとっても一番重要かなというふうに思っております。そういった中で居場所づくり、い

ろいろ答弁がありましたけども、最後にこのひきこもり支援として笛吹市はこれだけはやって

いくぞというようなことがありましたら、最後に部長にお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 ひきこもりの始まりのところは本当に幼児期のところからある場合が多いということで、特

に笛吹市は子育ての部分については力を入れておりますので、特に発達障害、それをちょっと

ほかでもいい評判を受けるぐらい連携ができております。その中で本当に初期の段階で、その

子の行き先とかそういう部分について検討ができる、これだけは続けていきたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 笛新会の岩沢でございます。議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただ

きます。 

 先週の議会におきましては議長、また野澤議員、それから志村議員、わが境川の飯田蛇笏・

龍太先生の俳句を引用してご紹介いただきました。誠にありがとうございます。私も紹介した

いわけですけども、今回の質問がリニアということで龍太先生もリニアに関してはなんの俳句

も残しておりませんでしたので、またのちほどにさせていただきます。 

 質問に入ります。 

 昨年の１０月１７日に国土交通大臣からリニアの新幹線の建設が認可されました。それに伴

いまして県のほうからＪＲ東海、山梨県、市町村の単位の説明会、それから各自治会単位の説

明会等が開催されました。まだまだ地元では、理解が私は十分得られていないと思っておりま

す。以下、質問をさせていただきます。 

 まず最初に、リニア開業を見つめたまちづくりの考え方はということです。 

 １２年後にリニアが品川から名古屋まで開通いたします。このエリアマップは去年でしたか、

山日のほうにも出されました。この駅の周辺の産業の視点から見た駅近郊のあり方、この半径

が約４キロであります。笛吹市も当然、入っております。こことここに。環状道路、この道が

環状道路ですから、当然駅が完成すると笛吹市は環状道路を使ってたぶん石和あたりへは１０分、

それ以下のあれでくると思います。当然この駅の開業にしたがって、このまちづくりをやって

いかなければならないと思います。駅の開業に伴う経済波及効果も期待できるわけです。市と

してはどのような考えで、１２年後の開業を見つめてまちづくりを考えているのか、お聞きし

たいと思います。 

 次に甲府など他市との協議会への参加についての現況はということですけれども、昨年の９月

の質問の中で経営政策部長は当然考えていきますという答弁をいただいたわけです。この中で

中央市、甲府市、昭和、そして甲斐市がやはり甲府駅を中心とした圏域の協議会を、この駅を

利用してどうやって町を発展させるかという協議会を立ち上げております。この中では笛吹市

は入っていない。そしてもう１つ、やはり西部地区、富士川、アルプス、そして中央市でまた、

向こうは向こうでまた新たな協議会を立ち上げておりますけれども、この間、中央市は市会議

員の選挙がありまして当然新しくなったわけですけども、中央市の市会議員からも話がありま

した。笛吹市のほうではリニアの実験線があるけれども、営業線になるけどもどういうふうに

しているんだという話もあります。また甲府市の市会議員、今回また４月に甲府市は市会議員
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の選挙があるわけです。それに伴って中道地区、あるいは山城地区の候補者からも言われてお

ります。私もやはり連携して、他市との市会議員の中で相談しながら沿線住民の立場の中でやっ

ていきたいと思っております。笛吹は市として笛吹市はどのように考えていくのか、お聞きし

たいと思います。 

 次に実験線で残された課題への対応はということですけれども、今年３月の終わりには実験

線の工事を担当しておりました鉄道運輸機構が東京の本部のほうに戻ります。残された課題も

まだまだあります。先の代表質問の中でも出ましたけれども、特に日照ですね、日照権の建物

と農地の今、個別交渉をやっております。これは個別交渉です。鉄道運輸機構の。各家１軒１軒

をまわっております。ハンコをもらうようにしていますけれども、境川の中でもハンコを私は

押さないよという人も出てまいります。やはり日照の問題、これはある住民が撮った写真です

けれども、これもまだまだ非常に難しい問題がありまして、ＪＲ東海の説明だと冬至のときに

４時間以上ですか、４時間以上日照障害があった場合、補償しますよということです。冬至の

場合ですから当然日が短くなった状態ですけども、でもここにあるように桃とかこういうもの

に関しては、では２時間では補償の対象にはならないのかと。果物は年間の積算温度ですから、

これで１日２時間ずつ光が当たらなかったことによって収穫が当然遅れる。満開から１００日

から、桃なんかの場合は１５０日かかるというふうになっているわけですけども、４時間のそ

の範囲になければ、これはもう補償にならない、そういうこともある農家も言ってきておりま

して、私はハンコは押さないよという人もいます。こういうことに対してやっぱり国のルール

だけではなく、地域のルールも提案していただいて、やはりそれでは困るよということもＪＲ

東海、あるいは県にしっかりと要望していかなければならないんではないかと思います。市の

考えをお聞きしたいと思います。 

 また側道の取り扱い、これもなかなか難しい、やはりこのさっきの日影の部分は今現在、こ

の間、雪が５回ばかり降りましたけども、ほとんどよその違うところの道路と比べて１週間か

ら１０日、雪がやはり解けませんでした。地域でそれもしっかりやればいいわけですけれども、

なかなかできなかったということで、側道の問題にもやはり地区としてはいろんな要望もあり

ます。市としてはこの残された課題について、しっかりと対応していかなければならないと思

います。 

 次に境川、原地区にある残土の埋め立て地の利用についてということであります。 

 平成２１年から２４年、約４かけてあそこは埋め立てました。これは平成２年から３年にか

けて地元から、原区から当時の小澤澄夫副知事に要望したものであります。ですからこちらか

ら要望したものですから、２１年の埋め立てのときにはとりわけ協定書も何もつくりませんで

した。しかし今回は昨年の６月に急に出てきたものですから、やはり協定書をしっかりつくっ

て運搬ルート、あるいは地元の要望事項をしっかり聞いてもらうということをしっかりとこの

対策委員会を立ち上げてやっております。その中にやはり県、市、地元自治体、笛吹市、山梨

県、そしてＪＲ東海、そしてもう１つ、環境整備事業団が使うと。これは山梨県市町村事務組

合と地元の対策委員会でしっかり協定を結びたいという提案をしております。これがそうであ

りますけれども、これも県のほうでもやはりその協定書を作成しております。市も当然それに

は関与していただいて、住民の立場からしっかりと県のほうにはものを言っていただきたい、

そう思うわけであります。またルートの搬出、この環境整備事業団が絡んでいますから大型ト

ラックが何台も来ます。このルートをやはり甲府市を通った中で、中道を通った中でしていか
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なければなりませんので、このことについても甲府市としっかりと市は協議をしていただきた

い、そう思っております。 

 次に新年度予算の中でのリニア関連予算はということですけども、予算書の中では公園費で

約２億円、これはまちづくり整備課。そして観光費として２，６００万円という予算になって

おります。土木課のほうでリニア推進費として２７万円ということですけれども、これで地元

の要望事項に本当に対処できるのか。非常に不安に思っております。もうちょっとリニア対策

予算をしっかりとやってもらわなければならないのかなと思っております。 

 次に沿線住民の視察、見学の企画ですけれどもこれは試乗ではありません。試乗させてくれ

ということではありません。やはり沿線の状況の高架下はどうなっているのか、フードによる

日照はどうなっている、現地体験はやはり市として企画していただいて、これからの営業線の

住民にしっかりとそういう現場を見せていただきたい。私たちは私たちだけで単独で対策委員

会としてやってもいいわけですけども、やはり全町、境川町全体としての営業線に関する住民

に１回そういう企画はやっていただいて、そしてもう１つ、原地区の埋め立てをやるガイドウ

エイの製作、今大月の初狩にあります、ああいうところもしっかり見てそこからどのように搬

出しているのかも確かめたいと思っております。市としてしっかり企画をしていただきたいと

思います。 

 次に防災フードの要望に対してであります。 

 これはあとで関連質問が出ますけども、ＪＲ東海のホームページから出したものです。この

赤い部分が明かり区間です。ここのところ、石橋の区だけはこれは地元要望でフードをしてく

ださいということで、ＪＲのホームページにはこういうフードがかかっています。ここからの

先のほう、これについても地元要望ではやはりやってくださいと。小山は今から検討しますよ

ということですけれども、やはり地元の要望というものをしっかり伝えてもらわなければなり

ません。そのことをしっかりと市と地元と一緒になって、やはりやっていきたいと思いますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に道路、環境、それから用地交渉など今から、これがＪＲ東海で示した今後のスケジュー

ルです。中心線の測量から設計協議、この設計協議についてはおそらく笛吹市も相当関わって

こなければできない。最後に用地取得まで、これをＪＲ東海は今後１年でやろうというような

ことを明言しておりますけれども、これはちょっとやっぱり難しいかなと。そんな簡単には地

元の地権者の了解は得られないんではないかと。やはりこの設計と協議の中で相当、市がいろ

んなことに絡んでこなければなりませんので道路の問題、環境の問題、用地交渉、やはり一括

して担当できる職員、配置をしっかりしていただかないととても１年間では私たちはこれはちょっ

と無理ではないかなと思っています。 

 以上のことにつきまして、質問をさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 答弁に先立ちまして、今ご質問の中で具体的な部分も含めてご質問いただきました。答弁が

重複する部分があったり、また総論的な部分になることがありますのでご容赦いただきたいと

思います。 
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 それでは、岩沢正敏議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにリニア開業を見据えたまちづくりの考え方についてですが、リニア中央新幹線の開

業により三大都市圏と直結し、全国各地と短時間で往来できるようになります。これは単に交

通が便利になるだけではなく、暮らしの幅を広げるとともに交流を増大させることにより産業

の活性化に大きく寄与するものと思われます。加えて企業・機関の立地促進や雇用の拡大など

への期待が大きく膨らみます。 

 本市といたしましても東京まで２５分、名古屋まで３０分という圧倒的な時間短縮のメリッ

トを生かし、企業の立地や新たな産業の創出などの産業の活性化、Uターンや二地域間居住の

増加、通勤圏としての定住の促進などに取り組むとともにリニア駅が富士山観光の玄関口とな

ることから、都市圏との交流拡大やインバウンド観光の進展など富士山と笛吹市を結び付けた

観光戦略を進める必要があると考えております。 

 次に甲府市や他市との協議会への参加についての現状はとのことですが、甲府市や沿線自治

体とともに、県が主管しますリニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会リニア活用部会やリ

ニア中央新幹線沿線自治体連絡会に参加し、リニアの活用策について協議をいたしております。 

 次に実験線で残された課題への対応についてでございますが、現在地元対応を行っている鉄

道運輸機構の山梨リニア実験線建設事業所は３月末をもって閉鎖となり、実験線ルートにかか

る新たな問題・課題が発生した際の対応については、ＪＲ東海都留リニア実験センターが引き

継ぐこととなっております。 

 市が鉄道運輸機構等から引き継ぐ道水路などの管理対応は、今後市の責務となりますので引

き継ぎ等に万全を期するほか、後刻問題等が生じないように努めているところであります。 

 次に残土埋立地の利用についてですが、境川町原区にあります残土処理場跡地の所有者は山

梨県であります。この跡地について、県からは境川町寺尾地区に建設する一般廃棄物最終処分

場工事に伴い発生する残土の仮置き場とリニア建設に伴うコイル･ガイドウエイの製作・保管

ヤードとして、それぞれの事業主体である山梨県市町村総合事務組合とＪＲ東海に２７年度か

ら３８年度まで貸し付け、３９年度以降の活用については今後検討していくとの説明を受けて

おります。 

 次に新年度予算の中でのリニア関連予算についてでございますが、まずリニアの見える丘整

備事業費２億３，０２６万５千円、リニア推進費に２７万円、期成同盟会等負担金として９万

９千円など計上させていただいております。 

 次に沿線住民の視察、見学などの企画についてですが、地元住民の皆さまからご要望をいた

だければＪＲ東海や県と協議いたしまして、市有バスでの山梨県立リニア見学センターの視察、

見学を企画してまいります。 

 次に防災フードの要望に対しての考えはとのご質問ですが、防災フードの設置箇所について

ＪＲ東海は集落の区域や病院等の保全施設が路線の近くにあるところは防災フードを設置し、

景観への影響や観光振興の観点等から河川部、農用地部のほか、これらに挟まれた比較的家屋

の少ない区間については防音壁の設置を想定しております。地元で騒音対策として防災フード

の設置の要望がございましたら、事業主体であるＪＲ東海と協議をしてまいります。 

 次に道路、環境、用地交渉などに一括対応する職員配置についてですが、総合対応窓口は経

営政策部の経営企画課で行うこととしております。 

 なお、工事については建設部土木課が所管することとなっております。 
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 用地交渉につきましては、ＪＲ東海から委託を受けた県と協議をしてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 関連予算の中で歳入の中に県のリニア中央新幹線委託金というのが６２万円、入っています

よね。これはどういうふうに、なんの、用地交渉のときに使うのか、どういうふうに使うのか

なと思っているんですけども、ちょっとお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えします。 

 今の県の委託金、これは県、推進については県と市町村で併せて推進をしていくんですが、

県からの歳入予算でございます。財源予算ということで、今お手元に６０、私の本答弁でその

数字はなかったと思うんですけれど、それは歳入の関係、ご紹介したのは歳出でございます。

そういう意味合いでご理解いただきたいと思います。 

 いわゆるリニア推進について、ほとんど人件費なんです。要はそれに関わり合う職員の人件

費分としてもともと県へはＪＲ東海から、県から当該市町村の推進にあたる部分の人件費、主

に人件費事務費ですね、等に充当するようにという委託金でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 分かりました。そういうふうに用地交渉なんかに関わることがＪＲ東海から、確か県から約

１６億円ぐらい協定書を結んで入っていると思います。その一部というように理解したいと思

います。 

 それから先ほどの中で工場の、例えばリニアの沿線に関わる工場とか、これ２つぐらいある

わけですよ。境川地内においても。やはりこれを、よそに行ってもらったんでは困ります。や

はり雇用の面もあるし、収入の面もあります。逆に甲府市や中央市からこっちへ誘致するぐら

いのつもりでないとやはり駄目だと思うんですけれども、そういうふうな計画も立てています

か、どうですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えします。 

 岩沢議員のおっしゃるとおりだと思います。私どももリニアの駅の開業に向けて、先ほど期

成同盟会の利用部会においていろいろ検討しているというお話をしました。基本的にはいわゆ

る企業の誘致ですね、それとか先ほど答弁の中でも申し上げましたけどもＩターン、Ｕターン

の促進、それとインバウンド観光等々の、私ども石和という大きな観光資源を抱えています。

そこへのお客さんの導き入れというのが一番大きな問題だと思います。 



 １４８ 

 それに実は岩沢議員のほうで質問の中でお答えをいただいているんですが、まず甲府環状を

中心とするインフラの関係ですね、それが何しろいち早く完成していただく。そういう部分の

中を現段階の今、協議会の中で詰めております。 

 さて今度はわれわれも笛吹市として、では実際企業誘致をどうするんだと。先ほどお答えの

中で二地域間居住なんていうのがありますが、これは企業立地と実は農地保全というのは相反

する問題なんですけども、リニアを核とした笛吹へお金を落としていただけるような、１つの

方策を今からそれをベースに叩いていくという現状だという時期だと理解しております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 時間もないようですけども、これから今から始まるリニア対策、これは沿線住民とすれば非

常な本当に重要な問題です。本当に迷惑している人もいっぱい出ます。これに対して市として

もしっかりやっていただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、岩沢正敏君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありませんか。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 岩沢議員の関連質問で新年度予算の中のリニア関連予算ということで、先ほど２億３千万円

ということで、その内容について事業内容とその根拠を説明をお願いします。まず。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 野澤議員の関連質問について、お答えさせていただきます。 

 先ほど２億３千万円の内訳は、リニアの見える丘整備事業の中の２億４００万円程度は花鳥

の一本杉のところの見える丘公園の整備の費用になります。それからあと２，６００万円程度

ありますけども、これはふるさと公園に関わるところの展望施設の整備にかかる費用となりま

す。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 八代ふるさと公園と花鳥山の間の防音壁、あるいは防災フード、この様態については私、入

手している資料ではＪＲ東海の環境影響評価実施時に想定した環境対策工の配置と、こういう

ものが手元にありますけれど、これ以後変更がありますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 
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〇建設部長（宮川明史君） 

 私どもの把握というか、ＪＲ東海のほうで出された各地区の説明会資料があまりにも雑駁と

いうか、小さなものだったら私たちもそのへんの環境影響評価のときと現在との把握はしてお

りませんけども、こんな形で資料としては出ているはずであります。私たちもどこからどこま

で、はっきり確認ができなかったというのが今までの現状であります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ということは、これを前提にしてリニアの丘の見える構想をしていると、こういうふうに考

えていいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 とりあえずの間は、これでしていただけると思っております。ただし、まだ私たちのほうは

地元の要望というものが十分汲み入れられているかどうかということは把握しておりませんし、

私どもが花鳥の一本杉の地域説明会に行ったときにも、やはりフードの問題につきましては十

分、ある意味ではかけてほしいという意味合いの方のほうが多いこともありますので、そのへ

んは考慮していかなければならないと思います。 

 そしてもう１つは防音・防災フードでありますけれども、コンクリートなのか、それともス

ケルトンになるかというそういうふうな部分もありますので、これらについて今ここでこうい

うふうにというのは、私たちが事業主体ではないので、また皆さん方とＪＲとの協議の中で見

い出されていることと思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 いや、建設部長よりもこれは産業観光部長のほうが見える丘の構想のほうの事業主体ですよ

ね。違います。予算。だからそちらのほうの、この見える丘の構想の事業に予算づけをしたわ

けですから、そのときの想定がどういうふうになっているか。このふるさと公園と花鳥のこの

間のフード等がどういうことになっているか、それを前提にしての予算だと思いますので、そ

の確認を、この資料でいいかということです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 野澤議員の関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 私どもが昨年、リニアの見える丘構想をした時点では今日、議員からお示しされた、この地

図について私は知りませんでした。ただし、いずれ地権者とお話をする中で音等が非常に気に

なるということがございましたので、おそらく開業は２０２７年ということでございますので、

これから１２年は本格的な運行が始まらない限り、われわれはやはりリニアというものは夢の
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超特急であり、実際観光資源だと思っておりますので、インバウンド等で考えていく中でゴー

ルデンルートに少しでもあやかればということで、花鳥の公園もそうですし、ふるさと公園も

非常に眺望がよいので石和へ泊まっていただいた方がここに寄っていただいて、それから京都

へ行くとか東京に戻るとかそういった、いわゆる経由の場所にしたいと思っておりますので、

ここはリニアの見える丘ということで事業を進めさせていただきたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 こういうことも、とりあえず知らなくてそういう予算づけをしているということ自体が非常

に失礼なことだと思います。市民にとっても、また議会にとっても。そして私が今、示しまし

たこの、そして議長にも資料とこのパネル、許可を得ています。見にくいと思いますけれど、

この間が八代と花鳥の間です。それで明かりですから赤くなっていますけれど、この区間しか

リニアが見えないわけです。これはちょっと分かりやすく私が下手な作図をしましたけれど、

つまりリニアのこの区間でリニアが見えるのは４割ですよね。６対４です。大体。それで、時

間もあんまりありませんけれど、２７年に完成ということはその前にこのフードが今の状態で

いけばかかるという、何年ごろにかかるか、これもたぶん分からないと思います。先ほどの答

弁で。とりあえず２７年に完成ですから、２年前にできるとすればあと１０年しかないんです

よ。２７年以降、この状態で見に来る人はいません。かなり私、断言できます。これは。こん

な状態でリニアを見に来るなんてよほど、ちょっと考えられないです。そうするとあと１０年

です。１０年で２億円取り返すということですよ。取り戻す。この点について市長の見解をしっ

かり、観光についてはミズベリングも収益性の問題をよく言っていますけれど、私はミズベリ

ングはかなり可能性があると思います。内容はまだともかく。このリニアの展望台、よくこれ

を、市長のしっかりした見解をここで聞いておきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 リニアの見える丘ですけれども、これは収益施設として設置するつもりはありませんので、

このへん入場料を取るとかそういうことはない施設ですので、元が取れるということはまった

く考えておりません。 

 これにつきましては全国、世界でリニアが地上区間をこの１０年間、走るのはここしかない

と。これを最大の売りにして全国に向けて発信すると。そして笛吹、あるいは石和温泉にお客

さんを来ていただくようなものにすると。そしていざ来ていただいて、あまりに粗末のような

ものでは困りますので、それなりの公園として整備すると。こういうことを考えているわけで

ありまして、これが元が取れる施設ということではありません。 

 １０年間は少なくも、あの長い区間でリニアが実際に走行するということが見えるというこ

とで、それでそれなりの効果があるというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 
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〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 元が取れるというのは、もちろんそこで２億円稼ぎ出すなんていうことはもちろん考えてい

ないです。これが宿泊とか入り込み客、こういうものに反映するという考え方だと思います。

その場合、１年間に２千万円ですよ。それを回収するにはどのくらいの新たにお客を想定して

いるのか、この点の試算を示していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ミズベリングもそうですが、リニアの見える丘もそうなんですけれども、私どもといたしま

しては東京オリンピックまでに石和温泉の宿泊者を２０万人増やすと、こういうことを目標に

しております。宿泊者が２０万人増えた場合に、これ何回も言って恐縮ですけども、年間約３０億

円の経済波及効果がある。ミズベリングで魅力を高め、リニアの見える丘で魅力を高め石和温

泉を全国に発信していくと、こういうことでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 私は１２月の一般質問でしましたけども、それ以降もちょいちょい見に行っています。あそ

こに。まず人はほとんどいません。もちろん今から宣伝すれば人が来るという言い方をすると

思います。それはそれでいいです。これは建設経済に移ると思いますけれど、ふたところ用意

しているわけですから、とりあえず八代ふるさと公園のほうの物見櫓みたいなもの、それを造っ

たあとの、見ながらの整備でよかろうというふうに私、考えていますので、委員会のほうでの

慎重なご審議をお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開を２時４５分といたします。 

休憩  午後 ２時３６分 

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

再開  午後 ２時４７分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 一般質問を続けます。 

 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 誠和会の中村です。 

 議長の許可をいただきましたので、質問を行います。 

 いよいよ３月の声を聞き、もうすぐ桜の花も咲き今月の終わり、また来月のはじめには日本
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一のこの桃源郷をピンクのじゅうたんで、あたり一面埋め尽くしてくれることと思います。 

 しかし今年に入り中東の事件、また先日の川崎の事件とテレビ・新聞のニュースでむごい残

酷なニュースが流れ、胸を痛めております。 

 暖かくなり多くの観光客にこの地を訪れていただき、賑わいと小さなことでもいいですから

明るいニュースが溢れることを期待しながら質問に入らせていただきます。 

 最初に市営温泉、４施設の利用状況と問題点についてお聞きいたします。 

 市内には御坂交流センターみさかの湯、一宮健康増進施設、一宮ももの里温泉、いさわふれ

あいセンターなごみの湯、春日居福祉会館やまゆりの湯の４施設があります。それぞれ旧町村

の特長を生かし市民の憩い、癒しの場、また健康増進、交流の場として十分機能している施設

だと思います。しかしみさかの湯が平成１１年築１６年経過。ももの里温泉が平成９年築１８年

経過。なごみの湯が平成１１年築１６年経過。やまゆりの湯については昭和５８年築３２年が

経過をしております。いよいよ老朽化がはじまり、また周りに新しい温泉施設も増え、市民市

外の方にも快適に利用していただくには改めて見直し、工夫をする時期に入ってきていると思

います。 

 みさかの湯とももの里温泉は指定管理、なごみの湯は市直営、やまゆりの湯は福祉総務部か

ら社協に委託という、それぞれの運営をしているわけですが、これらを踏まえて利用客の推移

はどうなのか。また収入、指定管理料はそれぞれどのくらいか。また掘削して数十年経ってい

るわけですが涌出量、温度の変化はどうなのか。また温泉施設は老朽化してくると機械、水回

り等、経費はかかると思うが対応はどのようにしているのか。また、なごみの湯が今年度から

市直営となったが、運営内容はどのようになったのかお尋ねいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに利用者の推移についてですがみさかの湯では毎年２２万人前後、なごみの湯では１０万

人前後、ももの里温泉では８万人前後であります。なお、やまゆりの湯については老人福祉施

設であることから高齢者などを中心に３万５千人前後の利用者であります。 

 近年は長引く景気の低迷と、２３年度は東日本大震災と計画停電による営業時間の短縮、

２４年度は笹子トンネルの天井崩落事故、２５年度は２月の大雪の影響により利用者が減少す

る傾向にありましたが、２６年度については１月末の段階で４施設とも前年同時期の利用者数

を上回っております。 

 次に収入はどのくらいかとのご質問ですが、平成２５年度の実績においてみさかの湯では使

用料と食堂・売店等の売り上げで約１億１，７００万円、なごみの湯は使用料と売店等の売り

上げで約２，７００万円、ももの里温泉は使用料と食堂・売店等の売り上げで約３，９００万

円、やまゆりの湯は施設利用料収入として約１５０万円の収入がございました。 

 次に指定管理料についてですが、平成１８年度から２５年度までみさかの湯・なごみの湯・

ももの里温泉の３施設を一括で指定管理者に管理委託し、２５年度には２，７９７万６千円、

またやまゆりの湯においては、２５年度１，５０４万３千円の指定管理料を支払っております。 

 次に温泉の湧出量および温度の変化についてですが、みさかの湯は毎分３７３リットルで４８．
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２度。なごみの湯は毎分１７９リットルで３８．１度。ももの里温泉は毎分１６８リットルで

３１．８度。やまゆりの湯につきましては春日居地内の笛吹市の源泉から配管を行い、１日約

２万リットルの温泉により運営をしております。いずれも開館当初から大きな変化はございま

せん。 

 次に機械設備等、老朽化への対応についてですが、いずれの施設も開館以来１０年以上を経

過し、老朽化により機器からの水漏れなどが発生しております。パッキンなど消耗部品の交換

といった３０万円未満の小修理には、指定管理者が迅速に対応するとともに年間を通して設備

機器の保守点検を定期的に行い、機器に異常があれば早めに交換修理を行っております。 

 次になごみの湯が直営となり、その運営内容はとのご質問ですが、平成２５年度に第３期の

指定管理者の募集を行ったところ応募者がなかったため２６年度から直営で運営しております。 

 運営にあたっては、高齢者を中心とした市民のリラクゼーションとふれあいの場として広く

親しまれてきた施設の特色を継続し、福祉の向上と健康増進の温浴施設として利用者の快適か

つ安全な利用を図っております。利用者も増加し、今年度は過去最高の約１１万人の利用者を

見込んでおります。 

 その一方で、これまでの指定管理者がグループ企業の利点として灯油の大量発注により燃料

費の縮減を図ってきましたが、市直営では縮減の幅が指定管理者のそれには及ばず運営費も増

加しております。 

 今後は市直営と指定管理施設とを比較しながら、施設の特色を生かした運営を継続していけ

るように検討してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ただいまの答弁の中で利用客の推移はいろいろその年の状況もあるようですけれども、横ば

いのような感じを受け安心しました。 

 ここにニフティの温泉検索サイトの利用客の口コミがあります。ありがたい反面、生の声が

５点満点で評価されます。みさかの湯はヒットしましたが、ほかの施設はヒットしませんでし

た。リピーターを取り込むことも大事だとは思いますがＰＲ、各施設独自のイベント等、特徴

などの宣伝は行っているのか、お尋ねいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまの再質問ですけども、みさかの湯等につきましてはすでに皆さんご承知のようにバ

ラに関してのイベント、それから植栽の管理等によりまして多くの方に来ていただくようなイ

ベントも企画しております。 

 あとももの里等につきましてもあまり特色といいますか、そういう主立った行事はしており

ませんけども、リラクゼーションを行うのに１つの事業として、マッサージといいますか、リ

ラクゼーションの体をほぐす、そういうものも中の施設で行っているというようなことが特色

として考えられると思います。 
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 あとなごみの湯等につきましては、特に高齢者の福祉等を対象にしておりますので、あまり

行事というものを行っておりませんけども、施設とすれば介護風呂等もございますので、それ

らをこれからは宣伝といいますか、皆さんに知らせていくようなことも必要ではないかと考え

ております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 例えばみさかの湯ですけども、この検索サイトの中でもやっぱりバラのあるときに来てほし

かった。バラがないときには本当に、なんかほかのイベント等も考えた中でやっていただきた

いと思います。 

 次になごみの湯についてちょっとお尋ねしたいと思いますけども、市直営となってからは従

業員は何名でどのような肩書き、また部署の配置というようなことはどのように行っているの

か、お尋ねいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 なごみの湯につきましては、総勢で６名の方を雇用しております。１人が支配人、１人の方

が副支配人、それから受け付けに２名、それから清掃に２名ということで、受け付け・清掃に

つきましては勤務時間の時間帯の関係がございますので、開館してから夕方まで、それからあ

と夕方から夜までというような２班体制になっておりますので、それぞれ２名という人員になっ

ております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 この６名のうちの支配人、副支配人という方は市の職員、臨時職員、どんなふうな格好で働

いていただいているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 それぞれ臨時雇用ということで、私どものほうで扱って雇用をしております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 今の部長の答弁で臨時雇用というようなことですけども、この温泉施設、子どもさんからお

年寄りまで多くの方々の利用があるわけですが、またそういう中であってはならないわけです

けども事故とかそういう場合が起きたときは、この臨時雇用の支配人さん、副支配人の中での

対応で十分でしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 この２名の方につきましては前、指定管理の折にもその指定管理者から雇用されていた方々

をそのまま、私どものほうで雇用しているということでございますので十分な対応、それから

マニュアル等については承知をしていることと考えております。 

 それからあと私どもの課のほうで１名の方が、職員が担当ということで兼務をしております

ので、日々状況を見ながら対応するということで事故等に対しましてもすぐ対応できるような

状態でおると考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 この副支配人さん等は、今までの中で慣れているというような説明ですけども、本当に不慮

の事故があった場合、本当に恐ろしいと思います。そういう中で市の職員を１名、常駐させる

とかというような考えはあるのか。また責任所在をはっきり、どこがどういうふうに、もちろ

ん最後は市直営となると市長のところへいくというようなことだとは思いますけども、その前

の段階で責任所在ははっきりやっておかなければいけないと思いますけども、そのへんのお考

えをお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 専任職員の、この事務所への配置というのは今現在ですとちょっと無理かと考えております。

いろいろそのほかにも仕事を持っているということもございますし、すぐ飛んでいけば２、３分

で行けるという状況でおりますから、そのような対応をしております。 

 それからあと事故等につきましても傷害保険等、温泉施設は必ず入らなければなりませんの

で、そういうもので対応するということで考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 この温泉施設は市内、また市外利用者の憩いの場だと思っております。今後とも指定管理者

と共に連携をとりながら利用客に愛される施設づくりを目指していただきたいと思います。 

 続いて２問目に入ります。 

 雪害によるハウス農家の最終状況について、お尋ねいたします。 

 先日の代表質問の中でも触れておりますので、関連のところも出てくるかもしれませんがよ

ろしくお願いいたします。 

 昨年の予想だにしない大雪から早いもので１年が過ぎました。去年の今ごろは、市内全体を

目を覆いたくなるような悪夢のような光景でした。特に施設栽培農家においては、あらゆると

ころでハウスが倒壊し、中の木までもが折れ割け全滅の状態でした。あのときの光景はこの日

本一の桃とブドウの郷ふえふきの農業はどうなってしまうのか、心配もしました。また被災さ
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れた農家の皆さんが撤去をし、将来に向けて改めて気持ちを奮い立たせられるかも心配しまし

た。 

 しかしありがたいことに手厚い国の支援が受けることができ、再建に向けての希望が出てき

たところであります。この間、今日まで携わった職員には莫大な作業、また処理等、労に対し

て深く労いたいと思います。 

 また幸いのこと自然の恵みはありがたいことで、３月には芽も膨らみ４月には花が咲き夏・

秋には立派な実を実らせてくれました。今、農家の皆さんは確定申告の最中だと思いますが先

日、ＪＡの職員と話をしたところ昨年の売り上げは施設栽培の売り上げが１０億円ぐらい減、

しかしながら路地の収入は１０億円ぐらい増えたと聞きました。 

 撤去も大体となり再建を始めた農家も見られるわけですが、そういう中で被害農家の件数、

被害面積はどのくらいだったのか。また現在、撤去作業は終わったのか。また再建希望農家は

何件、何棟、面積にするとどのくらいか。再建にかかる総額費用はどのくらいになるのか。ま

た新年度以降の補助事業はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 中村正彦議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに被害農家の軒数および面積と撤去状況について、併せてお答えいたします。 

 総被災軒数は３２７軒であり、うち果樹２７８軒、野菜２５軒、花卉２４軒であります。総

被害面積は６３．９ヘクタールであり、そのうち果樹５６．１ヘクタール、野菜３．８ヘクター

ル、花卉４ヘクタールでありました。 

 撤去につきましてはほぼすべての作業が完了し、３月末までに補助金の支払いを終了する予

定であります。 

 次に再建希望農家の状況はとのことですが再建を希望するハウス農家は２７２軒、延べ

５１８施設、延べ施設面積４７ヘクタールであり、その進捗状況につきましては今年度中にハ

ウスの約８０件、全体約１５％が完成予定であり、残りの約８５％、約４３０件については来

年度中の完成を目指しております。 

 次に再建にかかる費用についてですが自己負担約５億円、補助金約４１億円、総事業費約４６億

円を見込んでおります。 

 次に新年度以降の補助事業についてですが、平成２７年度より先の事業継続については現時

点では不可能であるとの見解が国から示されておりますので、県やＪＡと連携して年度内完成

を基本とした再建計画を作成し、事業を推進してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。 

 改めて被災農家の件数、面積、被害額の大きさに驚かされました。再質問もいくつか用意し
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ていたわけですけども、先日の代表質問の中でほとんど出くわせましたので１点だけお聞きし

たいと思います。 

 先ほどの部長の答弁の中で今、盛んに再建に取り組んでいる農家もあるわけですが、もうす

ぐ花も咲き芽も膨らんできます。そうすると路地作業に追われ、再建もいったんストップする

と思います。収穫を終えたあとに残りの４００件近い農家が再建に取り掛かるということだと

思いますが、一気にこれだけの農家が作業に入ると人足、資材等の調達もどうなのかなという

ふうな心配なところもあるわけです。そういう状況の中で敏速な対応をお願いしたいと思って

おります。 

 また再建農家の多くが更地に新築をして、向こう３年５年と収入が見込めない農家もあると

思います。このようなことを踏まえてまだ国、県、市の支援をお願いしたいというような場面

もあるわけですが、これらを踏まえた中で今回の雪害では国、県、ＪＡと連携を図りながら取

り組んでいただいたわけですけども、市独自の策はどうだったのかをお尋ねしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 中村正彦議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 昨年の６月でしたか、非常に農家の方々が苦しんでいるということでＪＡ等から要望があっ

た中で市とＪＡで共同して援助しましょうという独自の支援策をたしか講じさせていただいた

と思います。特にハウスのパイプ口径について、特に２２パイのハウス撤去を上限アップしま

しょうというような補助事業をさせていただきました。その該当者が約１５人で施設面積で

１３５ヘクタール。そういった方々について差額の２７．５万円のアップをさせていただきま

した。 

 また経営維持ということで、先ほど議員さんのほうから話もございましたけども、いわゆる

施設園芸の収入が減ってしまった。そのために困っている方があろうということで、経営維持

のための利子補助もさせていただきました。４２戸から申請がございました。２６年度実績で

利子の無利子化ということで１４万円ほど措置をさせていただきました。 

 またつなぎ資金というようなことで、災害に関係する生活支援ということで９戸の農家が上

限２００万円ということで、つなぎ資金の無利子化で市の予算としては利子としては７万円で

したけども、９戸の方がご利用になりました。 

 そんなような状況で非常に多くの方々にも、これから再建を迎えるわけですが８５％の方々

がまだ再建できておりませんので、再建に関しましては１割どうしても自己負担がございます

ので、自己負担のない方にはさらに支援をしていきたいと思いますので、そんなようなことが

ございましたら、再度議員さんたちのほうからそんなふうなお話をしていただければありがた

いと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。 

 この雪害の件ですけども、まだまだ道半ばのところです。また年度も変わるわけですけども、
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本当にこの被災農家の推移を見た中でぜひ今後とも支援をお願いしたいと思います。またこの

日本一の桃とブドウの郷を守り継承していくためには、今後とも行政としての後押しも必要な

ところも出てくるわけでありますけども、後押しをもう一度お願いしまして質問を終わらせて

いただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、中村正彦君の一般質問を終了いたします。 

 続いて、関連質問を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 続きまして、一般質問を続けます。 

 ６番、梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 誠和会の梶原です。 

 今定例会の最後の質問者でありますが、今しばらくお願いいたします。 

 議長の許可をいただきましたので、通告しました２問の質問をいたします。 

 まず最初の質問ですが、市の管理している公有財産の取り扱いについて伺います。 

 全国的な問題として合併した市町村では目的や用途が重複している建物や施設が多くあり、

老朽化による維持管理費の増加や将来の建て替え、大規模な修繕などが将来の財政を圧迫させ

るため、各自治体で早急な対応が求められています。 

 笛吹市も各町村ごとに住民福祉の向上や住民ニーズの対応で整備されてきた多くの建物や施

設があり、市が所有している不動産、いわゆる土地や建物の面積や棟数はかなりの数になって

おります。市が所有している建物は昨年度、公共施設白書を作成し、小規模の建物を除いた

３７８棟については将来の公共施設の適性配置の方向性を具体化するため、公共施設適正化配

置計画の検討を進めているので、その方向性もまもなく示されると思います。 

 一方、土地については行政財産が１１６万平方メートルと普通財産が５１万平方メートルに

分けられ、さらにそのほかにも土地開発基金での保有が４万平方メートルあります。土地開発

基金の土地も含め使用していない土地が相当あるやに聞いております。土地や建物は所有して

いるだけで維持管理費が必要となり、財政負担が生じますのでその状況についてお聞きします。 

 １点目ですが、建物は現在検討中の公共施設適正化配置計画で明らかになると思いますが昨

年度５月、春日居支所は北別館に移転しましたが、空いた春日居支所のような耐震補強のして

ない庁舎などの取り扱いはどのように考えているのか、伺います。 

 ２点目ですが、１２月議会で議案となった指定管理者の指定議案の中で御坂福祉センターと

八代福祉センターの指定管理料が使用している団体の使用料を市が一括で受け入れ、その使用

料を指定管理料に含め増額して指定管理者に支払うとの説明を受けました。笛吹市福祉センター

条例の第１２条では、指定管理者に管理を行わせる場合においては福祉センターを利用するも

のは指定管理者に福祉センターの利用にかかる料金を納入しなければならないと使用料徴収方

法を規定しています。どうして条例と違う取り扱いをするのか伺います。 

 ３点目として道路、水路以外の土地について、先ほど言いました普通財産として貸し付けて

いる市有地の件数、目的、面積、貸付収入はどのくらいかお伺いいたします。 
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 ４点目として土地開発基金は総額で９億４，１００万円を保有しており、そのうち現金と債

権が５億８，９００万円、土地での保有が４万１千平方メートルで３億５，１００万円となっ

ています。土地開発基金の設置目的は、公共の利益のために取得する必要がある土地をあらか

じめ取得することにより事業の円滑な執行を図るためにするための先行取得でありますが、合

併する前より相当長期間、保有しているため監査委員より再三指摘され、具体的には公募や入

札で処理を支持されていますが、普通財産や土地開発基金で保有している未利用地の面積と今

後の計画を伺います。 

 ５点目として、市が借地している土地についてお聞きします。いろいろな目的で借り入れて

いる土地もあると思いますが、借入地はどんな目的でどのくらいの面積、借地料はいくらか伺

います。 

 以上１問目の問題といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原清議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに春日居支所など耐震補強をしてない庁舎の取り扱いについてでありますが、庁舎で

耐震補強のされていない施設は春日居支所、境川支所、芦川支所の３庁舎となります。 

 春日居支所については、昨年１１月より隣接の建物に移転して執務を行っており、今後もと

の庁舎は取り壊し、跡地は周辺公共施設の駐車場が不足していることから駐車場として利用し

たいと考えております。 

 境川、芦川の両支所においても耐震改修を行っていく予定はございませんので、第３次定員

適正化計画に基づき事務分掌を見直し、当面は耐震化された支所周辺の公共施設で支所業務を

行うことを視野に検討を重ねております。 

 そのほかの未耐震の公共施設につきましては、今後公共施設の再配置計画を検討策定する中

で、継続利用していく施設については耐震補強等、改修を行っていく必要があると考えており

ます。 

 次に指定管理となる御坂福祉センターと八代福祉センターの使用料徴収と条例についてであ

りますが、使用料の徴収につきましては、これまで指定管理仕様書に基づき指定管理者の収入

としてまいりましたが、今回の指定に伴い条例に準拠した使用料の取り扱いに改めております。 

 笛吹市福祉センター条例に規定されております使用料は、各部屋等の使用１回についての料

金でありまして、御坂福祉センターおよび八代福祉センターのデイサービス施設等にかかる使

用料・賃借料につきましては、行政財産使用料徴収条例に基づく施設使用料として徴収するこ

とといたしました。 

 次に普通財産で貸し付けている市有地の件数、目的などについてでありますが普通財産の貸

付件数は３７件あり、利用目的は携帯電話の通信基地局、商業施設、商工会、社会福祉法人施

設、駐在所等の用地として利用されており、貸付面積は１万６，８８４．０２平方メートル、

貸付料は平成２６年度６３３万２６３円であります。また東京電力等の電柱設置が８５３件あ

り、敷地使用料は平成２６年度１２７万９，５００円であります。 

 次に普通財産や土地開発基金で保有している未利用地の面積と今後の計画についてでありま
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すが普通財産で現在把握している未利用地は１１５筆、３万５，８８１．５４平方メートルあ

り、土地開発基金での未利用地は合併前に取得した御坂町藤野木の水道用地６，７４９平方メー

トル、一宮町金沢の山林２万３，９６８平方メートルがあります。 

 今後は第３次行財政改革実施計画の市有財産売却による財源確保といたしまして、平成２６年

度より未利用地の個別現状調査を行っており、今後有効活用を検討し売却可能財産については

売却計画を立て平成２９年度より公売実施に向け、事務を進めてまいりたいと考えております。 

 次に借地している土地の利用目的と面積、賃借料についてでありますが利用目的は駐車場、

市営住宅、公園、公営企業施設、学校農園等の用地として多岐にわたっており、総面積は８万

３６４．１７平方メートル、年間賃借料は１，９１２万７，５３２円であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ６番、梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 それでは再質問、指定管理料のことで質問いたします。 

 福祉センターの指定管理料の使用料の徴収ですが、ただいまの答弁では行政財産使用料条例

の根拠で調整するということでありますが、この条例は笛吹市が発足当初、平成１６年１０月

１２日制定の合併前の条例を踏襲した条例であり、福祉センター条例では指定管理者制度の導

入に伴い、指定管理者への行政処分をするとともに手続き、その他の行為や使用料の徴収を行

わせるため、平成１８年３月２７日、条例第３７号で一部改正を行い、指定管理者制度の発足

と同時に、平成１８年４月１日より制度の発足と同時に施行された条例で運用されてきたもの

であります。この当時、私も総務部長も指定管理者の制度時の担当者として使用料徴収を指定

管理者が行うための改正だったということで私は理解しておりますが、今年度から使用料徴収

を旧条例の行政財産使用料条例に変更するということは、ほかの施設も同じように全施設とも

その行政財産使用料条例に改めるのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 ほかの施設についても、すべて行政財産使用料条例に改めていくのかというご質問でありま

すが、そのような考えではございません。指定管理者を導入している施設の設管条例の中で定

めている利用料金および使用料の徴収につきましては、今後も従来と同じように、同様に指定

管理者に徴収をしていただき、指定管理者の収入としていくことに変わりはございません。 

 ただ今回のケースであります、２つの福祉センター内に併設されておりますデイサービスセ

ンターについては、それぞれの設管条例に基づく使用料・賃借料ではございませんので、行政

財産使用料条例を適用して手続きをしていくというふうにしたものであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 
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〇６番議員（梶原清君） 

 今、デイサービスセンターと言いましたが、中には看護協会が１室借りているところもあり

ますが、それも今の説明だとどういう考えですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほどデイサービスとか、ほかの福祉団体等が行政財産の使用料で使っておりまして、看護

協会につきましても同様に通年でそこを利用しております。今までの使用料、条例で謳われて

おります使用料については大体時間単位、また半日というような形で時間設定をされていまし

て、通年という状況が設定されておりませんので、デイサービスと同等の考えで行政財産の使

用料で扱っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 それでは指定管理者選定委員会の委員長であります副市長に伺いたいと思いますが、ただい

まの説明では施設の使用料を年間通年ですと行政財産使用料ということですが、私の考えです

と各施設が使用者が増えれば維持管理料も増えるということで、通年使っても一時的に使って

も回数が多ければ使用料は増えると思いますが、今、公共施設適正化配置の検討段階で適切な

建物の維持管理コストを計算するには、指定管理者のほうで維持管理費の負担分として相殺し

て、経費から引いて最低限の維持管理コストをやっぱり弾かないとそれなりの適切なコストが

出てこないと思います。そんなことで、選定委員会でこのへんの内容について議論があったか

どうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 選定委員会の中では、その指定管理料が適正なのかどうかということの議論を個々の施設に

ついて行っているわけですけれども、今、議員さんがおっしゃられたような部分につきまして、

この特段、その内容はどうかというような議論は特にはなかったと記憶しております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 それでは時間があれですので、次の質問になります。 

 市が貸し付けている土地について伺います。 

 普通財産の貸し付けている土地で３７件、貸付収入が７５０万円ぐらいあるということです

が、中には無償で貸し付けている土地があると思います。その一例、例を挙げますと市有地で

３５０万円かけて市が駐車場を整備した１，１００平方メートルの土地を無償である団体に貸

し付けているところがあります。無償で貸し付けるならば整備を借主のほうにするのが一般的
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ではないかと思います。そのほかにも市が１，３００平方メートルの土地を借り受けて８２万

円で借り受けている土地を市が駐車場を整備して、ある団体に無償で貸しております。そのほ

か営業目的の団体に、たぶんそこの団体が営業を行っておりますので、利益が出ていると思わ

れますが、その敷地の３４万円を借りてやはり使用料は取っておりませんが、私の思うにはこ

のようなものについては見直しの必要があると思いますが、見解を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 市が貸し付けている土地で、今３つほどその取り扱いについて見直しの必要があると思うが

どうかというご質問をいただきました。 

 まず１つ目のご質問の土地につきましては、若干経緯をご説明をさせていただきたいと思い

ますけども、平成２３年に、これは八代町地内にございます土地でありますけれども、地元の

企業経営者の方からご寄附を受けた八代町南地内の土地のことであろうかと思います。ご寄附

いただきました用地は当時、農地でありまして利用にあたっては周辺へ防除ネットを設置する。

あるいはフェンス、進入口、また整地等の工事が今、最低限必要となりました。平成２４年度

に３６７万円ほどの費用をかけ施工をした土地であります。そこの寄附用地につきましては、

寄附者のご意向もあって地元の活用といいますか、地元利用も含めてゲートボール場、あるい

は公園というふうな利用も検討いたしましたが、維持管理面から利用方法がなかなか定まらな

かったという経緯がございます。当時、周辺の若彦体育館の駐車場など社会福祉協議会が利用

して、駐車場に苦慮していたという経過がありましたので平成２５年４月から笛吹市社会福祉

協議会へ職員等の関係駐車場ということで貸し出すことにいたしました。社協につきましては

行政財産使用料条例に基づき、庁舎等も共益費のみということで使用料は免除の扱いになって

おります。したがいまして、駐車場につきましても無償の貸し付けをここまで、数年行ってお

りましたけども、議員ご指摘のとおりだと思います。今、市役所職員につきましても職員駐車

場につきましては使用料金を徴収していくべきというふうに考えて、今、準備等もしておりま

すので、今後は団体等へ貸し出している土地につきましても職員駐車場等については、やはり

使用料をいただく方向で検討していかなければならないというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 あともう２つの土地につきましては、所管の部長のほうからお答えをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 八代町内にある土地でございまして、平成１６年に本体の施設につきましては完成した中で

いろんなイベントをやる際、また商品の搬入をする際にどうしても必要だということで本来、

購入に向けた交渉をしておったわけですけども、購入できないということで議員ご指摘のとお

り年間８２万８９０円ということで、１，３００平方メートル余りの土地を借りながら事業を
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進めさせていただいております。これは非常に交通渋滞を招いたりしたということで、契約が

平成２４年の４月１日から平成２９年ということですので、契約更新する際に向けて価格の見

直しや、また使用料についていただいておりませんので、このへんにつきましても検討してま

いりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 よろしくお願いします。 

 それでは次ですが未利用地、国でも未利用地の処分を積極的に行っておりますが、市でも普

通財産の未利用地が３万５千平方メートルであるという答弁でしたが、先ほども言いました監

査委員から具体的な指示もされていますが、財政が厳しいと言っている中、早急な処分をして

経費の削減とか歳入補てんするほうがよいのではないかと思いますが、答弁では２６年度の個

別調査を行った等のことですが、２７年度から積極的な対応が必要と思いますが、行政改革の

最終年度の２９年度からの実施計画ということでは遅いではないかと思いますが、このへんの

考え方を再度考え直す必要があると思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 普通財産の未利用地についてでありますが、市が保有する財産につきましては市民の貴重な

財産でありまして、限られた資源を最大限に利活用することが求められております。本年度か

ら未利用地の個別の現況調査を始めておりましたけれども、要綱、売却計画等を今後作成いた

しまして、第３次行革のスケジュールでは２９年度からというふうなことになっておりますけ

ども、議員ご指摘のとおりできるだけ早い時点で公売等ができますように、スケジュールの前

倒しができればそのように努め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（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 今１点、土地開発基金の保有が４万平方メートルあるわけですが、長期間そのままというこ

とで先ほど山林とか水道用地があったわけですが、実際にはそれ以外、公園、駐車場、倉庫、

遺跡等が土地開発基金の保有地になっています。すでに行政目的に使用している土地でありま

すので、土地のこのへんの行政目的の土地の処理の目標、あるいは先ほど言いました長いこと

塩漬けになっている山林水道用地などの、３万平方メートルの未利用地の保有の処分はどのよ

うに考えているのか、お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 
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 土地開発基金で保有している土地の処理方針についてでありますけれども、土地開発基金は

先ほど議員のご質問にもありましたように公共用地をあらかじめ取得をして事業の円滑な執行

を図ることを目的として今、先行取得をしていると。すでに行政目的として利用されている土

地につきましては、これは基金財産から行政財産へ速やかに引き渡しを進めてまいりたいと考

えております。 

 それから合併前の旧町村時代から保有し、未利用地となっている土地が大きいものが２件ご

ざいますけれども、なんらかの方向でこれも処分することなどを考えていかなければならない

わけでありますので、引き続き普通財産の未利用地への対応の中で、これも検討課題とさせて

いただき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（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 それでは２問目に入りますが、市役所内での行商等の許可について伺います。 

 市の庁舎や敷地内での集会や使用、営業等を行うときには市役所庁舎、支所の庁舎ならびに

その付帯建物および構内敷地等への立ち入りや駐車、集団陳情、行商などについては笛吹市庁

舎等管理規則で規制されていますが、市役所庁舎などで行商行為などの許可についてお伺いい

たします。 

 まず１点目ですが、庁舎などの内外でジュース類やたばこなどの自動販売機の設置状況と設

置に伴う設置費の徴収状況はどのようになっているのか、お聞きします。 

 ２点目ですが庁舎内外での営業行為などの許可はどのような団体、また業種、年間何件くら

い許可しているのか伺います。 

 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原清議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、庁舎内外における各種自動販売機の設置状況および設置費の徴収状況についてで

ありますが、飲料水の自動販売機は庁舎内については本館および市民窓口館休憩室、八代支所

風除室に計４台設置し、１台につき月額で３千円の使用料を徴収しております。本館および市

民窓口館へ設置の３台につきましては、災害時に非常用として飲料強制排出機能を備えており

ます。 

 また庁舎外については本館および保健福祉館前に計３台設置をし、笛吹市母子寡婦福祉会が

設置しておりますことから使用料は免除しており、電気料については母子寡婦福祉会が負担し

ております。 

 なお、庁舎内外でのたばこの自動販売機の設置はございません。 

 次に庁舎内外における営業行為などの許可の状況についてでありますが、平成２６年度にお

ける行商等の許可件数は延べ１５１件あり、内訳は保険の外交５８件、食品および乳酸飲料販

売３９件、旅行・金融機関等２２件、衣料品の販売３２件となっております。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ６番、梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 それでは、再質問を行います。 

 災害時の飲料水使用可能な自動販売機の設置が３台ということですが、私の記憶ではメーカー

が数社あったと思いますが、自動販売機設置のそのメーカー導入の決定方法はどうしているの

か。今後、増設の予定はあるのかお聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 はじめに災害支援型の自動販売機の設置業者の決定方法についてでありますが、災害や緊急

事態発生で飲料水が必要となった場合に内臓の非常用電源により、自動販売機内の商品を排出

する機能を持った自動販売機については事業者からの提案によりまして、笛吹市との間で災害

緊急時運用協定、支援協定を締結した３社がそれぞれ設置をしております。 

 なお、今後の増設予定等についてでありますが、災害時の飲料水確保のため指定避難所等へ

の設置も検討し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（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 あと各施設を指定管理者にお願いしているわけですが、指定管理者から自動販売機の設置を

したい希望が出されたことがあるのか。また新たな設置は可能か伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 指定管理者から自動販売機の設置希望が出されたことがあるか。また新たな設置は可能かど

うかとのご質問でございますけれども、すでに自動販売機が設置されている指定管理施設は多

数ございまして、指定管理者のほうから希望があって設置したものもございます。指定管理者

が自動販売機を設置をする際には市の公有財産管理規則というものがございまして、それに基

づきまして指定管理者が行政財産の使用許可申請を行うと。それに基づきまして市は申請に対

して必要性があるかどうかと。それから極端な営利目的でないか。あるいは景観等への影響は

どうかなどを考慮、審査をしまして許可の決定をしていくことになります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 
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〇６番議員（梶原清君） 

 次に営業行為の質問を行いますが、営業行為の許可件数は１５１件ということですが、保険

とか昼食等のパン屋さんやなんかの販売が多いわけですが、しかしながら私の知っている範囲

では、ただいまの答弁に入っていない業種があります。具体的には毎週金曜日にある政党の議

員が市役所内で政党の機関紙を配布し毎月集金をしているようですが、この議員さんの行為に

ついては商業行為の許可を受けているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 行商等の許可申請はしていただいておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 私も旧役場時代に当時の共産党の議員さんから、勤務時間中に購読の勧誘を受けた経過があ

ります。委員会で厳しい質問を追及され、議員さんに勧誘されれば職員は断りにくく心理的に

も強制の可能性があるではないかと当時の私は思いました。やはり市役所の職員も同じ思いの

職員がいると思います。今の答弁ですと行商の許可を得ていないということでございますが、

行商の行為、私は必要と思いますが得る必要があるかどうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 購読については、それぞれの職員個々の判断により購読をしているものというふうに認識を

しております。配布集金について、例えば個人で契約している金融機関、あるいは保険、また

書籍、図書の購読等がございますので、それと同様な考え方で以前から行商等の許可申請はい

ただいておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 許可は得ていないということですが、得る必要があるかどうかという質問です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 ただいまお答えさせていただきましたようにそれぞれ個々の契約で金融、保険、あるいは書

籍の購入としているものについてはちょっと把握をしておりませんでして、そういうものと同

様の考え方でありますので庁舎管理規則に則って、またそのへんは検討・判断をしたいという
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ふうに考えます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 私の聞くところによりますと、市役所の管理職職員の購読状況を調査したということを聞い

ておりますが、課長以上のどのくらいの職員が購読しているかお聞きしたいとともに、今言っ

た配布をして集金している行為については営業行為に私はあたると思いますが、検討の余地は

ないわけですが、そのへんを併せて再度伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 職員で購読をしている数ということですけども、以前に調査をしようとしたことはありまし

たけれども、諸般の事情により調査を取り止めましたので、数については把握しておりません。 

 それから市役所での配布集金、職員の購読ということでありますけれども、公務に支障のな

い範囲でそういった金融関係、保険、あるいは図書の購読等がされておりますので、公務に支

障のない範囲での購読は見識を広める上で最低限認められる範囲ではないかと。執務時間中の

配布集金等の行為につきましても、やはりその公務に支障がない範囲でという中で今考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 私も職員がどの政党の機関紙を購読するのは自由でありますが、市役所内で配布されて市役

所内で購読することには、問題があるではないかと思います。自宅でなんぼ読む分にはいいわ

けですが、市の職員は当然、公平・公正・中立な立場で職務をしているということであります

ので、市役所内で特定の政党の機関紙を配布していただいて市役所内で読む、購読するという

ことはやっぱり私は問題があるんではないかと思いますが、そのへんを先ほど、購読すること

は別に問題ありません。自宅で読む分には問題がないと思うんですが、市役所内では公平・公

正・中立の立場から問題があると思いますが、そのへんの見解はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 梶原議員の再質問にお答えいたします。 

 市役所の執務室内は基本的には公務の支障ということを考えて、基本的には原則立ち入りは

禁止でありますけれども、そういった中で執務に影響のない最低限の範囲でというふうなこと

で考えております。やはり庁舎管理規則に則って、このへんは適切な対応を考えていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 分かりました。総務部長の言葉を信頼しまして、私は営業行為にあたって許可は必要だと思

いますが、ただ特定のやっぱり政党の機関紙ということは問題があると思いますが、ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、梶原清君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 （ 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３日から９日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日３日から９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、１０日の午後２時３０分から再開いたしたいと思います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時５４分 
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１．議 事 日 程（第４号） 
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午後 ３時００分開議 
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日程第 １ 議案第１号 笛吹市地域審議会条例の制定について 

日程第 ２ 議案第２号 笛吹市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制

定について 

日程第 ３ 議案第３号 笛吹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ４ 議案第４号 笛吹市営春日居地区温泉給湯条例の制定について 

日程第 ５ 議案第５号 笛吹市行政手続条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第６号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第７号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８号 笛吹市福祉センター条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９号 笛吹市立保育所条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１０号 笛吹市保健福祉センター条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第１１号 笛吹市介護保険条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第１２号 笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１３号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について 

日程第１４ 議案第１４号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１５ 議案第１５号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１６ 議案第１６号 平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１７ 議案第１７号 平成２６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 

日程第１８ 議案第１８号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１９ 議案第１９号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
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日程第２２ 議案第４１号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う

山梨県市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第２３ 議案第４２号 市道認定について 

日程第２４ 議案第４３号 笛吹市男女共同参画都市宣言について 

日程第２５ 議案第４４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

日程第２６ 議案第４５号 笛吹市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制

定について 

日程第２７ 議案第４６号 笛吹市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制

定について 
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負担額等に関する条例の制定について 
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再開  午後 ３時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

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

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 

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

申し添えます。 

 直ちに、日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第１号から日程第２４ 議案第４３号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますのでそれ

ぞれ常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 まずはじめに総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それでは、ただいま議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので

報告いたします。 

 去る２月２５日の本会議において、本委員会に付託された議案について３月４日ならびに３月

５日の２日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行い

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報告いたします。 

 まず総務部総務課所管の議案第５号 「笛吹市行政手続条例の一部改正について」では、行

政指導が担当職員の裁量や権限の逸脱との関係で問題にされることがあるが、今回の改正はそ

のこととどのような関係にあるかという質問に対し、今回の改正は行政指導の権限の根拠を示

し、勝手な裁量を許さないための改正でもあるとの説明がありました。 

 議案第６号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」では、一部事務組合への派遣職員

はどうなるかという質問に対し、組合へ派遣されている職員の場合、それぞれの派遣職員は派

遣もとの市の給与表によっているので、それぞれ市の改正に従うものとなっているとの説明が

ありました。 

 さらに補正予算に関わるところでは、繰越明許に関して財源からみて実質収支の算定に対し

て控除されるのはどの部分かという質問に対し、一般財源の部分のみであるとの説明がありま

した。 

 管財課所管では、補正予算に関して車のガソリンの給油はどのようにしているのかという質

問に対し、燃料組合に統一価格でお願いし、どのスタンドを利用するかは職員に任せていると
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の説明がありました。 

 また１５０万円からの大きな減額の理由としては低燃費車の導入、ガソリン価格の引き下げ

によるところが大きいとの説明がありました。 

 消防本部所管では、消防救急デジタルシステムのメリットはどこにあるかという質問に対し、

携帯電話であろうと固定電話であろうと発信者の位置が直ちに地図画面に表示され、最も早く

現場に到着できる救急車両、署員を手配できる点が大きなメリットであるとの説明がありまし

た。また車両の入札に問題はないかという質問に対し、消防車両ということで特殊性があり、

やむをえずかなり随意契約という形をとっているが、今後はプロポーザル方式の入札も研究し、

よりよい入札にしていきたいとの答弁がありました。 

 経営政策部財政課所管では補正予算のあり方として、本来、緊急を要するものに補正を組む

ということだと思うが、事業費確定による減額が主で、執行率に関わるような補正が多いので

はないかという質問に対し、財政課としては執行率をよく見せるような補正の指導はしていな

いが、今後庁内全体として認識を同じくしていかなければならないと答弁がありました。この

点に関しては、総務常任委員会としても補正予算のあり方について今後、検討していくことと

しました。 

 また繰り越される地域創生関連予算について、地元の要望は入っているのかという質問に対

し、今回は実際のところ市民の意向を聞いているような時間はなく、予算確保のためのもので

あり、今後その点は対応できるものと考えているとの説明がありました。 

 情報政策課の所管では、庁内のＩＴ住民情報系システムの大規模な改修後は多様なデータ利

用・分析ができるようになるということだったが、実際そのように活用できているかという質

問に対し、データ利用機能は向上し活用されている。今後はＩＴリーダーを中心に利用する職

員のレベルアップを図っていきたいとの答弁がありました。 

 経営企画課所管では議案第１号 「笛吹市地域審議会条例の制定について」において地域づ

くりに取り組む団体の代表とはどういう団体を指すのかという質問に対し、商工会とか農業団

体とかＮＰＯ、ボランティア団体などが含まれるとの説明がありました。 

 また補正予算に関わるところでは、総合戦略策定有識者会議委員報酬の関連で有識者とはど

ういう人を言うのか、また人数は決まっているのかという質問に対し、有識者とは大学の先生

や地域の事業者の代表などを想定しており、具体的な人選はこれから進めていくとの説明があ

りました。また総合戦略に伴う調査、分析、支援業務の委託料として１千万円の補正が組まれ

たことに対し、コンサルタントの選定の問題だけでなく執行当局の主体性も問題となると考え

るがどうかという質問に対し、地域特性を十分取り入れられるようにプロポーザル方式を考え

ており、それに対応できるコンサルタントを選定し、市民の声を反映するなど主体性をもって

対応していくとの答弁がありました。 

 市民環境部の市民活動支援課所管では、補正予算にかかる明許繰越において交通安全施設の

設置の遅れは問題と考えるが、その原因は何かという質問に対し外側線等の設置の調整や境界

確認に関係者との協議等が思いのほか手間取ってしまったとの答弁がありました。 

 また議案第４３号 「笛吹市男女共同参画都市宣言について」では、この宣言によって今、

設置条例が議案として提出されている地域審議会とか、そういうものへ委員としての女性の人

数の拘束性は発生するのかという質問に対し、そういう拘束はないが地域の諸団体等への女性

参画のきっかけとしての役割を期待しているとの答弁がありました。 
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 なお、討論については議案第１３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）に

ついて」に対し、賛成の旨の討論があったのみでほかの議案においては賛成討論も反対討論も

ありませんでした。 

 また平成２６年請願第１号 「特定秘密保護法撤廃を求める意見書の提出を求める請願」に

ついての審査では、本請願で危惧しているような事態が実際に進行しているので賛成であると

の討論がありましたが、継続審査に賛成する委員が多数であり継続審査といたしました。 

 以上、総務常任委員会での主な質疑・説明・答弁および討論について報告いたしました。 

 それでは、以下審査結果を申し上げます。 

 議案第１号 「笛吹市地域審議会条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべ

きものと決定。 

 議案第５号 「笛吹市行政手続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６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１３号 「笛吹市一般会計補正予算（第７号）のうち総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３９号 「山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４０号 「山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４１号 「山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村

総合事務組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４３号 「笛吹市男女共同参画都市宣言について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）」につきましては各常任委

員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 

 それでは議案第１号および議案第５号、ならびに議案第６号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、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１号および議案第５号、ならびに議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第３９号から議案第４１号および議案第４３号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本４案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、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３９号から議案第４１号および議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま、議長より教育厚生常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたのでご

報告申し上げます。 

 去る２月２５日の本会議において、本委員会に付託されました条例制定・改正、一般会計・

特別会計補正予算の議案について、３月４日ならびに３月５日の２日間の日程により委員会を

開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査をいたしました。 

 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、主なものをご報告申し上げます。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において福祉タクシー利用助成事業の減額は、利用者の減

少によるのかという質問に対し平成２５年度は予算が不足し増額したが、平成２６年度は当初

の見込みより利用が少なかったとの説明がありました。 

 また保育課においては御坂檜峯保育所の廃止条例に関わり、休園で園児が移った御坂東保育

所の園児は何人くらいかとの質問に対し、定員４５名だが現在は３５名通園しているとの説明

がありました。 

 高齢福祉課において、包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定に関しては、国

の基準で示す職員数は確保しているのかとの質問に対し保健師が３名、社会福祉士が３名、主

任介護支援専門員が３名の国の基準は確保しているとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において寺尾地域周辺整備事業で補償費が４７０万円追加

となっているが内容はとの質問に対し、用地内にある電柱、電話ボックス等の移転補償費とす
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る予定であるとの説明がありました。 

 また中寺尾、上寺尾の公民館の用地は市有地になるかとの質問に対し、中寺尾の公民館は新

たに移転し、上寺尾の公民館は現在のところに建設し建設用地はともに市有地となるとの説明

がありました。 

 国民健康保険課において人間ドック委託料の減額だが受診者は何人かとの質問に対し、当初

は２，３００人を予定していたが、現在２千人くらいの受診が見込みとなるとの説明がありま

した。 

 教育委員会所管では、教育総務課において私立幼稚園就園奨励費補助事業での減額の実績は

との質問に対し、少子化で年々減少傾向ではあるが、当初は昨年と同数の２４８名を見込んで

いたが２２０名で２８名減ったとの説明がありました。 

 生涯学習課において芦川グリーンロッジ管理運営事業で、備品購入の数はどのくらいかとの

質問に対し、ガス炊飯器が老朽化で使用できないため５台を入れ替え、冷蔵庫と掃除機を１台

ずつ購入するとの説明がありました。 

 また俳句会事業での表彰式参加者謝礼の減額は遠くから来る人の交通費かとの質問に対し、

入選者が遠い場合には費用がかかるので本人１人分の交通費をみていて、今年は入選者に遠い

方がいなかったので減額となったとの説明がありました。 

 文化財課においては、文化財保護総務事務の賃金の減額はとの質問に対し、文化財学芸員を

募集したが、応募がなかったため減額を行うとの説明がありました。 

 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第２号 「笛吹市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３号 「笛吹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７号 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第８号 「笛吹市福祉センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 

 議案第９号 「笛吹市立保育所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１０号 「笛吹市保健福祉センター条例の一部改正について」、賛成全員で原案のと

おり可決すべきものと決定。 

 議案第１１号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 

 議案第１３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７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１４号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第１５号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１６号 「平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１７号 「平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生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。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３号につきましては先ほど申し上げました

とおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 

 それでは議案第２号および議案第３号、ならびに議案第８号から議案第１０号までを一括議

題といたします。 

 お諮りします。 

 本５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５案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第２号および議案第３号、ならびに議案第８号から議案第１０号までは原案のと

おり可決されました。 

 次に議案第７号を議題とし、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第７号 「笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」反対討論を行います。 

 この条例は２７年度からの国民健康保険税の値上げすることを定めた条例であります。笛吹

市の国民健康保険の値上げは５年ぶりのことであります。この５年間さまざまな創意と努力を

しながら、市民の暮らしに配慮して値上げを抑えてきたことやまた応能割、応益割を限りなく

５０対５０にするよう求めている国の指導に対して、低所得者に配慮し応益割５５応能４５に

抑えてきた当局や関係職員に対しては敬意を表したいと思います。 
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 しかしながら５年ぶりといいましても今回の値上げを認めるわけにはいきません。資料によ

りますと笛吹市の国民健康保険の加入世帯は１万２，９６７世帯であります。そのうち２６年

度の所得がゼロ円から５０万円未満の低所得の世帯は、実に２分の１強の６，５００世帯となっ

ております。 

 このことに象徴されるように、市の国民健康保険の加入世帯の圧倒的多数は低所得の世帯で

あります。７割、５割、２割の軽減が拡充されるといっても低所得者にとって今回の値上げは、

負担はさらに重いものになるのではないでしょうか。負担が重くなるのはほかの世帯にとって

もまったく同様です。 

 さらに今回の値上げは均等割、平等割の応益割の引き上げで低所得者にとってはさらに負担

の重い値上げになっております。応益割をこれ以上、上げるべきではありません。私たち日本

共産党は国保の値上げを抑え、そして国保の安定的な運営を図る方策として、例えば国の補助

金を保険給付に対する補助金ではなく、これまでの以前、行っておりました医療費に対する補

助金に戻すこととか、さまざまなペナルティをなくすことなどを主張し、また市としては保険

予防活動の推進、そして一般会計からの法定外繰入等を求めてまいりました。笛吹市の国民健

康保険税が低所得者も安定して払える国保、そして市民の健康と命を守り、そして国民健康保

険法の第１条が定める社会保障としての国保運営がされるよう求めて反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより議案第７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第１１号を議題とし、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第１１号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」反対討論を行います。 

 昨年６月の国会で地域医療介護総合確保推進法が決まりました。その中で介護保険制度は発

足以来、制度の根幹に関わる大改悪が行われました。すなわち要支援１、２の人の介護給付か

らの追い出し、特別養護老人ホームへの入所制限で介護１、２の人は原則特養に入所できなく

なったこと。さらに一定所得以上の人は利用料、これまでの１割から２割負担になることなど

を中身とした大改悪でありました。 

 さて、本議案はそうした改悪を受けての条例改正であります。要支援１、２の人の介護給付

外しについては要支援者への総合事業や地域支援事業が準備できず、本議案では２年間の先送

りとなりましたけども、しかし２年後には確実にこの介護保険から追い出されてしまいます。 

 笛吹市内の要支援者の状況を見ますと今、要支援認定者４４３名でありますけども、そのう
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ちの７４％、３２６名の人がサービスを利用しております。保険料を１２％も値上げする一方

で、このサービス利用者３２６名のサービス利用者の方を介護保険から追い出す、まさに国家

による詐欺のような政策ではないでしょうか。 

 また議案では介護保険料も大幅に、１２％でありますけども上がることになっております。

３年ごとの事業計画見直しのたびに保険料は上がり続け、今回の値上げで平成２４年に比べま

すと１．４６倍の保険料になってしまいます。 

 ３年ごとに確実に保険料が上がる理由と言いますのは高齢人口の増加であるとか、それに伴

うサービス料の増加に加えて、今回は１号被保険者の負担割合がこれまでの２１％から２２％

になったことも大きな要因であります。しかしわずかな年金から容赦なく保険料が天引きされ

る高齢者にとっては、１２％の値上げは耐え難い負担となるものであります。 

 これほどまでに保険料が上がりながら介護の基盤整備は遅れておりまして、特養の待機者は

６５０人にもなっています。市の介護保険事業計画では、その第８章で安心して暮らせる介護

サービスの提供と謳っておりますが、このフレーズをそのまま実感できる市民はどのくらいい

るでしょうか。介護保険制度が発足した当初は、国の負担割合は５０％でした。それが今では

２５％であります。５０％に戻すべきです。 

 また国は一般会計からの介護保険特別会計への繰り入れを禁じてはおりません。国の負担割

合を戻し、一般会計からの繰り入れを主張して反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１１号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１４号から議案第１６号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決です。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号から議案第１６号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１７号を議題とし、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして建設経済常任委員会に付託しております議案について、建設経済常任委員長から

審査の結果について報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、ただいま議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められました

ので報告いたします。 

 去る２月２５日の本会議において、本委員会に付託されました条例、一般会計・特別会計補

正予算等の議案について、３月４日ならびに３月５日の２日間の日程により委員会を開会し、

委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 

 産業観光部所管では、芦川支所に関わる特産品開発事業のうち病害虫防除事業補助金の内容

について説明を求めたところ、芦川地区農林業振興特別対策事業費補助金交付要綱に基づく芦

川地区独自の補助事業である。芦川町内に住所を有する方を対象にシイタケ、うど、たら、わ

らび、さんしょう等の種菌・種苗の購入補助、そばの種子の無料配布、園芸施設共済掛金補助、

土づくりのための薬剤購入費の補助を行っている。芦川地区の過疎化による地域産業の衰退、

労働力の高齢化等に対応する施策として実施している事業であるとの説明がありました。 

 観光商工課に関わる地域住民生活等緊急支援のための交付金事業のうち、プレミアム付き商

品券発行事業について説明を求めたところ商工会が事業実施主体となり、２０％のプレミアム

が付いた１万円の商品券を４万ユニット発行する事業である。ＪＡ笛吹、ＪＡフルーツ山梨も

加盟登録する中で商品券が利用できるように協議を進めている。農産物直売所も加盟を促すこ

とで商品券の利用拡大をＰＲしたいとの説明がありました。 

 建設部所管では、管理総務課に関わる笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について入居条件

が緩和され、市内に勤務地を有する単身者の入居が可となるが、市内に勤務していれば誰でも

入居できるのかとの質問に対し、月額１０万８千円以上の所得基準を満たしていれば性別・年

齢を問わず、どなたでも入居できるとの説明がありました。 

 また、土木課に関わる砂原橋取付道路整備事業の工事請負費の減額補正について説明を求め

たところ、国庫補助金の減額に伴う工事費の減額補正である。事業の進捗状況は現在、石和町

分の用地交渉を進めているところであり、併せて八代町分の地区説明会も開催し、事業につい

て理解を得る中で平成２７年度、用地買収、工事発注を行う計画であるとの説明がありました。 

 公営企業部所管では、上水道事業会計出資費の２億４，８００万円の減額補正について詳細

説明を求めたところ、御坂町下野原配水場から石和町への送配水管工事に関して工事の条件に
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ついて地元地域と調整が難航し、予定していた工事が執行できなかったためのものである。今

後も引き続き地元の理解を得るため、協議を行っていく予定であるとの説明がありました。 

 また、公共下水道整備事業に関わる上水道移設補償費８，４００万円の増額について水道課

と補償費の精算を行った結果、予算に不足が生じたため増額補正をお願いするものであるが今

後は内部協議を密に行い、もっと早い段階での予算額の精査と予算執行を心掛けたいとの説明

がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第４号 「笛吹市簡易水道事業給水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１２号 「笛吹市下水道条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 

 議案第１３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第７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１８号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１９号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４２号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ちょっとすみません。今。議案第４号と１２号の件名が違うと思いますけども。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 すみません。 

 議案第４号 「笛吹市営春日居地区温泉給湯条例の制定について」、原案のとおり可決すべ

きものと決定。 

 議案第１２号 「笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について」、原案のとおり可決すべき

ものと決定。 

 以上に発言を訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３号につきましては先ほど申し上げたとお

りであります。 

 それでは、議案第４号および議案第１２号を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号および議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号および議案第１９号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 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１８号および議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第４２号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に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４２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１３号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 お諮りします。 

 本案についての各委員長報告は、可決であります。 

 本案は、各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１３号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後４時といたします。 

休憩  午後 ３時４７分 

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

再開  午後 ４時００分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 ただいま、市長より６件の追加議案が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第２５ 議案第４４号から日程第３０ 議案第４９号を一括議題とし、提出議案に

対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は条例案４件、補正予算案２件であります。 

 はじめに議案第４４号 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」でありますが、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律が改正され、平成２７年４月から教育委員長と教育長を一本化した新

制度が施行されることに伴い、笛吹市教育委員会組織条例など関係条例５件の一部改正と１件

の条例廃止を一括して行う必要があるため、本条例を制定するものであります。 

 また議案第４５号および議案第４６号の２件の条例制定については、このたびの法改正に伴

い既存の笛吹市教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例を廃止することに対応

するため、新たに条例を制定するものであります。 

 次に議案第４７号 「笛吹市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に

関する条例の制定について」は、子ども・子育て支援新制度が平成２７年４月１日から施行さ

れることに伴い、特定教育保育施設および特定地域型保育事業にかかる利用者負担金、いわゆ

る保育料等を定める必要があるため、条例を制定するものです。 
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 次に議案第４８号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）について」でありま

すが既定の予算額に歳入歳出それぞれ５，３３０万円を追加し、歳入歳出予算総額を３９４億

８，９００万円とするものであります。また、繰越明許費の追加および地方債の補正につきま

してもお願いするものであります。 

 今回の補正は国の補正予算に伴う山梨県地域消費喚起等支援事業に基づき、子育て応援商品

券事業やプレミアム商品券発行事業などに対応するほか国・県の交付金、補助金の追加交付に

対応するものであります。 

 次に特別会計の補正予算であります。 

 議案第４９号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）について」であ

りますが、今回の補正は介護システム改修のための国庫補助金追加に伴う財源変更を行うもの

であり、歳入歳出予算総額は５７億８，９００万円で増減はありません。また介護システム改

修費について、繰越明許費を設定するものであります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上ご

議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第４４号から議案第４９号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

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

めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第４４号から議案第４９号は、お手元に配布してありま

す議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

 お諮りします。 

 明日１１日から１９日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 １１日から１９日までは休会とすることに決しました。 

 次の本会議は２０日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時０７分 
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再開  午後 ２時４５分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いします。 

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

申し添えます。 

 それでは、直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第２０号から日程第２５ 議案第４９号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日および３月１０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あります案件について、総務常任委員長から審査結果の

報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それでは、議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報告い

たします。 

 今定例会において本委員会に付託されました議案のうち、平成２７年度一般会計当初予算案

および平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）について３月１２日、１３日、１６日

および１７日の４日間の日程で委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査

をいたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 なお、各課の説明に際しては新年度の主要事業、主な課題と業務への取り組み方針について

それぞれ説明がありました。 

 まず総務部税務課・収税課所管では、歳入で大きく変化した部分はあるかとの質問に対し、

大きな変化ではないが、個人所得の伸び悩みや平成２７年度に評価替えを迎える固定資産の下

落によって、市税が大きく減収傾向にあるとの説明がありました。またリニアのガイドウエイ

などの構造物に対する固定資産税はいつから課税でき金額はどのくらいかという質問に対し、

平成２８年度までは地方税法上、非課税になっていることだけは分かっているが、それ以外の

金額も含め分かってはいないとの答弁があり、委員からは大きな構造物であるだけに課税に向

けてしっかり取り組むようにとの要請がありました。また県下最下位にある収税率の向上には

思い切った改善が必要ではないかとの意見に対し、税の公平性を踏まえるとそれはなかなか難
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しく、粛々と粘り強く対処していかなければならないとの答弁がありました。 

 さらに入湯税の未納について、他の税金の未納と違って利用者からの預かり金であるだけに

重大な問題だと質したのに対し、１００％の完納となるよう今まで以上に努力していくとの答

弁がありました。 

 総務課所管では支所には権限も金もない中、人員も大幅カットされるということでは、支所

は地域住民の寄りどころとはならないのではないかとの質問に対し、財源が減っていく中では

やむを得ないので、再任用職員を活用するとともに社協職員との連携の中で地域住民に信頼さ

れる支所を築いていきたいとの答弁がありました。再任用職員に関しては、プラスのことだけ

ではなくマイナスに働くこともあるのではないかとの質問に対し、まだ評価が定まるような段

階にはないので、今後そのへんもしっかり精査していきたいとの答弁がありました。 

 また地域に対する補助金は、行政区運営交付金をはじめいろいろあるが地域で重荷になって

いる電気料の問題などを考えると、一度トータルとして見直していく必要はないかとの質問に

対し、できるだけ地域の実情を反映し、地域の活性化につながるような交付金・補助金の仕組

みづくりを検討していきたいとの答弁がありました。 

 管財課所管では、消防署を除く庁内１９４台の車輌のガソリンは、燃料組合に統一上限価格

でお願いしているということだが、庁内全体で使うそのガソリン代は、果たして実勢価格と比

べて割安のものになっているのかとの質問に対し、そのような比較をこれまで行っていないの

でデータをとって比較検討し、悪い結果が出た場合は改善に努めていくとの答弁がありました。 

 また公用車の買い替え基準はどうなっているのかとの質問に対し、１７年で入れ替えの目安

という基準は設けているが、その車の使用頻度や使用形態などに応じて入れ替え時期を長くし

たり短くしたり柔軟に対応しているとの説明がありました。 

 議会事務局所管では共済費が６，６００万円と大きいが、これはどのように算出されたもの

なのかとの質問に対し、これは全国の市議会議員の加入している年金団体から賦課されるもの

であって、直接は笛吹市で議員年金をもらっている元議員の年金支給額とは関係ないとの説明

がありました。 

 経営政策部所管では、まず財政課担当項目では公債費の減額の原因は何かとの質問に対し、

昨年度は借換債３億８千万円を計上しており、一時的に予算額が増加したが今年度は借換債が

ないため減額となったとの説明がありました。 

 また合併特例債に関して、現時点での発行額はどのくらいか。そして今後、どうしても必要

な事業を洗い直していく必要があるのではないかとの質問に対し、合併特例債発行限度額

３８７億円のうち平成２７年度予算分まで含めて、すべて予算額どおり発行すると２９１億円、

７５％の発行見込みであり、今後の活用では要望された事業だけでなく、必要とされる事業を

漏らすことのないよう精査していくとの説明がありました。 

 なお、合併特例債を活用した基金積立は限度額に達しており、今後の発行額はすべて普通建

設事業費分であるとの説明がありました。 

 情報政策課所管ではマイナンバー制度の導入に伴う経費はいくらか、また国の補助金はいく

らかという質問に対し、平成２７年度の合計経費は５，６２７万円であり、そのうち国の補助

金は３，９５３万円であるとの説明がありました。 

 電算化に伴い委託料が膨大になっていることに対し自前でできないものかとの質問に対し、

専門性が極めて高く職員の研修対応だけでは限界があるが、この間、委託料をはじめ経費の節
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減のためネットワークの統合、１人１台パソコンのシンクライアント等の取り組みを進めてき

ているとの説明がありました。 

 また、経費の削減には他の自治体との共同化をさらに進めていく必要があるとの説明があり

ました。 

 経営企画課所管では、まずバス運行事業に関して市営バスとデマンドタクシーは経費が３千

万円以上かかっているのに対し、利用料は２００万円足らずであり、また利用者も特定の人に

固定化しているのではないか。また問題の多い現状をみると今後の方針をしっかり立て、見通

しをもった中で進めるべきではないかとの質問に対し、交通弱者の足の確保、公共交通経費の

削減という視点から市内全体の公共交通の問題として捉え、今後も公共交通会議に諮りながら

検討を進めていくとの答弁がありました。 

 また八千蔵・高家の土地利用問題に関し、甲府峡東ごみ処理施設完成時には４市協議会の方

針が具体的に示せるよう地域の要望をしっかり聞いていくべきではないか。また替わった市長

もいるので、市長の協議会を開くべきではないかとの質問に対し、この間、幹事会を開くとと

もに地元対策協の会長にも経過を報告してきたが、甲府市長の去就等もあり、具体的な提案に

は進展していなかったが、今後も協議を重ね具体的方向性を見出すため協議会開催を含め努力

していきたいとの答弁がありました。 

 調査委託料等で７２６万円の予算づけがされたミズベリング構想に関しては、戦国ミュージ

アムに限っては時間をもっと掛け検討すべきではないか。現時点ではプロポーザル予算は必要

ないのではないか。さらに各個別事業ごとの内訳は示せないのか。また戦略的事業という位置

づけからコンセプトが大事ではないのか等々の質問に対し、今回の調査委託は議会、市民に対

して具体的な案を示し、事業の良し悪しを判断していただく材料となるものであり、調査委託

料が議会で承認されることで事業が始まるものではないとの答弁がありました。 

 また戦国ミュージアムという名称にこだわるものではなく、観光活性化の肝となるのがミズ

ベリング構想に位置づけた誘客拠点施設になるものと考えてもらいたいとの説明がありました。 

 またＮＴＴの土地の交渉期限はあるのかとの質問に対し、今年度中には目安をつけていきた

いとの答弁がありました。さらにふるさと納税の今後の戦略はあるのかとの質問に対し、新年

度はクレジット決済の導入やふるさと納税サイトを活用することによって、４，５００万円以

上の寄附金を期待しているとの答弁がありました。 

 消防本部所管では備品購入費が切り詰められているのが目立つが、これで十分な対応ができ

るのかとの質問に対し、無駄を省いての切り詰めであり対応は大丈夫であるとの説明がありま

した。 

 また２千万円近い自家給油所移設工事費に関して、どのような内容の工事であるかとの質問

に対し、地下のタンク室を囲っているコンクリート壁にクラックが生じ、脇の水路からタンク

室に浸水しているため、移設するものであるとの説明がありました。 

 それに対して委員からそういうことなら緊急性があるのではないかとの質問に対し、今のと

ころ浸水した水はバケツで汲み出しており問題はないとの説明がありました。 

 さらに４１０万円の予算づけのある出張所適正配置調査委託に関して、その委託内容はどの

ようなものかとの質問に対し、合併後の１０年を経る中で従来の東八代当時からの配置は合併

で所管地域の変更により見直しが必要になっていること、出張所によっては豪雨時に避難を余

儀なくされる出張所もあることなどを背景に、合理的な出張所の配置はどうあるべきかを調査
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するものであるとの説明がありました。 

 この件に関して委員から出張所に対しても交付税措置があるわけだから、ただ少なくすると

いう効率性だけで配置の方向を出さぬようにとの意見がありました。 

 市民環境部の戸籍住民課所管では２，４６７万円、全額国庫補助金である個人番号カード事

務委託金に関し概略の説明を求めたのに対し、金額はそのまま、地方公共団体システム機構へ

の委託金となるものであり、今年１０月からの各自への番号の通知、申請者へのカードの作成

については当機構へ委任する旨の説明がありました。 

 市民活動支援課所管ではなごみの湯運営に関し、３人の臨時職員が時間割当によって１人ず

つしかいないという体制で、果たして快適なサービスを提供できるのか。また、その体制で誘

客活動はできるのかとの質問に対し、臨時職員は３人とも指定管理のときからなごみの湯に勤

めていた方で交代時に重なる時間帯があり、引き継ぎを行う等サービス上は問題ないと思う。

また誘客に関しては、市民活動支援課で責任を持ってやっているとの説明がありました。 

 また防犯灯設置維持管理に関して、将来を見据えた中で合併特例債を利用して市負担でＬＥ

Ｄ化を進めてはどうか。また２４５万円の市負担の電気料は、どの地域の防犯灯に支払われて

いるものか。地域間の不平等があると思うので、平等化の研究をすべきではないかとの質問に

対して、市負担でのＬＥＤ化は今、研究をさせていただいているところであり、また防犯灯の

市負担の実態については石和５０基、一宮８基、八代９５基、境川１４５基、春日居２７基、

芦川７３基であり、観光関係や土木関係で市負担をしているところもあり、今、全体を調べて

いるところであるとの答弁がありました。 

 また花と緑のまちづくり推進事業に関しては大きく増額されているが、長期的展望をもって

将来どういう花と緑の街を形成していくのか、トータルなビジョン、計画を立てる必要がある

のではないかとの意見がありました。 

 各支所所管では、春日居支所で予算づけがなされた２，２３０万円の太陽光発電設置および

蓄電池整備工事に関し事業の概要説明を求めたのに対し、当事業は県補助金２，０５０万円を

主な財源とするものであり、１１．６キロワットの太陽光発電設備に９９０万円、１５キロワッ

ト蓄電池整備に９８０万円、電気設備に２６０万円の経費を見込んでおり、災害時の現場指揮

本部としての春日居支所に電源を確保するものであり、情報機器などの必要な電力を１日フル

タイムで賄うだけの容量があり、また環境に配慮した再生可能エネルギーを利用した事業となっ

ているとの説明がありました。これに対して設備単価があまりにも高いのではないか。また災

害時の拠点施設としての電源としては、頼りにならないのではないか。むしろ自家発電装置を

設置すべきではないかとの意見がありました。 

 さらにこの事業には本課の災害担当と環境推進担当が関わり、また管財担当も関わるので春

日居支所はそれらの本課担当と十分に検討し、慎重に事業を進めるようにとの意見がありまし

た。 

 支所全体に関わるところでは、支所の課題としてほとんどの支所から人員削減により住民対

応が難しくなっているとの現状説明がありました。 

 また委員からはバイク等ナンバー亡失弁償金、広報配布業務費、市営バス利用者使用料の予

算計上が各支所でまちまちなので統一した方がよいとの意見がありました。 

 続いて議案第２０号 「平成２７年度一般会計予算について」に関わる討論についてご報告

いたします。 
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 まず反対討論として、渡辺正秀委員は予算編成に関しては、平成３６年には破綻するという

間違った長期財政計画のもとで予算編成が成されており、また支所のあり方、機能をどうして

いくかという重要な議論がない中で職員の削減が惰性でなされており、さらにミズベリングに

おける戦国ミュージアムの説明はご都合主義で、市民の合意も得ない中で進められているとし

て反対を表明いたしました。 

 また小林始委員は予算編成方針として歳出の削減を掲げているが、廃止された事業もなく大

幅に歳出削減された事業もない。またミズベリングに関しても発言内容が変わってきているし、

市民の理解は得られておらず、しっかり時間をとる必要があるとして反対を表明されました。 

 賛成討論として、岩沢正敏委員はミズベリング構想に関わる調査費にはいろいろの問題が出

されているが、石和温泉をどう活性化していくかということは笛吹市にとって極めて大切であ

り、今後それに特産物の果物や錦鯉を加えて活性化を図っていく上で、きちんと調査していく

必要はあるのでミズベリング構想に関わる調査費の計上には賛成であるとの意見でありました。 

 以上、総務常任委員会で審査された主な内容について報告いたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算のうち総務常任委員会担当項目について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第４８号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）のうち総務常任委員会担

当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算」および議案第４８号 「平成２６年度

笛吹市一般会計補正予算（第８号）」につきましては、各常任委員会に分割付託しております

ので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 

 続きまして教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から

審査結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま、議長より教育厚生常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたのでご

報告申し上げます。 

 今定例会において、本委員会に付託されました議案のうち平成２７年度一般会計当初予算案

ならびに特別会計予算案および３月１０日の追加案件について３月１２日、１３日および１６日

の３日間の日程で委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行いました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものをご報告いたします。 

 保健福祉部所管では、議案第４７号の審査において市内から市外の保育所に通っている人数
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と市外から来ている保育児の数は何人かとの質問に対し、２月１日現在で市外から来ている人

数は８５人、市外に行っている人数は１１９人であるとの説明がありました。 

 議案第４８号の「平成２６年度一般会計補正予算（第８号）」の審査では、子育て応援商品

券事業において、商品券の発行はいつごろを予定しているかとの質問に対し、子育て応援商品

券は８月から９月ごろを予定しているとの説明がありました。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算」の審査では、障害者相談支援事業にお

いて相談支援を委託している事務所はどこかとの質問に対し、社会福祉協議会の支援センター

ふえふき、また美咲園、またハーモニーの３カ所に委託しているとの説明がありました。 

 成年後見制度推進事業で市民後見人養成はどのようにしているかとの質問に対し、社会福祉

協議会へ事業委託し養成講座を行っている。開始時期は秋から開始し、研修内容としては福祉

関係法令や成年後見制度についての基本的な研修、翌年度は直接施設での現場実習を行い、そ

の後面談を受け、修了者は裁判所へ名簿登録されることになる。定員は３０人から４０人で毎

年３０人くらいの応募があるとの説明がありました。 

 学童保育クラブ事業で業務委託などをしているが、年齢拡大をするのにＮＰＯや指定管理者

の組織体制は充実しているかとの質問に対し、運営管理の指定管理者と十分打ち合わせの上、

委託している。事業の遂行もチェックしている。ＮＰＯ法人学びの広場ふえふきでは昨年、会

員１１７名で全員教員の退職者で順次増えており、十分足りているとの説明がありました。 

 保育課の予算が伸びている原因は何かとの質問に対し、子育ての重点事業として保育所運営

事業で３歳未満児のため、臨時職員の増員に２千万円の増額、私立保育所および１号認定や認

定こども園など保育の質の向上も含めた施設型給付費として、１億６千万円分の増額となって

いるとの説明がありました。 

 また生活困窮者自立支援事業の住宅支援給付金とは何かとの質問に対し、離職により住むと

ころを失う恐れのある人のために２６年度までは福祉総務課で支給しており、前年度の継続分

として２名分、９カ月の予算としている。新制度では住居確保給付金として支給するとの説明

がありました。 

 芦川地域高齢者見守り事業と在宅福祉の配食サービス事業の単価の違いは何かとの質問に対

し、配食サービスでは市内業者が多く単価が下がるが芦川への配達はしてもらえないため、地

元のおごっそう家にお願いしていて、単価の違いが出ているとの説明がありました。 

 子どもの予防接種事業が２，５００万円減額となっており、成人予防接種事業が増額になっ

ているがとの質問に対し、子どもの予防接種で子宮頚ガンワクチン接種が２５年度は１５０人、

２６年度は５０人が受けているが当初予算で３５０人を予定していたため、今年は減額した。

成人予防接種は肺炎球菌ワクチンを補正対応したので、今年度は増額したとの説明がありまし

た。 

 議案第２２号 「介護保険特別会計予算」の審査では、予防事業において新しい総合事業モ

デル教室を一宮と春日居地区で実施する予定だが２地区の選定理由はとの質問に対し、今まで

行ってきた１次予防事業の体操教室・やってみるじゃん事業と２次予防事業を取り払い、町で

１カ所の中央開催として行いたい。事業は体操、栄養講座、脳トレ等を行う。今年度はモデル

とし、２８年度には全地域での実施をしたいとの説明がありました。 

 地域密着型サービスの施設整備は、平成２８年度の公募の折には地域別の考慮はするのかと

の質問に対し、以前は市内を３圏域の考え方をしていたが５期の計画により圏域を外した。市
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が設置するのではなく、民間等の申請案の内容を審査委員会で検討し、位置の決定は考えてい

きたいとの説明がありました。 

 市民環境部所管では議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算」の審査においては

ごみ減量の数値の現状はどのくらいかとの質問に対し、５３％減量はバイオマスによる生ごみ

はゼロと完全な資源化の達成目標値であり、新年度からは新たに家電の資源化に取り組みをは

じめ減量実績は２４年度は２８％、２５年度は２９％、２６年度は３０％を超えて、減量は市

民をはじめ子どもにも呼びかけをしている。ごみの量も相当大きな数値であるので、１％ずつ

でも減量に向けて頑張っていきたいとの説明がありました。 

 巡回ラジオ体操はどのような予定かとの質問に対し、夏休みのＮＨＫ巡回ラジオ体操に笛吹

市１０周年を記念して開催を申し込みをし実施することになり、７月３０日に清流公園に１千

人くらいを予定して実施を計画しているとの説明がありました。 

 議案第２４号 「笛吹市後期高齢者医療特別会計予算」についての審査では、特別徴収保険

料が減額となっている理由はとの質問に対し、７５歳以上の方の年金より特別徴収を行っては

いますが、年度中途に新たに７５歳となった方については特別徴収を行わず、その年は普通徴

収となりますが、新規到達者の再点検を行った結果であるとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、私立幼稚園就学奨励費補助事業で何人くらい対象者がいるかとの質問

に対し、前年度実績から１７０名くらいの補助金対象者のうち１２０人前後を予定していると

の説明がありました。 

 中学校施設計画的改修事業での浅川中音楽室の特別教室エアコンの設置について、設置費は

高くはないのかとの質問に対し、導入に当たり電気、エコアイス方式での長期的コスト試算を

行い、エコアイス方式のエアコンを導入することとしたとの説明がありました。 

 小学校・中学校教育事業で中学生まで医療費無料化になったため、ＰＴＡ親子安全会への掛

け金を保護者のみとしたが、障がいのある子はどうするのかとの質問に対し、ＰＴＡ連合会で

は子ども全員分の掛け金は保護者負担にて引き続き入会していくことになったとの説明があり

ました。 

 地域ぐるみの学校安全体制整備事業でのスクールガードリーダーの活動とはとの質問に対し、

石和地区で１名、御坂・八代・境川・芦川地区で１名、一宮・春日居地区で１名の３名にお願

いをしている。活動としては児童の登下校の見守りで石和地区では１００回、他地区でも８０回

と朝夕に見守り指導を行っているとの説明がありました。 

 博物館管理運営事業の八代郷土資料館活用補助は、八代だけに交付しているのかとの質問に

対し、以前は管理人がいたがいなくなったので、ボランティアガイド笛吹に活用も含め管理を

お願いしているので補助金を出しているとの説明がありました。 

 また境川図書室管理運営において、職員は境川支所地域住民課の職員に協力をしてもらって

いるかとの質問に対し、図書館の職員を月曜、火曜、木曜の午後と土曜日に配置しているがそ

の日以外は総合会館の管理人に協力をお願いをしているとの説明がありました。 

 それでは審査結果について、次のとおりであります。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算のうち教育厚生常任委員会担当項目につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２１号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第２２号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２３号 「平成２７年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２４号 「平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４４号 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきもの

と決定。 

 議案第４５号 「笛吹市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４６号 「笛吹市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４７号 「笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関

する条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４８号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８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４９号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２０号および議案第４８号につきましては各

常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行い

ます。 

 それでは議案第４４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。 

 議案第４４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第４５号および議案第４６号を一括議題といたします。 
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 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４５号および議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第４７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。 

 議案第４７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４７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２１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。 

 議案第２１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２１号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第２２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。 

 議案第２２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 ） 

 起立多数であります。 
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 よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２３号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第２３号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 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２３号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第２４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。 

 議案第２４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 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第４９号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から

審査の結果について報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので報告

いたします。 

 今定例会において、本委員会に付託されました議案のうち平成２７年度一般会計当初予算な
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らびに特別会計予算案、企業会計予算案および平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）

について３月１２日、１３日および１６日の３日間の日程で委員会を開会し、全委員出席のも

と関係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 

 最初に平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８号）にかかる主な質疑として、観光商工

課の地域住民生活等緊急支援のための交付金事業について詳細説明を求めたところ、プレミア

ム付き商品券発行事業の追加補正であり、児童課による未就学児童を対象とした子育て支援の

ための商品券発行事業について、商品券のプレミアム分４８０万円と商品券の印刷費および臨

時職員賃金１８３万円を事業主体である商工会への補助金増額分として観光商工課で予算づけ

するものである。８千円分の商品券を未就学児童に無料で配布する事業であるとの説明があり

ました。 

 次に、平成２７年度当初予算案の審査についてご報告いたします。 

 まず産業観光部所管では、芦川支所にかかる藤原邸指定管理事業について詳細説明を求めた

ところ、沢妻亭の指定管理者が併せて藤原邸も管理することになっている。契約期間は３年間

で、指定管理料は職員人件費も含めた本年度の管理経費を基準に設定した。これからは沢妻亭

とセットでの民間のノウハウを生かしながら誘客を図り、芦川町全体の活性化に結び付けたい

との説明がありました。 

 農業委員会事務局関係では、農業者年金について加入状況等を尋ねたところ、２月末現在で

５１名が加入しており、そのうち平成２６年度の新規加入者は８名である。現在の受給者は

８９６名。６０歳未満で年間従事日数６０日以上、国民年金第１号被保険者であれば加入でき

るが、国民年金にプラスしての保険料となるので金額的な問題からも加入が伸びにくい状況で

ある。国民年金の補完制度として、引き続き加入を推進したいとの回答がありました。 

 農林振興課関係では、新規就農者支援事業について桃･ブドウ日本一を標榜する笛吹市の先

進的な事業だと思うが減額した理由は何かと尋ねたところ、農業施策全体の中で国庫補助事業

である青年就農給付金を増額している。市の単独事業の前に有利な国の事業を活用しながら、

併せて新規就農者の掘り起こしを進めた上で追加を検討したい。有利な事業を積極的に活用す

ることで、すべての新規就農者に支援が行えるように施策の展開を図っていきたいとの回答が

ありました。 

 また桃サミットの参加団体の状況等について質問したところ、４月１７日･１８日で開催し

福島、長野、岡山、和歌山など産地ベスト５をはじめ、北は青森県から南は愛媛県まで全国の

桃の主要産地の市町村およびＪＡと県内ではすべての産地自治体とＪＡ、全農山梨など３０団

体の参加が予定されている。サミットでは、全国産地協議会を設立した上で国などへの要望を

集約。また産地としての課題や今後の方策を協議するほか講演会の開催、宣言文の採択などを

予定している。そのほか山梨県内の観光地巡り、石和温泉駅前で全国うまいもの市の開催など

も計画しているとの説明がありました。 

 農林土木課関係では、資源保全事業のうち農地・水・環境保全向上対策事業活動団体交付金

の増額の理由について尋ねたところ、国の事業内容の見直しにより補助額が従前の１．５倍に

増額されたことによる市費負担の増加分である。なお、事業費の負担率は国が２分の１、県と

市がそれぞれ４分の１であるとの説明がありました。 

 また、農業施設整備事業の工事負担費について、地区からの要望はどの程度反映されている
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かとの質問に対し現場の状況によって若干異なるが、平均で３０から４０％を対応している。

工事箇所の選定は、各支所と協議する中で優先順位をつけて行っている。なお、緊急性が高い

ものについては、資源保全事業により優先的に対応しているとの回答がありました。 

 観光商工課関係では、観光総務費のうち観光協会補助金にかかる各地区の観光協会の状況に

ついて説明を求めたところ、石和を除き各支所の地域課が事務所となり、各協会が地域の特性

を生かした独自の事業を展開している。合併１０年を経過する中で、協会の一本化が今後の課

題と捉えているが、地域の独自性も尊重しながら慎重に検討を進めていきたいとの説明があり

ました。 

 またリニアの見える丘整備事業について、リニアが見られる期間が１０年間と限られている

ことが懸念される中で、今後の事業展開は考え直す必要があるのではとの質問に対し、観光部

局としては、笛吹市の観光資源としてリニアを外すことはできないと考えている。世界中でリ

ニアの走る光景をこれだけ見られるのは笛吹市しかないという大きな誘客ポイントを最大限生

かすために、状況に見合った観光施策を積極的に進めていきたい。 

 またこの１０年間で甲府盆地が望めるビューポイント、特に夜景については将来的にみて現

在、新日本三大夜景に登録されている山梨市のフルーツパークにとって代われる可能性も秘め

られている場所でもあり、リニア以外の観光資源としての魅力を活用できるといった二次的効

果も十分期待できるものであるとの回答がありました。 

 建設部所管では、管理総務課にかかる公営住宅四日市場団地建て替え事業について、建て替

え費用を考えると、民間アパートの家賃補助のほうが効果的だと思えるが市の見解はとの質問

に対し、住宅マスタープランに基づき以前から計画的に進めてきた事業である。家賃補助ある

いは借り上げ住宅の斡旋については、市営住宅がない地域への応急策としては効果的な面もあ

るが、長期的に見ると投資費用を回収する手段がないなどの理由から、自前で建設した方が効

果的だと考えている。特に四日市場団地については病院・保育所・学校・市役所も近く、高齢

者や子育て世代にも適した環境であることから、集合団地を建設するメリットは高いと認識し

ている。なお、新たに建設する住宅の方針はこれから検討するが高齢者、障がい者、老人の単

身者も入居できるようなバリアフリーの部屋の併設も視野に入れている。また完成後のコミュ

ニティも考慮する中で、各部とも協議しながら事業を進めたいとの回答がありました。 

 まちづくり整備課関係では、木造個人住宅耐震診断支援事業の状況について説明を求めたと

ころ、診断の対象となる昭和５６年５月以前の木造個人住宅は市内に７千棟と把握している。

耐震診断の啓発活動として今年度は一宮地区を対象に約４００軒を個別訪問し、そのうち１８軒

から診断の報告があった。なお、今年度は市内全体で５８軒から診断の報告を受けている。耐

震診断は無料で受けられるので、今後も引き続き啓発活動を展開し事業の周知を図っていきた

いとの説明がありました。 

 また公園維持管理事業・リニアの見える丘整備事業の公園整備について、八代ふるさと公園

の状況を見ながら新たな公園の計画を考えてみてはどうかとの質問に対し、これからの１０年

間はリニアの走る姿を見られるのは笛吹市しかないと、いち早く全国にＰＲする必要がある。

合わせて、この事業の大きな目的は、この１０年間でリニアの見えるまちを有効活用して「笛

吹市」の名前を全国にＰＲすることであり、そのための公園整備である。１０年間という期間

が限られている中で、いかに早く事業を立ち上げるかが重要だと考えている。 

 また今後、試乗会が本格的に始まると運行回数も増加し、運行時間も公開されることが見込
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まれるので、よりＰＲしやすくなり誘客効果も図られる。事業に対するご理解をお願いしたい

との説明がありました。 

 土木課関係では、道路台帳管理費にかかる委託料について農林土木課にも台帳管理事業に多

額の予算が計上してあるが、経費節減に向けて部局横断的な方策は考えているかとの質問に対

し、市道については議会でも認定をいただく中で、建築確認等の必要性からも台帳整備は不可

欠であるが、農林土木課と調整を図りながら経費削減に努めるよう検討を行いたいとの回答が

ありました。 

 また公有財産購入費の用地買収単価の基準について尋ねたところ、地区要望事業については

平成１７年度に市の基準を決めており、石和町、春日居町は１平方メートル当たり農地で７，

６００円、御坂町、一宮町、八代町、境川町、芦川町では４，７５０円。国庫補助事業につい

ては不動産鑑定により決定している。県営事業については、県の基準により単価が決められて

いるとの回答がありました。 

 公営企業部所管では、簡易水道事業会計について給水人口、給水戸数などについて説明を求

めたところ、平成２５年度末の実績で給水人口は４１９人、給水戸数は２１３戸であり、これ

に平成２６年１１月から御坂町戸倉地区の２０戸、６０人が加わった。なお、料金体系は芦川

地区も戸倉地区も同じであるとの説明がありました。 

 また財源構成が使用料が２割、他会計からの繰入金が８割だが、この構成比の見直しについ

てどう考えるかとの質問に対し、会計の原則から言うと受益者負担による独立採算の運営が望

ましいと考えるが、受益地区が小さいので収入が少ないことや急激な料金の値上げは難しいと

いった実情がある。今後できる限りの経費削減を図りながら、経営の健全化を図っていきたい

との回答がありました。 

 上水道事業会計では、給水収益が減額されている理由について説明を求めたところ、収納率

は変わっていないが、水道の使用水量自体が年々減っている状況にある。市の人口が減る一方

で、単身者世帯が増えていることや節水器具の普及に伴い市民の節水意識が向上していること

などが要因だと思われるとの回答がありました。 

 また予備水源も含めた今後の市全体の給水計画についての考えを尋ねたところ、平成２０年

度に策定した笛吹市水道ビジョンに基づき水道事業を進めており、計画には浄水場の整備およ

び廃止についても謳われている。計画どおりに事業展開できていない部分もあるが、境川と御

坂の浄水場が完成したので２７年、２８年くらいで既存の施設の点検・調査等を行い、２９年

以降には、予備的水源の要否も含めた新たな計画の策定について検討していきたいとの回答が

ありました。 

 下水道事業関連の一般会計では、浄化槽設置整備事業補助金について詳細説明を求めたとこ

ろ、下水道計画区域外の個人住宅に浄化槽を設置する場合に設置費用の４割を補助する事業で

あり、上限は５人槽で３３万２千円、７人槽で４１万４千円である。区域内の個人住宅は対象

外となるとの説明がありました。 

 公共下水道特別会計では、一般会計繰入金１６億８，８００万円のうち交付税措置される金

額はどれくらいかとの質問に対し、地方債相当を交付されることになっているが、総務省が示

す一般会計が負担するものとされる基準内繰入額は、平成２５年度の実績で１１億３，５００万

円となっているとの回答がありました。 

 また審査にあたり公営住宅およびリニアの見える丘整備事業、ならびに八代町農産物直売所
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グリーンファーム八代の現場視察を行いました。 

 なお議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」には反対、賛成、それぞ

れ討論がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおり報告いたします。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算のうち建設経済常任委員会担当項目につ

いて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２５号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２６号 「平成２７年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２８号 「平成２７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２９号 「平成２７年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３０号 「平成２７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３１号 「平成２７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３２号 「平成２７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３３号 「平成２７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３４号 「平成２７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３５号 「平成２７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３６号 「平成２７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３７号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第３８号 「平成２７年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第４８号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第８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。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 
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 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第２０号および議案第４８号につきましては先

ほど申し上げたとおりであります。 

 それでは、議案第２５号から議案第３８号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１４案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１４案件についての委員長報告は、可決です。 

 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号から議案第３８号までは原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより各常任委員会に分割付託いたしました２案件のうち、議案第４８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。 

 本案についての各委員長報告は、可決です。 

 本案は、各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４８号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第２０号を議題といたします。 

 議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」の審議に入りますが、本件に

対しお手元に配布のとおり志村直毅君、小林始君、前島敏彦君から市営四日市場団地建て替え

事業にかかる修正案が、また古屋始芳君、上野稔君からリニアの見える丘整備事業にかかる修

正案が、また梶原清君、中村正彦君から水辺活性化事業にかかる修正案が提出されております。 

 これについては笛吹市議会会議規則第１６条の規定に基づく修正案でありますので、直ちに

議題といたします。 

 ここで、審議順序について申し上げます。 
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 まずはじめに市営団地建て替えにかかる修正案について上程・質疑を行い、次にリニアの見

える丘にかかる修正案について上程・質疑を行い、次に水辺活性化にかかる修正案について上

程・質疑を行います。 

 続いて市営団地建て替え事業修正案、リニアの見える丘整備事業修正案、水辺活性化事業修

正案、原案の順に討論を行い同様の順序で採決を進めてまいります。 

 それでは、これより市営四日市場団地建て替え事業にかかる修正案について提出者より説明

を求めます。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは議長の許可をいただきましたので、提案理由を説明いたします。笛政クラブの志村

直毅です。 

 平成２７年度一般会計当初予算案から市営住宅建て替え事業にかかる予算を削除する修正案

を提出するにあたり、その理由の説明を申し上げます。 

 まず、この修正案は市営住宅の建て替えを否定するものではありません。公共施設のあり方

については何年も前から公共施設白書の策定を求めてきた立場でもあり、これから公共施設等

総合管理計画の策定が予定されています。 

 市の住宅政策は平成２２年度に策定した住宅マスタープランに基づき、市営住宅長寿命化計

画を実施計画として市民にも公表されています。しかし今回の建て替え事業は、この実施計画

には位置づけられていないばかりか、市の保有する土地ではなく借地を新たに購入し、さらに

他の市の保有する土地に建っている住宅を廃止して、これまでよりも大きな住宅とするもので

す。 

 公営住宅には直接供給と間接供給という方法があり、人口が増加し住宅インフラが追いつか

ない時代には、公営住宅の建設により低廉な収入の住民の方々の住まいの確保に貢献してきま

した。今、時代は人口減少の局面にあり、笛吹市の人口は２０４０年には５万５千人まで減少

すると見込まれています。 

 こうした中で新たに用地を購入し、何十年も先まで使用する住宅を多額の費用をかけて建設

することしか方法はないのかということを検討する必要があります。 

 市全体で見れば市営住宅は空きがあります。また老朽化した住宅は市内に点在しています。

利便性やコミュニティの形成ということから考えれば民間物件を活用して間接供給する、すな

わち借り上げ公営住宅や家賃補助などの方法を一部導入していくことも検討すべきです。しか

しそのような検討もなく本来はお返しすれば済む借地を購入し、さらに多額の税金を投入して

建て替えるという方法に市民は疑問を感じています。まさに税金、お金は正しく使いましょう

です。 

 全国のニュースで、茨城県城里町が東日本大震災で被災し建て替えた新庁舎に引っ越しする

にあたって備品購入費１億３千万円、引っ越し費用２千万円と見積もったものの創意工夫でそ

れぞれ５０万円と３００万円に抑えたと紹介していました。そこで同町の総務課長は「いつの

間にか予算や経費が税金から成り立っているということを忘れがちになってしまう。町民の目

線で考えていくことが重要だ」といったお話をされていました。まさにそのとおりだと思いま

す。これは庁舎の例ですが、こうした考え方があるのか、ないのかが重要です。 

 この予算案をこれまでに市民の皆さま１００人以上に紹介し感想を求めました。すべての方々
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が借地を購入してまで建て替えをするということには賛同できない。民間事業者は資金繰りや

設備投資に頭を悩ませ、奔走しているというのに行政はそういう工夫をしないのですかと異口

同音に言われました。 

 私は議員として市営住宅の更新や必要な建て替えには反対していません。今回の建て替え事

業は市の保有する土地を基本に考えるべきであるという立場です。公営住宅は直接供給か間接

供給による民間住宅の借り上げや家賃補助など、さまざまな選択肢とともに全体のボリューム

の検討が必要です。しかし前提となる住宅マスタープランにも市営住宅長寿命化計画にも今回

の事業は位置づけられていません。また市営住宅は流動性も必要な観点です。特定の入居者が

何十年も住み続けることを前提とするものではありません。さらに現在、入居している方が建

て替え後にそのまま入れるという補償はなく、仮に継続して入居するとなれば相当な減額補助

が必要になります。本年２月に公表された住宅土地統計調査では山梨県の空き家率は２２％、

そのうち二次的住宅を除いても１７％と空き家率日本一です。市内にも民間の賃貸住宅物件に

は空き家が多く見られ、その中には良質なものも少なくありません。人口減少に向かう中、行

政改革大綱においても協働を打ち出しています。まさにこれからの時代には公営住宅も公民連

携で行うべきです。老朽化したものをそのままの規模で、今回の場合は長塚と広瀬と四日市場

を合計すると、さらに戸数が増えるという焼け太りと言われかねない内容であるともいえます。 

 このような内容で議員として市民からの疑問であるという声を、まさに市民の声を届けるこ

とがこの修正案を提出する後押しになっています。市営住宅の建て替えそのものに反対してい

るのではありません。その方法を合理的で節約もでき、地域経済への波及もある形を一部でも

導入しながら身の丈に合った住宅政策を展開していきましょう。そのためにもう少し検討しま

しょう。そのために当初予算での執行をすぐに議決するのではなく、いったんこの部分を外し

ましょう。この議場にいる議員の皆さん、まさに市民の代表である議員の市民感覚、市民目線

が問われている修正案です。この修正案を可決して本当に大切な住宅政策のあり方を、見直し

時期を迎えている住宅マスタープランを再検討し、今年度策定予定の公共施設等総合管理計画

を念頭にした市民に理解される議論をしていきましょう。市営住宅の建て替え、長寿命化は必

要です。そのためにも今回の予算計上は見送り、市民に理解される提案を検討していくことが

必要です。このままでは市民に議会は何をしているのかと言われてしまいます。ぜひ採決では

ご起立ください。市民が見ています。修正案を可決して本当に市民の目線を持っている議会で

あると示していきましょう。この修正案では、そのことが大きく問われているということを申

し上げ、提案理由の説明といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 続きまして、リニアの見える丘整備事業にかかる修正案について提出者より説明を求めます。 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 誠和会の古屋でございます。 

 ただいま議長からお許しをいただきましたので、修正案の提案をいたします。 
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 提案理由、平成２７年度笛吹市一般会計の予算については、リニアの見える丘整備事業につ

いて今現在は見える区間が実験線の中で、最長区間でこの市内で見ることができます。それが

観光誘客スポットとしては理解できますが、営業線では防音フードの計画があり、この計画は

投資金額が多すぎて私のまわりの市民や、また友だち等にいろいろと意見を聞く中で賛同を得

られるのが非常に難しいと私は理解しました。この２０２７年に東京・名古屋間の開業が計画

されていますが、東京オリンピックまでには一部先行開業の要望も出ている中であります。 

 現在、わが笛吹市では一番、世界中の中でもリニアの見えるというのは私も十分理解できま

す。今回の議会の中で笛新会の野澤議員が関連質問で指摘したとおりの計画であります。リニ

ア展望ビュースポットは最適の場所ですが、用地買収費や建設費があまりにも多額なため、多

くの市民から疑問視する声が多く聞かれます。２億もの多額の投資をしなくても既設の施設を

十分活用するような計画の考えにお願いをしたいと思います。 

 本予算について別途のとおり修正案を添えて提出し、修正動議の提案理由とするわけですが、

ぜひ議員同志の皆さんのご賛同をお願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 北嶋恒男君・・・取り消し。 

 質疑はほかありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 続きまして、水辺活性化事業にかかる修正案について提出者より説明を求めます。 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 誠和会の梶原清です。 

 議長の許可をいただきましたので議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算」の水

辺事業にかかる修正動議について、提案理由の説明を行います。 

 平成２７年度笛吹市一般会計予算に、笛吹市ミズベリング構想に基づく水辺活性化事業予算

が企画費と観光費に総額で１，１５８万２千円計上されておりますが、そのうち企画費へ計上

されています調査費７２６万７千円について、修正を提案するものであります。 

 ３月７日に笛吹市ミズベリング会議に参加いたしましたが、その事業はソフト事業が中心で

大変よい事業で大いに賛同できる内容でした。しかし提案している本事業については、今議会

の代表質問、また一般質問でも全会派から質問があるなど議会、市民から注目度が非常に大き

な事業であります。市では平成２７年度の最重要事業と言っておりますが、庁内での最高協議

決定機関である経営会議には、今年の１月１５日に副市長から説明があっただけで議事録は公

表されず、いつ意思決定したのか不明であります。 

 市民に対しては２月９日から市内７カ所で市民ミーティングを開催し、事業説明を行いまし

た。その折にも戦国ミュージアムについては、多くの市民から反対の意見が出たと承知してお

ります。また議会に対しても１月になってから各会派ごとの説明で、今定例会への提案とは検

討時間もなく、３５億円という大きな事業にしては急すぎるのではないかと思います。それに

２月２５日から今日までの会期の今議会への説明の中、各常任委員会での予算審議が１７日に
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終了したものの、その後の午後になってミズベリング構想の中心的事業である戦国ミュージア

ムでは理解が得られないので、誘客拠点施設に変更したと副市長のほうから説明がありました。 

 しかし、施設のテーマは武田氏風林火山関係とまったく同じく内容であり、委員会での審議

終了後の変更など議会への提出案件の重要性を市長、副市長はなんと考えているのか。市民や

議会を軽く見ているのか。このような提案審議終了後でも簡単に変更するなど、到底市民の理

解も得られるものではありません。議会においても議員間討議中であり、意見集約に至ってい

ない。またアリーナ建設では、市民の税金で１億７千万円の損失が出ております。今回はしっ

かり市民合意は必要でないか。市民の合意が得られるまで予算計上は見送る必要があるのでは

ないかということで、本事業の企画費７２６万２千円について予算の修正動議を出すものです。 

 以上、提案理由といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより、討論を行います。 

 まずはじめに市営四日市場団地建て替え事業にかかる修正案について、討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 四日市場の住宅の建設に関わる修正動議に対する反対討論を行います。 

 地方自治体の本旨は、そこに暮らす住民の福祉の向上を図ることであります。住宅に困窮し

ている低所得者に対して、家賃が安く質のよい住宅を用意するのは自治体の大事な役割であり

ます。公営住宅法の第１条では、国および地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営む

に足りる住宅を整備し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するということを目的として

おりまして、一般公営住宅の建設は社会福祉の増進に寄与するものであります。 

 さて、笛吹市では健康で文化的な生活を営むに足りる住宅が整備されているでしょうか。現

状では「ノー」であります。現在、市が管理している一般公営住宅２７６戸であります。この

提案理由の中に現在、市営定住促進住宅も入居者がなくというふうに表現してありますけども、

大変誤解を与える内容だと私は思っておりまして、入居者がないわけではありません。入居者

はいます。ただ空き家が結構多いということであります。ただし、この定住促進住宅は一般公

営住宅ではありませんので、低所得者の人は入居できません。この現在、市が管理しておりま

す一般公営住宅の２７６戸といいますのは、住宅ソースに占める整備率がわずか１．６％であ

りまして、県内１３市の中では最下位であります。県内の平均の整備率は５．１％ですので、

笛吹市の公営住宅がいかに少ないかが分かります。そういう状況ですので、入居を申し込んで

もなかなか入居できません。現在の入居待ちの人数は５３人でありますけども、昨年の９月に

比べると入居待ちの人、６人増えました。長い人で平成２０年から７年も待っている人がいる

ということであります。さらに建築年度が最も古い住宅は昭和２７年建築のものでありますけ

ども、すでに１０年以上前に耐用年数を経過している住宅は６８．８％でありまして、災害時

の倒壊も心配されるところであります。 
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 こうした古い住宅といいますのは風呂なしであり、トイレも汲み取り、ポットン便所でこの

汲み取りトイレ、２７６戸のうち１０３戸となっております。こうした危険で古い、風呂なし、

ポットン便所の住宅が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅でありましょうか。 

 今回の８，６２４万８千円の予算計上は、危険で不便なこの老朽住宅を早急に建て替えてい

くための予算であり、住宅に困窮する低所得者にとっては大いに歓迎される事業であると考え

ます。また公営住宅といいますと大体、町の中心部から遠く離れた場所にあるのがほとんどで

ありまして、車を持っていない人や高齢者、障がいを持った人にとっては毎日の生活を営むの

にとても不便なところにあるのが大体であります。そのことで最初から入居を諦めてしまう人

も少なくありません。購入予定の四日市場の土地はそうした人たちにとって日常の買い物や通

院には最適ともいえる場所ではないでしょうか。合併して１０年経過しましたけども、県内で

最も公営住宅が少ない市でありながら、この１０年間、ただの一戸も公営住宅建設しておりま

せん。住宅に困窮する低所得者の市民の立場にしっかりと軸足を置こうと思うならば、この８，

６２４万８千円の予算計上は大いに賛成であります。今後も計画的に建て替えを望みながら修

正案に対する反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に、賛成討論を許します。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ただいま議長からお許しをいただきましたので、志村直毅君が提案した修正案に賛成する立

場で討論を行います。 

 ただいまの亀山さんの反対討論の中にも今、老朽化している市営住宅の様子は皆さんにもよ

く分かったと思います。志村君もそれが駄目だと言っているわけではないです。四日市場の市

営住宅よりも、もっと古い市営住宅が一宮町の東原団地や春日居町の寺本にはあります。そう

いうところは市の土地でもう借り上げている、今の四日市場の土地とは違います。そういうと

ころを古い、四日市場より古く建てられている、そういうところを後回しにしてというのはど

うかなと私は思うわけです。 

 市の住宅関係の計画の中には、いろいろとマスタープランや長寿命化計画で位置づけられて

おりますが、２０２７年には公共施設等総合管理計画の策定も予定されております。このよう

な計画が予定されている中ですから、借り上げ住宅や家賃補助などの方法も組み合わせながら

拙速に進めることなく市の住宅、政策全体の見直しを図ることを優先すべきだと考えます。 

 よって、当初予算で計上を見送り多くの市民の理解を得られる形で再度、建て替え事業の検

討をすべきだと判断し、本修正案に賛成いたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 次に賛成討論を許します。 

 ８番、中村正彦君。 
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〇８番議員（中村正彦君） 

 先ほど、志村議員から上程されました平成２７年度一般会計当初予算案から市営住宅建て替

え事業に関わる予算を削減する修正案に賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 賛成する大きな理由は借地を購入してまで、そこに建てるという必要があるかということ。

それに疑問を感じていること。人口減少時代に量から質への住宅政策の転換が求められている

と市の計画に示されております。それにもかかわらず建て替え戸数が現状よりも増えるという

大きな２つの点があります。市営住宅の建て替えを検討する場合に、利便性ということも大切

ではあると思いますが、市で建設する住宅だけを掌握するという発想ではなく、コンパクトな

市営住宅と家賃補助や借り上げなどで民間物件を活用することを組み合わせるということも検

討すべきではないでしょうか。 

 空き家率の高い本県、本市において既存物件の有効活用で経費を削減するという考え方が市

民や民間事業者の発想であります。 

 施設や設備の更新に中小事業者に、民間事業者は知恵と工夫で対応をしております。行政に

はそのような発想がないのかという声を市民の皆さまから数多くいただいております。議員と

しても本当に必要な市営住宅のあり方を市全体の財政から検討していかなければ、その資質を

問われます。 

 住まいの確保については、国土交通省だけではなく厚生労働省でも借り上げ公営住宅制度を

活用し、高齢者等ができるだけ住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができる施

策も推進をしております。市営住宅の建て替えや長寿命化は必要であると考えておりますが、

ここで借地を購入し、さらに何億円もかけて大きな住宅を建設するのではなく、人口減少時代

の公共インフラの考え方を示して市民に分かるように議論し、検討した上で予算計上していか

なければ、私たち議員も市民には説明がつかないところがあります。 

 以上のことから今回の建て替え事業は見送りを求めまして、賛成討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 それでは市営四日市場団地建て替え事業にかかる修正案については、討論を終結いたします。 

 続きまして、リニアの見える丘整備事業にかかる修正案について討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 笛新会の北嶋です。 

 リニアの見える丘構想予算化に関わる修正案への反対討論を行います。 

 今、国家プロジェクトとして進めておりますリニア新幹線については、多くの人々が興味を

抱いていると思います。その姿を目と鼻の先で実際に見られる場所が笛吹市にあるわけですが、

ここを世に出さないなんてことになれば、行政の怠慢か力がないことを証明するようなものだ

と感じます。 

 このたびの構想を描いたことは、多くの人たちに笛吹市に来ていただいて見てもらおうとい

う地元自治体の発想として、やさしい思いやりのある気持ちの表われだろうとうれしく思って

いるものであります。 
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 八代のふるさと公園の中にも高見台ができるわけですけども、御坂町竹居地区からの眺望は

方向は逆ですが、また一段と雄大でリニアは目と鼻の先に迫ってくるもので、それに出くわし

たら感動だと思います。 

 これからこのようなビュースポットは県内外や海外にも発信し、多く知られてくると思いま

す。もし今のままにしておけば地域の皆さまに路上駐車や農地への踏み荒らしなど、大変迷惑

になることは必至だと思います。これから１０年以上も行政は何もしないわけにはいかないと

思います。地元自治体としての義務だと思います。 

 また情報によりますと、来年からは一般者にもリニア試乗運行が始まるといわれております。

時間表によって毎日の走行時間も決まってくると思うので、リニアの話題は持ちきりになるで

しょう。そうなれば笛吹市の名所スポットとしては多くの知るところとなりましょう。リニア

の見える丘とミズベリング構想の数々をうまくマッチさせて、これからの笛吹市の観光や産業

の振興策として大事に育てていかなければと強く感じているところであります。 

 ここ数年の間に整備することができれば、大きなチャンスだと思います。営業線になったと

きにはリニアが動く姿は外からは見えなくなるかもしれませんが、決して無駄になることはな

くリニアが通っている姿を想像しながら、甲府盆地からアルプスの山々の眺望はいつの時期で

も訪れた人々を満足するものと思っております。また夜景スポットとしても名所になっている

ところでございます。 

 多くの人々に来ていただいて、安心で安全で景色が見られる場所はぜひほしいところです。

その場所に合った用途でいいですので、決して立派な東屋などは考えものと思いますが、これ

からじっくり議員間の協議もしながら納得するものを計画するよう要望するものであります。 

 以上のような見解を述べさせていただきまして、修正案への反対討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 修正案に賛成の討論を行います。 

 このリニアの見える丘整備の予算でございますが、すでに一般質問の関連質問で野澤今朝幸

議員が的確に指摘しました。土管のようなフードがいつどれだけ設置されるかも調べていない

とのこと、車両がちょこっと見えるか見えないかも分からない、現状ではそういう状況です。

現状では１日数本、しかもいつ来るのか分からないリニアの車両を待つ見学者がどれだけ来る

というのでありましょうか。そして現在でもあの場所、リニアのマニア、あるいは写真のマニ

アという方が言っていました。あそこの近いところにできても、それよりか３０度の角度があ

るところのほうが写真としては本当にいいものが撮れる。見学場所としたら現状で十分だと、

こういう発言を市民ミーティングでされていたことを思い出します。 

 そして現在ふるさと公園、それから一本杉は現在でも駐車場が確保され、公園として利便性

がしっかり確保されております。あえて２億円かけて、なぜこのような調査も十分されていな

い中で予算化するのでしょうか。これは思いつき以外、何ものでもありません。今のままで十

分ではないでしょうか。 

 またリニアの見える丘の宣伝、現状の宣伝は結構です。しかし私は思い返します。ホタルの

里宣伝、ホタル見学ツアーの宣伝を思い出しました。まだホタルは数匹しか見られない段階で
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の誇大宣伝。私はそのとき恥ずかしくなりました。こんなことで信頼され、愛される観光地づ

くりができますか。同じことを繰り返してはいけません。 

 具体的な話はすでに一般質問、関連質問で行われましたから細かいことは言いません。こん

ないい加減な計画で大切な財政を使ってはいけない。市民の気持ちをも逆撫でするものだとい

うことを強調しまして、修正案に賛成討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤です。 

 変節漢の野澤と言われそうですけども、たしかに岩沢議員の一般質問のときに私はもう１０年

も危ないようなリニア、しかもそれも確保できるかどうかということで疑問を呈しました。こ

の間、先ほどの建設経済の委員長報告にもありましたようにまさにあそこをナイトスポット、

こういう考え方があるということです。私は言うまでもなく笛吹市の観光は宿泊観光です。夜

どういうふうにお客をここに留めるか、そういう観点が今まで弱かったと思います。先ほども

ちょっとホタルの話も出ましたけれど、あれはまだまだ努力が足りない。今のあのままだった

らドブに金を捨てたようなものだと私も思います。やっぱりナイト観光というものをしっかり

していく。私は個人的になりますけれど大野寺に親戚があります。よく行きます。あそこから

の本当に夜景は素晴らしいものがあります。小林始議員もいますけれど、本当にいいものがあ

ります。ちゃんと夜の時間にどのように観光をつくっていくか。この観点がなければ、宿泊観

光できる笛吹市には、非常に弱いものがあろうかと思います。そういう可能性まで私は信じて、

今回変節漢と言われると思いますけれど、リニアだけではもちろん反対です。その可能性は本

当にゼロに近いものだと思いますので、そういう可能性を信じて修正案、削減の修正案に反対

する立場での討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 賛成討論を許します。 

 ありませんか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 リニアの見える丘整備事業にかかる修正案について、討論を終結いたします。 

 続きまして、水辺活性化事業にかかる修正案について討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤です。 

 議長の許可を得ましたので議案第２０号 「平成２７年度一般会計予算」に対する修正案、

具体的には水辺活性化事業７２６万２千円の削除を求める修正案に反対する立場から討論を行

います。 

 この事業費の内容は不動産鑑定委託料１３０万円、そして調査委託料５４０万円が主なもの
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であります。総額３５億円ということが先に立っていますけれど、それから考えると本当に第

一歩を踏み出せるかどうかという事業費であります。 

 内容的には今言ったように不動産鑑定ですから枠組みですね、空間的枠組み、そして調査委

託料のほうも５４０万円ということですけれど、ご存じのようにこれにはいくつもの施策が組

み込まれていますので、具体的にそれを決定づけるようなものではなく、あくまでも方向性を

どういうところに求めたらいいか、それを見定めるものであろうということで間口も非常に広

い調査であろうかと思います。これは再三、われわれの調査委員会のほうでも、われわれの総

務委員会のほうでもありましたけれど、これは議会、市民に判断材料を提供するものであると

いうことで、なんら合意されたというふうにはわれわれも考えていません。そういう意味で執

行部のほうのちょっと整理ができていないんではないかというふうに思います。 

 なぜかと言うとやっぱりミーティング、市民ミーティングのときも、議会への説明も理解を

求める、こういう言い方を何回もしました。これはおかしいと私は思いますよ。これは意見を

求めるということであって、理解を求めるというのは決まっていることをそのようにしましょ

うという話ですから。今後のまだまだ長い調査とその結果において、この理解を求めるという

言い方は、やっぱりちょっと立ち位置を疑われるとういふうに思います。出したものに対して

意見を求める、こういう立場であるべきであろうかと思います。理解を求めると言いながら実

際は意見を求める、そういう状況にあるわけで、市民ミーティングでもそういうことであった

わけです。 

 こういうことで、私はそういうまず第一歩ということでの調査委託料、これは必要であろう

かと思います。このあともたぶん賛成討論で、削減賛成討論でいろいろな理由が、削減のいろ

いろな理由が挙げられると思いますけれど、もう１つこの事業の可否にとって重要な論点があ

ろうかと思います。これは皆さんもご存じのように１年半前、あそこが太陽光パネルに変わっ

てしまおうというようなところから始まって、やはりあの土地の問題はどのようにするかとい

うことが非常に重要で、これは土地ですから相手のあることです。これは副市長が何回か言明

していますように、この用地の交渉問題、これは今年度いっぱいにその目安をつけるというこ

とでありますので、相手との審議の問題もあります。これはなかなか難しい問題で、私はこれ

は積極的な賛成の、予算をそのままという意味での賛成の積極的でなく消極的な意味でこの予

算に賛成ということなんですけれど、もう１つ言うまでもなく観光産業は本笛吹市にとって中

軸の産業であります。ご存じのようにずっと凋落傾向にあります。これに石を投じて波紋がちょっ

とまだ大きくないですけれど、波紋、石を投ずるそういう調査であろうかと思います。執行当

局とそして市民、そして議会、こういうところで熱い論議をしていく最初の一投であろうかと

いうふうに私は思っています。この調査が先ほど言ったように、常に市民の議会の意見を求め

る、こういう立場であればアリーナのトラウマがあるわけなんですけれど、その二の舞にはな

らない。また議会もそういう立場で一貫して、私はそういう立場で一貫しています。そのよう

な熱い議論を期待しまして今回の調査予算には賛成であり、これを削減を求める案には反対す

るものであります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 修正案に賛成の討論をいたします。 

 先ほど反対討論がありましたけども、趣旨はほとんど私、同じです。ぜひそういうことであ

るならば、今議会でなくても６月議会もあるわけなんですね。そういうことで、ぜひきちっと

コンセンサスをとって調査しようということにしていただきたいと思います。 

 そして１つ違うことは、市の説明でもはっきりしているようにこの調査予算を持ってプロポー

ザルまでいくんだというのが市の説明です。プロポーザルというのは伊達に、どれも採用しな

いかもしらないけども、プロポーザルを出してもらいますよという話ではないわけなんですね。

基本はそのプロポーザルのどれかよいものを選ぶというのを前提としているわけなんです。で

すからそこまでいくと説明されている今回の予算について、私は賛成することはできないので

はないのかなというふうに思うわけです。 

 それでこの計画について市民の声、市民の知恵、市民合意は後回しでまず東京のイベント会

社の提案を受ける。そして市が建設して運営は東京の会社に任せる。これでは市民はどこへ行っ

てしまうのかということです。市民は外から持ち込まれた、外の知恵で全部お任せのものに、

そのおこぼれに預かろうというのかという疑問を感じます。それでは本気でまちづくり、石和

観光地づくりに責任を持とうということにはなりません。やり方が間違っています。 

 次にテーマパークやテーマ館というものは、テーマや企画によって来客者は３０万人にもな

れば１万人を切ることだってあるわけなんです。当初戦国ミュージアムで集客２０万人とか３０万

人、あるいは宿泊客を２０万人増やすと言っておりましたけども、戦国ミュージアムという言

葉を白紙にしても、企画を変えても同じ２０万人集客というのは、これはテーマ館をつくると

きのやはり常識から外れているんではないですか。 

 もう１つ民間に提案してもらい、民間が運営すれば必ず儲かるという話ですが、民間がやっ

て破綻した例は枚挙に暇がありません。必ず儲かると言った途端、それは違います。私はアウ

トだと思います。客が来なくなったら公民館にでも何にでも使えという副市長の話ですが、公

共施設の再配置がテーマになっている昨今、そんないい加減な話で公共施設を造っていいんで

しょうか。また集客施設が公民館になってしまったら、あの場所が石和温泉の集客の２０万人

プラスするというものがなくなってしまうんです。そうすれば、また石和温泉の宿泊客２０万

人減るということにはならないでしょうか。 

 長期的なまちづくり、観光地づくりの拠点と位置づけているのではないですか。あまりにも

無責任です。観光の活性化は市民、観光関係者のまちづくり、観光地づくりのコンセプトの共

有と熱意が第一であり、それ抜きで成功するなどということは考えられません。まずそのこと

をやろうではありませんか。その上で都会の方々や専門家の意見も聞くという態度が正しい態

度ではないかと思います。現時点での予算計上、調査費の計上には反対いたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 （ な し ） 

 引き続き、賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 ほか討論はありませんか。 

 （ な し ） 



 ２１５ 

 それでは水辺活性化事業にかかる修正案について、討論を終結いたします。 

 続きまして議案第２０号 「平成２７年度笛吹市の一般会計予算」の原案について討論を行

います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 １つの議案が修正案も含めて数が増えましたので、分割した討論になってしまいました。何

度も出てきて大変失礼いたします。簡潔にはいきません。 

 今回の予算の特徴についてであります。 

 ２７年度予算の特徴を一言で言うと諦め、萎縮とその裏返しの一発逆転、冒険主義予算だと

私は思います。長期財政計画というものは財政運営の羅針盤です。ところが平成２７年度一般

会計予算は壊れた羅針盤、長期財政推計に基づいてつくられた歪んだ予算であります。予算の

編成の最終版、１月５日に１０年後の平成３６年度には基金を使い果たし、笛吹市財政を破綻

するという長期財政推計というものが出されました。そして議員および幹部職員にその推計が

示され、説明されたのでした。その結果、各課ではこれほど財政が厳しいなら諦めざるを得な

い。市民のために必要な予算も削られることになりました。 

 一方でちゃんとした検討もなく成長戦略、活性化の起爆剤事業が盛られたのであります。先

ほど言いましたリニアの見える丘整備事業、あるいは戦国ミュージアム構想などというもので

あります。 

 ところがこの長期財政推計、私たち共産党議員団の財政推計の方法には大きな欠陥があり、

１００億円以上の修正が必要であるという指摘によって、１カ月後２月９日には芦川の市民ミー

ティングではじめて出されましたが、平成３６年度で基金残高をちょうど１００億円、増やし

た今後の財政見通しという試算が出されました。このときもまだ大きな見落としがある。今年

の決算が出れば、これがまたその差は大きくなるというふうに私は予言しております。間違っ

た財政推計のもとにつくられた歪んだ平成２７年度一般会計予算でございます。 

 次に市政の役割を忘れた経営主義、行革路線の矛盾が露呈しています。私はこのままでいく

と共同体意識が薄れる結果となり、逆にコストの面でも高コスト、非効率の共同体、社会にな

ることを恐れております。また財政に関する説明では意図的なごまかしか認識不足か、いずれ

にしても不正確で一面的な説明がこの間、されてきました。 

 まず歳出について市税の減少は市民の所得低下、地方経済疲弊によることに注目しなくては

なりません。また歳入増の最大のものは地方消費税の増税による歳入増４億３，７００万円で

す。すなわち国民、市民の負担が増え市民の暮らしが大変厳しくなっているということにも注

目しなければなりません。一般会計予算の説明で最大の増額となる地方消費税交付金に触れら

れていないことは市の目線がどこを向いているのか、その認識を疑うものであります。 

 次に下水道会計と一般会計の関係についてです。 

 市民ミーティングで誤ったメッセージが繰り返されました。下水道会計の繰り出しで本来の

一般会計の仕事にしわ寄せがくるという説明です。下水道事業は公衆衛生上も環境向上面でも

極めて公共的事業であり、普通税など一般財源を投入することは当然であります。ただし、下

水道敷設区域が限定され、特別な利益をその地域の人々が得るという考えのもとに負担金や利

用料を取ることができるとされているものであります。 
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 そのために単一会計主義の原則の例外として下水道事業会計をひとくくりにして、特別会計

としたものであります。下水道事業も立派な一般財源を投入すべき本来の事業であります。 

 もう１つ、不公正なメッセージは一般会計から１７億円も繰り出しをしているという説明で

す。これは間違っていません。しかし下水道事業をやっているからこそ、交付税に下水道事業

分として１０億、１１億が上乗せされているのです。このことは紹介されない自主財源からの

出費がいかにも大きいかのような説明をしました。自主財源からの出費は約６、７億円でござ

います。たしかに大きい。しかしこれは合併処理浄化槽事業で下水道事業の縮小をすべきとい

う私たちの提言を長年にわたって無視してきた結果でもあります。欠陥のあった方法に基づく

長期財政推計はその欠陥の一部、１００億円ほど修正されました。しかし１月５日付けの長期

財政推計はいまだ撤回されておりません。行政は間違いはしない。間違っても認めないという

姿勢です。これではいけません。もっと率直になっていただきたいと思います。 

 そして予算説明を見ますと、いろいろなメニューが述べられていますが、市民の状態に関す

る分析がなく市民と共に進める施策展開の戦略がないことです。ほとんどの問題解決と前進の

ための鍵は現場で職員と住民が一緒に汗をかくことです。その結節点は支所にあります。その

視点が欠落しているのであります。 

 次に個別的なものを申し上げようとしたんですが、１つは先ほどのミズベリング、これらは

リニアの見える丘は省略します。各支所職員の１名の減。今、地域コミュニティの強化が改め

て重視されています。特に東北大震災以降、そのことが強調されています。国もそこに着目し

て合併自治体の支所の経費と地域関係の交付税を上乗せすることになりました。各区の区長さ

ん、ボランティア関係者、市民から支所は金がない、人もいない、権限もない、行っても逃げ

てばかりいるという声が聞こえてきます。しっかりした相談相手になってほしいという声が挙

がっております。ところが今年度予算では市職員、予算の減、なぜそうなったか。１つは１０年

後には財政破綻というすり込みや思い込み、もう１つは経営主義に基づく行革の数値目標の一

人歩きです。自治体として何が必要か、支所に求められている機能は何か、方針も検証もない

まま数値目標だけが一人歩きしているのであります。地域との接点、住民との接点で市民と共

によりよいコミュニティをつくる大切さを見直してください。本庁の机の前の仕事がえらいん

ではありません。このままでは市役所も職員も歪んでしまうと私は心配しているのであります。 

 もう１つ、新規就農者支援制度３０％カットされました。農業後継者、やはり軸になるもの

であります。これをカットしたことはとても認められません。従来、予算に反対するときでも

よいことはよいと評価すべき事項を列挙してきました。今回は１点だけ申します。公営住宅の

多くは健康で文化的な最低限度の住宅とは言えません。この点について、やはり評価したいと

思います。やっと公営住宅が具体的に動き出したということです。 

 最後に市長は方方のあいさつの中で民主主義、住民主権、平和、協働、市民の暮らしなど自

らの言葉で素晴らしいことをおっしゃっております。そのことと市の施策、２７年度予算が重

ならないのです。なぜか。私は市長も他の職員と同様に壊れた羅針盤を信じきっていた。１０年

後には基金も枯渇する。金もない、打つ手がないという心境だったと想像します。一方、どこ

からか持ち込まれた観光など産業活性化の起爆剤になり、投資額も回収できるという儲け話に

期待を寄せたのではないかと想像します。基金は枯渇しません。その基金も堅実に使いながら

市民と共にプラス思考で市民の暮らしと明日の笛吹市を築く財政運営に転換することを期待し、

日本共産党議員団の平成２７年度予算に対する反対討論とします。 



 ２１７ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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します。 

 続いて、賛成討論を許します。 

 ありませんか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 原案に対する討論を終結いたします。 

 それではこれより議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対する市

営四日市場団地建て替え事業にかかる修正案について、採決します。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのまま指示があるまでお待ちください。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 起立７名。よって起立少数です。 

 ゆえに議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対する市営四日市場

団地建て替え事業にかかる修正案は否決されました。 

 続いて議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対するリニアの見え

る丘整備事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、指示があるまでそのままお待ちください。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 起立８名。よって起立少数です。 

 ゆえに議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対するリニアの見え

る丘整備事業にかかる修正案は否決されました。 

 続きまして議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対する水辺活性

化事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認しますので、指示があるまでそのままお立ちください。 

 （ 起 立 少 数 ） 

 起立８名。よって起立少数であります。 

 よって議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」に対する水辺活性化事

業にかかる修正案は否決されました。 

 続いて、これより原案について採決いたします。 

 原案について、賛成の方の起立を求めます。 

 確認しますので、指示があるまでそのままお立ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって議案第２０号 「平成２７年度笛吹市一般会計予算について」は、原案のとおり可決

されました。 



 ２１８ 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第２６ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長が指名することに決定いたしました。 

 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に雨宮富美雄君、宮川保夫君、山本友貴君、

相川孝君を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長が指名した方を新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 ただいま指名した方が新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第２７ 工事入札に関する調査の終了についてを議題といたします。 

 本件につきましては、平成２５年第２回臨時会において工事入札調査特別委員会を設置、工

事入札に関する事項について調査を行っておりましたが、お手元に配布のとおり調査特別委員

会委員長より調査の終了に伴い、笛吹市議会会議規則第１０１条の規定により調査結果につい

ての報告書が提出されましたので、同規則第３７条の規定により議題とし本調査の終了を諮る

ものであります。 

 お諮りします。 

 本件については、質疑・討論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、本件は質疑・討論を省略することに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 本件については、工事入札調査特別委員会調査報告書の提出をもって調査を終了といたした



 ２１９ 

いが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 これをもって、工事入札に関する調査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は５時２０分といたします。 

休憩  午後 ５時０５分 

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

再開  午後 ５時１９分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 ただいま市長より５件の追加案件が、また野澤今朝幸君から所定の賛同者とともに１件の発

議が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第２８ 同意第１号から日程第３２ 同意第５号までを一括議題とし、提出議案に

対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は、恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任

に伴う同意案件５件であります。 

 はじめに同意第１号 「稲山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について」

でありますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および稲

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治氏、石倉和男氏、保坂清悟氏、

山本茂弘氏、小澤秀師氏、小林満夫氏の６名について議会の同意をお願いするものであります。 

 次に同意第２号 「牛ケ額恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について」

でありますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および牛

ケ額恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により堀内始氏、大木博樹氏、小島重人

氏、神澤隆彦氏、窪田栄一氏、國京司氏の６名について議会の同意をお願いするものでありま

す。 

 次に同意第３号 「大口山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について」

でありますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および大

口山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により中川恭彦氏、雨宮茂雄氏、土屋公
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夫氏、藤巻君男氏、望月毅氏、網倉正治氏、早川芳仁氏の７名について議会の同意をお願いす

るものであります。 

 次に同意第４号 「崩山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について」で

ありますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および崩山

恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により丹澤勝仁氏、岩谷駒雄氏、溝呂木喜美

氏、斉藤猛司氏、横内禎久氏、斉藤美隆氏の６名について議会の同意をお願いするものであり

ます。 

 次に同意第５号 「春日山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について」

でありますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および春

日山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により飯田元康氏、角田公義氏、岡元氏、

加納由文氏、川口勝彦氏の５名について議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、同意案件５件ともいずれも任期は平成２７年４月１日から４年間となります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上ご

議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、同意第１号から同意第５号までの５案件を議題とし質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております５案件については、会議規則第３６条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。 

 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、同意第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第２号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 
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 討論を終わります。 

 同意第２号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第２号は原案のとおり同意することと決しました。 

 次に、同意第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第３号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第３号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第４号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、同意第５号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終わります。 

 同意第５号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第３３ 発議第１号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 野澤今朝幸君。 
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〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 発議第１号 

 平成２７年３月２０日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

賛同者 

笛吹市議会議員 上野  稔 

   〃    小林  始 

   〃    中川秀哉 

   〃    渡辺正秀 

 工事入札の改善を求める決議について 

 提案理由 

 笛吹市議会では、倉嶋清次市長就任後約１年間における工事入札に対して発せられた疑義を

明らかにし、再度疑義の発生することのないようにするため地方自治法第１００条に基づき調

査特別委員会を設置し、このほどその調査結果の報告書を得るに至った。 

 調査報告書は今後の工事入札が透明性の確保、公正な競争の推進、不正行為の排除、そして

適正な工事施工の確保をより一層高いレベルで実現するよう、具体的な提案を行っている。 

 ついては本笛吹市議会は執行当局に対し、この工事入札改善につながる具体的な提案に真摯

に対処するよう要請するために本決議案を提出するものである。 

 なお、決議案の決議文についてはお手元に配布のとおりであります。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本案については質疑、討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は質疑、討論、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 こののち決議文を市長に提出いたし、期日を示した中でそれに対する回答を求めたいと思い

ます。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３４ 「閉会中の継続審査について」を議題とします。 
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 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ました案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年第１回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本議会は２月２５日から本日までの２４日間の日程で開催されました。正副議長をはじめ議

員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ上程いたしました提出案件のすべて

につきまして、慎重なる審議に努めていただき感謝を申し上げます。 

 また代表質問および一般質問におきましては、市政の各分野につきまして多数のご質問をい

ただきましたが、いずれも厳正に受け止め市政発展のため生かしてまいる所存でございますの

で一層のご協力をお願い申し上げます。 

 本日、追加で提案させていただいた案件を含め提出した案件すべてをご承認賜り、ここに総

額３３７億４，４００万円の平成２７年度一般会計予算が成立いたしました。感謝いたします。

ご議決いただいた予算に基づき、公平で公正な視点を欠かすことなく２７年度の業務を執行す

るとともに健全で安定した財政基盤を確立するよう努めてまいります。 

 平成２６年度も残すところ１０日ばかりになりました。新しい年度は地方創生元年とも言う

べき年度であり、先ほどご議決いただいた予算に盛り込まれた各種事業に全力で取り組みつつ

市役所組織や公共施設の見直しにも取り組むべき年度であります。これからの笛吹市と市民生

活に大きく関わる取り組みとなりますので、市民の皆さまのご意見を伺いながら出足よく取り

組んでまいる所存であります。 

 さて、穏やかな春の訪れを感じさせる季節となってまいりました。暖かい季節の到来を受け

先日の３月１日、婚活事業として日本一早い花見婚を友好都市新潟県胎内市との合同企画で開

催し、胎内市から１５名の参加を含む４９名で行われました。文字通り本市自慢の日本一早い

桃の花見ができるハウス桃園の中で、春の兆しを感じながら和やかな時間が過ごされたと聞い

ており、成果として５組のカップルが誕生し、そのうち２組が本市と胎内市との組み合わせで

あったとのことであります。このたびのご縁により結ばれたつぼみが末永く実っていくように

期待するところであります。 

 本市は、これから１年で最も美しい季節を迎えます。先日、山梨県果樹試験場が今年の桃の

開花開始予想日を４月５日と発表したところであります。笛吹市桃源郷の日である４月１０日

を迎えるころには、市内全域で桃の花を中心とした色鮮やかな景観が眺められるものと期待し

ております。桃源郷の日４月１０日には、昨年に引き続き八代小学校２年生が桃源郷への思い

を託したメッセージとハナモモの種を付けた風船を大空に放つ企画を催し、また夜８時からの

一宮大文字焼き、春日居笈形焼き、八代ふるさと公園での記念花火の打ち上げなど日本一桃源
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郷の日をアピールしてまいります。 

 次に春季恒例イベントについて紹介します。 

 明日３月２１日より４月２７日までの期間、桃源郷春祭りを開催します。市内一面がピンク

一色に染め上がった桃源郷を多くの皆さまにご堪能いただくとともに、花いっぱいのまちづく

りが１年を通じて体感できるよう、市民の皆さまの参画をお願いしたいと思っています。 

 花祭りでは今年も市内全体が花のテーマパークとなるよう工夫を凝らし、八代ふるさと公園

を拠点としながら各地での特選花見散策、市内７カ所の七福桜ライトアップや笈形焼き、大文

字焼きの点灯、さらに石和春日居温泉街の２００本の桜並木がライトアップされ、芸妓さん

１５０名による石和花神輿が華やかに温泉街を練り歩きます。 

 ４月５日は３，３００人のランナーが駆ける笛吹市桃の里マラソンを、２６日には９００人

の鎧武者が戦国時代さながらに戦いを再現する川中島合戦戦国絵巻を開催します。訪れる観光

客の皆さまのために、石和温泉駅を起点とした春の花見バスやタクシー協会のご協力をいただ

いて石和温泉駅とふるさと公園とを格安料金で結ぶ春の花見定額タクシーも運行いたします。 

 ４月１７日・１８日には全国の桃産地に呼びかけ、全国桃サミットｉｎ笛吹を開催します。

このサミットを機に笛吹市産の果実が世界で飛躍して、農家所得の向上や経営基盤の強化に結

び付けていきたいと考えております。 

 この春、本市を訪れる多くのお客さまを市民の皆さまと共におもてなしの心と笑顔でお迎え

し、より活気に溢れ多くの皆さまが元気になるようなお祭りにしたいと考えております。 

 結びに議員各位におかれてもさらなるご協力をお願いし、閉会のごあいさつといたします。

ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、平成２７年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ５時３９分 
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