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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第２回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 去る８日笛吹市も梅雨入りし、この時期になりますと飯田龍太先生の「かたつむり 甲斐も

信濃も 雨のなか」の句が思い出され、５月の猛暑と少雨を受けた恵みの雨のありがたさと異

常と通常の境界が曖昧になった自然現象の脅威を痛感する今日このごろであります。 

 一方、私どもを取り巻く地方経済も企業決算が出揃うこの時期、大手上場企業が空前の黒字

を計上するかたわら以前足並み低迷しており、その先行きはまったく不透明であります。 

 政府でただいま進行中のまち・ひと・しごと創造に関する総合戦略も縦割り行政、全国一律、

ばらまき、表面的、短期的施策が懸念されるところであります。 

 国に言われるまでもなく地方は活気を取り戻そうと必死であります。規模はともあれ現場が

それぞれ自らの生き残りをかけて知恵を絞ってこそ、地方創生の道が開けるのではないでしょ

うか。現場の努力を生かすためにも現場のことが分かる地域の司令塔、監視塔として笛吹市議

会もまもなく全議員の長年の懸案でありました議会基本条例制定によって、しっかりと議論し

市民の声を問題提起し、施策提言をいたし役割を遂行してまいる所存であります。 

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

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第１５番 渡辺清美君および 

 議席第１６番 亀山和子君 

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。 

 本定例会の会期は、本日から６月２６日までの１６日間としたいと思います。 
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 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、本定例会の会期は本日から６月２６日までの１６日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

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

委員会に付託いたします。 

 次に、監査委員から平成２７年２月分から平成２７年４月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

ます。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 報告第３号から日程第３５ 議案第６３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年笛吹市議会第２回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

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

各位ならびに市民の皆さまにご理解を賜りたいと存じます。 

 まず、農業に関してであります。 

 このところの高温により果樹の生育が若干早まっておりますが、雨の影響により桃の受粉等

の作業に遅れを生じ、今後の生育が心配されるところであります。 

 昨年の雪害からの復興に関しては、再建が完了した施設の割合が現在２割程度であります。

すべての農家が年度内には復興できるよう、全力で支援してまいります。 

 ご案内のように４月１７日・１８日の２日間、全国の桃産地３２団体の関係者約３００人が

参加し、第１回全国桃サミットｉｎ笛吹を開催し日本一桃源郷笛吹市を大いにアピールしたと

ころであります。今後は、設立された全国桃産地協議会を足場に桃の世界市場への売り込み等

につなげてまいります。 

 世界農業遺産の登録に関しては峡東三市が連携して取り組むこととし、去る３日に後藤知事

にバックアップを要請したところであります。ハードルは決して低くはありませんが、歴史に

根ざした果樹地帯を世界にアピールするチャンスなので、果敢に挑戦していきたいと考えてお

ります。 

 なお去る４月３０日に開催した笛吹市植樹祭では、議員の皆さまをはじめ大勢の市民の参加

を得て植樹を行いました。今後とも花いっぱい、緑いっぱいの笛吹市を目指して取り組んでま

いります。 
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 次に、観光についてであります。 

 先月２７日に山梨県が公表した平成２６年山梨県観光入込客統計調査結果によりますと、県

全体の観光入込客数は前年比１．１％増で３千万人を超えました。中でも外国人宿泊者数は前

年比９１％と大幅に増大しており、こうしたことを反映してか峡東圏域の伸びは富士・東部圏

域より大きく、前年比４．５％の伸びとなっています。峡東圏域の中でも石和温泉・果実郷周

辺は前年比８．３％と大きな伸びを示しております。市としても、このチャンスを生かすべく、

インバウンドに一層力を入れることとし過日、副市長をフィリピンに派遣し旅行業者、政府関

係機関等に働きかけてまいりました。地方創生の交付金を活用するなどして、人材の強化その

他受け入れ体制の整備を県や観光関係者と連携を図り、積極的に取り組んでまいります。 

 市の玄関口である石和温泉駅も３月２５日に駅舎橋上化と南北自由通路の一部が完成し、供

用を開始しました。目下、今年度の全面供用開始を目指し北口駅前広場、観光案内所、エスカ

レーター等の整備を進めております。 

 観光集客をより一層強固なものにするために、ミズベリング構想に基づく事業への取り組み

を一層加速します。本年２月から市民ミーティングを行い、理解を求めてきたところでありま

すが、内容が正確に伝わらない部分もあったことから、４月からは各種会議等の開催時に時間

をいただき、説明を行ってまいりました。また、ミズベリング構想の具体化に向けたアイデア

募集チラシを全戸に配布し、特に関心の高いＮＴＴ用地の誘客施設の整備や活用方法等につい

て、市民の皆さまから１００件以上のご意見等をいただきました。今後とも事業の内容説明を

継続して行っていくとともに、いただいたアイデア等をもとに誘客施設の建設管理運営提案を

プロポーザルの形で幅広く、さまざまな事業者に求めていく予定であります。 

 この間の観光イベントについて申し述べます。 

 春のメインイベントの笛吹市桃源郷春まつりは、境川町の水芭蕉を皮切りに５月末の芦川の

スズランまで２カ月余の間、観光客の皆さまには次々と咲き誇る花々を満喫していただいたと

ころです。 

 ４月１０日の笛吹市桃源郷の日には、八代小学校２年生の手で花桃の種に手紙を添えた風船

を大空に放ちました。川中島合戦戦国絵巻は、合戦参加者の応募がすぐに定員に達するほどの

人気で、天気にも恵まれ成功裏に終了することができました。 

 今後は桃・ブドウの収穫期に向けて、観光農業の出番とともに夏の風物詩 石和温泉花火大

会を中心とする笛吹市夏まつりへの集客に力点が移ります。多くのお客さまを迎えることがで

きるよう、宣伝活動を積極的に行っているところであります。 

 次に、いわゆる地方創生に関連する取り組みについてであります。 

 現在、人口ビジョンおよびまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたって、計画策定に

必要な資料の調査、分析作業に入るのと並行して庁内において施策の取りまとめを進めており

ます。また、今後の施策の取りまとめと事業の円滑な推進に資するため、市民、産業界、官公

庁、大学、金融界、労働界、メディアといった幅広い推進組織を設立するための準備を行って

おります。国の優先的支援が得られるよう、本年度早い段階での策定を目指してまいります。 

 地方創生の関連では、交付金を活用して市内の消費喚起を図るため、笛吹市商工会の協力の

もと、額面１万２千円のプレミアム付き商品券を１万円で６月５日から７日にかけ約４万セッ

ト販売したところであり、引き続き子育て世帯の生活を支援するため、子育て応援商品券を支

給します。市内に住所を有する未就学児童１人につき商品券８千円分を６月中旬に発送できる
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よう準備を進めております。 

 次に、ふるさと納税の状況についてご報告申し上げます。 

 本年度から寄附の方法として現金や振り込み以外にもクレジットカード払いを取り入れ、お

礼の品も特産品等を中心にグレードアップし、分かりやすいパンフレット作成やウェブサイト

から寄附申請が行えるなど、より簡単にご寄附いただける工夫をいたしました。これにより多

くの皆さまからご寄附をいただいており、すでに４月から昨日までで昨年１年間の寄附金額、

総件数を超えております。 

 今後も引き続きご寄附いただいた皆さまのお心を大切に、笛吹市へお越しいただけるような

お礼の形も加えつつ、全国の笛吹市ファンを増やしていけるよう努めてまいります。 

 次に、福祉・市民生活に関わる施策についてであります。 

 まず、新たな福祉相談窓口についてであります。 

 障がい者のための相談支援の総合窓口として本年４月１日、福祉総務課障害福祉担当内に笛

吹市障がい者基幹相談支援センターを開設いたしました。専門の相談員が常駐し、障がいの種

別や年齢、手帳の有無を問わず障がいをお持ちの方やそのご家族等からのさまざまな相談に対

応できる体制となっております。 

 また本年４月から施行された生活困窮者自立支援法に基づき、新たな生活困窮者対策として

自立の支援に関する相談および就労の支援窓口を生活援護課内に設置しました。これまでに

２４件の相談があり、今後も生活困窮者に対し早期の支援を行えるよう進めてまいります。 

 次に災害時要援護者台帳の整備についてであります。 

 平成２５年６月の災害対策基本法の一部改正により災害時要援護者台帳の作成が義務付けと

なりました。これを受けて平成２５年度に要援護者台帳システムを構築し、平成２６年度には

市が把握した約１万人の対象者に対し、関係機関等に情報提供して良いか否かの同意確認を行っ

たところであります。これを受け今後は区長、民生委員等を中心に対象者一人ひとりの支援計

画を作成していただき、それをもとに台帳を整備して地域での支援体制を整えていただくこと

となります。すでに５月中に行政区に対しての説明会を開催し、同意確認ができた対象者４，

８００人余りの台帳整備に向け確認、把握作業について協力をお願いしたところであります。 

 防災に関連して、もう１件ご報告申し上げます。 

 防災行政無線放送が聞き取りにくい地域にお住まいの方や耳の不自由な方などにも必要な情

報をお届けできるよう登録いただいた方の携帯電話やパソコンに、放送内容を文字情報で配信

するサービスを６月から開始いたしました。 

 なお、このほかすでにケーブルテレビによるデータ放送や電話による防災行政無線聞き取り

サービスも行っているところです。 

 次に、男女共同参画の推進についてであります。 

 本年度、第３次男女共同参画プラン案を策定するため、無作為に抽出した市民１，１００人

に市民意識調査のアンケートを送付しました。市民と行政が一体となり“わたしらしく、あな

たらしく生きる”を合言葉に市民誰もが相互に認め合い住みやすく、子どもたちに輝く未来を

託すことができる男女共同参画都市 笛吹市の実現に向け、結果をもとにプラン案の策定に取

り組んでまいります。 

 次にラジオ体操についてであります。 

 笛吹市１０周年記念事業の一環で準備を進めてきたもので、７月３０日に清流公園を会場と
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し夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会を実施することとし、株式会社かんぽ生命保険、ＮＨ

Ｋ甲府放送局、山梨県ラジオ体操連盟等と準備を進めております。これを機にラジオ体操の普

及に努め、市民の健康増進につなげてまいります。 

 次に教育・子育て関係であります。 

 まず、子育て支援事業であります。 

 ご案内のように本年４月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。これは地域の

実情に応じて教育、保育の場を増やすことで子育てしやすく、働きやすい社会の構築を目指す

ものであります。 

 特に保育においては、保育所の活動として異世代間の交流や地域行事への参加を促進するこ

とで地域との連携、つながりを強化し地域ぐるみの子育て支援の充実を図ってまいります。 

 次に学校における英語教育に関してであります。 

 ２７年度から山梨県が実施する英語教育強化拠点事業の対象５地域の１つに笛吹市が選ばれ、

モデル校に春日居小学校、春日居中学校、笛吹高等学校が選ばれました。具体的には県が示し

た学習到達目標に基づき効果的な指導方法や教材開発を行う中で、英語によるコミュニケーショ

ン能力を養うこととしています。次期学習指導要領で、小学校においても英語が教科化される

ことを見据え、この事業での取り組みが他の学校や地域にとって良い事例となることを期待し

ています。 

 第１９回を迎えた笛吹市小学生・中学生俳句会についてですが、６月１日から募集を開始し

１２月に境川総合会館で表彰式を行う予定です。長年の実績が認められ、本年度から特別賞の

文部科学大臣奨励賞が文部科学大臣賞となりました。 

 甲斐国分寺跡の整備については本年度、文化財課に国分寺跡整備担当を新たに配置するとと

もに整備基本計画策定委員会を設置し、保存・整備・活用の方向を検討し、整備基本計画を本

年度中に策定することとしております。 

 最後に市税等の徴収についてであります。 

 市税の徴収率は、依然として県内市町村の中でも低い水準にありますが、昨年度は一昨年度

と同様に山梨県総合県税事務所へ１名を派遣し、県との協力体制の強化により着実に向上して

おり、昨年度の徴収率は前年度を上回る見込みであります。本年度は９月末までの半年間であ

りますが、山梨県総合県税事務所へ１名を派遣するとともに、県税事務所から３名の職員の派

遣をいただき、強力な体制で臨み、例年以上に滞納処分を強化し更なる徴収率の向上に努めて

まいります。 

 また、本年度から県内自治体では２番目となるクレジットカードでの納付受付を開始したと

ころであります。これにより、手元に現金がなくてもクレジットカードがあればいつ、どこで

も納付が可能となりますので利便性が向上するものと考えており、今後とも積極的に周知し推

進を図ってまいります。 

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

 提出させていただいた案件は専決処分の承認案件１１件、条例案１件、補正予算案７件、そ

の他１２件、合わせて３１件でありますが主なるものにつきまして概略をご説明申し上げます。 

 まず専決処分についてでありますが条例５件、補正予算６件について地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分しましたので、承認をお願いするものであります。 

 まず条例であります。 
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 笛吹市税条例及び笛吹市都市計画税条例については地方税法の一部が改正され、ふるさと納

税ワンストップ特例制度、軽自動車税のグリーン化特例が導入されたこと等に伴い、一部改正

を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市国民健康保険条例については、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金

等の算定に関する政令の一部が改正され、課税限度額の引き上げ、軽減基準の拡充がなされた

こと等に伴い、一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 また笛吹市職員給与条例については、笛吹市職員給与条例について所要の改正を行いました

が、内容に誤りがあったため一部改正を行う必要が生じたものであります。 

 補正予算につきましては、平成２６年度の事務事業の終了などに伴う一般会計および特別会

計の歳入歳出予算額の補正であります。 

 まず平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第９号）でありますが、歳入歳出それぞれ３億

６，４３０万円を減額し、総額を３９１億２，５６０万円といたしました。 

 次に特別会計の補正予算でありますが国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計、公共下水道特別会計の４会計で総額１億８，３３０万円の減額と財源更正を

行ったものであります。 

 次に公営企業の補正予算でありますが、水道事業会計の収益的収入及び支出において、それ

ぞれ１，５９０万円を減額し、総額を１７億３６０万円としたものであります。 

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

したので専決処分をいたしました。どうかご承認をよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、条例案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 笛吹市介護保険条例の一部改正についてでありますが、介護保険法の一部改正に伴い低所得

者の保険料軽減を行うため一部改正を行うものであります。 

 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 

 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）でありますが、歳入歳出それぞれ５億９，

９２０万円を追加し、総額を３４３億４，３２０万円とさせていただくものであります。 

 まず歳入の主なものでありますが、国庫支出金につきましてはプレミアム付き商品券追加発

行、ならびに石和中学校校舎改築等のための国庫補助金１，５６０万円の追加であります。県

支出金につきましては、ＪＡ笛吹一宮西地区共選所整備等のための補助金３億７，０１０万円

を追加、また合併特例債など市債として２，６００万円の追加を計上するものであります。 

 次に歳出の主なものとしましては地域農業振興事業費として４億２千万円、プレミアム付き

商品券発行事業費として８２０万円、道路維持管理費として３千万円、小学校施設計画的改修

事業費として１，１００万円などの追加を計上するものであります。 

 次に特別会計の補正予算案であります。 

 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公共下水道事業特別

会計の４会計で総額１，７１０万円の追加と予算の組み替えをお願い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補正予算（第１号）につきましては、資本的支出において８５０万円を

追加するものであります。また笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）では、

資本的支出において６０万円を追加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、それによりまし
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てご了承をお願いいたします。 

 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内容をご説明いたしました。 

 よろしくご審議の上、ご承認・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） 

   日程第５ 報告第３号から日程第１０ 報告第８号を一括議題とします。 

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

報告ですのでご了承願います。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第１１ 承認第１号から日程第３５ 議案第６３号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、承認案件１１案件を除き所管の

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

めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 すでに報告のほうでも繰越明許費、それでプレミアム商品券のことでまずお伺いしたいんで

すけども、１万円札がなかったという方で一人暮らしのおばあさん、買いたかったけど買えな

かった。あるいは芦川や八代も買うところが遠くて行けなかったという声があるわけなんです

が、もう一方で１人５組、５万円分買えるということだったわけなんですが、これについて、

私やり方について直前までうっかりしていたという私の責任でもありますけども、場所によっ

ては申込書を事前に市のほうへ提出してそれで抽選でするとか、あるいはダブりを省くとかそ

ういうことをやっていたようなんですが、１人５セットということを守る手立てというのは十

分取られたかどうかということを含めて、買えなかった問題、それからそれが守られたかとい

うことについて、どうだったかをお伺いしたいと思います。 

 それからもう１つ、プロポーザルのミズベリングの話ですけども、これのプロポーザルの申

し込み期限、それからその提案の提出期限というのはいつになっていて、そして各種委員会を

立ち上げているわけですけども、この審議がそれに間に合うのかどうなのか。方向性が出る、

あるいは結論が出るのに間に合って、そしてプロポーザルの業者にもきちっと反映されるのか

どうなのかということについて、大綱的な質問をしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 まず１点目のプレミアム商品券については。 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 渡辺議員の大綱質疑にお答えをいたします。 
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 地方創生事業の地方経済活性化施策の一環として市内商工業の活性化を促し、笛吹市全体の

経済活性化を図ることを目的に消費喚起に直接効果があるプレミアム付き商品券を笛吹商工会

と連携して発行をいたしました。１千円の商品券を１２枚綴りで１冊、１万円で販売すること

にして今月の６月５日からより広範囲に商品券がいき渡るよう、また高齢者や地域の利便性を

考慮して市内３カ所で集中販売を３日間行いました。より多くの市民に利用されるよう１人当

たりの購入は５冊を限度に販売をいたしたところであります。今回は地方消費の喚起というこ

とで県内でもいち早く商工会に取り組んでいただき、授受方法から商品券デザインまでをスピー

ド感を持って実施したところであります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続きまして、ミズベリングプロポーザルのことで。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ただいまの大綱質疑につきまして、回答させていただきます。 

 ミズベリングにつきましては５月から７月の３１日までの間、誘客施設についての業者提案

をいただくということで現在進めているところでございます。 

 その中ですでに皆さまにもお知らせしたように、さまざまな検討会議を設けておりますけれ

ども、その誘客施設のところにつきましては、ＮＴＴ用地の活用という部分での検討会議もご

ざいます。また７月末に上がってくる業者提案等をまた審査していく。またその中でプロポー

ザルの結果としてプレゼンも行っていくということになっておりますので、そこにはまた議員

の皆さまにもプレゼンの内容を聞いていただいて意見もいただくと。質問もしていただくとい

うような形を取っております。そのような経過を経る中で、またその用地の検討の中でそうい

う状況も出しながら、最終的に決定をしていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 第１問目は買えない人がいたり、それから１人５冊というのが守られる仕組みがちゃんとあっ

たかどうかというお話をしたわけなんですけども再度お答えを願いたいということと、そして

あとは細かいことは委員会審査がありますのでそちらにお任せしたいと思いますけども、それ

から第２点目、検討会議が立ち上げられておりますけども、やはりプロポーザルの申し込みを

して作業を業者がやる間に十分な余裕をもって検討会議の意向、あるいは結論というものが反

映させられる必要があると思うわけなんですが、そのことについて伺ったわけですが、十分な

余裕をもって方向性ないしは結論というのが、業者には知らせられるかどうかということを聞

いたわけです。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 飯島産業観光部長。 
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〇産業観光部長（飯島茂君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 今回は販売、集金の方法等を検討しましたけれども集金等、販売の方法が多様化しますと事

故等も起きやすいということで、現金で対面販売を基本として実施をしたところであります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 その検討会議の中で十分検討してその期間を設けて、そういう時間を取るべきだというよう

なお話でございますけども、その検討会議の中で、ただ上がってきたものを検討するというこ

とでは私ども考えておりません。あくまでもプレゼンの内容を見てその内容の中で業者、その

内容が適切であるかと、そういうようなところも十分しっかり議論して、そういうものを今後

につなげていく。またその検討会議の中ではほかの案件も多数ありますので、そういうところ

も含めて検討していただくということで、業者選定の中でそれを検討会議の中で決定してもら

うというような形ではございませんので、できるだけ早くその内容を検討した中で速やかに作

業に入り、そして今後の速やかな完成にもっていくということを考えておりますので、そのよ

うな位置づけでございますのでよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺正秀君の質疑を終了します。 

 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５０号から議案第６３号までの１４案件については、

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

 次に承認第１号から承認第１１号については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会

付託を省略し、それぞれ討論・採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 それでは、これより承認第１号について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第１号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 次に、承認第２号の討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第２号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第３号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第３号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第４号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第５号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第５号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第６号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第６号について、採決します。 
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 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第７号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第７号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第８号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第８号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第９号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第９号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 続いて、承認第１０号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第１０号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 
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 続いて、承認第１１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第１１号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後２時３０分といたします。 

休憩  午後 ２時１５分 

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

再開  午後 ２時３０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２件の追加議案が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第３６ 議案第６４号から日程第３７ 議案第６５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は契約案件２件であります。その概略

につきまして、ご説明申し上げます。 

 はじめに議案第６４号 「契約の締結について」であります。 

 契約の内容は石和図書館およびスコレーセンター改修工事の請負契約を締結したので、笛吹

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定に

より本案を提出するものです。 

 契約の金額は１億９，７９９万３，１６０円。 

 契約の相手方は甲府市国母５丁目１８番２５号、井口工業株式会社であります。 

 工期は議決の翌日から平成２７年１１月１３日までであります。 

 次に議案第６５号 「契約の締結について」でありますが、契約の内容は芦川小学校擁壁他

改修工事第１工区（債務）の請負契約を締結したので、笛吹市議会の議決に付すべき契約及び
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財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定により本案を提出するものです。 

 契約の金額は１億５，７６９万２，９６０円。 

 契約の相手方は笛吹市石和町井戸１１１番の１、株式会社芦澤組土木であります。 

 工期は議決日の翌日から平成２８年１１月３０日までであります。 

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

決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第６４号および議案第６５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６４号および議案第６５号はお手元に配布してあり

ます議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は明日１２日、午前１０時から再開いたします。 

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

散会  午後 ２時３５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、これを許可いたしましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会へは１１名から１９問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

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

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

り同一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて終了したのちとなりますのでご承知願いま

す。 

 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。 

 はじめに水銀使用製品の適切回収をについてお伺いいたします。 

 水俣病が公的に確認されてから本年５月１日で５９年を迎えました。メチル水銀を原因とす

る水俣病は根本的な治療法がなく、いまだ多くの患者が健康被害に苦しみ続けています。強い

毒性を持つ水銀は一度環境に排出されてしまうと循環しながら残留し、生物の体内に蓄積しま

す。日本では水銀の使用、排出量が減っていますがまだ年間８トン程度が製品に使用されてい

ます。世界的に見れば振興国を中心に依然さまざまな用途に水銀が使われており、各地で環境

汚染が懸念される状況です。 

 悲惨な水銀害を二度と起こさないためには水銀の拡散を防ぎ、できる限り使わない脱水銀の

取り組みを進めなければなりません。 

 水俣病が発生した熊本県では今年度、体温計などの回収キャンペーンを県内全域で展開した

り、市町村の担当職員や事業者向けの勉強会を開催することになっています。 

 水銀使用製品といっても水銀が使われているかどうか、消費者が判断できないものも少なく
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ありません。今後、製造業者には分別回収が円滑にできるよう分かりやすく表示をしてもらい

たいものです。 

 現在の段階で私たちが分かっている蛍光灯や電池、体温計などの水銀使用製品を適切に回収

すれば環境汚染のリスクを減らせるのではないでしょうか。 

 環境省によると、水銀使用製品の分別回収を行っている自治体は約７割に留まっており、回

収方法も自治体によって異なり、水銀を使った蛍光ランプの回収の際、運搬中に破損し排出し

てしまうケースも珍しくないとのことです。そこで本市における水銀使用製品の適切な回収に

向けての取り組み、対策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、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 現在、家庭内から出る水銀使用製品といたしましては、蛍光灯・乾電池が挙げられておりま

す。毎年平均で乾電池が１万７，８５０キロ、蛍光灯が７，３００キロが回収されております。 

 笛吹市内の蛍光灯につきましては、地区の粗大ごみ収集時に割れないようにひとまとめにし

ていただいて個別に収集し、専用の容器に収納して一時保管をしております。乾電池も同様の

収集・一時保管を行っております。収集・保管後の処理につきましては、水銀処理の可能な会

社と契約をし、搬出・処理を行うなど適正にリサイクル処理を行っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。回収専用ボックスですけど、粗大ごみのときも結構、ちゃんとし

たやっぱり安全で効率的な専用ボックスを考えていただきたいと思います。その点について、

またどのような考えを持っているか。 

 またそういったものを、水銀使用製品をどこで回収しているか分からない方も実は先日いま

して、そういったこともまた広報などでもって報告していただきたいと思いますけど、その点

２点。すみません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 蛍光灯とかの専用ボックスのことですけども、基本的には専用ボックスは業者のほうが管理

をしております。これにつきましてはかなり大きなものでありまして、なお専用的になってい

るので数も少なく、なかなか購入するというのは、各地域に購入するというのは難しいという

状況になっておりますので、今は地区の、先ほど答弁いたしましたように地区の粗大ごみのと

きにそれぞれ安全なようにまとめておいていただいて、それをその箱に入れ替えて保管すると

いう形を取っております。 
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 それから次の周知の部分ですけども、今それぞれの家庭に分別カレンダーというのがありま

して、それに特に有害ごみという形で写真付きでどういうようなものに水銀が入っていますよ

というのは知らせております。またそれぞれ広報、ホームページのほうでも水銀使用のものに

どんなものがあるかというのを周知しております。 

 たしかに高齢者とかでなかなか分からない方もいらっしゃいますので、衛生委員さん、環境

委員さんが決まったときなどには特にそういう部分でも指導のほうをお願いするということは

しております。 

 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） 

 やはりホームページとか見る方もいるし見ない方もいると思いますので、回覧板なんかなど

で、大きく１枚で分かりやすくしていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、すべての方に知らすにはいろんな形でやっぱり周知すべきだと思

いますので、それも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） 

 ２０２０年までには水銀がある程度以上、入っている蛍光灯とかそういったものの製造、輸

出入を廃止する方向で国が動いていますけども、私たちどこ以上が上なのかどうか分からない

部分もあります。またそういった点もそちらのほうでまた勉強会などをしていただいて、また

市民にも教えていただきたいと思いますけど、今の段階でもし分かっているんだったら教えて

いただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 水銀の含有量というのはなかなか分かりにくい。現在、担当のほうから聞きますとかなり減っ

ている。先ほど渡辺議員の質問の中にもありましたが、かなり使用されていないものもありま

す。同じ蛍光灯でも入っていないもの、入っているものという部分もあります。表示がなかな

かされていないというところがありますので、今うちのほうでどのラインで含まれているかど

うかというのはなかなか判断しにくいと思います。ですので今は蛍光灯という形、乾電池とい

う形でひとくくりで回収をしております。 

 数値については、今後どういうような形で理解していくかはまた勉強していきたいと思いま

す。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはりこれからそのことについて国のほうも動いていくと思います。私たち自治体として、

できることはやはり先ほど最初に言いました専用ボックス、安全で効率的なボックス、これに

ついて早急にまた考えを固めていただきたいと思いますが、よろしくその点をお願いいたした

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり安心・安全をやっぱり確保しなければならないということがありますので、

予算的なこともございますのでそのへんも含めて検討していまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。それでは２点目に入らせていただきます。 

 空き家対策、跡地の有効活用についてお伺いいたします。 

 空き家が減らない要因に除去に１００万円単位の費用がかかることや相続に関する問題、ま

た空き家を更地にすることで最大６分の１に軽減されていた固定資産税の特例措置が元に戻り、

金銭的負担が増えることがあるとされ、このため放置されたまま倒壊などの危険度が高まる空

き家が多くなってまいりました。 

 各自治体とも空き家対策に取り組んでおり、空き家の除去費用を助成した上で跡地を行政目

的に利用する事業をはじめ成果を上げている自治体もあります。しかし自治体任せの対応では

限界があるのが実情です。このため所有者の把握や撤去費用などで国に支援を求める声が相次

いでいました。そこで空き家の解消に向けた空き家対策推進特別措置法が５月２６日に施行さ

れました。管理が不十分な空き家は老朽化で倒壊する恐れがあり、災害時の避難や消防の妨げ

になりかねません。またごみの不法投棄や不審者の侵入、放火など犯罪の温床となるほか町の

景観や衛生にも悪影響を与えます。 

 こうした倒壊や衛生的有害になる恐れのある空き家などを特定空き家に指定し、立ち入り検

査のほか所有者に撤去や修繕を促す指導や勧告、命令が可能になりました。従わない場合や所

有者が不明な場合は行政代執行として強制的に撤去することもできます。さらに国や都道府県

が対策に必要な費用を補助する仕組みを整えました。 

 また税制面でも、住宅が建っている土地の固定資産税が６分の１に軽減される特例が空き家

を増やす一因とされてきました。これを踏まえ、勧告を受けた特定空き家の土地を特例の対象

から外す方針が盛り込まれています。 

 今後、重要なことは売却や賃貸の希望のある空き家などに関する情報を提供することにより

空き家の有効活用を促す空き家バンクの推進が重要となってまいります。また空き家の跡地の
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有効活用についても考えていかなければならないのでないかと思いますが、本市の対策をお伺

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、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い現在、庁内の推進体制の確立を進めて

おります。今後、空き家等対策計画の策定や措置法に基づく空き家対策の実施に関する協議を

行うための協議会を設置していくこととしております。 

 なお、本市では昨年７月より空き家バンクの運用をしており、これまでにこの制度を介して

２件の物件が成約となっております。現在のところ空き家の利用希望者が３２名、空き家の物

件が３件登録されている状況です。空き家バンクのさらなる推進に向けて、物件の登録を拡大

していくための施策などを検討しながら、引き続き取り組みを進めてまいります。 

 また空き家跡地の有効活用につきましては、空き家等対策計画に空き家跡地の活用に関する

事項を定めることとされておりますので、計画の策定に併せて活用方法を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。 

 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。笛吹市においては空き家の状況とかいろいろそういった調査は、

これまでになさっているのでしょうか。甲府市なんかは結構細かく、もうできているようです

けどもお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 空き家の状況ということでご質問をいただきましたけども、従前の中では住宅土地統計調査

というのをこれまでも国の調査でございますけども行ってきてはいるんですけども、ある程度、

抽出した地域を対象としているということで、それを想定した中での推計ということになって

おりましたので、昨年、私どものほうで空き家の実態調査ということで消防団にお願いいたし

まして調査をした経緯がございます。その中で各地域から上げていただいた実態調査の結果と

いたしまして、空き家が５５５件ということで報告をいただいております。 

 このへんの取り扱いの中では、特にアパート等につきましてはここには入ってこないという

ことで、それぞれ一戸住宅としての調査というふうに理解しておりますけども、そんなような

状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。本当にもう早急に手をつけなければならないところもあります。

例えば通学路になっているところの、住んでいないところの塀がかなりこっちのほうに倒れて

きて、ちょっとした地震でもあればかなりそこ、もし生徒たちが通っていた場合なんかは大変

なことになってしまう部分もあります。ご近所の方々もその日がきたら困ると本当に悩んでい

る状況です。そういうところもあります。それは御坂町です。 

 境川のほうへ行きまして、境川のほうに行くと私のところに入ってきた話はたまり場になっ

てしまっている。そしてごみなどもかなり散乱としていますし、そして木なんかが、庭の木が

道のほうに出て危ないような状況だというそういうこともありますし、春日居町のほうでもや

はり老朽化で進んでいるお宅がある。それは各全域にあると思います。笛吹市。そういった中

のすぐ手をつけなければならないところ、そういったところになかなかもう、かなりの年数が

過ぎているんですけども、つかなかったのは今まで法的に固定資産税の所有者、いろいろそう

いったところを探っていって、２月の段階で、法が整備された段階でことが進んでいるかもし

れませんけども、まだどんなところにそういった問題があるのか、もしあれば教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 どんなところに問題があるのか、現時点でのことでございますけども、まだこの法律、空き

家の特別措置法の関係ですけども、これが５月２６日に制定されたばかりでございます。まだ

自治体については、その体制づくりという段階で始めてきているということでございますので、

建設部におきましてもその体制づくり、まずはそこから始めようと。そしてこれが横断的な組

織としまして防災とか衛生の面とか、それぞれ諸々の横断的な部局を通しましてつくっていき

たいなと思っております。そのあとで調査をするわけですけども、まだまだ上の県のほうから

も統一的な見解といいますか、そういったものを示す判断基準が示されておりませんので、そ

れを待って具体的には進め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） 

 固定資産税の関係のほうから、所有者の把握などは２月の段階でできるような格好になって

います。またその問題でもし事が進んでいないとしたらどうか早急に、またどこという場所は

また伺いますので早急に手を付けていただきたいと思います。お願いします。それでよろしい

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 今の質問でございますけども、早々に横断的な組織を立ち上げておきますのでそれから早々

に検討を進めたいと思っております。 



 ３１ 

 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） 

 これからは、やはり空き家問題を解消するには中古住宅の関係があります。中古住宅を広く

していくにはやはり建てた当時のこの物件がどのような物件かを把握しながら、それを蓄積し

ていって、そして今度買い手がそれを見て、そしてこれだったら安心だなというそういった物

件をつくっていかなければならないと思いますけども、そういった対策、中古住宅のことにつ

いての対策というか、そういうことは少しお考えになっているのかどうか教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 今、笛吹市のほうでは空き家バンクということで実施しておるわけですけども、なかなか貸

し手、また売り手、そちらのほうが物件として登録できない状況がございます。そこには非常

にリフォームとしての金額にかかる部分等も課題に上がってくるんではないかと。さらにわれ

われの周知がしっかりしていないではないかというところもあろうかと思いますけども、やは

り今後の対策としてそういう部分も含めてですね、考えていかなければならないかなというふ

うに思っております。 

 先ほど建設部長のほうでお答えいたしましたように市内の中で空き家、それから危険なもの

等も特定空き家として判定するようなものですね、そういうものがございますので、そういう

ところを全体的に把握しながら、今後活用が期待できるような部分ということも調査のほうに

入ってくると思いますので、そういうことも含めた中でさまざまな措置を取って検討していき

たいというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。やはり空き家バンクにしてもこれからはやはり造った段階の情報を

しっかりと把握できるようなそういった指導を、また市民の皆さんにも徹底していただきたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように徹底したそういう制度の活用というものを進めていきたいと、

そんなふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり空き家が増えてきますと、やはり自分たちの費用だけでもってそれを撤去したりどう

かするということは、なかなか難しい部分の人たちも多くなってくるんではないかと思います。

ある程度この法律ができましたから、自分たちで対応していく人は対応していくと思います。

しかしどうにもならない方たちも多いと思います。そうなった場合、先ほども話しましたけど

行政代執行としてこれをやっていくということは、あまりにも負担が多いんではないかという

ことも感じています。そのことでやはり今後はそういった費用がない方たちに対して国の基本

方針を中心に考えて、その人たちが自主的に何かできるような対策を講じていかなければ自治

体としてまずいと思うんですね。そういったことについては、どのようにお考えになっている

のか教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 その特定空き家という状況になった場合の取り壊し費用、それもですけども、それに対する

補助ということですが、特定空き家という判定そのものはそういう判定会へかけてやっていか

なければならないと思いますけども、その中で市が補助をした費用の一部ですね、そういうも

のに関しても国の特別交付税の対象になるというふうな話も聞いておりますので、そんなこと

を含めますと、調査結果等も踏まえた中で市の補助制度のほうも検討していきたいというふう

に考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり職員の方の手続きとかいろいろなことが大変になってきます。事務処理にかかる費用

とか。そういったことも含めますと、やはりなんらかの対策を今後考えていかなければならな

いと思いますので、今後いろんな基本の方針とかいろいろ国のほうからもくると思いますから、

ぜひ負担にならない程度のそういったところをやっていただきたいと思っております。よろし

くお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 非常に特定空き家というか、空き家の調査等も非常に大変な作業になってくると思いますの

で、全体的なことを考えるとそういう体制としてしっかり整えていかなければならないとそう

いうふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり空き家を持っている方たちはいろんな相続に関わる問題とか、悩みを持っていると思

うんですね。なんとかしたいと思ってもどうにもできない、困って抱え込んでいる。そこでや

はり相談窓口というか、そういったものをやはりきちっとこれからつくっていくべきではない

かと思いますが、その点に関しましてお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 相談の窓口ということでございますけども、この法律が５月２６日ということで、まだこち

らのほうでも準備段階でございますので、その間、そういった問題も出てきた場合でも横断的

な課でもって直ちに相談していくとか、あるいは相談窓口を早々に設置するとか、そういった

ことをしていきたいなと思っております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり勧告を受けたら早々に、固定資産税の関係もありますので、これはという空き家の方

たちはいろんな相談に伺うかもしれませんので、やはり１カ所で、相談窓口お願いしたいと思

いますからよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺清美君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 渡辺清美議員の質問の関連質問をさせていただきます。 

 まずはじめに水銀使用の製品の適正回収の件についてでございますが、先ほども部長からの

答弁もございましたけれども、やはり注意喚起というものが必要だと思われますけれども、こ

ういった形の予算づけ、また現状の状況でそれが可能なのかどうか。特にまた補正で必要になっ

てくるだろうと。というのは日本人だけでなく外国人対策もしていかなければいけないという

こともありますので、やはり大きく見やすく分かりやすくということが必要だと思います。特

に各行政区が担当されるということにもなりますので、より見やすい方向でお願いしたいと思

うんですが、これについてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川議員の関連質問にお答えいたします。 
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 たしかに注意喚起、皆さんに周知すること、徹底的に周知することが大切だと私たちも考え

ております。先ほど渡辺議員の中でもお答えいたしましたが、そのへんもいろんな形で周知の

方法もあると思います。できれば何層にも、今おっしゃいました外国に向けてでもそうですし、

いろんな形で周知をしていきたいと考えておりますので、そのほうについても予算がつくかど

うかとか、予算が必要になってくるかはその段階で分かると思いますので、なるべく皆さんに

安心できるような形で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） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。やはり今、広報の配布先につきましても行政区が担当していますが、

区の登録されている方にお届けと。それ以外の方は皆さん、市役所等々から広報を取るという

形。それの世帯数からすると約半分ぐらいではないかと思われますけども、やはり一番効果的

なのは普段見ているテレビ、中でもやはり市のお知らせというものが、文字放送等々あると思

いますけども、そういったところへの追加機能、お知らせもお願いしたいというふうに考えま

す。 

 続きまして２問目の空き家対策でございますが、先ほどご答弁の中に協議会というお話がご

ざいました。現状の協議会のメンバーをちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 議員の関連質問にお答えいたします。 

 どのような横断的な部局かということでございますけども、これからのことなんですけども

建築の関係とか住宅の関係、私たちのまちづくりの関係ですね。それから税務の関係、それか

ら法務的な関係、消防部局、防災、観光、環境部局、それから水道とか市民部局とか横断的、

すべてのものが入りますので、そういった関係の担当者を集めまして、そういった、早々に協

議会を立ち上げ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） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 すみません、先ほどご答弁の中で空き家バンク等々の設置、また件数のお話をされた中で、

協議会を立ち上げた中でやっているというお話を伺ったと思うんですけども、その方向だとい

うふうに私は認識しているんですけども、よろしいでしょうか、それで。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 関連質問にお答えいたしますけども、先ほどの答弁のほうでは空き家対策に関しての答弁の

中で協議会を立ち上げるということで、空き家バンクそのものということではございませんの

でご承知をいただきたいと思います。 
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 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 了解いたしました。いずれにしましても私も含め各議員からも空き家に対しての市民相談、

また議員活動の中でのそれぞれの対策の、施策の運用の質問も出ていると思います。やはり早

急な対応というのが求められると思います。先ほど答弁の中にありました消防団を通じての空

き家の確認ということがございましたが、消防団のみのいわゆる把握というものとここに行政

が関わっていないという、少なくともその状況が行政区長、また区の役員に知らされていない

という現状、これがあると思われますのでそれについてどのようにお考えになっているか、お

伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 先ほどの消防団のほうの調査につきましては、こちらのほうでどの程度の空き家というもの

があるのか、そのへんを昨年の７月ですか、その時点で調査をしておりますので、これからの

特定空き家とか、そういうことも含めた全体的な判断をするための調査ということになります

と、そういうものではなくて行政としてその協議会の中で図るような資料をつくっていかなけ

ればなりませんので、行政としての調査でしっかりしていきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 今、部長のほうから明快なご答弁をいただきました。市のほうで対応していただけるという

ことで、では行政もしくは防災リーダー、そういったものについては関知していないというこ

とでよろしいですか。もう１回、確認します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 当然、調査の中では行政区のほうにもさまざまなお手伝いをいただく場面もあろうかと思い

ます。そういう面ではさまざまなルートを通じてそのへんの内容的な、実際の所有者、それか

ら内容的なものをしっかり調査していかなければならないということでございますので、そう

いうところで関連していただくということになります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 
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〇１３番議員（中川秀哉君） 

 この空き家に対してだけではないんですが、さまざまな部分で行政区へのお願いということ

が取り沙汰されておりますけれども、それは本当に丸投げというような形のものが結構多いと

いうふうに思われる事案もあります。そもそもは私も市民相談を伺った中で、行政区また組の

中でお隣の家が今、誰が入っているのか分からないと、その状況を把握する術をお願いしたい

ということで条例化のお願いをさせていただいたのがはじめでございます。 

 そういった部分に関しては、逆に市民の代表がやはり知るべきことではないかと思います。

当然、個人情報等々もありますのでそのへんについては市がしっかり管理していただきたいと

思うんですが、ここについてはしっかりそういった部分も協議を行っていただいた上でしっか

りした組織づくり、いわゆる窓口づくりをしていただきたいと思うんですが、これについてご

答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 先ほど説明させていただいたように協議会ですね、そちらのほう、これから立ち上げるとい

うことで今、検討しておりますけども、やはり地域を知っているのは地区の方たちということ

になります。それから行政として当然、情報的なものを持って、所有者の確定等ですね、さま

ざまな面で情報として持っているものがございますので、そういうものをすべて活用いたしま

して、その協議会としてしっかり判定したものを持っていくということで考えておりますので、

対応してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後にこの答弁、５月２６日ということでございます、発足ですが早急な対応ということが

望まれると思いますので、まず協議会立ち上げから１つの回答が出るまでおおむねいつまでに

やっていくのかということをお伺いして終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 この５月２６日に施行が始まったばかりでございますけども、建設部といたしましても早々

に今年中、あるいは年度になるかもしれませんけども、早々に立ち上げてまいりたいと思って

おりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 
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 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤です。 

 議長より許可が出ましたので、これより通告に従い一般質問を行います。 

 今回、この一般質問で取り上げる対象はミズベリング構想におけるＮＴＴ用地の整備事業に

ついてであります。 

 ミズベリング構想は市の説明によりますと国交省と連携する中、河川水路に親水空間を整備

し、市のさらなる魅力づくりを図ろうとするものであるということであります。ミズベリング

構想は、今言いましたようなＮＴＴ用地の利活用事業、あるいは階段堤防による親水護岸空間、

オープンカフェへの整備、あるいは水路を利用した川床活用整備、川駅のイルミネーション整

備、ゴムボートの川下り、ミズベリングツアーの企画、鵜飼の伝承センターの整備等々、非常

に多種多様な整備、企画の複合体としての構想であります。 

 中でもＮＴＴ用地の活用事業についてはミズベリング構想の中核、中軸を担う事業として事

業規模も８億円相当を限度として見込んでいるというように目下、市民の間でも最も関心の強

い事業であります。市当局もこの間、ＮＴＴ用地の活用事業については市民への説明、また市

民からの意見を取りまとめるなど精力的に展開しています。また市当局は、すでにミズベリン

グ構想に関わる各種検討委員会を立ち上げる一方、ＮＴＴ用地の活用については正式名称では

石和温泉地域における誘客拠点施設整備運営に関わる業務委託のためのプロポーザルの公募を

開始したところであります。 

 つまりいよいよこのＮＴＴ用地に関しては整備方針、内容を詰めていくという段階に入って

きたわけです。われわれは今回、私はこの私の所属する笛新会を一部代表する、代表質問では

ありませんので一部代表する形で質問させていただくわけですけれど、それはこの間、会派と

してＮＴＴ用地の利活用について、その方針を得るために市民からのいろんな意見の聴取、こ

れはもちろんですけれど、それに重ねて会派会議も何回も重ね、さらに視察研修、あるいはわ

れわれの考えるところの関連の業者への聞き取り調査等を行う中で、そういうことを踏まえて

以下、質問させていただきます。 

 市民が今後この事業について見通しができるよう、持てるよう、そしてこの整備事業につい

て適切な判断ができるようになればと思います。以下９点について質問させていただきます。 

 まず第１にミズベリング公園構想事業、これはちょっと分かりにくい表現で申し訳ないんで

すけれど、これはたぶん市のほうが笛吹市かわまちづくりということで国交省か何かに提出し

た様式Ｂとありましたので、そこにこういう、そこのＮＴＴ用地の利活用についてミズベリン

グ公園整備事業というふうに書いてありましたので、ここはＮＴＴ用地の活用事業と簡単に考

えていただければいいかと思います。これについての今後のスケジュール、これを、とりわけ

用地の取得等について、概略で結構ですのでどのようなスケジュールを考えているか、まずこ

れが１点です。 

 ２番目に先ほども触れましたけれど市民ミーティング、あるいはパブリックコメントとか積

極的に市のほうで行ってきたわけですけれど、とりわけ誘客拠点施設、これについての意見は

どうであったか、どのように判断しているか、これが２点目です。 
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 ３点目は市民からのアイデア募集の結果について。これも私もこの間、資料をいただきまし

たけれど、非常に多くの市民の皆さんが提案なさっているので一つひとつ言うわけにももちろ

んいきませんので、全体の傾向について概略で結構ですので結果について報告をいただきたい

というふうに思います。 

 ４番目にプロポーザルの実施要領について。これはプロポーザルの実施要領、かなり綿密に

細かくなっていますので、これも概略で結構ですけれど、とりわけ参加資格、そして業務の内

容、そして受託候補者の誘致条件というふうに要綱ではなっていますけれど、この３点につい

て確認の意味を込めて、また市民の皆さんもこのへんについてはご存じないかと思いますので

説明をいただきたいというふうに思います。 

 ５番目として今のプロポーザル、これにどのようにこの中に市民からのアイデアを募集して

いるわけですけれど取り込んでいくか。具体的にどんな形で行うか。そのへんを具体的に分か

るように説明していただきたいというふうに思います。 

 ６番目として宿泊客数、あるいは経済波及効果等の数値についてですけれど、これは当初は

かなり数字が一人歩きした面もあろうかと思いますけれど、宿泊客数ですね、誘客施設に入る

入場者数でなくて宿泊客数２０万人、そしてそれだけ入れば経済波及効果が３０億円は見込ま

れるだろうと。そういう中で、このプロポーザルでこのへんの数字というものは一定クリアし

ないとプロポーザルの審査基準をクリアできないのかどうか、こういう目標値ですね。これは

その数値は生きているのかどうか。あるいはこれは当初そういうふうな話であるが、プロポー

ザルにはこれは具体的には用いないのかどうか、このへんがちょっと不明確ですので説明をお

願いします。 

 あと７番目はＮＴＴ用地をミズベリング公園構想と書いた通告でありますが、要するにＮＴ

Ｔ用地を、ミズベリングを全体の構想から切り離す、こういうことを考えるべきではないかと

いうふうに思います。これはわれわれが市民からの意向とかいろいろ聞いた場合、ミズベリン

グのこの部分を抜いた部分はかなり好意的に市民から受け取られていますけども、ここについ

ては非常に異論があります。土地自体をもう買うべきでないというところから始まりまして、

あるいは観光にそれほどお金をつぎ込む、観光が中心ですから必要もないだろうというような

意見もありますし、構想にしましてもアイデアにしましてもこれは千差万別であるというよう

なところから考えてもミズベリング全体の構想が、これを中核に据えていると全体の動きも鈍

くなるだろうということで、このへんは切り離す必要があるんではないか。切り離せないとし

たら、その理由は何なのかということを明確に示していただきたい。 

 われわれはＮＴＴ用地の活用としていろいろ検討した結果、大きなドーム、テント、これは

出入り自由の空間として、あまり周りに壁があるような空間でなく、そういうものを想定する

のがいいんではないか。ご存じのように中心街にお祭りをする広場も１つもなし、そしてあそ

こにリハビリの医療関係の集積も見られるわけですけれど、そういう人たちの機能回復の訓練

の空間、あるいは市民が軽スポーツをする。あるいは全国的にグラウンドゴルフとかゲートボー

ル、こういう大会を全天候型で行える、そういう空間を整備するのが最もふさわしいんではな

いかというふうに思います。 

 これは特に言うまでもなく石和の場合は宿泊観光ですので夜の観光というのが非常に、夜の

時間がやっぱり客がいるということで昼間も夜も問わず使える、そういう空間になります。一

番大きなテントですけれど夜の照明もできますので、できるというような形にずっといけばよ
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ろしいかと思います。 

 最後にこのＮＴＴの用地について、先ほど言ったように非常に今のまま進めていくと、なか

なか合意が得られない、誘客拠点施設ということでどうもミズベリングだから水路を造ってい

るようなもので、その水路の中にみんな順に順に鋳型があってはめ込まれていくような感じで

もっと大きな発想からやるべきですけれど、今のアリーナの募集、あるいはプロポーザルの形

式等を見ますと非常に難しい状況にありますけれど、この事業をそういう形で断念する事態、

そういうものも想定できるわけですけれど、このへんについてもご回答いただきたいと思いま

す。 

 以上で質問とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにミズベリング公園整備事業の今後のスケジュールについてですが、笛吹市ミズベリ

ング構想の中でもＮＴＴ用地の活用整備は中核をなす事業であります。これまでに用地の活用

策について市民の皆さまからアイデアを募集してまいりました。またミズベリング構想実現に

向けて、テーマごとに１０の検討会議を設置したところであります。 

 今後さまざまなご意見を踏まえ、年度内にはＮＴＴ用地全体の整備内容の具体的な姿を決め

ていきたいと考えております。 

 次に市民ミーティング・パブリックコメントの結果についてですが、本年２月から市内７カ

所で行いました市民ミーティングでは残念ながら市民の皆さまの出席が少なく、またミズベリ

ング構想の目的や必要性について市民の皆さまへの伝達が不十分であったと感じおります。こ

のため３月の市広報紙への掲載や４月から５月にかけての全世帯を対象としたアイデア募集な

ど情報発信に努め、また４月からは笛吹市内の行政関係各種団体等の会議において、ミズベリ

ング構想の説明を行い市民の皆さまに理解を深めていただく取り組みをしております。 

 次に市民からのアイデア募集の結果についてですが、市民の皆さまからのアイデア募集につ

いては１０１人、延べ２１６件のアイデアをいただきました。 

 誘客施設のテーマについての提案では６８件のアイデアをいただき、テーマ内容は歴史・文

化、商業、娯楽、健康など多岐にわたる提案でありました。 

 またＮＴＴ用地東側部分の活用方法では７０件のアイデアをいただき、マルシェや花の公園、

スポーツ施設、特産物の販売施設といった市民の皆さまや観光客が楽しめる場となる活用方法

が多く提案されました。 

 また、市の観光振興策や経済活性化策等につきましては７８件のアイデアをいただき、旅館

施設の一定料金化、花々の美的活用、蛍の舞う環境づくり、大蔵経寺山の活用、中高年が興味

を示す観光拠点施設建設、海外市場を見据えた取り組みなどの提案をいただきました。 

 次にプロポーザルの実施要領についてですが、ＮＴＴ用地のうちミュージアムなどの誘客拠

点施設につきましては現在、民間の事業所を誘致するためプロポーザル募集を行っております。

今回のプロポーザル募集については、応募の前提条件として施設規模が１，５００平方メート

ルから２千平方メートルで建設費用の上限が８億円以内であること。そして建設費用および運



 ４０ 

営費の回収が見込める採算性を有すること。石和・春日居温泉の宿泊者が大幅に増え、経済波

及効果が見込まれることとしております。この条件を前提に具体的な事業提案を民間から募集

していますが、募集の期間は５月２９日から７月３１日までと定めております。 

 次にプロポーザルへの市民のアイデアの取り込みについてですが、誘客施設のテーマについ

て市民の皆さまからアイデアを募集いたしました。そのほとんどのアイデアが歴史・文化、商

業、自然環境、娯楽、健康、芸術・美術、スポーツその７つに区分されるため、この７つのテー

マを今回のプロポーザルに反映しております。 

 次に宿泊客数・経済波及効果等の数値目標についてですが、ミュージアムなどの誘客拠点施

設を民間から誘致することにより、２０２０年の東京オリンピック開催年までに石和・春日居

温泉の宿泊者数を年間２０万人増加させ、笛吹市全体の経済波及効果をおおむね３０億円増や

していくことをこの計画の数値目標としております。 

 次にＮＴＴ用地活用をミズベリング構想から切り離すことについてですが、ＮＴＴ用地は石

和温泉駅と石和温泉街を結ぶ要衝の地にあり、この地に計画している誘客施設や市民の皆さま

の観光客が集える憩いの場など、お客さまを集める施設の整備は極めて重要であります。また

労報橋の架け替えや道路拡幅、大駐車場の整備など市民の皆さまの利便性を大幅に向上させる

事業も含まれております。こうしたことから、ＮＴＴ用地の活用はミズベリング構想の中核を

なす事業と位置付けており、構想から切り離すことは考えておりません。 

 次にＮＴＴ用地活用としての全天候型空間整備の提案についてですが、ＮＴＴ用地の活用方

法につきましては誘客拠点施設や直売所、マルシェ、公園などとともに全天候型施設のご意見

も寄せられております。今後、ＮＴＴ用地活用策検討会議などで幅広くご意見を伺いながら検

討を進めてまいります。 

 次にミズベリング公園整備事業を断念する事態についてですが、ＮＴＴ用地を購入し石和温

泉の集客拠点として活用することはミズベリング構想の中核となる事業であり、また大きな集

客効果と経済波及効果を生む千載一遇のチャンスであると考えております。ＮＴＴ用地を断念

する事態についてはまったく想定しておりませんが、今後もミズベリング構想の具体化に向け

て議会や市民の皆さまへの十分な内容説明に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 資料、よろしいですか、では。先ほどの。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 時間を止めてください。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 よろしいですか。いろいろまだ、今いくつも質問してしまったので、なかなか一つひとつ疑

問点もあるんですけれど、とりわけわれわれの提案する全天候型の屋根の付いた空間の整備と

いうことですけれど、象徴的にはこういう大きなもの、われわれの考えは誘客拠点整備事業と

別にこちらの公園空間、いわゆるＢゾーンにこういうものということではありません。Ａ、Ｂ

を併せ、あるいは駐車場、今の区分けがどういう形で、どこから区分けされたのか分からない
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ですけれど、全体の構想としてこれを持ってくると。もちろん駐車場は必要だとすれば駐車場

は整備は必要になりますけれど、そういう考え方のもとでしていますけれど、あの３つにゾー

ンを５千平方メートル、１万、１万、こういうふうに分けた根拠はなんですか。それについて

示していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 それぞれのＮＴＴ用地の中の面積的な区分けの根拠でございますけれども、そこにつきまし

ては当然、あの中へ誘客拠点施設を造るということであればそれなりの駐車場、自動車であれ

ばマイカー２００台とか、あと観光バス等も当然、駐車場として必要になってまいりますので

１万平方メートル相当を確保したいと。それから誘客拠点施設につきましては、それそのもの

を残りの部分へ全部充てるという考えではなくて、やはり建物としてはある程度、あんまり巨

大な建物ということではなくて、やはりそこに集客が見込めて、なおかつその集客する方たち、

そこがまたほかの野外で活動できる。あるいは市民がそこへ癒しとしてできるとか、そういう

ことを考える中でやはり建物部分として５千平方メートル以内でその中へ施設そのものを今、

希望しているのは２，５００から２千平方メートルということで出させていただいていますけ

ども、そういうことでの５千平方メートル。そしてそれ以外についての１万平方メートルとい

うことで検討した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） 

 市長の最初の行政報告にもありますけれど、幅広くさまざまなアイデアを募集するというの

がプロポーザルの原点だと思うんですよ。最初からあのように区分けしていたらそれでもうア

イデアがかなりの部分がそがれてしまう。そういう懸念はなかったでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 最初から全体を１つの開発地として民間業者の提案をいただくという考えもあろうかと思い

ます。そういうこともわれわれとしても考えたところではございますけども、なかなかそこを

全体を考えていく中で、検討していく中でやはり市として集客につながるような部分と併せて

駐車場としての確保というものも、そこだけの誘客のためだけの駐車場ではなくて、やはりあ

の近辺としての駐車場整備というところも兼ね備えたいというところもありましたので、そう

いう利便性ということも兼ねた中で検討してきたところでございます。 

 以上、答弁とします。 

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） 

 言っているのはＡゾーンとＢゾーンを分けて、場所はともかくそういう分け方自体が１つの

もう、先ほど言った水路に思考停止に陥らせるように入っていくような、そういうような状況

であって、プロポーザルをやる意味が非常に少ない、小さくなるということです。 

 そしてもう２つ、非常にこれはさっき答えていただけなかったんですけれど、この委託事業

に応募できるこの資格について、先ほど答えていただけなかったので答えていただきたいと思

います。どういう業者が応募できるのか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほどお答えしていなかったということでご指摘いただいているわけですけども、当初の通

告の中で判断しかねたというところで、誠に申し訳ございませんがその点に関しましてはこち

らのほうで答弁のほうに入っておりませんでしたけれども、プロポーザルの参加資格というこ

とでございますけども、ちょっと読み上げをさせていただきます。 

 その提案に掲げる、提出者についての資格でありますけども、当該事業に関するノウハウや

関連事業についての知見を有し、かつ事業の達成および事業計画の遂行に必要な組織、人員を

有していることというのがまず１点。次に当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基

盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。それから地方自治法施行令

第１６７条の４第１項の規定に該当しないものである。それから、地方自治法施行令１６７条

４第１項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない法人であること。あと会社更生法

に基づく更正手続きの開始がされていないもの。あと民事再生法に基づく再生手続き開始の申

し立てがされていないこと。それからあと破産法に基づく破産の申し立てがなされていない。

それから納期限の到来した法人税、消費税および地方消費税を滞納しているものではないこと。

あと暴力団、またはその構成員というようなことが謳ってあります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 通告にないって、実施要綱について質問するということで、とりわけ重要なのは先ほど、も

う一度これについて説明を求めたいと、受託候補者の誘致条件、これはどうなっているか説明

をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 誘致条件でございますけれども、受託者につきましては誘客拠点施設用地の企画提案業務、

運営・維持管理業務または企画提案業務、建物設計業務、建設業務、運営・維持管理業務まで

のいずれかを行うと。委託者は本件施設の設計建設および運営・維持管理にかかる資金を調達

し本件施設を所有する。なお、本件施設は３０年以上にわたって使用する予定であり、受託者
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は３０年間の使用を前提として設計・建築業務を行うこと。 

 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） 

 つまりこの問題は運営・維持管理業務、これまでできないと、それができないとプロポーザ

ルができないということですよ。つまり非常にプロポーザルの枠を狭めてしまって、普通企画

提案でプロポーザルは十分だというふうに思います。こういう形にするとほとんどの業者は参

加できないというふうに思いますけれど、これは広く意見を、アイデアをうまくプロポーザル

から得るという考えと反するんではないでしょうか。この点について質問します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を願います。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 広く求めるのであればということでのご質問でございますけれども、市といたしましてはわ

れわれの目指しているものをしっかり提案していただける業者が責任を持って集客につなげる

というところを目指しております。そのようなことでこのような提案、誘致条件ということで

させていただいたところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 だとしたら改修の見込みを計画に載せるということになっていますけれど、見込みどおりに

いかなかった損害はどういうふうにするか、要綱ではどうなっていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 要綱の中でその結果として成果が出なかった場合ということのようですけども、その点に関

しましては要綱としては、その誘致条件の中に特に定めてはおりません。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 そこは非常に不備があろうと思います。 

 最後に議会の提案をどのように今後組み込むかということについて、これは市長をはじめ議

会の提案も受け入れるということですけれど、その点についてどんな考えがあるかお願いしま

す。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を願います。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 提案等は今いただいた提案のことでございますね。はい。このへんにつきましても幅広く、

提案として今後の検討の中でしていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 どうもご丁寧なご答弁ありがとうございました。ご苦労さまでした。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 それでは関連質問をさせていただきます。 

 ただいまの野澤今朝幸議員の質問の中の一番最後で、こちょこちょとまとめてしまったので

聞き取れなかったり、ちょっと不明だった部分の確認という意味でございますが、プロポーザ

ルに参加する資格を持つ業者の、非常に狭くなってしまうということは市当局としても認識を

していますか。それともそういう意識はなく、このプロポーザルを仕上げるためにそれだけの

条件がないとできないという認識でそれを出しているのか、そこだけお答えをいただきたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 海野議員の関連質問にお答えさせていただきます。 

 プロポーザルですけれども、誘客拠点施設、ミュージアムなどのですね、そういうものに対

して事業計画があるかないかということを広く民間に募集しているものです。これはそういう

意味において条件を相当、私どもの望むべき条件を付けるということは当然のことだと思いま

す。条件を狭めているということではないと思います。 

 ただ野澤議員、先ほどおっしゃいましたように全体を広く使うという意味のプロポーザルに

はなっていないと、こういう意味では条件を狭めているという考えもあるかと思いますけれど

も、この誘客拠点施設についてもろもろの条件を付けていることについては適切な考え方だと

いうふうに思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 ありがとうございました。そういう理由であれば、われわれもそうかと思わざるを得ない部

分でございます。 

 もう１つ、今、野澤議員の説明の中に９つあるわけですけれども、われわれが一番、重要に

思っている部分というのは、市民からここで言いますと先ほど成島部長のお答えで１０１人の
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１１６件ですか、その部分の提案があったわけで、われわれとしても書面では報告を受けてお

ります。その受けたものについてどういうふうにして、それを精査してそして市が吸い上げる

のかということが１つ。 

 もう１つは、今、私がしつこく野澤議員も言い、私も言ったようにそのプロポーザルの業者

を選定する場合の条件設定ということと、私が考えるにわれわれの会派でどう考えても矛盾し

てくるような気がしたので、そこの確認でございます。市民から挙げられたものを１１０何件

あって、１つも採用されないということをわれわれはすごく懸念するわけですが、これとこれ

は市民の意見で採用してくれないと困りますよというふうな形、あるいは今、私どもで４月、

５月の２カ月間かけて、あの中で最も市民が喜びそうなもの、あるいは市民に理解が得られそ

うな施設というものはなんだろうということで８人、文殊の知恵で８つの頭を合わせて何時間

もそれこそ討議して出たものが、いろんな自分の無尽の関係なんかを含めてやった、そこへ出

てきたものだというふうにご理解いただきたいと思います。 

 そういう意味で、市民が１１０何件挙げたものが１つも採用されないようなプロポーザルに

なるんではないかという心配を、われわれは持っているわけです。その部分について市民の提

案と、あるいは市が今、募集をかけているプロポーザルの業者がまったく違う観点から出す可

能性があるわけですよね、小林副市長。その場合に市民の要望をどうやってそのプロポーザル

の業者に伝えるかという、そのへんの見えない部分についてちょっとこの場でご説明とわれわ

れの納得いくような説明がほしいんですが、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） 

 ただいまのご質問に答弁させていただきます。 

 市民の声をアイデアを募集いたしまして、１０１名の方からいただきました。その中にはい

ろんなご提案がございました。それらはＮＴＴ用地活用の中でそのうちのどれがいいのか実現

可能性がどれが高いのか。そういうものを今後、検討会議等で検討いたしまして決めていくと、

こういうことになります。市民の皆さまのアイデアが１つも採用されないとかそういうことは

まったくないと、こういうことになると思います。 

 誘客拠点施設につきましては、これについてのプロポーザルを今しているわけであって、そ

れ以外のものをこういうものを造るということがあるのであれば、市が直営で検討できるもの

については市が個別に委託をしてやればいいわけですが、そうではなくて、ではさらに民間事

業者に入っていただいて、アイデアを募集しなければならないと、こういうことになった場合

にはさらにまたプロポーザルをすればいいと、こういうことでありますので、今回のプロポー

ザルがＮＴＴ用地活用のすべてのプロポーザルではないと、こういうことはぜひご理解をいた

だければと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 やっと私が求める答えが出ました。先の１５分と、この４分が何だったんだろうかと思うん

ですが、とにかくそういうことで今、ご理解を深める場合に誘客拠点施設だけのプロポーザル
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だということでわれわれは、今までそのプロポーザルが出たときにＮＴＴ全体だと思ったから

先ほど野澤議員もＡ、Ｂゾーンだということまで申し上げたわけでして、ただあの要綱を見る

と多くの、われわれも設計事務所やいろんなところ、仲間と相談したんですが「これはもう、

海野さんできんよ」と。「おれんとうの力じゃあ、もう無理だ」と。企画運営立案まで、運営

までやるなんていうことではＮＴＴのところで、とてもわれわれは、時間をかけるだけ無駄で

すよという意見が多くあったんで、私がくどく今もう一度確認をしたということです。 

 であれば、この先に向けて市民が望むもの、より倉嶋市長が目指すところの市民の意見を、

声を届ける会の皆さんが望むような市民の声が届くＮＴＴグラウンド跡地の活用というものは

まだまだ希望があるというふうに考えていてよろしいですね。お答えを。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 お答えさせていただきます。 

 この構想そのものが構想段階から市民の皆さまにお示しをして、そしていろんなアイデアを

聞き、またいろんな方面の方のご意見も聞きということで具体化していくには、その都度検討

を重ねながら、それらを市民の皆さまにもお伝えをさせていただきながらやっていくと、こう

いうことで始まっておりますので、今後このＮＴＴ用地活用をはじめ、それ以外のミズベリン

グ構想についても何がどう決まっているということではありません。今後の検討の中で一番い

いものを造っていく、一番いいものを実行していくと、こういうスタンスでおりますのでぜひ

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 よく分かりました。それではしつこくて誠に申し訳ないんですが、われわれが一部誤解して

いた部分があるということの、今、私自身は誤解が解けたという部分が１点とそれから今、副

市長がおっしゃっていました、まだほかのミズベリング全体の構想についてもまだまだ市民の

意見を取り入れる可能性は十分あるんだということで、われわれもこれからまた行政と一緒に

なって、執行部と一緒になってもっともっといいアイデアを出しながら、市民の、いや笛吹市

の１０年５０年、１００年先まで楽しめるようなものにしていただきたいという要望で終わり

たいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 誠和会の古屋始芳です。ただいま議長の許可をいただきましたので、観光立市笛吹の現状と

課題について、５点ほど一般質問をさせていただきます。 

 はじめに今年の桃源郷春まつりの検証についてであります。 

 日本一の桃源郷宣言をした本市の行楽シーズンが始まり、桃源郷春まつりも境川の水芭蕉春
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まつりから芦川のすずらんまつりまで各地でいろいろな催しが開催されました。特に今年は期

間中、第１回全国桃サミットが行われ、全国や県内の桃産地から大勢の参加者がありました。

今年の春まつりを検証する中で各種イベントの集客状況や訪れた人たち、また参加者の反応は

どうであったかお伺いします。 

 その検証を踏まえ夏以降の催しについて、伝統的な鵜飼から花火大会等、また秋にもいろい

ろと計画が予定されていますが、どのように考えているかお聞きいたします。 

 次はインバウンドツアーへの対応についてであります。 

 富士山の世界文化遺産登録や円安効果もあって、外国からの観光客は年々増加をしているこ

とはご承知のとおりです。特に富士山周辺が多いようですが、本市ではどうでしょうか。中国、

韓国は政治的なことで対日感情をあらわにしますので、誘客に安定性を欠くように思われます

がどうでしょうか。 

 東南アジアを中心に他の地域へのアプローチがより一層、大切になっていると思います。そ

の意味でインバウンドツアーへの対応としておもてなしとしてのホテル、旅館、観光施設等、

受け入れ態勢はどのようになっているのか伺います。また市の窓口にインバウンド専門の担当

者を置く考えについて伺います。 

 次は観光スポットの整備と新しい観光資源の開発についてであります。 

 今、本市ではミズベリング構想を市民に理解してもらうためにいろいろな場面での説明や関

係別に１０項目の検討会議を設置して観光の目玉、拠点になるようなことを考えています。宿

泊者数２０万人増、また市の直接収入が３０億円を超す本市の観光スポットの整備と新しい資

源の開発は急務のことで今進めているところであります。そこで次の点についてお聞きします。 

 市が富士山眺望の絶景スポットとして発信しています新道峠ですが、芦川の町民が新道峠か

ら富士山眺望の素晴らしさをハガキで知事をお誘いし実現した折、前横内知事がその素晴らし

さに感動したことを同行した市長や市の職員の皆さんも記憶していることと思います。そのと

きに知事から道路拡幅と駐車場の整備がもう少し必要だなというようなことを言われておりま

した。その整備計画があるか、お伺いいたします。 

 次に昨年、第１回のトレイルランの開催で多くの人に参加してもらい大蔵経寺山と兜山から

の眺望の良さと素晴らしさを体験してもらいましたが、継続して行うことを考えるとコースの

整備と展望台の整備にもう少し手を入れる必要があると思われますが、いかがでしょうか。 

 山梨の百名山にこの２つの山も含まれていますが、この山からの眺望もとても素晴らしいと

思います。特に大蔵経寺山は、地域の市民有志が数年前からサクラやモミジの植栽を行ってい

て数年後の名所を目指しています。素晴らしい風景を期待したいものであります。 

 次にリニアの見える丘についてですが、私も何回か訪れてリニアを見に来ている人たち何人

かに話を聞いてみました。その人たちの言うことに「いつ通るか分からない」「時間が無駄にな

る」「日曜・祭日には走らない」「試験走行は２、３年後には終了するかもしれない」といった

ようないろいろな問題点が多くあるのに気づきました。そういう意味でリニアの見える丘整備

事業をなんらかの形で見直す必要はないか、お聞きいたします。 

 次は観光物産連盟と各観光協会、各種観光関係団体の状況についてです。 

 春まつりはせっかく八代のふるさと公園をメイン会場にして行っておりますが、盛り上がり

にもう少し足りないように思われます。各団体が一体感を持って観光施策に取り組む姿勢に欠

けているように思いますが、その点についてお聞きいたします。 
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 市役所の観光商工課内に物産連盟の事務局がありますが、観光商工課と物産連盟との区分け

がちょっと分かりづらいような気がいたします。法人化されている組織ですので独立したほう

がよいと思いますがいかがでしょうか。その組織の会長はできたら市長でないほうがいいよう

な気がしますがいかがですか。 

 次は新しい市の観光ビジョンの策定についてです。 

 笛吹市の観光振興ビジョンは観光行政の基本構想として平成２２年３月に作成され、翌年の

５月には観光振興施策の指針となる基本計画の観光振興アクションプランを策定し、市役所内

の全庁内での広範囲からの取り組みとして観光振興に取り組んでいます。 

 そこで次の点についてお聞きします。 

 ただいまの野澤議員の質問にもありましたように今回、計画している武田氏風林火山関係を

テーマとした集客拠点施設は現ビジョンには計画されていないため、新たに策定委員会を設置

し多くの人の意見を聞き、将来を見据えたビジョンを策定・計画したらよいではないかと思い

ますがいかがですか。その観光についてのいろいろな発信方法もインターネットのホームペー

ジやパンフレット、チラシ、マスコミ利用、トップセールス等いろいろありますが、重要なこ

とですので冊子を１つ作ってみる必要もあるではないかと思いますが、その対応についてお伺

いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに今年の桃源郷春まつりの検証についてですが、今年の桃源郷春まつりはメイン会場

を八代ふるさと公園、サブ会場を花鳥の里スポーツ公園とし、各地にはお花見散策コースを設

け、またミズバショウまつりや石和華みこしなど特色あるイベントを実施いたしました。雨に

より中止になったイベントもありましたが、おおむね順調に開催することができました。両会

場の来場者は１万人、川中島合戦戦国絵巻は４万人、全体では８万６千人を超える方にお越し

いただきました。八代会場では、桃の景色の中にリニアが走るたびに大きな歓声が沸き起こっ

ていました。 

 これから夏に向けていさわ鵜飼、連夜花火、いちのみや大文字焼き、石和温泉花火大会と続

きます。情報発信をしっかり行い、多くのお客さまに笛吹市を訪れていただきたいと考えてお

ります。 

 次にインバウンドツアーへの対応についてですが、２０２０年の東京オリンピックの開催や

アジア諸国のビザ要件の緩和などにより、これから日本を訪れる観光客は増大していくことが

予想されます。インバウンドへの対応は喫緊の課題でありますので、ミズベリング構想におい

てもインバウンドを重要な柱として取り組んでまいります。 

 また国の交付金事業を活用した今年度の新規事業として、１つ目は海外のお客さまが訪れた

際に情報を取りやすくするための無料Ｗｉ－Ｆｉスポットの設置を推進し、宿泊施設や観光農

園等を対象に設置補助を行ってまいります。 

 ２つ目は、旅行者への観光・イベント情報の発信源としてスマートフォンアプリを開発し情

報提供してまいりたいと考えております。 



 ４９ 

 ３つ目は、観光物産連盟の観光情報を発信するＨＰ「ふえふき観光ナビ」の英語版も整備す

る予定でおります。 

 現在、石和温泉旅館協同組合におきましても外国語標記のまち歩きマップや食事メニューの

作成を進めるなど外国人の受け入れ態勢を整え、おもてなしに積極的に努めており、観光物産

連盟にはインバウンドに精通した専門家を招聘して配置し、今後のインバウンド対応の基盤強

化を図ったところであります。 

 次に観光スポットの整備と新しい観光資源の開発についてですが、世界遺産に登録された富

士山を望む新道峠からの絶景は見逃せない笛吹市の観光スポットであります。現時点で道路拡

幅および駐車場整備の計画はございませんが、今後の検討課題とさせていただきたいと考えて

おります。 

 昨年度実施した大蔵経寺山から兜山にかけてのトレイルランは非常に好評でした。引き続き

開催してまいりたいと考えております。そのためのコース整備や案内標識設置など必要な整備

は行ってまいりたいと考えております。 

 リニアの見える丘につきましても、走るリニアの姿がきれいに見える日本で唯一の場所とし

て多くの方が見学に訪れています。富士山観光や東京オリンピックなどに訪れた方が一足伸ば

して訪れたくなる観光の目玉として積極的にＰＲし、来年４月に向けて整備してまいりたいと

考えております。 

 次に観光物産連盟と観光協会、各種観光関係団体の状況についてでありますが、観光物産連

盟傘下の各地区観光協会や商工会・旅館組合など観光関連団体とは春、夏のイベントをはじめ

大型キャンペーンなど連盟主体事業はもちろんのこと、各団体の事業におきましても連携・協

力しながら実施しております。 

 今後も笛吹市の観光施策を幅広く展開していくためには、各種団体の協力は必要不可欠であ

ります。各種団体との意志疎通を図りながら、さらなる一体感の醸成を推し進めてまいりたい

と考えております。 

 また物産連盟事務所の独立につきましては連盟職員数、財政面などクリアすべき問題が多く

ありますが、ミズベリング事業が完成する３年後を目途に事務所の確保や代表理事の民間起用

などについて関係団体と協議してまいりたいと考えております。 

 次に新しい市観光ビジョンの策定についてですが、昨今の観光を取り巻く状況は国内外ばか

りでなく市内外でも大きく変化しております。本市におきましても本年度からミズベリング構

想を推進して重点的に観光振興を図ろうとしています。こうしたことを踏まえ新たな観光ビジョ

ンを策定してまいります。 

 また情報発信や情報提供の方法についてですが、冊子の配布も含めて可能な手段は取ってま

いりたいと考えております。国内外の多くの人の目に、また耳に留まり笛吹市に誘えるよう情

報発信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。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 それでは再質問を行います。 
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 まず春まつりについての再質問です。 

 春まつりで実施した特にイベントの中で桃源郷マラソン、川中島合戦絵巻、それらが一番多

く人が集まるイベントだと思います。その費用対効果はどのようになっているかお聞きいたし

ます。 

 また今年、第１回目として実施した桃サミットについて、参加した各自の反応はどうであっ

たか。また全国初の全国桃産地協議会を設立しました。その会の今後の予定、計画はどうでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 質問がいくつかにわたっていますので、１つずつ質問を願いたいと思いますが。 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 古屋議員の再質問にお答えをいたします。 

 春まつりの費用対効果ということで、川中島合戦絵巻の費用対効果でありますけども、直接

的に経済効果を図るということは非常に困難でありますけども、この中でＮＨＫですとかテレ

ビ朝日などの報道関係が約２０社、取材に来ていただきました。中でもフィリピンからのテレ

ビクルーが取材に来ていただきまして、国内外にまたその状況を紹介・宣伝することができた

と思います。見物に訪れたお客さまが４万人でありまして、その際の宿泊や物産の購入等を考

えますと費用対効果は十分あったと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 どうもありがとうございました。先ほどまとめて言ってしまったから申し訳ございませんで

した。 

 桃サミットの全国桃産地協議会の今後のことをちょっとお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 全国桃サミットを４月に開催しているわけでありますけども、各産地の反応についてという

ことでありますが大変好評でありました。特にサミットのあとに行われたレセプションにおき

ましては、それぞれの産地の皆さんが大いに交流を図り盛り上が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） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 今後の協議会の予定をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 桃サミットの質問にお答えいたします。 
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 桃サミットの際に設立しました全国産地協議会というものの今後の予定、計画でありますけ

ども、その際の産地協議会において採択された全国桃サミット宣言の趣旨がございますけども、

その趣旨を踏まえて国に対して協議会の役員、４市の市長が笛吹、甲州、山梨、それから紀の

川市の市長になっていただきました。その市長４人と７月に国のほうに協議書のほうを、要望

書の提出をするという予定になっています。また来年以降に国から要望の反映された事業が示

された場合には協議会として取り組んでいくという予定になっています。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 せっかくいい協議会をつくりましたので、ぜひ来年以降も笛吹市以外のところでも継続して

この桃サミットを開催してもらいたいと思います。 

 次に観光の誘客の市の単独では非常に難しいと思います。観光振興ビジョンにもあるように

広域観光ルートなど隣接する自治体などとの連携はどのようになっているか、お聞きいたしま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 広域観光ルートなど隣接する自治体との連携についてでありますけども、現在、甲府市、山

梨市、甲州市と４市で連携を行っております。共同での観光キャンペーンの実施や旅行業者、

雑誌社等を招待した観光資源のエクスカーションといったことを実施しております。また甲州、

山梨市、峡東３市でワインタクシー等を実施しております。また今年度、県が主導ですけども、

峡東地域のワインリゾート構想といった協議会も立ち上げる予定になっております。 

 また富士河口湖町とはコスモスの花で道をつなげるコスモス湖道事業とか自転車愛好家によ

るフルーツライド事業等を予定しているというところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ隣接している市町村との連携を取りながら、広域的な観光ルートをお願いしたいと思い

ます。 

 先ほどの質問で、市の計画している集客拠点施設整備は本当にこの笛吹市の将来を重要に占

うものだと私も思っております。観光振興の方向性を示している観光振興ビジョンやアクショ

ンプランとの整合性について、できたら副市長にお聞きしたいんで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） 

 古屋議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ミズベリング構想自体が観光振興ビジョンに具体的に明示されているということはないわけ

でございますけれども、それぞれの項目の中の例えばインバウンドの推進とか多様な観光地づ
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くりとかそういうようなことで読めるわけですけれども、今後このミズベリング構想は市の最

も重要な施策として推進していくわけでございますので、そのミズベリング構想を中心に据え

た観光振興計画、あるいは観光振興ビジョンというものを早急につくってまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。ここに、これは隣の山梨市、これは甲州市のそれぞれ観光ビジョ

ンの冊子でございます。これらの中を見ても両市が訪れてもらう観光客は、最終的には石和へ

泊まると、そういうようなことが向こうの市の観光の中でも言われております。ですからやは

り隣接している、そういう市の自治体との連携も十分に図りながらしていけば石和への、石和、

春日居温泉への宿泊者も増えることが期待できると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それから石和温泉駅やみさかの湯でも市の花、バラとかまた道路際へ花の木や木の植栽で時

期に合った花などを観光客が楽しんでおります。そういうことは各ボランティアの人たちが中

心になって植栽したり、花木を管理したりしているのが非常に多いと思います。先日、笛吹川

の川に昨年ですか、花の種を蒔いて、菜の花の種を蒔いてきれいにしようという計画がボラン

ティアと笛吹高校の先生を大勢使ってやりましたが、結局モグラにやられるから駄目だという

ようなことで、そのきれいになるべきところがなりませんでした。 

 ですから、そういう市をきれいにするというようないろいろな団体がございますので、ぜひ

そのへんの方々とも連携を取ってもらいたいと思いますがいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 今、市民環境部で花と緑のまちづくりということで重点施策として今、取り組んでいるとこ

ろであります。その中で今、古屋議員のおっしゃいましたとおり市民ボランティアの活用、ま

た当然、企業とかにも協力していただく中で市全体に花と緑を生かしていこうということで今、

取り組んでいるところであります。 

 その中に具体的に今、菜の花のお話が出たんですけども、それにつきましても河川では無理、

ちょっといろんな条件がそろわないということで今回、断念をせざるを得なかったんですけど

も、菜の花はほかのところでもいろんな遊休農地とかいろんなところを使ってもできるという

ことを考えておりますので、そのへんでまた学生の力を借りるなり、ボランティアの力を借り

るなり広くいろんなところで花いっぱいは進めていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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 最後に笛吹市内の若い人たちをもっと、海外に向けての交流をするような機会を捉えていた

だきたいと思いますが、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 国際交流、人材育成という観点で多部局にわたりますので私のほうで答弁させていただきま

すけれども、過日、天津市のほうで笛吹市のほうを教育の関係ですが訪れました。天津市とい

うのは中国の４つの、こちらで言う政令指定都市みたいなものですが直轄市、人口は１，５００万

人という市でありますので、また沿岸部ですから日本にも近いというようなこともありまして

教育のみではなく観光あるいは産業、そういう面でも交流が図れるのではないかと期待をして

いるところであります。そのようなこともありますので今後この交流の中では若い世代、学生

生徒、あるいは２０歳ぐらいの若い世代、こういうような方々に相手方を訪問したり、あるい

は向こうからも来てもらったりと、ここぞと活性化させていきたいというふうに考えておりま

す。また幅広く、うまい相手があればそのようなことも検討させていただきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。 

 ぜひ将来を担う若い世代の人たちにも、そういった部分でいろいろと場を与えてやってもら

いたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で古屋始芳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。 

 ありませんか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分とします。 

休憩  午前１１時５０分 

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

再開  午後 １時３１分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは一般質問を続けます。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして一般質問を行います。 
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 まず子どもの貧困、特にひとり親家庭の貧困の現状と対策について伺います。 

 子どもの貧困の問題が深刻さを増しております。子どもの貧困率は３０年前の１９８５年に

は１０％程度でしたけれども、厚生労働省がまとめた２０１２年の調査では貧困率が１６．３％

にもなり、実に子どもの６人に１人が貧困状態にあるという大変衝撃的な状況であります。貧

困は子どもにはなんの責任もありません。なんの責任もありませんけども、しかし貧困の環境

に生まれ育つことによって、現在の暮らしはもちろんのことですけども、将来までも左右され

てしまうのが子どもの貧困であります。特に母子家庭の貧困率は５５％にもなります。子ども

の貧困は健康格差、教育格差にもつながるものであります。そして母子世帯の貧困の背景には

女性の貧困問題があります。労働法制の相次ぐ改悪で臨時雇用や派遣職員が増え続け非正規雇

用が全体では３８．２％でありますけども、女性では５６％にもなります。働く単身女性の３人

に１人が年収１１４万円未満。そして非正規雇用の若年女性の８割以上が年収２００万円未満

となっておりまして、貧困女子、最貧困女子という言葉も生まれておりまして社会的な問題に

なっております。 

 母子世帯はひとり親ゆえの困難に、こうした女性であるがゆえの困難という二重の困難が加

わってしまいます。この困難はもろに子どもを直撃します。母子世帯の親の就業率８０．６％

ですけども、朝から夜まで働いても働いても５５％の世帯が貧困にあるというのは異常としか

言えません。 

 子どもの貧困対策、母子世帯の貧困対策は雇用形態とも含めてひとえに国家の仕事でありま

すけども、しかし自治体でできることもあるはずであります。自治体でできる支援策を求めて

以下質問をいたします。 

 １つ目は市内の１８歳未満の子を養育しているひとり親家庭の件数はどのくらいか。ひとり

親家庭、母子・父子家庭の年間の収入について伺います。 

 ひとり親家庭で働いている親の雇用形態について伺います。併せて特に母子家庭におけるダ

ブルワーク、トリプルワークの実態についても伺います。 

 ひとり親家庭への地方自治体でできる支援策として児童育成手当の支給、上下水道費の減免、

就学援助費のうち入学準備金の入学前支給を求めたいと思います。 

 貧困は教育格差にもつながります。大学進学を例にとりますと全国平均５０％超なのに対し

て生活保護世帯の平均はわずか１９％です。教育格差は就職という社会への間口を狭め、貧困

の再生産を招くことにもつながってしまいます。生活困窮者自立支援制度の任意事業でありま

す学習支援の取り組みを求めたいと思います。 

 一口に母子家庭といいましても死別、離婚、非婚の３つの層があります。しかし父親がいな

いことに変わりありませんけども、同じ母子世帯なのに社会保障や税制に差別があるのはいか

がなものでしょうか。未婚のひとり親家庭に対し、みなし寡婦（夫）控除の適用を求めたいと

思います。 

 以上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、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えをいたします。 
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 はじめに市内の１８歳未満の子を養育しているひとり親家庭の件数についてですが、ご質問

は市内の全ひとり親世帯の把握状況と理解しておりますが、単身赴任等を理由にした分離世帯

など住民基本台帳による把握が難しいため、児童扶養手当の受給者数としてお答えをさせてい

ただきます。児童扶養手当の受給資格者は４月末現在で６６５人となっております。 

 次にひとり親家庭（母子、父子）の年間収入についてでございますが、平成２６年度山梨県

ひとり親家庭等実態調査によりますと、母子世帯は１００～２００万円未満が全体の３４%と

最も多く、１００万円未満が１３．３%の順となっております。収入のない方を含み３００万

円未満の方が全体の７割を超えるといった状況です。 

 また父子世帯においては５００～１千万円未満が２３．６%と最も多く、次いで３００～

４００万円未満が２２．８%となっております。母子世帯の年間収入が他に比べて低い結果と

なっております。 

 次にひとり親家庭の働いている親の労働形態についてですが、昨年８月の児童扶養手当現況

届の生活状況調書によりますと常勤が４４．６%、３００名。パートが４５．４%、３０５名。

無職が１０%、６７名でした。 

 山梨県ひとり親世帯等実態調査による県内での状況は、母子世帯において臨時雇用者・その

他が５０．４％と半数を占めておりまして、次いで正規の職員・従業員が３６．３%となって

おります。また父子世帯においては、正規の職員・従業員が全体の６０．２%と多数を占めて

おります。 

 次に母子世帯でのダブルワーク、トリプルワークの実態についてですが、児童扶養手当の申

請において職場を２つ以上記入する例はほとんど見受けられず、把握することはできません。 

 次にひとり親家庭への支援策についてですが、児童育成手当につきましては現在、東京都の

独自事業として対象児童１人月額１万３，５００円が支給されていると伺っております。山梨

県に確認をいたしましたところ、児童育成手当支給制度を行う予定はないということでござい

ます。今後、市がこの制度を単独で行うことは多額の財政負担となるために困難と考えており

ます。 

 上下水道料金の減免につきましては、上下水道事業は独立採算を基本とし使用者の皆さまか

らの料金で運営をしておりますので、新たな減免制度の創設は他の使用者の負担増につながる

ことから今後、経営状態なども勘案しながら慎重に検討してまいります。 

 就学援助につきましては、市の支給要綱による支給のため必要事項が決まっております。申

請していただく場合には、所得が基準に該当しているかどうかを判断するため、源泉徴収票な

ど前年中の総所得が分かる書類の写しを提出していただくことになっております。この内容が

確認できるのが６月１日以降となるために、４月前に支給することは難しいと考えております。

就学援助はとても重要な制度です。特に所得について不確定のまま支給するわけにはいきませ

ん。公平・公正な支給をするためにも支給時期についてご理解をお願いいたします。 

 次に生活困窮者自立支援制度の任意事業である学習支援の取り組みについてですが、平成

２７年４月１日から施行された生活困窮者自立支援法に基づく任意事業であります。今後のモ

デル事業の実施状況等を見る中で本市での成果や必要性を精査・研究し、検討していきたいと

考えております。 

 次に未婚のひとり親家庭へのみなし寡婦（夫）控除の取り組みについてですが、本市のひと

り親家庭の事業におきましては国、県の制度に基づいて実施しております。したがいまして、
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事業の所得要件の算定方法が税法上の寡婦（夫）の定義に基づいており、また課税の状況を判

断基準としているさまざまな社会保障制度などがあることから、婚姻歴のないひとり親家庭の

寡婦（夫）控除につきましては、所得税法等の改正により適用されることが本来であると考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初に１点、総体的なことについて質問いたします。 

 今年５月５日の子どもの日の記事、全国の新聞を見ますと例えば北海道新聞には「子どもの

貧困対策は未来社会への投資である」というタイトルで記事を掲載しておりました。まさしく

そのとおりだと私は思いますし、そしてまた重要で第一義的にやらなければならない子育て支

援策であるというふうに私は考えます。このことから鑑みて、今の部長の答弁の全体を貫いて

いるというのは子どもの貧困の深刻さを捉えていない。対策への消極性であるというふうに私

は指摘したいというふうに考えております。そうではないんでしょうか。例えば就学援助も、

みなし寡婦（夫）控除の適用も全国では実施している自治体もいくつもあるにもかかわらず、

本来的ではないと言いながら、一方で学習支援の取り組みというのは法に基づく事業であるの

にもかかわらず、まわりの様子見という答弁、やっぱりこのような答弁というのは本当に貧困

の深刻さをあまり分かっていないとおかしいですけども、あまり捉えていないとしか言えませ

ん。そういう取り組みへの消極性というのは、どういうことから起因するものですか。答えて

ください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山議員の再質問にお答えをいたします。 

 子どもの貧困対策というのは議員ご指摘のように、また国のほうでも政策的な取り組みが指

示されておりますように、今後の子育て支援の中では非常に重要なキーワードであるというふ

うな認識は持っております。 

 しかしながら、笛吹市の実態の把握等も恥ずかしながら現時点では不十分なところがござい

ますし、今後、研究をして取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 先ほどの部長の答弁では年収について答弁しておりまして、２００万円未満が４７．３％も

あります。本当に深刻な状況だと思います。今の答弁にありましたように、ぜひとも実態を把

握しながら早急にいろんな面で取り組んでいただきたいと思います。 

 少し具体的なことについて質問させていただきます。 

 まず上下水道ですけども、例えば貧困の母子家庭に対して上下水道の使用料減免というのは
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条例上、可能でしょうか、不可能でしょうか、まずお答えください。 

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） 

 亀山議員の再質問にお答えをいたします。 

 ひとり親家庭に対する支援策、これは大変重要なことだと考えております。しかし上下水道

事業につきましては、先ほど答弁にもございましたように独立採算制を基本として健全な企業

運営を確保するために必要な経費を使用者の皆さまに負担していただいております。こうした

ことから、特定の使用者への減免制度を導入した場合に、減免された分は他の使用者に負担し

ていただかなければならず、受益者負担の観点から新たな減免制度の創設は慎重に行う必要が

あると考えております。 

 いずれにいたしましても先ほどお答えをいたしましたように上下水道の料金に関わる事業で

ございますので、今後、上下水道審議会にお諮りをいたしまして検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私は条例上、可能か不可能かということを質問しましたけども、条例上は可能という捉え方

でよろしいですね。それで例えば貧困母子家庭への減免を実施する場合、平均的な使用料から

計算して大体どのくらいの減免の金額になるというふうに試算できるでしょうか。条例上、可

能かどうかも含めてお答えください。 

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） 

 先ほど申し上げましたように料金に関わる事案につきましては、今後上下水道事業審議会の

ほうに諮ってみなければなんとも言えませんが、条例上は可能だと考えております。 

 それから一般家庭の多くが契約をされております口径１３ミリの平均的な使用料につきまし

ては水道が２カ月で４，５４０円、下水道が４，０１０円となっておりますが、現時点で上下

水道の関係条例等にひとり親家庭に関する減免、あるいは免除の規定がございませんので、免

除後の料金につきまして現時点でお答えすることはできません。 

 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） 

 ひとり親家庭の貧困の世帯に対して、もし減免するとすればどのくらいの金額が試算されま

すかという質問です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 
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〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 もし仮に減免をするといたしまして、どの部分をどのような減免をするのか。例えば基本料

金なのか、使用料全体なのか、また減免率はどうするのか、そういったことを決めていかなけ

れば算定することはできません。上下水道事業の料金に関わる事案につきましては、先ほども

申し上げましたが上下水道審議会にお諮りをして、今後決めていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 公営企業部の部長の立場もよく分かったりしますけども、もし減免するとしてその減免金額

を子育て支援策の１つとして一般会計から計上するということについてはどうでしょうか。保

健福祉部長の答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山議員の再質問にお答えをいたします。 

 現時点で公営企業部のほうと上下水道の水道料金等のシミュレーション等ができておりませ

んので、協議をした中で可能性については検討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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 全国的な事例を見ますと母子家庭、貧困の母子家庭に対して上下水道の減免を実施している

ところもあります。条例上も可能ということですので、ぜひそれは子育て支援策の１つとして

一般会計からの扶助費という形で出していただくということを今後、検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 次に就学援助費について伺います。 

 入学準備金として入学前に支給できないかという質問をいたしました。福岡市では実施して

おりまして申請書を１月末日まで学校に提出して、認定されたら３月中旬から下旬にかけて口

座に振り込まれるということであります。先ほどの答弁には、支給するための必要事項がある

というふうなことでした。それはやっぱり本当に困っている家庭の状況を考えると、一刻も早

い支給ということが一番やっぱり大事ではないかなというふうに思います。そういう点で、支

給するための必要事項の見直しをしながら入学前支給というのができないでしょうか、再度お

願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 亀山和子議員の再質問にお答えをいたします。 

 就学援助費の新入学生の就学援助の関係の入学前準備金としての支給ということで入学前に
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それを支給することができないかというご質問でございます。 

 福岡市がたしかに入学準備金として１月に申請をいただいて、３月前に支給をしているとい

う事例がございます。福岡市の場合には、所得の確認をするのに２７年度の入学準備金を支給

するのに２５年度の所得をもって認定をしておると。うちの現状の支給要綱では２６年度直近

の所得に基づいて認定をするということですので、６月以前にはその確定ができないというこ

とから現在、笛吹市のほうでは入学準備金の支給を入学前にすることはできないということに

なっております。 

 ただ、たしかにそういった困った方、困っている方にとっては入学準備金を入学前に支給を

するということについては、大変よいことではないかなというふうには考えております。その

１年前の所得で認定をするのか、それとも直近のもので認定をするのかということについてで

すけども、やはり現在の考え方とすれば直近のもので、所得で認定をすることのほうが間違い

がないのではないかということで、笛吹市の場合は現在行っているという状況でございます。 

 ただ、事務上の問題点とか今後研究いたしまして、例えば支給したけども、実際には認定に

ならなかったというようなケースも考えられますので、そういった課題がクリアできるのであ

れば、そのへんはちょっと研究させていただきたいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いろいろと条件もあるかと思いますけども、ぜひとも前進の方向で検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 次に学習支援について伺います。 

 全国の例を調べてみますと、多くの自治体でこの新しい自立支援法に基づいて学習支援をす

るということを取り組んでいる自治体もあります。国庫補助も２分の１あります。先ほどの答

弁では必要性を研究しながら検討していきたいというふうな答弁でしたけども、でもこの自立

支援法施行前から県内でもこういう学習支援をしているところもあるわけですよね。ですから

自立支援法施行前のあちこちの実践例をぜひ研究していただきたかったというふうに思います

けども、そういう実践例を実際研究したことがおありでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 生活困窮者自立支援制度の中で、モデル事業の内容でございますが、モデル事業のスタイル

もさまざまございます。当然、当該人数規模によっても違いがあるわけでございますが、ある

市ではセンター方式でそこに集まっていただいて、そして学習支援をしているところ、またそ

のほかにつきましては、これは生活保護の受給世帯を中心に行われているわけでございますが、

それぞれの世帯へ出向いて学習支援をしているところ、この学習支援の方法につきましても例

えば教員のＯＢを臨時職員として雇用する中でお願いしているところとか、または学生のボラ

ンティアをお願いする中でしているというような状況もございます。いずれにしましてもまず

困窮世帯等の、また子どもとの意思等の確認をする中でそのへんで可能性を考えながら進めて
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いかなければならないということで、実際やっているところの内容等については把握をしてい

る状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 検討課題ということでしたので、先ほどの答弁では、ぜひとも前進する方向でぜひ早急に検

討していただきたいと思います。 

 みなし控除について伺います。 

 例えば年収２００万円、３歳児の子ども１人を保育所に預けた場合、未婚ひとり親と婚姻歴

のあるひとり親とでは年間保育料にどのくらいの差があるのか。また所得税や住民税を合わせ

ると年間どのくらいの差が生じるのか、お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山議員の再質問にお答えをいたします。 

 保育料の算定につきましては、個々の事情によりさまざまな要素が絡んできますので一概に

比較はできませんが年収２００万円、３歳児１人を保育する母子家庭の基礎控除のみと限定し

て保育基準時間での保育料を算定いたしますと、離婚されたひとり親では寡婦控除があり、市

民税の所得割額が発生しないため保育料減免規定による母子免除が適用され、保育料はゼロと

なります。一方で未婚のひとり親の保育料につきましては市民税、所得割の課税世帯として月

額１万８千円の保育料となります。差額は年間で２１万６千円となります。 

 ちなみに同じ条件で年収２５０万円のケースでは、どちらも月額１万８千円で同額となると

いうことでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 所得税と住民税はどうなっていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 申し訳ありません。所得税、住民税のところについてはちょっと資料の取り寄せができてお

りませんので、またのちほどお答えをしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 同じ父親がいないというひとり親家庭であるのに、未婚の場合とそれから婚姻歴のある家庭

では年間にして２１万６千円も差が出てしまう。これは本当に大変な時代、年収２００万円と

いうと本当にワーキングプアだと思うんですけども、大変な事態だと思います。ぜひとも、こ

れは市営住宅の使用料にも関係してきますので、ぜひともこれは、みなし控除のことについて

は早急にやっていただきたいというふうに思います。 
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 世の中全体の動きというのは明らかに婚姻歴のある、なしで子どもへのサービスをなくす方

向に向かっております。２０１３年の１２月には婚外子への相続差別を廃止する民法改正が行

われましたし、日本弁護士連合会では２０１３年に寡婦控除のみなし適用を国に要望しており

ます。こうした動きをどういうふうに見るのか。実際に実施している自治体もあるわけですか

ら、所得税法の改正がなければできないかのような答弁は少し当たらないんではないかなとい

うふうに思います。こうした世の中の動きを受けてどういうふうに受け止めるか、先ほどの２１万

６千円の差額のことも含めて再度答弁してください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃられるように今回、改めて寡婦控除についての算定シミュレーションをし直

して２１万円という答弁をさせていただきましたが、全国的な状況を改めて調べますと政令指

定都市の半数以上、また沖縄県ではおおむね半数の自治体がこういった事業を展開していると

いう状況とともに、また国に対しても働きかけの実態があるというふうなことを改めて確認を

いたしたところであります。 

 またご紹介にありましたように嫡子、非嫡子の部分につきましても国のほうでそういった是

正措置が推進をされてきたということも鑑みまして、早急に内容等を検討していきたいという

ふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁を実施する方向での前向きな答弁と受け止めて、２問目に入りたいと思いま

す。 

 市と笛吹市観光物産連盟の関係について伺います。 

 笛吹市観光物産連盟ができてからたしか６年だと思いますけども、経過しました。連盟の定

款によりますと目的として笛吹市の産業文化の発展向上、ならびに国際親善等に寄与すること

とあります。その目的達成のために観光イベントの実施や宣伝事業、観光振興事業、さまざま

な事業を展開してきたこの間だったと思いますが、連盟の収入を見ますとおよそ７８％は市か

らの補助金で運営されているという実態であります。これまで何回か委員会などでも指摘して

きましたが、一般社団法人である物産連盟と笛吹市では明らかにまったく人格が違う別の団体

であります。とりあえず物理的にでも自立をすべきというふうに私はずっと指摘してきました。

連盟発足当初は人も金も物も支援しなければならない状況であったというふうに思いますけど

も、しかし６年が経過して発足当初とほとんど変わらない連盟と市との関係というのは、とて

も容認できるものではありません。市民にとっても、とても理解し難いものだというふうに考

えております。 

 以下、伺います。 

 観光物産連盟の事務所の所在地、連盟の代表者、事務局長、職員はどうなっているのか。事

務局長、職員の身分や所属、給料の支払い元はどこになっているのか。 
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 この６年間、連盟が市の観光振興にどんな役割を果たしてきたか、どう評価しているのか。 

 最後に市の観光振興における連盟の役割強化、機能強化のためにも物理的にも財政的にも自

立すべきと考えますけども、時期と見通しについてはっきりと方向性を示してください。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに笛吹市観光物産連盟の本部事務所の所在地についてですが、石和町市部の７７７番

地となります。 

 次に代表者は倉嶋清次市長が代表理事、事務局長は観光商工課観光振興リーダーが兼務となっ

ており、職員は観光振興担当の２名が兼務し、専属職員２名の計５名となっております。 

 事務局長、職員２名の給料の支払い元は笛吹市となり、専属職員の給料は笛吹市観光物産連

盟より支払われております。 

 次に市の観光振興にこれまで果たしてきた観光物産連盟の評価についてでありますが、設立

目的であります、市内における観光事業および観光関連産業の健全な発展振興を図り、宣伝広

報活動を実施することによる笛吹市の産業文化の発展向上、ならびに国際親善等に寄与してき

たものと受け止めております。笛吹市が行う春・夏のイベントの実施主体となり、各地区観光

協会への指導育成、観光振興を図るためのイベント等の実施、ならびに誘致などさまざまな分

野で観光振興の中心的部分を担っており、今後も当市の観光振興の主たる団体であるべきと考

えております。 

 次に観光物産連盟の役割強化、機能強化のためにも物理的、財政的に自立すべきとのご指摘

ですが、市の職員が兼務という形で事業を行っておりますので、自立する場合の事務所や専属

職員の増員等に関わる経費などを考えますと、現時点での市補助金のみの収益では非常に厳し

いと考えられます。 

 今後ミズベリング構想の具体化を通じ観光物産連盟の役割強化、機能強化、新たな事業の開

拓などについて検討し、ミズベリング事業が完成する３年後をめどに事務所の確保や代表理事

の民間起用などについて関係団体と協議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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 まず最初に全体的なことですけども、現在の笛吹市と観光物産連盟の関係についてどのよう

に認識しているんでしょうか。明確に答えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 再質問にお答えいたします。 
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 先ほども答弁の中でお答えしましたけども、観光商工課の中に兼務という形で存在がしてお

ります。どちらもそれぞれの法人格を持った団体ではありますけども、職員が兼務ということ

で同じ目的を持つ団体を一緒に同じ目的を果たすべきというところで、一体となって現在は事

業を進めているというところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 同じ目的を持って同じ仕事をしていれば、まったく法人が違っても一体感で仕事をするとい

うのは、市民にとってみればとても理解しがたい事態であります。決算書を見ますと２名の職

員の賃金が計上されておりますけども、先ほど明確に答えておりませんでしたけども、この２名

の職員というのは連盟が採用した職員なんでしょうか、それとも市からの派遣職員なんでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 ２名の専属の職員につきましては、連盟のほうで採用しているプロパーでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この２名の連盟の職員ですけども、例えば法人には職員の給与規定があって、そこの給与規

定で給料手当や共済を支給しているという、そういう認識でよろしいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 大変申し訳ありません。給与規定については、そこまで承知をしておりません。申し訳ござ

いません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 失礼しました。確認をしてお答えを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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 明らかに人格が違う団体でありながら、まったく同じところで仕事をしている。いかに目的

が同じだったり、仕事内容が同じだったりしても市民にはとっても分かりづらい光景でありま

す。どの人が市役所の観光商工課の職員で、どの人が連盟の職員なのかということをまったく

私も判別できませんし、どの人がどうなのか。そういうやっぱり市民にとって分かりづらい状
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況というのは、税金の使い方の問題にしても大変やっぱり困ることだというふうに思います。

３年を目途にというふうな部長の答弁でしたけども、やっぱりこれまで放ってきたというのが

私は行政の怠慢だというふうに、私は市長をはじめとして行政の怠慢だというふうに思います。

もっと早い段階で例えば物理的にでも自立の、目指すということをぜひ緊急の課題として取り

組むべきだというふうに思いますけども、再度そのへんについて答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 先ほどの答弁にも答弁いたしましたけども、今年度の中ではそういった突然、急に今年度か

らというわけにもいきませんでしたので、それに議員のおっしゃるような方向へ持っていくた

めにも、これから組織の問題、また財政的な問題、職員の問題等々を考慮しながら、その方向

に向けた検討を始めているというところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で亀山和子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。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 関連質問させていただきます。 

 先ほどの答弁の中に、上下水道は独立採算制を原則としているというふうにおっしゃいまし

たけども、私の記憶では市の会計の原則はまず単一会計を原則として、そうした中で特別な事

業、また特定の収入を伴う分野について特別会計を設けることができるというふうになってい

ると思ったわけなんですけども、そうして独立採算制を原則とするというのは公営企業会計に

ついてはそうでありますが、下水道特別会計はそういう意味で独立採算制であるというふうに

私は認識していなかったんですけども、いかがなもんでしょうか。 

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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えをいたします。 

 私の答弁のほうが少し誤りがございまして、上水道事業という形でお答えをさせていただき

ましたので、水道事業につきましては独立採算制の事業であるということで一緒に申し上げて

しまいました。失礼しました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

 



 ６５ 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 その認識というのは、今、訂正された認識というのは市全体の認識だというふうに、ほかに

もそういう答弁をした方はいらっしゃいましたけども、共通だというふうに理解してよろしい

でしょうか。総務部長さん。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 どちらですか。答えろということですが。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 答弁書の中でも申し上げておりますけども、独立採算制を基本とするというような考え方で

おりますので、最初の答弁の中にあるような形で理解をお願いしたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ちょっと分からない話がまた出てきたんですけども、しばしば一般会計から下水道には１７億

だか１８億、繰り入れているというふうに言っておきながら独立採算だというのはちょっとお

かしいのではないのかなと。原則を外していると、運営というふうに理解してよろしいか聞き

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えを。いかがですか。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 公営企業会計ということでございますから、そういう独立採算というのを公営企業会計につ

いては基本とするという捉え方でおります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ちょっと時間を取ってしまったんですけども、観光物産連盟、大事な役割、大事な仕事をし

ていると思います。特にその中では観光協会とかいろいろな人たちが、団体が入っているわけ

ですけども、この特に石和の観光の活性化、再生というのは大変な大きな課題でありまして侃

侃諤諤の議論をしていかなければならない。そういう点では、現状では倉嶋市長がその代表理

事になって、深く市が関与してやっているわけです。ですからこの間はしっかり頑張ってもら

わなければならないと。自立を目指して、けどもこの間は頑張ってもらわなければならないと。

そういう中で、ではこの石和の観光を活性化するにはどうしていくんだと。共通のコンセプト、

どういうふうに形成しているか、そのへんの議論はどうなっているか。またどういう、その決

定があったら紹介していただきたいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 共通のコンセプトということでございますけども、やはり笛吹市の現在の観光の課題という
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ことは宿泊者数の増加ということを目指すということに絞られてこようかと思います。そのた

めに何をしていくかということをいろんな形で模索をしながら検討をしているという状況でご

ざいますので、その宿泊者数の増加のための観光振興を図っていくということになろうかと思

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） 

 質問の趣旨は、どういう観光地づくりを目指していくのかというコンセプトですね。これが

どういうものであるかということと、その当事者、関係者、これが共通のそのコンセプトを共

有しているかどうかということを聞いているわけです。内容と、それから共有についてお答え

ください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 共有といいますか、ベースにあるものは温泉と果物と歴史ということが１つのテーマになろ

うかと思いますけども、これが地域を代表する価値ある資源ということをベースに笛吹川であ

りますとか水、花、景観、星、健康といったような観光資源、また観光要素を観光客へ発信す

るということをコンセプトとして推進していくということになります。 

 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） 

 こう申し上げましたのもやはり共通なコンセプト、そしてどういう、この石和の観光地づく

りを進めていくかという流れの中で今回の、いわゆるミズベリング構想が出てきたのではない

と。ほとんどの観光業者もそれを知らないで、もう外から持ち込まれたものである。こういう

ことで本当に観光地づくりができるのかという疑問でございます。このへんは、いかがでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 新たな観光資源を開発していくということについては、それぞれの団体の皆さまもご了解を

いただき、共通の認識を持った中で推進をしていこうというものでございます。 

 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） 

 しっかりしたコンセプトの上に、そういう一つひとつの事業について関係者が責任を負って

いくんだと、これで育てていくんだというそういうものでなければならないと思いますので、

ぜひともそんな点、そういう心構えでさまざまな問題に取り組んでいただきたい。特にこの観
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光物産連盟の自立にあたっては、やはりその共通なコンセプトをつくってそれを１つにまとめ

ていくと、まとまっていくと、その状況をつくり出すところまでは皆さんの責任ではないのか

なというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はよろしいですね。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 笛新会の保坂であります。 

 通告に従いまして２問、質問をさせていただきます。 

 まず１問目であります。まち・ひと・しごと創生による長期ビジョンおよび総合戦略の策定

について、お伺いをいたします。 

 わが国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、地方の人口の減少に歯止めをかけ

るとともに東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して

将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことが喫緊の課題となっております。このた

め昨年１２月、地域の活性化と人口減少対策とを基本理念として盛り込んだまち・ひと・しご

と創生法が制定をされました。国民一人ひとりが夢や希望を持ち、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を形成すること、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確

保を図ることおよび、地域における魅力ある多様な就業の機会を創出することのできる一体的

な推進を図ることとして、地域の活性化に意欲的でやる気のある自治体が財政支援等を受けや

すくすることなどの改正地域再生法が可決され、本年度予算で１兆円を超える地域創生枠の新

設が地方活性化の目玉とされております。このことは政府として初めて本格的に人口減少問題

の克服に取り組むものといえ、各省庁の縦割りを排し地方が主役となり、地域特性に応じた地

方創生を展開するという点でこれまでの地域活性化政策とは異なるものとなり、地方創生担当

大臣は「主役は地方である」ことを強調し国は伴走型支援として情報支援、人材支援、財政支

援を行うと述べております。 

 こうした中、本市におきましては国、県の長期ビジョンおよび総合戦略を勘案しつつ本市の

現状を的確に把握した上で笛吹人口ビジョンを策定するとともに、これを踏まえた本市の今後

５カ年の目標や基本的方向性、具体的な施策をまとめたまち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定することとしております。そこで策定について以下伺います。 

 まず１番目として、人口ビジョンについては人口の将来展望を提示するもので施策を企画立

案する上で重要な基礎と位置付けられますが、推計期間を含めた具体的な内容と今後の策定に

向けたスケジュールと併せて伺います。 

 ２番目に、総合戦略については市自らが課題を把握し自主性・主体性を発揮して地域の実情

に沿った地域性のあるものとすることが重要と思うが、具体的にどのような政策を考えている

のか基本方針を伺います。 

 ３点目として、策定に当たって広く関係者の意見を聴衆し反映されるようにすることが必要
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と考えますが、審議等を行う組織についての考え方を伺います。 

 ４番目として、本市の総合計画をはじめとする各個別計画との関連についてはどのようにリ

ンクし、整合性を図っていく考えであるのかお伺いをいたします。 

 ５番目として、計画には実現すべき成果、目標が必要であるが具体的な数値、指標を設定す

る考えがあるか、以上をお伺いをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに人口ビジョンの推計期間、具体的な内容と今後の策定に向けたスケジュールについ

てですが、本市が策定する人口ビジョンは国が示す２０６０年までを期間と考えております。 

 記載される内容につきましては大きく分けて２点、人口の現状分析と人口の将来展望となり

ます。 

 まず１点目の人口の現状分析として人口動向分析、将来人口の推計と分析、そして人口変化

が笛吹市の将来に与える影響の分析と考察の３点となります。これらは国勢調査や市が持って

いる情報等から分析や推計を行っていくこととなります。 

 次に２点目の人口の将来展望でありますが将来展望に必要な調査分析、目指すべき将来の方

向、人口の将来展望の３点となります。この将来展望につきましては市民の結婚・出産・子育

てに関する意識や希望、転入・転出の実態、次世代を担う学生の意識などについてアンケート

による調査を行い、集計・分析の結果をもとに市民の希望をかなえるための基本的な施策の方

向性を定め、笛吹市における将来の人口展望を記載する考えであります。 

 笛吹市の２０６０年における人口の目標値を８月下旬までに設定し、最終的には１０月末ま

でに総合戦略とともにビジョンを策定したいと考えております。 

 次に総合戦略における基本方針についてですが、国が示した基本目標と基本的方向として地

方における安定した雇用を創出する、地方への新しい人の流れをつくる、若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる、時代に合った地域をつくり安心な暮らしを守るとともに地域と

地域を連携するとされています。 

 笛吹市におきましては、ミズベリング構想等の産業振興や移住・定住の促進、子育て支援の

充実などの施策を重点的に取り組むことと考えております。 

 次に審議等を行う組織についてですが、まち・ひと・しごと創生政策５原則の１つ、直接性

に記載されている民間を含めた連携体制の整備が図られている必要があることから、本市にお

いても住民の代表に加え産業界、官公庁、大学、金融機関、労働者、そして報道機関による会

議の開催を考えております。 

 今年度は人口ビジョン、総合戦略の策定にあたり多方面からのご意見・ご提案をいただき来

年度以降はＰＤＣＡサイクルによる評価・検証・改善を行うことを考えております。 

 次に総合計画等との関連性についてですが、今回策定する総合戦略は人口減少克服、地方創

生を目的としており、総合計画で定めた総合的行政指針をすべて組み入れるものではなく、目

的達成のため重点的に取り組む事項を中心に作成するものと考えております。 

 総合戦略は今後５年間の市の最も重要なアクションとなるものと考えており、次期総合計画
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策定時には人口減少克服、地方創生を含めた形での計画策定が必要になると考えます。また、

その他の計画等についても今回策定する人口ビジョン、総合戦略をもとに必要に応じて見直し

をすることを考えております。 

 次に具体的な数値・指標の設定についてですが、まち・ひと・しごと創生政策５原則の１つ

に結果重視がございます。効果検証が必要とされておりますので、当市が策定する総合戦略に

は短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証を行い、必要

な改善等を毎年行う考えでおります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 それでは再質問を行います。 

 まず人口ビジョンにおける人口の将来展望についてお伺いしたいと思いますけれども、今の

日本創生会議というのが大変注目されておりますけれども、この人口減少問題分科会から昨年

５月に消滅可能都市一覧表が公表されまして８９６団体が挙げられたと。近隣の自治体も名前

が挙げられておりましたけれども、これについての笛吹市の状況と危機感を持つべきと考える

かいかがかちょっとお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ただいま保坂議員から再質問を受けたところですけども、公表されている資料が笛吹市の

２０１０年から４０年の若年女性２０歳から３９歳ということで、その変化率というものが出

されております。それによりますとマイナス４６％というものでありまして、その消滅可能性

都市一覧が公表された内容としましては、５０％、マイナス５０％を超えるところについてそ

れが出されているわけでありますけども、非常に本市とほぼそれに近い水準という状況でござ

います。これを考えますと市全体の問題といたしまして危機感を持って対応していかなければ

ならないと、そんなふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 今、部長の答弁では今回は２０から３９歳の若年女性に注目しているということ、マイナス

４６％近い状況で非常に危機感を持っているということが認識していますけれども、その他の

年代についてはどのように推計されているか、またその状況についてどのように考えているか、

お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 
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 先ほど申し上げましたように、２０から３９歳の若年女性というところに注目がなされてき

たわけですけども、その他の年代も合わせて説明させていただきますとその２０から３９歳の

女性の動態というものにつきましても単純に出生、死亡、転入、転出というところからマイナ

ス傾向が出されているわけでありますけども、若い女性も市から流出しているという状況がご

ざいます。それ自体がその人口減少における出生率以外での原因の１つにもなってきていると

いうように考えておるわけでございますけども、そのほかの世代というところで考えていきま

すと２０１０年の基準の数値になってまいりますけども、すでに２０１５年ということで数字

的にはかなり誤差も出ているところもあろうかと思いますけども、今後その点についてはまた

直近の数字で推計していきたいというふうに考えておりますけども、ちょっと状況を説明させ

ていただきます。 

 総人口につきましては、２０４０年には５万５千人程度と。それから２０６０年には４万１千

人程度ということが推計されております。そして年代別で見ますと６５歳以上の人口に占める

割合というのが２０４０年まで増加し続けると。そして２０４０年以降は４０％以上になって

くる状況がございます。そして１４歳以下の人口に占める割合でありますが、これについては

もう年々減少し続けると。２０３０年以降について、もう１０％を切るというような状況にな

ります。２０６０年には８％になるであろうという推計がされているところであります。 

 こういうことを考えますと、少子高齢化というのはさらに進んでいくということが判断でき

るわけですけども、それ自体がもう市政の運営等にも重く圧し掛かってくるということになり

ますので、策定する総合戦略の中で十分踏まえて施策をしっかり盛り込んでいきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 大変な数値で２０４０年、１５年後は５万５千人と。２０６０年には４万１千人。少子高齢

化がさらに進むということで、今回の総合戦略の、いかに重要性とか将来の笛吹市にわたって

慎重に協議をして立派なものを策定してほしいと思うんですけれども、この人口の変化が地域

の将来に与える影響というのがあります。特に少子高齢化ですから社会保障との財政需要、あ

るいは税収の減による財政状況を含めて公共施設の維持管理、あるいは将来必ず来るであろう、

これは小学校の統廃合の問題とか教育問題を含めて、このへんの分析をどういうふうに成長戦

略へのせていくのか。あるいはこれを戦略の策定の中に記載をしていくのか、人口の推移をで

すね。このへんのことをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 これからさまざまなデータを分析していかなければならないという状況の中で、最終的には

そういうものを記載していくのかというところでございますけれども、この人口ビジョン、そ

れから総合戦略そのものの策定にあたっては、先進事例を見る中ではすでにそういうものも、

分析のデータそのものをのせているところもございますけれども、さまざまな形態といいます
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か、策定の方法を取っているようでございます。その分析データそのものを、非常に社会保障

等に関わる高齢者の人口とか、あと生産年齢の人口、あるいは小中学生の人口の変化とか、そ

ういういろいろなものがデータとして取り組んでいかなければならないという状況になります

ので、その人口減少と税収にも直接関わってくるということになりますので、ただ、その記載

をするかどうかというところについては、今後さらに検討を重ねる中で進めていきたいという

ふうに思っていますので、今後の検討課題ということでご承知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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 では基本方針として伺いますけれども、まず最上位計画で総合計画がある。それで今回の策

定する総合戦略はこの人口減少克服、あるいは地方再生を目的としてこれらの達成のための重

点的に取り組む事項を中心に作成すると。簡単に言うと産業振興、移住、定住の促進、子育て

支援の重点などを全体的に、重点的に取り組むということでありますけれども、現在は総合計

画があって事業計画がある。子育て支援の場合は子ども・子育て支援事業計画、あるいは観光

ビジョンとか生き生きプラン、それぞれの下位の実施計画があるんですが、これをどのように

策定の中に組み込んでいくのか、このへんの方針というか考え方をお聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 現在ある、さまざまな実施計画があるわけですけども、それをどのように組み込んでいくか

というご質問でありますけども、基本的には現在、すでに実施しております各種事業計画があ

るわけですので、それを尊重しながら今回策定する総合戦略を作成していくことになります。

また新たに作成する総合戦略の内容につきましては、それをまた各種事業の計画の見直しの折

にはまたその追加されるもの、修正するもの等を加味した中で考えていこうというふうに考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 国のほうは積極的に情報支援、財政支援、人的支援をして行うということで、情報支援は地

域経済分析システムということで、各地域に即した地域課題を抽出して対処できるようにする

と。財政支援、あるいは実施の事業においての財政支援をしていく。特に人的支援ということ

で、これは当該地域に愛着のある、関心を持つ意欲ある府省庁の職員を相談窓口と専任すると

こうあるんですけれども、この財政支援はいいんですけれども、情報支援あるいは人的支援に

対する、少し、どういう考えを持って策定していくか考えをお聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 いろいろな国の支援を受けたいというように私どもも考えているところでございますけども、
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そのへんにつきましてはまだ検討中というところで、さまざまな支援そういうものをやはり小

さい市でございますからあらゆる支援をいただきながら、そのへんは十分活用してやっていか

なければならないと思っておりますので、そのようにやっ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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 まだ策定前ということなので、ぜひこのへんも積極的に財政、情報、人的支援を国から受け

られるような対処、策定をお願いしたいと思います。 

 審議等を行う組織についてお伺いをしますけれども、できるだけ多方面からの意見、ご提案

をいただくとのことですけれども、時期とか人数あるいはこのメンバーで評価検証会でＰＤＣ

Ａサイクルを行っていくということなので、要するに作成したメンバーイコール、これが検証

していくメンバーイコールなのか。またこれは違う組織をつくるのかどうなのか。作成段階と

検証を改善していくメンバーは違うのかということといつごろ、それから人数等々、お伺いし

たいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 審議等を行う組織、それからその後の検証等を行う組織についてのご質問でございますけど

も、現在、考えている中で総合戦略会議ということで設置をすることにしておりますけども、

名称としては笛吹市まち・ひと・しごと総合戦略会議の委員として、委員の皆さん、今のとこ

ろ２７名程度を考えております。その中には市民としての代表ということで連合区長会とか、

あと各種団体の会長さん方、それからそのほかにも直接、関わってくる産業界ですね、そして

官公庁としても入りますけども、あと教育機関、そして金融機関、あと労働団体ですね、報道

の方にも入っていただくという形を取っていただくことにしております。 

 そして、では作成だけかということの方針もありましたけども、その点に関してはこの総合

戦略会議の設置要綱を今つくっているところでありますけども、その計画的に、それを総合的

かつ計画的に推進するというところを設置目的としていきたいというふうに考えておりますの

で、その後の検証等についてもそこの組織の中で検討していただくというふうに考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 過日、新聞報道ありました世界農業遺産ＦＡＯ、国連食料農業機関、これ登録を峡東３市で

行うという大変良いことで、再三観光的にも広域的な考え方、峡東３市、いろんな面でこれか

らは連携を取っていかなければいけないと思うんですけども、この要綱の中では広域的な物事

を考えてもいいということなので、ぜひ総合戦略、あるいは３合市の特に観光の面では広域的

な考えですね、いろんな面で私は峡東３市で連携を図っていくべきだと思っていますけれども、
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このへんの総合戦略の策定についての広域的、峡東３市での連携等々をどのように考えている

か、お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 総合戦略としての広域的考え方というところでございますけども、県、それから近隣市町村

ですね、そちらのほうの施策等もあろうかと思いますけども、特に自治体が共同で、より効果

の高いものができるという、そういうものを必要に応じて共同で取り組んでいくということは

非常に必要なことだと思っておりますので、その点についても考えていきたいというふうに思

います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 この総合戦略は人口減少を含めて危機的な状況である将来の笛吹市を担うべきですので、コ

ンサル、委託ということもありますけども、できるだけ市民あるいは職員の英知を結集してぜ

ひ立派なものでお願いしたい。また次の機会に、この問題については質問をしていきたいと思

います。 

 それでは２問目に入りますけれども、国際観光戦略の策定および組織の設立についてお伺い

をいたします。 

 総合計画、あるいは後期基本計画の人々の交流を盛んにする仕組みづくりおよび、もてなし

の心が溢れる観光地づくりについて質問をいたします。 

 国際化の動きは観光、文化、スポーツ、経済などさまざまな分野で進展しており、特に観光

面では多くの外国の方が本市を訪れるとともに、特産の果物を海外に出荷するなど産業面での

関わりが大きくなってきております。また、インバウンド観光の推進に当たっては現状分析を

踏まえて中・長期戦略「誘客目標・成果の設定、観光商品戦略、広報、プロモーション戦略、

受け入れ態勢、受け入れ環境整備戦略、地域におけるインバウンド観光推進体制の構築等」の

策定を行う中で行政と市民、観光振興ビジョンと国際化推進指針、２０２０年東京オリンピッ

ク、ミズベリング構想、リニアの見える丘構想等の統一した戦略を策定し、行政と市民レベル

での国際交流をするためには、国際化推進指針に掲げた全市的な交流組織の設立を目指すこと

が必要と考えられます。 

 当市の現状においても人口減少、高齢化の進行により国内観光需要の低迷や地域力の低下が

予想される中、インバウンド観光の推進は地域活性化につながることが期待できます。今後、

当市の持続的な発展を目指し、インバウンド観光に取り組むための仕組みづくりが必要と考え

ます。昨年度末で終了した笛吹市観光ビジョン、笛吹市観光アクションプランの中でもインバ

ウンド観光の推進を掲げており、笛吹市観光化推進指針の見直しを含めて質問を行います。 

 まず市内の国際交流団体、国内交流団体や企業、ボランティア団体を含めた国際交流団体設

立の考えは。 

 ２番目として、国際観光戦略の策定の考えをお伺いいたします。 

 



 ７４ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに国際交流団体設立の考えについてですが、外国との関わりが日常化している現在、

市民レベルで国際化を推進する地域づくりに取り組むことは重要かつ必要な課題であります。

今後、行政と市内の国際交流協会など、国際交流の促進に関わっている団体や個人との連携を

高める取り組みについて検討してまいります。 

 次に国際観光戦略の策定についてですが、２０２０年東京オリンピック開催を前に外国人観

光客が増大していくことが予測されインバウンドに対する対応は急務であると考えております。 

 今後、Ｗｉ－Ｆｉ設置、スマートフォンアプリ開発など情報提供の整備、また外国語標記と

いった受け入れ態勢の整備など、さまざまなおもてなしの環境整備を図ることが必要でありま

す。インバウンド戦略は総合戦略およびミズベリング構想においても重要な方策として位置付

け、積極的な取り組みを進めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 確認しますけど、インバウンド観光は積極的に推進していくということ、で午前中の古屋議

員の質問の中で観光ビジョンは見直しをするということ、しかし国際化推進指針は検討してい

くということでいいですか。見直さなくて検討という意味で。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 お答えをいたします。 

 検討したのちに策定をするといった意味でございますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 要するに戦略の、私が戦略の作成をするというのは先ほど質問した施策の中に取り組んで、

総合戦略の中にインバウンド戦略も策定、取り組んでいくという考えを持ってもよろしいかど

うか。成島部長。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 笛吹市の総合戦略の中へ盛り込むとすれば、やはり雇用とか産業振興も当然ありますし、子
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育て支援とかさまざまありますけども、やはりインバウンドということが重要な部分でござい

ますので、当然そういうものも盛り込んでいくというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 今は富士山の世界文化遺産、リニア、東京オリンピック、円安の関係ですね、これで外国人

観光客は素晴らしく今、数字的には伸びている。観光庁もゴールデンコース、７つ、全国で指

定しているということで、今、笛吹市が外国人を受け入れるためにどういうものをしなければ

いけないかというのは、しっかりしたまず組織をつくるべきだと。民間を入れてですね。先ほ

ど質問のあった海外の方へグローバルな人間を育てるというのも教育問題で、国際化推進指針

は４つのテーマがある。ここのページに書いてある。受け入れ態勢も不十分だと。お読みになっ

たことがないかもしれないけども１４ページにあるんです。行政と市民の中間的な組織、仮称、

笛吹市国際化推進協会を設立が喫緊の問題であると。外国人住民のため相談窓口の設置などや

通訳者や翻訳者、アドバイザーなどの人材の確保や組織化をやっていかなければならない。ま

ず組織を設立して、今しなければ、これ東京オリンピック、パラリンピックが済んだらガタッ

と。たまたま円安だからいい。そのためには将来、何をすべきかというのを組織をつくってしっ

かり体制を整えておかなければならない。今だけいいかもしれない、今だけという言葉は悪い

かもしれないですけども、いろんな方を入れて戦略も含めて。要するにミズベリングだ何、私

はやっぱり総合計画があって、総合成長戦略があってミズベリング構想をやるんだと。はっき

り国際化の方針も協会の設立もお願いしたいということなんですけども、そのへんの協会の設

立について、喫緊の問題であります。ぜひこのへんの考え方を再度お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ただいまの再質問にお答えいたします。 

 保坂議員のおっしゃるとおりですね、今笛吹市がやろうとしていること、そのものがやはり

国際化を推進していくということ、そしてそれが観光客の増、笛吹市の活性化につながってい

くというところでございますので、国際交流という部分もありますけども、そういうものもセッ

トしながら全体的な産業の振興というところも絡めながら、その協会という組織を立ち上げな

がら強くそれを推進していくということも必要というふうに考えますので、十分にそのへんも

検討させていただきながら、進め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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 それでは時間がありませんけれども、総合戦略あるいは観光の問題等を含めて職員の方々に

お願いします。 

 あれがこれがいけない、型にはまらなくてぜひここで英知を結集して頑張っていただきたい

と思います。 



 ７６ 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で保坂利定君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 それでは今の保坂利定議員の最後の部分のインバウンドに関しての、これは観光に関するこ

ともあるんですけれども、建設部長に改めてここでちょっと確認をしたいんですが、昨年度来

ずっと進んでいるサイン計画がございますね。まちづくり整備課で一生懸命取り組んでいる。

それの中に何度も私、委員会の中でも言っているんですが、複数の言語によるサインをやるよ

うにと。あとで中国語を入れる、韓国語を入れる、英語を入れるというふうなことになると二

重、三重の手間と費用もかかりますので、今の質問に関連して建設部長に改めてお願いと確認

ということでございますが、サイン計画を進めるときにインバウンドという、今、年間３千万

人とこの間のある東京の会合へ行きましたら、内閣総理大臣が３千万人を目標という、ずいぶ

ん強気な発言を本人直接おっしゃっていましたので、おそらくまた何か国で考えて観光庁設立

も含めてインバウンドにすごく力を入れていると思いますので、観光地を掲げた、先ほども申

しました温泉と果実の里の笛吹市の主要観光産業が観光であるということの認識のもとにサイ

ン計画を進めていただけるようにぜひそのへんを観光部長、正副市長ならびに職員にお願いを

しながら、これはお願いということで、関連質問でございますのでそういう準備が進んでいる

かどうかということだけ確認しますので、建設部長ぜひお答えをお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 海野議員の再質問にお答えいたします。 

 ただいまのサイン計画の形でありますけども、サイン計画、建設部のほうで進めさせていた

だいておりますけども、まず組織づくり、そこから始めていっているわけでございますけども、

ただいま言いました国際化の関することについても十分頭に入れまして、これから計画等を練っ

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 本当にくどくてしつこくて申し訳ないんですが、始まってしまうとやり直しがきかないので、

そのへん今、まだ組織をつくってもたもたしていないでどんどん進めていただいて、明日から

でも毎日、インバウンド増えています。なるべく早く着手して国際に通用するようなインフォ

メーションマークだとか、そういうものは必ず国際基準のものを用意していただきたい。なお

かつ日本人に分かりやすいように標記をしていただくということが大前提でございます。全部

を外国語にしないように、くれぐれも石和駅の場合、私も苦言を呈したんですが観光コンシェ

ルジュなんていう言葉は日本人では分からない。必ず観光案内所と表示した上で世界共通のイ

ンフォメーションマークだとか、そういうふうな段取りで物事を進めていただけるような、そ
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のへんの認識を持った中でぜひ観光に特化した中でのインフォメーション、あるいはそのサイ

ン計画を建設部長、自らが率先してお進めいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 以上で。お願いですから、これはもう答弁いいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時１５分といたします。 

休憩  午後 ３時０１分 

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

再開  午後 ３時１５分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 先ほど亀山和子議員の質問で所得税、住民税のみなし控除を受けた場合の金額についてとい

うことで、風間保健福祉部長より回答がございますので、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 それでは先ほどご質問のありました、ひとり親家庭のみなし控除の関係でございます。 

 控除を受けた場合と受けていない場合の住民税ならびに所得税の関係でございますが、年額

合わせまして１１万７千円ほどの控除による差がございます。 

 以上、お答えでございます。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 一般質問を続けます。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議長の許可をいただきましたので一般質問をいたします。渡辺正秀でございます。 

 私は先進国といわれる国々の憲法を読み比べてみましたが、現在の憲法はレッセフェール自

由放任主義による庶民の困窮や戦争による参加、国民の権利と蹂躙などの反省の上に近代憲法

から大きな変化を遂げました。とりわけ日本国憲法は個人の尊厳、福祉社会を目指す規定、平

和主義などどの国の憲法よりも充実した規定となっており、素晴らしい憲法だと思います。憲

法９９条は公務員の憲法尊重擁護の義務を定めておりまして、また笛吹市職員をはじめ公務員

すべては憲法順守を宣誓して入職しているのであります。 

 安全保障法案、戦争法案はどう読んでも憲法違反です。自民、公明推薦の参考人法学者でさ

えも憲法違反だと言っています。憲法そっちのけ、憲法敵視の履行は法治国家を壊すものだと

言わざるを得ません。 

 以前は中東でもアフリカでも日本人の人道支援活動は憲法９条を持つ国の非武装、軍事的中
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立の活動として高く評価され、そのことが日本と日本人の安全の最大の保障となっていました。

戦争法案を通し集団的自衛権を行使することになれば、日本および日本人の危険は高まり世界

の緊張を高めることになります。 

 憲法の平和主義を守り、生かすことが日本の安全と世界平和への貢献の道だと確信するもの

であります。そこでまず市長の憲法に関する認識と憲法順守の考えを伺います。 

 そして笛吹市は職員が憲法の理解を深め憲法を順守し、生かすためにどのような努力をして

いるか伺います。 

 教育長に伺います。明治憲法下では教育は臣民の義務とされておりましたが、現憲法では教

育を受けるのは国民の権利とされております。笛吹市の教育においては、この視点が堅持され

ているか伺います。 

 平和都市宣言に関して、どのような事業を展開する考えか伺います。 

 滞納整理において、憲法２５条はどう生かされているか伺います。 

 憲法２５条は生活保護のことだけを言っているのではありません。公営住宅法も国税徴収法

も地方税法も憲法２５条の趣旨に則っています。滞納整理において憲法２５条の趣旨を十分考

慮し、生かしているか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市長の憲法順守の考えについてですが、日本国憲法はどの法律よりも上位にあり、

国民の権利と自由を守るために定めた決まりですから、市長という立場や国民として当然順守

する義務があるものと考えております。 

 次に職員が憲法の理解を深め、憲法を順守し生かすためにどのように努力しているかとのご

質問ですが、日本国憲法の下では公務員は日本国憲法第１５条第２項に基づき、国民全体への

奉仕者であって一部の奉仕者ではないとされています。さらに憲法第９９条では憲法を尊重し

擁護する義務を負うとされております。 

 このことからすべての職員は日本国憲法を尊重し、擁護することを誓い公務を民主的かつ能

率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行すると憲

法順守を宣誓し入職しております。 

 したがいまして職員は憲法について理解し、憲法を順守し日ごろから業務に取り組んでいる

と考えております。 

 次に教育を受ける国民の権利が笛吹市の教育において堅持されているかについてですが、日

本国憲法第２６条には「すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教

育を受ける権利を有する」と教育を受けることは国民の権利であることが明記されております。

日本の学校教育は日本国憲法、教育基本法、学校教育法、その他の法令や学習指導要領等に従

い取り組まれております。 

 笛吹市においても日本国憲法にあるように、教育を受けることは国民の権利であると考えて

います。 

 次に平和都市宣言に関しての事業を展開する考えについてですが、笛吹市では平成１７年６月
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２４日の議会において核兵器廃絶平和都市宣言決議が可決されました。これは恵まれた自然と

豊かな郷土を守るため、日本国憲法の理念に基づき非核三原則を踏まえ国際社会の平和と発展

に貢献することを誓い宣言しております。 

 今年は、この宣言から１０周年に当たることから記念事業として「わが町の８月１５日展」

における戦没者の遺影などの展示のほか、命の尊さや平和について再認識いただくための映画

上映会、歌語り、語り部の会を企画いたしております。 

 次に滞納整理において憲法２５条はどう生かされているかについてですが、税の公平性を保

ち、また市の財源を確実に確保する意味において、未納税の滞納整理を行うことは必要不可欠

であります。 

 本市においては催告書を送付してもなんの反応もない場合、また一度分納の誓約を交わした

にも関わらず、それが誠実に守られない場合は財産等を調査した上で滞納処分を執行しており

ます。 

 滞納処分は地方税法の規定により国税徴収法の規定の例によることとなっておりますが、国

税徴収法においては生存権を侵害することのないよう、差し押さえが禁止となっている財産が

規定されております。市では当然ながら法の規定に従った処分の執行を行っております。 

 よって、本市において滞納処分を受けている方については、健康で文化的な最低限度の生活

が維持できているものと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 憲法順守、平和事業について一層強く進めていただきたいと思います。 

 滞納整理について徴税職員の仕事は最も神経を使う過酷な仕事の１つであり、心からご苦労

さまと申し上げたいと思います。引き続き悪質滞納者には厳しく、かつ経済的弱者にはやさし

く血の通った対応をしていただきたいと思います。 

 まず滞納処分に至る手続きについてご説明いただき、その件数を教えていただきたいと思い

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 滞納整理を行うに当たりましては、まず未納となっている税を至急納付していただくために

督促状および催告書の送付を行うことで納付を促しております。どうしても即完納することが

困難ということであれば、生活状況を確認しながらの相談を受け付けておりまして納付できる

ように相談に乗っております。住民税、固定資産税、国保税等の徴収状況の中で滞納件数につ

きましては６，１３２件であります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 滞納件数とそれから納税猶予の件数、分納の件数、督促件数、滞納処分手続き件数、滞納処

分の執行停止件数、財産差し押さえ件数、換価件数について数字を教えてください。これはいっ

ていますね。はい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 再質問でございますけども分納件数につきましては５３５件。督促の件数につきましては４万

５，８７９件。それから滞納処分の手続き件数につきましては５５６件。執行停止件数につき

ましては７４０件。財産差し押さえの件数につきましては４３９件。それから換価の件数につ

きましては３４６件という数字でございます。 

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、出された滞納処分の執行停止の件数のうち地方税法第１５条の７第１項２号に該当する

件数は何件か。要するに最低生活に関わる問題ですけども、何件か教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 再質問のことに関しましては３３６件でございます。 

 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） 

 徴税業務において健康で文化的な生活を営む権利を保障する立場、しっかり貫かれていると

いうことを再度お答え願いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 再質問の件に関しましてですけども、滞納に関しましては生活の困窮されている方、それか

らどうしても特殊な事情等があるような方、それから悪質な方といろいろございますけども、

最低限の生活につきましては、十分市民の生活ができるような対応をしていきたいということ

で事務の執行をしております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ありがとうございました。あと憲法関係では職員研修にどのように憲法が位置づけられてい

るか、憲法の学習する機会が位置づけられているか伺います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 憲法につきましての研修、そのものの研修というものはそんなに機会がございませんけども、

例えば民法、それから地方自治法等、それらのものに関しての研修ということで職員研修セン

ター、それから市独自の事業と研修というようなことで日々励んでおるという状況でございま

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） 

 憲法を忘れられている方も多いのではないかなと。あるいは国のトップにいる方も首を傾げ

るようなこともございますので、ぜひそのものを勉強する機会もぜひよろしくお願いします。 

 次の２問目の質問に移ります。財政の長期見通しと財政運営について。 

 １月５日に出された１０年後には基金が底をつき財政破綻に陥るとする長期財政推計、私こ

れは全然違うと指摘してきましたけども、その指摘の一部が取り入れられ、２月９日に今後の

財政見通しが、３月に長期財政計画が出されました。この財政計画では１０年後も基金は底を

つかず９１億円残るというものでありますが、これも推計方法に大きな欠陥が残り、まだ大き

く変わると私は主張するものであります。 

 平成２６年度の会計は５月３１日に出納閉鎖され、今年３月に出された長期財政計画と実績

の食い違いが明らかになっていることと思います。そこで伺います。 

 １つ、実質収支額は何億円程度、見込まれるか。 

 ２つ、２７年度３月策定の長期財政計画は２６年度末基金残高を１４７億円、繰越金ゼロと

して計算しているが、食い違いはそれぞれ何億円程度となるか。 

 ３つ目に、財政当局は実質収支（余剰金）の長期財政計画への反映は検討課題と言ってまい

りました。余剰金を想定しない長期財政計画は現実の見通しから極端に乖離し、長期財政計画

の体をなさなくなると思いますがいかがでしょうか。 

 ４つ目に普通建設事業費が平成２６年長期財政計画に比べ、平成２７年の長期財政計画は極

端に増加しておりますが、十分な説明と市民合意が欠けていると思うがこの点についての考え

はどうか。 

 そして５つ目に基金を堅実かつプラス志向で使うべきという立場で、改めてお願いしたいこ

とがございます。 

 １つは市民の苦境を顧みず道理もない都市計画税、財政的にも取らなければ笛吹市はやって

いけないということはないと思います。都市計画税はやめるべきだと思うがどうか伺います。 

 ２つ目に防災、高齢社会、人間関係の孤立化等々の問題が拡大し、改めてコミュニティの意

義が再評価されております。その要請に応える行政の要は支所にあると思います。支所機能の

強化を求めます。 

 本庁集中をこれ以上続ければ、職員のお尻は本庁の椅子に根を張ってしまうと警告したいと

思います。 

 ３つ目に重度心身障害児と健常児の医療費負担方法の差別。市長、職員もとんでもない矛盾

だと思っていることと思います。財政的には国・県が圧力をかけております。しかしそれを決
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めるのは市町村の権限・条例であります。このような障がい者に冷たい逆差別を是正すべきだ

と思いますがどうでしょうか。窓口無料にするといくらの財源が必要となるか。財政的に耐え

られると思うが、いかが考えるか伺います。 

 ４つ目にリニアの試験運行期間は２８年度末までで、その後の運行計画は今のところないと

いうことであります。リニアが２８年度以降も走ることが明らかにならない限り、リニアの見

える丘事業の予算執行はいったん凍結すべきではないかと思います。リニアの見えない丘になっ

てはいけないと思います。 

 以上ですがお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに実質収支額は何億円程度が見込まれるかについてですが現在、平成２６年度地方財

政状況調査事務に取り掛かっている最中ですので具体的な数字はお示しできませんが、２５年

度の１３億８千万円を上回るものと見込んでおります。 

 次に長期財政計画の２６年度末基金残高・繰越金とのズレはどのくらいかについてですが、

２５年度末基金残高１６１億円から財政調整基金等、２６年度中の基金取り崩し額は９億２千

万円でした。また土地開発基金を除く基金積立金は１億５００万円でしたので、２６年度末の

基金残高は約１５３億円であります。財政計画上の見込み額は１４７億円でしたので、約６億

円上回ることとなります。 

 次に実質収支（余剰金）を見込まない財政計画は体をなさないのでは、余剰金を想定した財

政計画にすべきではとのご指摘ですが、財政計画は各年度当初予算ベースで推計をしておりま

す。これは、予算イコール決算の考えのもとに前年度繰越金を見込んでいないところでござい

ます。 

 次に２７年度財政計画の普通建設事業費の増加についてですが、２６年度財政計画は合併特

例期間終了後の平成３２年度以降、普通建設事業費を大幅に抑えた推計をしております。しか

し、毎年度事業費の見直しや変更・追加がございますし、類似団体と比較するとともに７万人

規模の団体としての事業費を勘案して、前回お示しした推計を見直し年間２９億円程度の事業

費が必要と考えたものであります。 

 次に基金を堅実かつプラス思考で使うべきとの立場から都市計画税はやめるべきとのご指摘

についてですが、都市計画税は都市計画事業に充当するための貴重な財源と考えております。

これまでの間、経済情勢等を考慮し三度の猶予措置をしてまいりましたが今後の市の財政運営

を考えますとこれ以上、課税しないと考えた場合には目的税以外の税収・財源に影響を与え、

ひいては行政サービスや各種の継続事業、新たな事業などの市政運営に支障を来たすことが予

想されます。これまで市民ミーティングでの説明、広報誌やホームページなどで市民の皆さま

にお知らせをしてきたところであります。 

 今後につきましては、平成２８年度の課税に向けて準備を進めてまいりますのでご理解をい

ただきたいと思います。 

 支所機能の強化についてですが、今後さらに財政規模の縮小を余儀なくされることを考えま
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すと、行財政改革大綱や定員適正化計画に定める市役所組織の一層のスリム化や職員の削減を

進めなければなりません。このことから、限られた職員数の中で効率的・効果的な業務集約を

行いながら本庁・支所を含め、市役所機能全体として地域の課題にも対応できるような組織機

構の再編が必要であると考えております。 

 これらを踏まえ、昨年度から人口７万人の本市にふさわしい市役所の組織機構について検討

を進めており、本年度についても引き続き支所で行うべき必要な事務事業についても検討を進

めているところであります。 

 重度心身障害者医療費助成事業につきましては、現状の助成対象や内容を変えずに助成制度

を維持していくため、県下一斉に平成２６年１１月診療分から従来の窓口無料方式から自動償

還払い方式に変更されました。制度存続のための改正ではありますが、対象者の皆さまには医

療費の自己負担分を窓口にていったんお支払いしていただくこととなり、手続きのご負担を増

やす結果となっています。 

 医療費の窓口無料によるペナルティの解消につきましては、従前から市長会等を通じ国への

要望をしてまいりましたが、今後も引き続き国民健康保険に係る国庫負担金等の減額調整廃止

を要望してまいります。 

 次に窓口無料にするといくらの財源が必要になるかとのご質問ですが、重度心身障害者医療

費助成事業は県内すべての市町村が山梨県の補助を受け統一した内容で実施しており、笛吹市

のみが窓口無料方式へ戻すことは制度上困難な状況にあります。 

 また、同様の医療費助成事業として窓口無料化を実施している乳幼児医療費およびひとり親

医療費の助成も県の補助事業として実施しており、県の補助要綱および市の条例等により事業

間での対象者の優先順位が規定されています。 

 このことから笛吹市が単独事業として障がい児についてのみ窓口無料を実施する場合は、県

の補助事業の制度に上乗せした形での実施となるため、県との協議が必要となってまいります。 

 次にリニアの見える丘事業の予算執行は、運行予定が明らかになるまで中止すべきとのご指

摘ですが八代ふるさと公園、花鳥山一本杉公園はリニアビュースポットとして山梨県公式観光

情報にも紹介され、春まつりの時期は多くの観光客で賑わいました。 

 現在、リニア走行試験は平成２８年度末までの計画が決定されていますが、その後は１２年

後の営業線開業に向けての複線化や走行試験などの準備が進められていきます。リニア中央新

幹線への国民の関心も高まる中、富士山観光や東京オリンピックなどに訪れた方が全国で唯一

のリニアビュースポットを持つ本市に一足伸ばして訪れたくなる観光の目玉として積極的にＰ

Ｒし、来年４月に向けて整備をしていきたいと考えております。 

 また、両公園はリニアを見るだけでなく甲府盆地や南アルプス等を望む優れた眺望ポイント

であり、市民の皆さまも観光客も楽しめるよう取り組んで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。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ２６年度補正予算（第１号）ですでに基金残高５億９千万円、上方修正しております。実質

収支繰越額も２５年度以上が見込まれるという今の答弁でした。３月に策定されたばかりの長
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期財政計画はもう全然違ってくる。早速２６年度実績に基づいて修正が必要になったというこ

とであります。 

 次に単年度だけでなく複数年で見てみましょう。第２次行革大綱の計画期間は平成２２年か

ら２５年まででした。行革をしっかりやった場合の財政シミュレーション、最終年、平成２５年

度の財政シミュレーションの基金残高はいくらか。そしてそれに対する実績はいくらか、その

差額はいくらか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 再質問にお答えしますが、ちょっと確認させていただきますが財政計画と財政大綱シミュレー

ションの関係の数字でよろしいでしょうか。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 シミュレーションと実績です。基金残高。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 基金残高ですね。まず基金残高でございますが、計画値１１７億８，８００万円に対しまし

て実績が１３９億８，５００万円。２３年度が１１４億２千万円に対しまして実績が１５３億

７，３００万円。平成２４年度計画値が１１５億６，６００万円に対しまして実績が１５７億

２千万円。２５年度が計画値が１１８億２，３００万円に対しまして実績が１６１億４，１００万

円でございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 シミュレーションの財政の行革をやった場合の数値ですから、シミュレーション、平成２５年

で１１８億２，３００万円になっていると思いますけども、大きくは変わりませんからその差

額４３億円、４年間で４３億円違ってきているわけなんです。しかもこのときは２年分の都市

計画税１２億円を徴収延期で取らなかったと。それでも４３億円増加していると。これでは財

政試算の意味がない。それどころか財政運営を誤らせることになります。市は第２次財政改革

シミュレーションの大きく狂ったこの試算の問題点がどこにあったと総括しているか、検証し

ているか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ただいまの再質問にお答えいたします。 

 渡辺議員ご指摘のとおり２５年度の計画値と実績値、４３億円の差があります。財政のほう

でさまざまな内容を、今後の将来予測かかるものを検証しながら財政計画を立てておりますけ

ども、やはりその中でさまざまなものが課題となっている部分、あるいは事業執行がされなかっ

た部分、さまざまな要因があろうかと思います。あくまでも市の今の、先ほど答弁させていた

だきましたように単年度収支を基本としている行政の会計といたしまして、その内容によりま

しては使い切ると。実際の使い切るという意味ではなくてですね、予算として使い切るという
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ことを考えての予算化をしているわけですので、その点は将来的にそれをまた繰り越しとして

見込んでいくということは非常にそれを見込むこと自体がまた無理があるというように考えて

おりますので、そのような中でこのような数字の違いが出てきているというようには捉えてお

ります。この内容につきましては、毎年度しっかり見直しをかけてはおりますけども、ここの

財政、２２年につくったときの行革大綱、２１年に実際つくっておりますけども、そのつくっ

た大綱と２５年の実績、４年後の実績としてそのような状況にあったというふうに捉えていた

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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 事実が示しているんですよね。都市計画税１２億円取らなかったということで、これが入っ

ていれば５５億円増えることになったわけです。それでただ予定以上のものということでは、

特別交付税が予定より１８億円増えているんです、この間。そして元利償還金交付税算入不足

などの問題点はたしかにあったわけです。しかしこの中で一番大きいのは繰越金なんですよ。

繰越金の累積が一番大きくて、それが３０億円ぐらいになっているわけなんですね。こういう

事実をちゃんと見なければ、そしてそれで総括してちゃんとした財政シミュレーションをつく

るようにしていくことを求めたいと思います。 

 次に平成２７年３月作成の長期財政計画の普通建設事業費について伺いたいと思います。 

 ２６年３月策定の長期財政計画と今年３月策定の長期計画の普通建設事業費、それぞれいく

らになって、何％増額になっていますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 再質問にお答えいたします。 

 普通建設事業費の推移でございます。平成２７年度の財政計画の数値、平成２６年３月の財

政計画の数値、増減額、伸び率の順に読み上げます。 

 平成２７年度５０億円。３７億７，３００万円。増額額が１２億２，９００万円。伸び率が

３２．６％でございます。２８年度４０億７，３００万円。２４億２，６００万円。増減額１６億

４，７００万円。伸び率が６７．９％でございます。２９年度３４億５，５００万円。１８億

２，８００万円。増減額１６億２，７００万円。伸び率８９％でございます。平成３０年度３２億

２，８００万円。１７億９，２００万円。増減額１４億３，６００万円。伸び率８０．１％で

ございます。平成３１年度２７億４，４００万円。１５億４千万円。増額額１２億４００万円。

伸び率が７８．２％でございます。平成３２年度２９億円。１２億２，８００万円。増減額１６億

７，２００万円。伸び率１３億６，２００万円。３３年度２９億円。１２億２，３００万円。

増減額１６億７，７００万円。伸び率が１３７．１％でございます。平成３４年度２９億円。

１３億５，９００万円。増減額１５億４，１００万円。伸び率１１３．４％でございます。平

成３５年度２９億円。１２億２，５００万円。増減額１６億７，５００万円。伸び率１３６．

７％でございます。 

 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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 その間の合計額で見ますと２６年計画が１６３億円、２７年度が３０１億円。なんと１．８４倍

にこの１年間で計画が変更になっているんですね。十分な説明がされたか、聞いたことはござ

いませんでした、今まで。合併特例債が使えなくなる平成３２年度以降の普通建設事業費の財

源更正および地方債元利償還金に対する交付税算入率をどのように想定し、その長期財政計画

をつくっているか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 再質問にお答えいたします。 

 普通建設事業費の内訳推移でございます。 

 平成２７年度の普通建設事業費が５０億円。この内訳は国庫支出金が１０億２，２００万円。

地方債が２５億３，４００万円。一般財源が１４億４，６００万円でございます。２８年度に

つきましては事業費が４０億７，３００万円。内訳として国県の支出金が４億８千万円。地方

債が２６億２千万円。一般財源が９億７，３００万円。２９年度としましては事業費が３４億

５，５００万円。国県支出金が６億６，３００万円。地方債が２５億８，４００万円。一般財

源が２億８００万円。３０年度につきましては事業費３２億２，８００万円。国県支出金が５億

２，８００万円。地方債が２４億９，９００万円。一般財源が２億１００万円。３１年度につ

きましては事業費２７億４，４００万円。国県支出金１億８００万円。地方債が１４億８，１００万

円。一般財源１１億５，５００万円。３２年度事業費２９億円。国県支出金９，７００万円。

地方債１３億８，９００万円。一般財源１４億１，４００万円。３３年度事業費２９億円。国

県支出金９，７００万円。地方債が１５億８千万円。一般財源が１２億２，３００万円。３４年

度事業費２９億円。国県支出金が９，７００万円。地方債が１５億８千万円。一般財源が１２億

２，３００万円。３５年度につきましては事業費２９億円。国県支出金９，７００万円。地方

債が１５億８千万円。一般財源が１２億２，３００万円でございます。国庫支出金の内訳でご

ざいますけども道路ストック、橋梁の長寿命化等の一部の補助事業を取り込んだとします。そ

れと社会整備総合交付金を補助率５０％で見込んでございます。ミズベリングの事業につきま

しては、全体で社会資本整備総合交付金約７億円を見込んで計算をしております。地方債につ

きましては、平成３２年以降は一般単独事業債として計上してございます。充当率９０、交付

税措置を１０％と見込みました。 

 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） 

 ３２年度以降まとめてでもよかったわけなんですけども、いずれにしてみても国県支出金お

よび特に地方交付税で措置されるものというのは元利償還金ですね。非常に少ないわけなんで

す。交付税の、また算入率も低いわけでございます。そうしますと、この増というのはたしか

に今後の将来の財政、市の独自財源に対する影響が非常に大きくなってくる。それだけにやは
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り説明を１．８４倍、こういうことになるということについてはきちっと説明を今後も全議員

に、あるいは全市民にしていくように求めたいと思います。 

 さて第２次行財政改革シミュレーションの検討によっても、２６年度決算見込みからも長期

財政計画は妥当でないことが明らかになりました。標準財政規模の最低３％、６億円の実質収

支を基金の積み立て、または繰越金に計上すれば２６年度から３６年度までに６６億円の上方

修正となり、基金残高は１５７億円となり都市計画税を廃止しても大丈夫です。また堅実かつ

市民の期待に応えるプラス思考での財政運営が可能になります。それで改めてこうした中での

都市計画税、ぜひ廃止していただきたいと思いますが、お願いしますがもう一度お答えくださ

い。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 都市計画税につきましては、先ほどの答弁の中にもございましたように私どものほうでは下

水道事業債の償還と、それからごみ処理施設の建設費の起債償還などに充てるというようなこ

とで１つの財源として考えておりますので、２８年度から課税のほうを進めたいというように

考えて、市民ミーティングの折、それから広報誌等によりまして周知を図っているところでご

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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 道理もない、それから担税能力もない厳しい生活だと。さらに長期の財政計画、こんなに大

きく違っていて、それで都市計画税を取る、とても認められないわけです。私たちは議員発議

で都市計画税の廃止条例を来年の徴収中止に間に合うように提出することを予告させていただ

きます。 

 次に支所ですが、支所職員数を無闇に増やせということではありません。機能強化です。行

政区や地域住民のせめて相談相手になって共に地域づくり、市民の福祉向上に奮闘する支所、

そのためには各支所にせめて支所長先頭の総合事務職員、保健師、公民館主事の配置が必要で

はないでしょうか。そういった支所にしたいと思わないでしょうか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 支所につきましては、昨年度からも協議をしておりますけども今年度も先ほど答弁の中にあ

りましたように支所長を含めて毎月毎月、協議をしております。支所の強化という点で議員さ

んがおっしゃったように人を増やすという意味ではございませんけども、要はそこにいる職員

の質といいますか、仕事の内容でございますので、それらを十分考慮した中での配置というよ

うなことで考えていきたいというように考えておりますので、決して各地域をうんぬんかんぬ

んということではございません。もちろん各地域が発展しないと、中心地のところも発展しま

せんからそのへんは十分考慮しながら、職員の配置等について対応してまいりたいと考えてお

ります。 



 ８８ 

 以上で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） 

 まだ時間ありますね。まとめに入りますけども、ぜひ市長にここでお願いします。現実に合っ

た財政推計をつくってください。間違った財政推計で危機感を煽って、あれを切るこれを切る、

切らなければならない、これはやめてください。戦国ミュージアム構想やリニアの見える丘事

業など調査不足、民主主義不足の冒険はやめ堅実な財政運営に徹してください。妥当な財政見

通しの下、自治、市民福祉に必要な課題にプラス思考で取り組んでください。 

 以上を求めて一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺正秀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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 渡辺議員の憲法２５条がきちんと順守されて滞納整理が行われているかということに関して

関連質問をいたします。 

 部長の答弁ではちゃんと順守されておりますよという答弁でありました。まず１点伺いたい

んですが、４月１０日付けで給与等差し押さえ予告書というものを滞納者に発送しております。

この発行件数と実際に調査した件数、それで調査の結果、差し押さえた件数があったら具体的

に数を示してください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 差し押さえの予告書の発送件数でございますけども１，１２７件であります。そのうち調査

件数については７１１件。それから差し押さえ件数ということでございますけども、これは６件

ありましたけども、それらは差し押さえる前にその口座から落とされたということで、実質的

には差し押さえたのはゼロでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この給与等差し押さえ予告書というのは自宅のほうではなくて勤務先に郵送しております。

勤務先にこのような収税課からものが来るというのは、やっぱり大変困ってしまったという人

も実際おりました。わざわざ勤務先に郵送する理由ということと、あとそれから本当に、では

勤務先に郵送されて、その人のプライバシーが守られるのかということについてはどういうふ

うにお考えなのか、お答えください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 
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〇総務部長（前田一貴君） 

 その予告書の通知等でございますけども、勤め先への発送というのは、勤め先についてはそ

ういうものも受け取って社員にお渡しするというようなことが決めとしてございます。それか

らあとプライバシーの問題でございますけども、それらについては会社等から本人に中身を見

ることなくお渡しをしていただくというようなことで配慮をしておりますので、そのようなこ

とでご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そういう配慮をしたとしても、わざわざ勤務先にそういうものがいく、勤務先の人からそれ

をもらうということについては、どうしてこの人に収税課からこのようなものが来るのかとい

うことでは、私は人権侵害にもなるんではないかなというふうに思うわけです。ですからそう

いうことはどうして自宅に郵送できないのか。なぜわざわざ勤務先なのか。そのことも少し説

明してください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 今回のケースにつきましては、対象者の方に催告書等を出して返答、それから連絡等がなかっ

たような方、それから分納誓約をしておいたにもかかわらず、それらに守られなかったという

方々へ通知を出したということでございますので、それらのケースを考慮して給与等の関係で

会社に宛てたということでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 滞納者にもさまざま理由がありますので、滞納している人たち全部を私は擁護するという立

場ではありませんけども、しかし滞納するにはやっぱり訳があるわけです。どうしてこの人は

こんなに滞納しているのかという生活状況をやっぱり市の職員は分かりながら対応するという

ことが私は大事かなというふうに思います。そういう把握もすることなく、１，１２７人の人

に画一的に出しているというふうな感が拭えないんですけども、どのような把握をしながらこ

の予告書を出しているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの再質問につきましては、先ほども回答いたしましたようにそういう分納の約束、

それから催告書の再度にわたる通知等によりましても、返答等がなかったような場合のケース

でございます。本当に生活困窮しているというような方はそれぞれ相談に見えてきますので、

担当者のほうでもそういう方々については把握をしているということで、あくまでもどうして

もというような方がおりましたので、そういうもので通知を発送しているということでござい
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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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 先ほどの部長の答弁では、その滞納者に対して憲法２５条もちゃんと守られております。徴

収法７６条も守られておりますという答弁でした。私は相談を受けて、同席した例をお話した

いと思うんですけども、対応した人は県税事務所からの派遣職員でありました。その滞納者を

前にして「ほかの人は払っているんですよ。どうしてあなたは払わないのか」。そして「私の、

収税課の私の仕事はあなたの資産を調査して差し押さえをするのが私の仕事です」と言いまし

た。その方は６万５千円の給料で、７５歳の方でしたけども「私の６万５千円の給料も差し押

さえするんでしょうか」ということに対して「調査して差し押さえするかどうか、そのときに

判断します」と言いました。終始とても強権的な態度でありました。この発言は差し押さえ禁

止額を決めている徴収法７６条に抵触するというふうに私は思うんですけども、そうではない

んでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの再質問ですけども、私もそこの場に居合わせていたわけではございませんから詳

しいことは分かりませんけども、その職員につきましても本来徴収しなければならないものを

どうしても滞納があるから徴収しなければいけないというようなことで、事務職員としてそう

いう発言といいますか、そういう対応をしたというふうに考えております。ですから私どもも

皆さんから貴重な財源をいただくわけですから、それらを大切に使わなければいけないわけな

んですけども、そんな意味からもおきまして、そういう職員の対応はなんら問題はないという

ように私どもは判断しております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 では滞納している人に対しては憲法２５条の補償も、徴収法で決められている差し押さえ禁

止額の金額もまったく関係なく、とにかく滞納整理してほしいということなんでしょうか。私

はこの発言は明らかに、差し押さえ禁止額を決めている徴収法７６条に抵触していると思いま

すけども。もう１回、答えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの再質問ですけども、そういう法的な抵触とかということもですけども最低の生活

の補償というのは担当者それぞれいつも考えておりまして、そのように来た方には対応してい

ると思いますので、どうしても生活できなくなるような圧力といいますか、そういうものはし

ていないというように考えております。いつも市民の方の生活については、最低限のものは補
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償するというような立場で収納事務をしているというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 実際にそういうふうになっていないので、部長に質問にいたしました。今、部長が答弁した

ようにすべての職員が市民の生活に心を寄せながら滞納整理に当たっていただきたいというふ

うに考えております。 

 伺いますが県税事務所から派遣職員３人が来ております。この収税課では業務上どのような、

この３人は指揮命令系統のもとで仕事をしているんでしょうか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 それらの方は半年間でございますけども、収税課長のもと収税課職員として勤務をしている

という実態でございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 それならばですね、きちっと先ほど部長が答弁しましたように市民の生活が成り立つような、

そういう対応を県税事務所の職員にもしていただくよう、きちっと指導していただきたいと思

います。答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 先ほど来、申し上げておりますように市民生活を第一に考えて日々職員が努力するように伝

えていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 公明党の川村です。議長の許可をいただきましたので、通告に基づいて一般質問をさせてい

ただきます。 

 今回は教育環境の充実について、２点伺います。 

 まずはじめに、学校トイレの改善について伺います。 

 一般的にトイレについては住宅のトイレ環境が向上し商業施設やオフィス、駅舎などの公共

トイレなど改善されてまいりました。一方、学校のトイレはソフト面、ハード面でまだ十分に

改善されておらず、加えて校舎の老朽化に伴い公立学校のトイレは子どもたちから一般的に臭

い、汚い、暗いと３Ｋといわれております。そのような状態の中、トイレの利用を我慢し家の

トイレでしか排泄できない子どももいるというのが実態であります。子どもたちにとって学校



 ９２ 

のトイレは健康面・心理面から重要な問題であり、また１日の大半を過ごす教育の場、生活の

場であることからも適切な環境を保っていただき、安心して使える清潔で快適なトイレを教育

環境の改善として図っていただく必要があると考えております。 

 また東日本大震災以降、小中学校の校舎と体育館の耐震化、さらに空調設備の設置と子ども

たちの学習環境は順調に整備されてきました。学校施設は学校開放などにより学区内外の多く

の人々が利用したり、災害時の避難場所となり障がい者、高齢者にも使用となっております。

学校施設の中で改善してほしい場所のトップに挙げられているトイレの改修について、以下の

点について伺います。 

 １．市内の小中学校のトイレの現状と実態について伺います。 

 ２．文部科学省がトイレ発明るく元気な学校づくり、学校トイレ改修の取り組み事例集を発

表しました。改善はトイレに行くのが恥ずかしいと考える子どもの意識改革にもつながります。

事例集の活用をどのようにしているのか伺います。 

 ３点目として、今後の学校トイレの改修計画について伺います。 

 次に学校教育の充実について、２点目として小中学校の暑さ対策について伺います。 

 近年、地球温暖化の影響もあり熱中症への対策が急務になっております。子どもたちにとっ

て夏の暑さは耐えがたいものだと思います。新聞記事によりますと、今年５月の山梨県内は気

温が高い日が続き、平均気温は甲府で２０．７度となるなど１０観測地点のうち６地点で過去

最高を記録しました。また５月の最高気温の平均は２８．１度、観測史上最高となりました。

熱中症で搬送された数も県内で３２名という、過去１０年で最多記録づくめの暑さに子どもた

ちの体調管理に神経を尖らせる毎日だったとありました。 

 特に体温調整のうまくできない子どもたちの教育環境への影響は少なくないと考えます。笛

吹市におきましては、いち早く小中学校の普通教室にエアコンを完備していただいております。

これは本当に素晴らしい対応で大変喜ばしいことであると思います。 

 教室での学習環境は整備されておりますが、体育や部活動で体育館や武道館を利用する場合

や炎天下での野外活動等での暑さ対策はどのようにされているのか、以下の点について伺いま

す。 

 １．教育現場の猛暑、熱中症対策に関し今後、検討されている事項について伺います。 

 ２点目として、ミストシャワーは体育館や児童生徒の玄関に設置することにより運動後の体

温低下に一定の効果が期待できると考えますが、設置についてを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに学校トイレの改善についてお答えをいたします。 

 まず学校トイレの現状と実態についてでございます。 

 以前の学校トイレは先ほどもおっしゃったとおり臭い、汚い、暗いの３Ｋなどといわれてお

り、あまりよいイメージがありませんでした。また小中学校のトイレは和式トイレが多く洋式

化が進む家庭のトイレとのギャップが存在しておりました。 

 本市では、平成２２年度に国の緊急経済対策である地域活性化きめ細かな臨時交付金を活用
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して市内小中学校のトイレ改修に取り組み、破損箇所の修繕を行うとともにトイレの洋式化を

進めたところでございます。 

 改修後の小中学校のトイレの洋式化率は約５２%となり、トイレの機能向上、環境改善が図

られたと考えております。 

 次に学校トイレ改修事例集の活用についてでございますが、学校においてのトイレはトイレ

としての機能だけでなく、学習や生活指導の場としての側面もあります。そのような観点の中

で改修の計画の際には文部科学省から示されたトイレ改修事例集を活用し、よりよいトイレ環

境が実現できるよう検討してまいります。 

 次に学校トイレの改修計画についてでございますが現在、大規模なトイレ改修を行う際には

洗浄型洋式便座の導入を視野に入れ、改修を実施しております。 

 今後は施設の建て替え計画や大規模改修計画を勘案しながら、児童生徒がトイレを大切に使

い、ものを大切にしたいという心を育んでいくことができるようなトイレ改修を目標に進めて

まいります。 

 続きまして、学校における暑さ対策についてお答えをいたします。 

 はじめに猛暑や熱中症についてですが、暑さ対策の取り組みといたしましては平成２３年度

から２４年度にかけて、学校施設環境改善交付金を活用した事業として現在、改築中である石

和中学校と芦川小学校を除く、市内１７校の特別支援教室を含む普通教室にエアコンを設置い

たしました。 

 特別教室につきましては本年度、浅川中学校音楽室にエアコンを設置する予定であります。

来年度以降につきましても中学校の音楽室を中心に順次エアコンの整備を進めてまいります。

また熱中症は暑くなり始めや急に暑くなる日など、まだ体が暑さに慣れていない時期において

も湿度の高い場合に発生いたしますので、５月下旬には全小中学校に対し注意喚起を行ったと

ころでもあります。 

 今後も児童生徒の教育環境維持改善に向けハード、ソフト両面で対策を講じてまいります。 

 次にミストシャワーの設置についてですが、ミストシャワーは環境負荷が少ない上に効果的

に周囲の温度を下げることができると考えられます。また、同じように校舎以外の暑さ対策に

つきましては、校庭への散水や樹木や棚等の日陰の配置などの方策がございます。 

 今後これらの方策も併せ、施設ごとに広範な検討を進めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 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。再質問をさせていただきます。 

 トイレの改善なんですけれども、平成２２年度にいち早く洋式化をして今、平均で５２％と

いうことなんですけれども、その中で学校に多少なりの差があると思うんですけれども一番低

い洋式率としては何％でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょうか。 

 雨宮教育部長。 
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〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。 

 今、学校ごとの資料がございますけども、ちょっと時間をいただかないと分からないという

ことでのちほどでよろしゅうございますか。はい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 では、のちほどでも大丈夫です。 

 先ほど部長の答弁の中で今後、大規模改修のときに予定・計画をしていくという答弁でした

けれども、その大規模改修ということは今後どういった小学校、中学校が予定されているのか

お尋ねします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 大規模改修の際ということでございますけども現在、石和中学校が校舎の建て替えというこ

とで石和中学校のトイレの場合には、一応すべて洋式化というようなことでトイレのほうは進

めてございます。今後の大規模改修の計画ということでございますけども、現状では施設の再

配置計画等もある中でどの学校を今後長寿命化をしていくかと、そういったところまでまだ検

討が進んでございません。そういったところが進んできた場合には大規模改修、長寿命化を行

う際にトイレの改修も大々的に行っていきたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 となると、まだ計画には今後ということでいつになるか分からない状況の中で平均の洋式化

率が５２％というさっき答弁でした。先日、浅川中学でスポーツ大会があったときに私も行か

せてもらったんですが、校庭ではサッカーがあり、体育館ではバスケット、男女の試合をやっ

ておりました。そういった中で一堂に予定以上の生徒が集まった場合のトイレは大変かなとい

う現状を目の当たりにしました。また子どもたち、これは小学校の子どもたちに聞いたんです

けども、小学校の子どもたちは和式のトイレの仕方を知りませんし、できないというのが現状

なんですね。そういった中、洋式のトイレを並んでも待っている状況の中で、やっぱり今は子

どもたちは使い方を知らない。高齢者になるとしゃがむことができないというのが現状なんで

すね。そういった中でやっぱり和式が４つある場合は洋式にする場合、その一つひとつすると

いうのは大変だと思うので、できましたら４つの和式を２つの洋式にしていくとかといった方

法の改善についてはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 先ほど川村議員がおっしゃったとおり今の子どもたちは家庭のトイレ、洋式のトイレに慣れ
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ているというふうなことから、トイレが混んでいる場合には洋式トイレに行列をつくってもそ

ちらに並ぶというようなケースがあるようです。あと和式を使えない理由として女子の場合に

和式だとスカートが汚れてしまうですとか、そういった理由もあるというようなことでござい

ます。また和式トイレが今後どのような学校において意味合いを持っていくかというようなこ

とを考えますと、本当に用を足すために和式を設置するという意味合いからすればそんなに高

い率ではないかなというふうに思います。むしろ和式トイレというものがあって、こういった

ものの使い方を教えるといったような意味での残し方というようなことではないかというふう

に思います。そういったことを考えると今後も洋式化を進めていきたいというふうな考え方が

ございますが、今、学校の施設については震災に対応するための改修、例えば耐震改修につい

ては大体終わっております。今、吊り天井の関係ですとか天井の照明の落下防止ですとかそう

いったことを優先的に行っていると。あと各学校ごとにそれぞれ課題がございますので、そう

いったいろいろな課題がある中でトイレの改修について、どの程度の優先順位を付けてやって

いくかというようなことを今後、検討していくというふうに考えております。またトイレ、和

式を洋式にした場合にはスペース的に和式より面積が必要になりますので、ただ４つある和式

を直す場合には３つになるというふうなことも考えられますので、それらも含めて検討したい

というふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから今までは国庫補助金で全面的に学校施設の大規模改修でしか、学校施設環境改善交

付金は活用できなかったんだけれども、一応の大規模改修が終わったあと、トイレの改修のみ

でもその交付金を使えるということをちょっとインターネットで知ったんですけども、その点

についてはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 トイレの大規模改修についての国庫の補助ということでございますけども、たしかに大規模

改修、トイレの改修ということで国庫事業のメニューにはあるようでございます。ただ、国の

ほうも今、震災対策のほうを優先的に進めているということですので、メニューはあるんです

けども、そういったトイレの改修の部分について補助金がいただけるかどうかというのはなか

なか難しいような状況と聞いております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 先ほど２２年度の実施事業計画ということで、その当時、雨宮部長は課長でこの事業所のシー

トに載っているんですけども、そのときにこの２２年度のみにそのトイレ改修を行ったという

ことだと思うんですね。となると約５年近くを経過しているわけですよね。その間にトイレ改

修のそういった要望とか改修をしようという動きはなかったということでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 
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〇教育部長（雨宮寿男君） 

 ２２年度に、私が当時教育総務課長のときにこの地域活性化臨時交付金を活用する中でトイ

レ改修を行った経過がございます。学校からの要望に基づいてやったわけですけども、学校の

要望の出ている１００％はたしかにできませんでした。交付金の額も限られておりますので

１００％はできませんでしたが、さっき言ったように洋式化率５０％を超え、また破損してい

る個所の修繕等も行ったということでトイレ環境の改善は進んだということでございます。 

 学校のほうから要望として当然、トイレはもっときれいにしていただいたほうがいいという

ような考えはあると思いますけども、現状では特に強い要望としては出ていないというふうに

認識をしております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 トイレに関しては最後、平均率５２％ということですけれども今後の整備目標は何％になる

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 先ほども言いましたけども、今後洋式化率は上げていきたいというふうには考えております。

ただ、ほかに吊り天井とかそういった災害対策等も優先的に行っていかなければならないとい

う現状ですので、当面今の段階で例えば５年間で７０％、８０％というような数字での目標を

掲げることは現在ではちょっとできないというような状況でございますので、ご理解をお願い

したいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 遠い先ではなくて、今現在の生徒たちがいち早く快適なトイレを使えるような状況にご努力

をいただきたいと思い、熱中症に対して今度、再質問をさせていただきます。 

 今回、ここ数年ですけども学校行事等で熱中症にかかった生徒は実際どのくらいいらっしゃ

るでしょうか。もしいましたら人数と、またどのような状況で熱中症を起こしたのかをお聞か

せください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 熱中症により具合の悪くなった生徒の数ですけども、一応学校のほうにちょっと確認をさせ

ていただいて２５年度と２６年度の数字がございます。２５年度でございますが、学校で具合

が悪くなって病院に行って熱中症という診断を受けた生徒、それから保護者に引き取りに来て

もらって病院へ行った生徒等の数ですけども２５年度が合計で６人でございます。小中合計。

２６年度が合計で８人ということでございます。それ以外に病院等へは行かなかったですけど
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も学校の保健室のほうで休んでいたといった子どもが大体、これも大まかな数字なんですが学

園祭の前の練習、それから秋の小学校の大運動会の練習の際、具合が悪くなって保健室へ行っ

たというような数でちょっと２、３聞いただけでございますけども、大体中学校のほうで年間

５人くらい、小学校のほうでも３人から５人くらいということでございます。 

 先ほど言ったように秋、残暑が厳しい中での学園祭の練習とか小学校の運動会の練習の際に

ちょっと具合が悪くなったというような状況のようでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 そのときに５人、６人から８人、２年間で１４人の方が具合悪くなったということで、それ

以外に保健室には行っただろうという中で、保健室に備えとして経口補水液というのがあるん

ですけども、水分と塩分を素早く飲料でき、補給できる飲料ということでスポーツドリンクと

はまた違うということもあるんですけども、そういうものを設置、今後されるのかどうか。も

しくはされているのかどうか、お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 各学校の保健室のほうには、そういった飲料が設置をされているということでございます。

熱中症等の病状に効果があるというようなことですので、今後またもっといいものがあれば受

け入れていきたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 熱中症は梅雨の合間の突然の暑い日や梅雨明けの蒸し暑いときなどに多く見られるものであ

ります。まさにこれから時期は特に注意が必要となります。野外での激しいスポーツを行った

ときだけでなく体育館とか武道館で高温多湿、風のない場所も危険といえます。想定外はあり

得ません。念には念を入れるべきだと考えます。 

 先ほども申しましたように緑のカーテンとか今後そういうのが、現在は本当に暑くてもそこ

まで育っていないというのが現状なんですね。そういった中でぜひともこの暑い夏、熱中症対

策の１つとして実施していただきたいのがミストシャワーなんですが、再度、低単価でもでき

ますし、そんな高価なものでなくても本当に子どもたちが、今いろんなところでミストシャワー

というのが設置されておりますけども、それが最も有効だと、熱い体を冷やすには最も有効だ

と思うんですけれども、もう一度答弁をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 ミストシャワーの設置について、お答えをいたします。 

 ミストシャワーについては、エアコンを整備する前に御坂中学校でミストシャワーを屋上に

設置して、それが普通教室棟のほうにシャワーが出てくるような形で使っていたケースがござ

います。資材費が３万円くらいでそんなに高くないものだったと記憶をしておりますけども、
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今エアコンが入ったということで、もうそのミストシャワーについては使っていないというふ

うな状況でございます。ただ、その当時は教室にいる生徒たちのためにそういったシャワーを

付けたということですけども、今、川村議員が言うように外での活動、また外から入ってくる

ときに体を冷やすというようなものの対策ということでございますので、ミストシャワー、ま

たそれ以外にもうちょっといいものがあるのであれば、またいろいろな検討をしていきたいと

いうふうに考えています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから熱中症予防対策には、あらゆる角度から取り組んでいくことが重要だというふうに

思いますし、今までもさまざま手立てを講じてきてくださったことと思いますが、子どもたち

の命と健康を守る観点から、これからも危機感を持って取り組みをお願いしたいと思います。 

 全国的にも運動会の時期を見直す動きが進んでおります。練習をする時期が夏の休み明けの

９月なので本当残暑厳しい、残暑といいますよりも例年９月、１カ月でも３０度以上を超えた

のが半月以上あるのが実例で、残暑というよりも真夏の状況の中で子どもたちは運動会の練習

をしている。今後、熱中症予防に万全に期する意味でも時期を見直すことは不可欠ではないか

と思うんですけども、その点について答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村議員の質問にお答えをいたします。 

 小学校の運動会、また中学校の学園祭については現在、９月の上旬から９月の下旬にかけて

行っているというような状況でございます。仮に時期を移すとすれば、５月中くらいかなとい

うふうには考えるわけでございますけども、現在、県内で１学期中に運動会を実施している学

校が小学校で１校、中学校で１校、これは２６年度分でございますけども、ございます。理由

としては施設の改修工事等の都合で秋にできないから春にもってきたという理由と、それから

もう１校は高校の学園祭と一緒にやるという関係で、春のほうにやっているという状況でござ

います。 

 ただ熱中症、９月が非常に暑いというようなことで川村議員は時期を移せばというような意

見だと思いますけども、私のほうでもちょっとその秋の９月の運動会、小学校の運動会が行わ

れる９月の下旬の時期とそれから５月、前半は修学旅行とか家庭訪問とかがありますので、や

るとすれば５月の下旬くらいまでかなというふうに思っています。平均気温をこの５年間くら

いをちょっと調べさせていただきました。これを見ますと２０１０年から２０１２年について

は５月よりも９月のほうが大体１度から１．５度くらい平均気温が高いと。それから３０度以

上を超えた日が５月後半は２０１０年から２０１２年の３年間、１日もございません。９月の

ほうは合計で４日間ございました。これはあくまでも、その１０年から１２年の３年間。それ

が２０１３年、２０１４年の２年間ですと５月に３０度を超えた日が６日間ございます。それ

から９月も同じく、９月は４日間でございました。この２年間については９月のほうが若干、

平均気温が低いというようなデータも出ております。それから今年の５月の後半に限っては３０度
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を超えた日が４日あって、最高気温の平均も２９．９５ほどということで非常に今年の５月は

気温が高いというような状況がございます。 

 このような状況がございますので、一概に５月へもっていったほうが涼しいというようなこ

ともないのかなというふうに思いますので、もう少し何年かこの気温の変化を見ながら実施時

期については検討をしたいなというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ５月も暑かったけれども、やっぱり蒸し暑いという部分では９月のほうがダントツ暑いと思

うんですね。それから東京の２３区では春の運動会が当たり前の状況になっていますし、私も

今回、静岡県の伊東市にちょっと行く用事がありましたので、そこの運動会はやっぱり平日で、

どうしても観光地であるので土日は、休みは観光客が多いということとそういった状況の中で

平日にやっておりました。よく入学して間もないから子どもたちや先生たちは大変だという状

況の中の話も聞きますけども、とてもそのクラスがまとまったり、学年がまとまる意味では団

結もその２カ月の間にお互いを、体育を通して知ることもできるという利点もありますし、国

としては秋にしなさいとか春にしなさいというのはお達しはないようですね。自由で検討して

いいという状況の中です。またなぜ秋から春に変わったのかという状況の中で、やっぱり中学

３年生になると受験勉強に追われるということでそういう時期になるので、そういう時期を逃

して春にやっている学校もありますし、学校行事が分散化した週６回の授業が５日間の授業制

度になって授業が足りないということと、秋にはやっぱり文化祭、合唱コンクール等が重なる

ので運動会を秋から春に移したというケースもありました。そういった中で、このそれぞれの

教育委員会の議論の中でぜひ検討の中に入れていただき、話題にしていただければありがたい

かなというふうに思いますが、その点について伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 川村議員の再質問にお答えをいたします。 

 われわれが子どものころは春の小運動会、そして秋の大運動会と二度運動会があったという

ふうに記憶をしておりますが、授業時数の確保等々の中で小が消えて秋の大が残ったというこ

とで今も秋の大運動会と、こういうふうにたしか言っていると思います。また各学校の校長等

と話し合いをするわけでありますが、簡単にこれをこう移しますというふうにいかないのは保

育所、あるいは幼稚園、あるいは各自治会とかいろいろな運動の団体等がありまして、この日

曜日にしますというふうにはいかないというふうに思いますが、いろいろな体協等々も含めて

今後どうやっていけばいいかということについては検討をしていきたいと思いますが、子ども

のやはり命を守っていくという観点から、検討をしていきたいというふうに思っています。 

 以上、答弁といたします。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。笛吹市の子どもたちは地域の宝であり国の宝だと思っております。

みんながそれぞれの個性を伸ばしながら、より豊かに学校生活ができるように、またみんなで
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知恵を出し合いながらやっていきたいと思っておりますし、また行政のほうも絶大なる子ども

たちの支援をお願いしまして、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で川村惠子君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 川村惠子議員の関連質問をさせていただきます。 

 １問目の学校のトイレの改善についてですけど、何か災害があった場合、そこが避難所になっ

ておりますので高齢者の方、また障がいがある方はトイレにやはり手すりというか、トイレの

中にも手すりがないと大変不便なことになってしまうので、その点について全部に手すりとは

言いませんけども、各トイレ１カ所くらいずつその検討はどのようになっているか教えてくだ

さい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 市内の小中学校の校舎、また体育館についてはいずれも災害時の避難所に指定をされている

というようなことから、避難される方が体育館のトイレ、また校舎の中のトイレを利用するこ

とも十分考えられるということで、その中で高齢の方、また足とか膝が悪い方については和式

のトイレを使うのは非常に大変だというふうに考えられます。そういった観点から調査をする

中でそういった手すり等の設置についても今後ちょっと検討をさせていただきたいというふう

に考えています。 

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。やはり洋式のトイレになりましても年を取ってきたりいろいろしま

すと、立つのに起きられなくなってしまったり、障がいのある方も不便なものがあると思いま

すから、どうぞこの点に対して前向きに検討をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで申し上げます。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 それでは本日、最後でございますがただいま議長より許可をいただきましたので通告に従い
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まして、これより一般質問をさせていただきます。１３番、公明党の中川秀哉でございます。 

 さて本定例会におきましては、明るいまちづくりとＣＯ２削減のため市内防犯灯のＬＥＤ化

を求めるということで質問をさせていただきます。 

 ２０１１年３月１１日の福島第一原子力発電所の事故以来、政府のエネルギー政策も大きな

転換期を迎え、東京電力をはじめとした電力会社各社も２０１１年末から防犯灯、街路灯など

通常４０ワット料金体系に加えましてＬＥＤ機器用の１０ワット電力の料金体系ができ、従来

から４分の１の低減された料金体系への創設など状況は大きく変わり、電気料金の面のランニ

ングコストが劇的に低減できる条件がそろったものと考えます。 

 私は２０１２年１２月の笛吹市議会第４回定例会におきまして、先進自治体の事例を通して

各自治会が負担する防犯灯の電気料金を軽減する対策といたしまして、リース方式による防犯

灯ＬＥＤ照明の導入について一般質問をさせていただきました。 

 しかしながら、笛吹市の現状はいかがなものか。平成１４年４月より消費税が８％に値上が

りとなりながらも３年が経過いたしましたが事業の進展は見られていないように思われます。 

 また政府は４月の末の報道で日本が排出する温暖化ガス、温室効果ガスを２０３０年までに

１３年度比で２６％削減するとの目標案を公表。この６月のドイツで開かれる主要７カ国の首

脳会議で安倍総理が正式に表明するということが伝えられました。 

 このままでは私ども市民生活の安全・安心な明るいまちづくりとは対極的に今後、消費税が

１０％に引き上げられると予測され、また各種交付金などの削減など私どもの地元の各自治会

では電気料金と修繕費の維持のためにすでに各部の活動費を削減するような状況の中、防犯灯

を減らすか、今後防犯灯を減らしていくのか、また区費を上げていくのかという選択に迫られ

ているところでございます。 

 つきましては笛吹市におかれましても先進自治体を参考にいたしまして、今こそ有用な基金

や合併特例債など有用な財源を活用して市内の全防犯灯のＬＥＤ化の早期導入を求め、以下の

とおり市当局のご見解をお伺いいたします。 

 １つ目として、明るいまちづくり推進に向けた笛吹市のＬＥＤ化の取り組みはいかがでしょ

うか。 

 ２つ目として、全市の防犯灯ＬＥＤ化における初期設備投資の額はどのくらいかかるのか。 

 ３つ目として、蛍光灯４０ワットからＬＥＤ１０ワットでは年間の電力料金の削減が期待で

きるのか。 

 ４つ目として、蛍光灯４０ワットからＬＥＤ１０ワットでは年間のＣＯ２削減がどのくらい

期待できるのか。 

 最後、５つ目といたしまして政府の温室効果ガス削減目標２６％と各自治会の存続にかかる

問題として、先進自治体の推進例から早急なトップダウンの判断が必要とされると思いますが

市長のご見解をお伺いしたいと思い一般質問を、１問目を終わらせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、明るいまちづくり推進に向けた笛吹市ＬＥＤ化の取り組みと全市防犯灯ＬＥＤ化
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における初期設備投資額はどのくらいかかるかについてですが市内には市が設置、行政区が管

理の防犯灯、設置・管理が市の道路照明、それ以外に街路灯があります。 

 ご質問の防犯灯は、平成２６年度末の時点で８，０７０基が設置されております。このうち

市が直接管理しているものは、通学路や公共施設周辺などに設置された３９２基で残り７，

６７８基は各行政区にて維持管理をお願いしております。 

 現在、行政区からの要望のある新設・修繕についてはＬＥＤ化をしており、市で把握してい

るもので３００基がＬＥＤ化されております。 

 ＬＥＤの導入につきましては、国の補助金制度もありますが導入条件では市が直接管理して

いるものは対象ですが、行政区管理のものは対象外となっております。 

 また、防犯灯の行政区管理につきましては旧町村を引き継いでいるため管理にバラツキがあ

ることや照明の種類により、それぞれ管理の所管・方法も異なっていることから現在調整を進

めているところであります。また市内の防犯灯をすべてＬＥＤ化するには、２億５千万円ほど

の費用がかかると見込んでおります。 

 次に蛍光灯４０ワットからＬＥＤ１０ワットでは、年間の電力料金の削減と年間のＣＯ２の

削減がどのくらい期待できるかについてですが、防犯灯１基当たりで算出した蛍光灯４０ワッ

トを超え６０ワットまでの電力料金は年間３，７５３円。ＬＥＤ１０ワットでは１，０５７円

で２，６９６円の減額となり、市内すべてをＬＥＤとした場合は２，１７５万７千円の減額が

見込まれます。またＣＯ２年間排出量は蛍光灯で６８４トン、ＬＥＤで１７１トンで年間排出

量の削減は５１３トンと見込まれます。 

 次に温室効果ガス削減２６%と自治会の存続にかかる問題につきましては、平成２６年度に

策定した第２次笛吹市地球温暖化対策実行計画をもとにＣＯ２削減に取り組んでまいります。 

 また防犯灯のＬＥＤ化につきましては、行政区の負担の軽減を図りつつＣＯ２排出量の削減

を図ることができるものと考え、先進事例や助成制度の効果的活用を引き続き検討していきた

いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ご丁寧に答弁をいただきましてありがとうございました。 

 やはり設備投資に約２億５千万円が要されるということでございます。これを一括でやると

いうのは大変難しいことだと思うんですが、幸いかといいますか、合併１０年、また今後５年

間を期待できる特例債を笛吹市は活用できることになっておりますので、ぜひこれは５年間を

目指す中で年間５千万円の費用をいただければ、なんとか５年後には笛吹市全体が明るいまち

づくりできるんではないかと思われるわけでございますが、これについていかがでございましょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 



 １０３ 

 おっしゃいましたとおり予算が確保できれば、すぐにでも実行したいとは思っておりますが、

なかなか予算の確保というのが難しいということと、あと先ほどからできるだけ助成とか補助

を使いたいと思っております。その中でも国の助成制度でも市の管理というところの条件が大

変ありまして、笛吹市の場合は７千基以上が行政区の管理ということで、なかなか対象になら

ないという現実がありますので、少しずつでもＬＥＤ化というものには進めていきたいと考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。今、鶴田部長からお話がありました市の管理と行政の管理という

点がございます。まさしくそのとおりでございまして、私どもが申し上げているところはやっ

ぱり行政が電気料金を抱えている部分、この負担についてどうするかというお話になってまい

ります。現状、市のほうで毎回、補助して新しく付け替えていただけるものがあるというふう

に伺っておりますけども、現状の基数とあと今後どのくらいまで対応できるのかというところ

をお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 おそらく議員、以前２５０基ほど市のほうにＬＥＤの蛍光灯というか電球をいただいたもの

のことかと思われるんですが、それにつきましては大体年間１００から１２０ぐらいを今まで

修繕で使っておりましたので、現実もうそれは使い切ったという現状であります。しかしなが

らこの制度の部分について、やはり新たになるもの、また修繕するものについては予算計上し

て、たぶん同じぐらいの、毎年本数になっていくと思いますので、それは引き続き行っていき

たいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさしくあるものはすぐなくなっていくというところでございます

けども、やはりこれは継続してやっていただくにあたりましても、今後の目標というものがや

はり必要になってくる思います。これにつきましても今、既存の行政が持っている機器につい

ても変更していただけるということを伺っておりますけれども、その目標等をつくっていただ

く中で、例えば１基当たりが機器と接続で２万円から３万円なのかというふうに推察されるわ

けですけれども、これを全部、例えば８千基やるとすれば２億４千万円かかる。その中で行政

でも負担をする中で、すでに行政だけで取り組まれているところもあるというふうにも聞いて

おりますので、ないところも含めて、例えば今抱えているある自治会では１００基ある中で、

まだＬＥＤ化は未使用という中で、それを今後５年間なりの中でやっていくために、ある程度

の補助、また交付をしていただけるというようなお考えはございませんでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁でも言いましたようにいろんな種類の照明がありまして、今そこがちょっと入り

組んでいるというか管理が大変難しいところがありますので、それは早急に線を引くというの

はおかしいですけども防犯灯、街路灯、それから道路照明というものをきっちり分けて、それ

と同時に市が管理するもの、行政区が管理するものというのをはっきりさせたいと思います。

その中で当然、市のものにつきましては助成、補助金等を取りましてＬＥＤ化は進めることは

可能だと思います。また行政区のものにつきましても、先ほど議員がおっしゃいましたように

少しでも行政区のほうへ補助なり助成なりの制度を考えて、お互いに協力する中で少しでもＬ

ＥＤ化が早く進めていければと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ある自治会の中での予算の中で電気料金が占める割合が年間、電気料金が３５万円、修繕費

に１５万円、約５０万円ほどかかっている現状があります。本当に交付金自体は年々やはり額

が下がっていく中で、先ほど質問でもさせていただきましたが今後の自治会の運営が厳しくなっ

てくる現状があります。さらに今後、自治会を取り巻く環境というのはますます厳しくて高齢

化にもなってまいりますし、組の加入率も少なくなっているという状況もありますので今でき

る対策は早急にお願いしたいと思うわけでございますけれども、ぜひトップダウンとして市長

のお考えをお伺いしたいと思うんでございますが、いかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 ただいまのやり取りを聞いておりまして、金銭的にもまた地球温暖化を防止するという面で

も、このＬＥＤ化というのは大事な方向性だというふうに思っておりますので、その点きっち

り腹におさめて対処していきたいと、こういうように考えています。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひ市のトップダウンの中で早めに、早急に進めていただけることをご期待いたしまして、

では２問目に移らせていただきます。 

 ２問目といたしまして高齢者の見守り・安否確認、センサー機能を付けましたサポートの早

期導入を求めるについて質問をさせていただきます。 

 ２０１５年３月に笛吹市が作成されました高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画では
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２０１４年４月１日現在の６５歳以上の高齢者は１万８，６０６人であり、そのうち７５歳以

上の後期高齢者の数が前期高齢者の数を６，６６５人、上回っていらっしゃいます。高齢化率

が２６．６％であり、全国の高齢化率２５．６％と比べると１．０ポイント高く、本県は全国

よりも高齢化が進んでおる推計上、今後も全国より早く高齢化が進むことが予測されるとあり

ます。 

 また６５歳以上の高齢者のうち４万５，３３７人が在宅ひとり暮らし高齢者とあり、在宅ひ

とり暮らし高齢者の数は年々増加している。男女別では女性の比率が６９．６％と高いとの調

査結果が示されました。 

 最近の事例では市内に住む一人暮らしの高齢者が台所で倒れ、身動きが取れず約２日後に付

近の住民の通報により救出された事例がございました。また別の高齢者は、近隣の住民との交

流があったもののその翌日、自宅にて心肺停止で残念ながらお亡くなりになったという事例が

相次いでおります。 

 現在、市の見守り事業にはふれあいペンダント、緊急通報システム事業や一人暮らし高齢者

の見守り事業、また配食サービス事業などがあり、一定の条件がそろえば行政サービスを受け

られますけれども、先の事例から自発によるＳＯＳが発信できない場合の対応策がなく急務と

考えられます。先進自治体の事例としましては、神奈川県横浜市や徳島県などは急に倒れてボ

タンを押すことができない場合は対応ができないという課題と、介護提示者や高齢者の見守り

活動を行う自治会などの負担軽減することが狙いで、振動式のセンサーで居住者の安否を確認

できるシステムを導入したモデル事業を実施されております。特に必ず皆さんが利用されるの

はやはりトイレではないかと思われますけれども、トイレ等の扉に設置して２４時間開閉がさ

れない場合には異常事態と判断して、受信センサーが自動的に通報できる点が高く評価されて

おります。 

 本市におきましても、先進自治体の実例を参考に高齢者の見守り・安否確認のセンサー機器

のサポートの早期導入について取り組むべきと考え、以下のとおり市当局のご見解をお伺いい

たします。 

 １つ目として現在、ふれあいペンダント事業や一人暮らし高齢者見守り事業、配食サービス

事業など行政サービスの対象者はどのくらいいらっしゃるのか。 

 また２つ目として、先進自治体の実例から参考に高齢者の見守り・安否確認サポートの早期

導入が急務と考えられますが、いかがでございますでしょうか。 

 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、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにふれあいペンダント事業、一人暮らし高齢者見守り事業、配食サービス事業のサー

ビス対象者についてですが、いずれも５月末現在の数字ですが、ふれあいペンダント事業の設

置は２６３台、一人暮らし高齢者見守り利用登録者は６３人、配食サービス利用者は４９人が

ご利用されております。 

 これらの事業の対象となります在宅ひとり暮らし高齢者は３，８８５人、ひとり暮らし以外
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の高齢者のみ世帯は３，０１４世帯となっております。 

 次に先進事例を参考に高齢者の見守り・安否確認サポートの早期導入が急務とのご指摘です

が、安否確認センサーは人の動きを検知することにより本人の無事を確認し２４時間見守りを

するシステムと理解しておりますが、その目的が見守り、安否確認であることからサービス形

態はさまざまで電気ポットやガス、それから冷蔵庫などの使用状況を確認するものや人体・動

作検知センサーを設置するもの、担当者の電話や訪問によるものなど民間事業者からもさまざ

まな提案がされております。 

 本市では、本人からの通報を受けて救急対応や相談を行うシステムとしてふれあいペンダン

ト事業を構築しており、１日を通しての自動的な安否確認を行うセンサーの設置はありません

が一人暮らし高齢者見守り事業、乳酸菌飲料の配布でございますが、これや配食サービスなど

と合わせた複合的な見守りや安否確認を行っております。 

 ふれあいペンダント事業については、昨年度システム強化を実施いたしました。これは民間

のシステムを導入し、コールセンターにおいて２４時間３６５日利用者からの緊急通報を受け

必要に即して消防署・協力員等に連絡するとともに、コールセンターに常駐する看護師が利用

者からの心配ごと相談に対応できるなど、見守り体制を強化したものでございます。 

 今後はご提案のあったセンサー機器につきまして、ふれあいペンダント緊急通報システムへ

の追加設置等について事業者と調査・検証をするとともに、民間のサービス実施事業者につい

て、これらの情報を取りやすくするなど市民のニーズに合った高齢者の見守り支援に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。やはり市内に約３，８００名を超える一人暮らしの世帯がいらっしゃ

ると。また高齢者のみの世帯も３千世帯を超えているという現状。その中で行政サービスが変

えられるのは約１割弱という状況だということが分かりました。今後さらなる、今のふれあい

ペンダントの対策に加えた上でしていただくのと同時に、先ほど部長からご答弁をいただいた

簡単な電気ジャーポットとかそういったものでも対応ができると。また比較的安価だというふ

うにも伺っております。こういった部分の紹介、また購入補助、こういったものも期待される

ところですけども、その点についてのご検討はいただけますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 中川議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほども答弁の中で申しましたように、議員のほうからもご紹介いただきましたが神奈川県

などではこういった民間の事業者のサービスについて、住民の方々にご紹介をする、一覧表と

してご紹介をするというようなことにも取り組んでおります。そういった意味でもさまざまあ

るサービス、例えば市内におじいさん、おばあさんがいらっしゃって息子たちが県外にいると

いうような方でも自らその事業者と提携して確認ができるというふうなサービスをご紹介をし
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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） 

 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。 

 もう１点は本年、要支援援護者台帳の整備が進められている中で、各自治会におかれまして

も対象の皆さまに台帳整備の準備をされているところでございます。約１万人を超える支援希

望者から、そのうちの４，８００人を対象とされていると伺っております。これにはやはり行

政とともに民生委員さんとの関わりも含めて、市との三位一体の改革が必要だと思われますが、

今回のこの見守りについても同時に行っていただきたいと思うわけでございますが、この点に

ついていかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 ご案内のように要援護者台帳につきましては現在、取り組みを進めており、各地区で行政区、

民生委員さん方にご協力をいただきながらご希望、同意をいただいた方々に再度確認の作業に

取り組んでいるところでございます。 

 こうした中で民生委員さん方の日ごろの活動につなげる、また区の日常、不断の取り組みと

いいますか、コミュニティの取り組みにつなげていくということにつながっていくことが本市

でございますので、今後も見守りに民生委員さん方、あるいは地域のコミュニティが関わって

いただけるものと期待をしているところでございます。 

 答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。やはり午前中も関連質問をさせていただきましたけれども、行政

への丸投げではなく、やはり市と行政とまた各種団体との協議の場で進めていくということが

肝要だと思いますので、終わりたいと思います。以上で質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 中川秀哉さんの関連質問をさせていただきます。 

 ふれあいペンダントの緊急通報システムなんですけれども、昨日、相談を受けまして今現在、

固定電話を置いていない高齢者の方も増えております。そういった中で携帯電話でもできるよ

うな緊急システムという構築はなかなか難しいものなのか、お尋ねします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 川村議員の関連質問にお答えをいたします。 

 現在のふれあいペンダントは家庭にあります固定電話をシステムに付け替えてといいますか、

実施をするものでございますので、今のシステムそのものに携帯電話のシステムを導入すると

いうことについては再度、今回出ました民間の事業者システムのほうに確認をしていきたいと

いうふうには考えております。 

 ただ民間、携帯電話のシステムの中でもＮＴＴですとらくらくフォンというふうな携帯電話

の機種では緊急通報用のボタンがありまして、それを作動させると大きな音がして近隣に知ら

せながら、事前に登録した例えば警察であるとか消防署であるとか、あるいはご家族に自動的

に発信をするというふうな装置がございます。こういったものがありますので、先ほど申し上

げましたセンサー等の見守りのシステムと同様に、市民の皆さまにこういったものもあるとい

うふうなことをご紹介できればというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はありませんか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで、先ほどの亀山和子議員の再質問の中で観光物産連盟の職員給与に関しまして飯島産

業観光部長より答弁がございます。 

 飯島部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 先ほどの亀山議員の再質問にお答えできなかった部分でありますけれども、観光物産連盟の

専従職員の給与についてでございますけども、市の嘱託職員の月額給与に準じて設定がされて

いるということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定いたしました。 

 次の本会議は週明けの１５日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ５時２３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にお願いいたします。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、農業委員会会長 赤岡勝廣君から公務のため本日の本会議の欠席届が提出されました

のでご報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 先週の１２日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、質問させていただきます。笛新会の神宮司です。 

 まず表題あります、出しておきましたが認知症高齢者等の行方不明者救済について、本市の

取り組みについてお伺いをいたします。 

 本年４月９日付けの新聞報道によりますと昨年８月、横浜市で行方不明となり家族が神奈川

県警に届け出をしておりました男性、当時８３歳ですが、この方について警察や消防が都内で

発見をした際、保護や搬送をせず男性はその後、死亡していたことが４月８日、判明したとい

う記事がありました。その際、男性の家族は警視庁などに認知症であったと説明をしていたと

いうことです。 

 男性は昨年の８月１９日、横浜市鶴見区のデイサービス施設から行方不明となり、家族が神

奈川県警に行方不明者の届け出を提出いたしました。２１日、男性は東京のＪＲ中野駅付近の

路上で倒れているのを発見されました。男性は東京消防庁、中野消防署の救急隊に対し病院へ

の搬送を拒否、発熱があり喉の渇きを訴えたため中野署の警察官が水を飲ませて近くの公園に

連れて行き現場を離れた。その後、夜になり酔っ払いが寝込んでいる、その通報がありまして

出向いた中野警察署の別の今度は警察官ですが、その方が救急車を呼ぶかどうか訪ねた際には

男性は「大丈夫」とやはり断ってしまいました。いずれのケースも男性の受け答えがしっかり

しており不審な点も見られなかったため、認知症とは気付かず保護しなかったといいます。 

 それから男性は２日後の８月２３日の朝、公園のトイレ近くで死亡しているのが見つかりま
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した。死因は熱中症からくる脱水症と低栄養とみられるというふうなことです。 

 以上のような内容でありましたが、私はこの新聞報道を見て非常に気の毒な事案であったと

いうふうに思います。また警察官、あるいは救急隊がもっと突っ込んだ対応さえしていたなら

ば十分救えた命ではなかったのかなというふうに残念でなりません。 

 そこで本市においてもときどき防災無線等で行方不明者の捜索の協力依頼、これが流れてお

りますが団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年、今からちょうど１０年後ですが、高齢者の

数、この推計数値がピークを迎えるようになります。このような不幸の事案にあわないような

対策を今からとっておく必要があると考えます。以下、質問に入ります。 

 まず１つ目、市内の認知症患者数と今から１０年後の患者数の動向は、市のほうではどのよ

うに捉えているのかお伺いをいたします。 

 ２つ目、最近の本市での認知症患者等の防災放送などを使用して行方不明者の捜索依頼をし

た件数、また年齢の構成、居住の方法、市の内外、その他をお伺いしたいと思います。 

 ３つ目といたしまして、行方不明者に対し捜索方法は市民に協力依頼するほか特別、本市で

は他の市町村と違った独自の取り組みを行っているのか、お伺いをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市内の認知症患者数と１０年後の患者数の動向をどのように捉えているかについて

ですが４月１日現在の認知症高齢者は２，１７０人であります。１０年後には２，６２１人と

推定されておりまして４５０人以上の増加が推計されます。 

 次に防災無線放送など捜索依頼の件数、年齢構成、居住、それから市内外の別についてです

が平成２６年度中の警察署からの依頼件数は１３件ありました。年齢構成は６５歳未満が２人、

６５歳以上７５歳までのところが１人、それから７５歳以上が１０人と後期高齢者が多くなっ

ております。居住につきましては自宅からが８件、それから施設からが４件、宿泊場所からが

１件となっております。また市内外別の件数については市内が５件、隣接します甲府市から７件、

山梨市から１件となっております。 

 次に行方不明者に対しての捜索方法、取り組みについてですが、既存の対策といたしまして

位置検索装置（ＧＰＳ）による認知症高齢者見守り事業があり、普及啓発を図っているところ

であります。 

 さらに本年、平成２７年２月に笛吹市行方不明者捜索活動実施要綱を設置いたしました。こ

れにより行方不明者の捜索において警察、消防本部、市消防団との連携強化、指揮命令系統の

明確化など、より組織的な捜索活動ができるようになっております。 

 また認知症による行方不明者の発生を予防する取り組みとして直接、捜索活動を目的に実施

するものではありませんが、市や社会福祉協議会が民間事業者と協定を結ぶ地域見守りネット

ワークの構築を進めております。 

 今後も警察、消防、社会福祉協議会、民間事業者に加え、市民の皆さまのご理解とご協力に

より官民一体となった安心・安全なまちづくりに取り組んでまいります。 

 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） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 お答えいただきまして、ありがとうございます。 

 認知症の患者さん、これからどんどん増えていくというふうなことになります。本県は、こ

の間の中川議員の質問のときにもありましたように高齢化が全国より山梨県ではよそよりも、

平均よりも１年早く進んでいるとそんなふうに聞いております。そこで認知症の対策、これが

非常に急務であるというふうに思ってます。 

 平成２４年の４月１日の現在、認知症の高齢者の数、これは山梨県では２万４７６人。６５歳

以上の高齢者の９．５％を占めております。また若年性の認知症の方、この方も３６２人いま

す。このような中、この１０年で爆発的に増加するであろう認知症患者に対し３番目の質問に

ありましたように笛吹市行方不明者捜索活動実施要綱、これが規定された。また地域見守りネッ

トワークを構築を進めるというふうなことですが、この地域見守りネットワーク、あるいは市

内５施設と言いましたけども、そういうものはより具体的にどんなふうなところがあるのか教

えていただけますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ５施設というお話でございます。これは認知症の方が行方不明になって保護した場合に一時

的に保護をする施設について、市内の介護保険関連施設と協定を結んでいるという中のことだ

と思います。 

 ちょっと今、施設名についてちょっと手持ちの資料を探しておりますので、のちほどまたお

答えを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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 地域見守りネットワークのことは、どんな組織でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 地域見守りネットワークにつきましては、現在は社会福祉協議会が市内の事業所等と協定を

結んでおりまして、それに加えて今、市のほうで構築をしようとしておりますのは高齢者のみ、

あるいは認知症のみではなく子どもさんからお年寄りまで地域の中で見守りをしていくような

組織づくりということで警察や消防関係、それから民間の事業者等と協議会をつくっていこう

ということで今、準備を進めているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。できるだけ早く進めていただきたいと思います。 

 次に認知症の人と家族の会というのがありますけども、これはこの前いただいた生き生きプ

ランですけども、これの９１ページから９３ページまでに約２ページ半だけしか書いてありま

せんが、この中に認知症の人の家族の会というのが本市にもあると思いますが、その中でお帰

りマークというのがありますが、これを付けている状況、あるいは先の回答で発見された行方

不明者が発見されたときに、そういうマークを付けていたのかどうかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 生き生きプランの９２ページに、９１ページからが認知症予防のできる体制づくりというこ

とで、現在その体制づくりを行っているというところでございますが、９２ページにございま

す徘徊の命を守るお帰りマークということで、これにつきましては今ご案内のあった認知症の

家族会との提案によりまして、このマークが取り組みをされております。この中身につきまし

ては名前であるとか住所や電話番号、連絡先について、もしそのマークを胸や衣服等に貼って

ある方を発見された場合に、それをもって連絡をしていただいて無事にお帰りいただくという

ことを目的としたものでございまして、具体的な実施の例といいますか、いうところについて

はまだ私のほうでは確認ができておりません。もう一度また担当のほうに確認をさせていただ

きたいと思いますが、認知症の家族会につきましては市内はさつきの会という名称で会員が約

４４人というふうに伺っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 できるだけ徘徊される方がそういうものを付けるというふうなこと、１つのツールだという

ふうに私は思っていますがなかなか付けていないのが現状だというふうに私は思っています。 

 次に福岡県に大牟田モデルというのがありますが、この取り組みを担当課はご存じでしょう

か。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神司議員の再質問にお答えをいたします。 

 大牟田の取り組みにきましてはインターネット等で調べさせていただいておりまして、直接

まだ事例等のお伺いをしているわけではございませんが、大牟田市では認知症のケアについて

コミュニティ、地域全体でその取り組みを行うということでかなり前から地域のほうへ波及と

いうか、普及を図っているということでございます。 

 この中で特に特徴的でございますのが、認知症サポーターの養成講座や高齢者のＳＯＳネッ
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トワークということで、それを実地体験するような徘徊の模擬訓練等、子どもさん、特に学校

の学生といいますか、そういったところも一緒に絡めながら声かけであるとか、模擬訓練等に

取り組んでいるというふうに伺っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。 

 福岡県の大牟田、ここは人口が一ころ１５万人を超えていた市です。これは炭鉱のまちです

ので、今現在は炭鉱も廃山されて早くから高齢化が進んでいるということで今、１２万人ぐら

いの人口がいらっしゃいます。今年４月の推計で全国高齢化率が２６％、大牟田市の高齢化の

率、これは実に７％を超えまして３３．４％。全国平均よりも７％以上に高いというふうなこ

とで非常に高齢化率が高く、また認知症の患者さんもいらっしゃるということで徘徊が大きな

問題として取り上げられました。ここはもう１０年以上前から徘徊の問題、高齢化の問題に取

り組んでおります。そこで大勢の高齢者がいらっしゃるのに、ここでは徘徊が大きな事件にな

らない。それは早くから取り組んできた仕組みづくりというものが功を奏しているというふう

に私は考えています。 

 一例を挙げるとここでは例えば同市で機能している、今おっしゃっていただきましたが高齢

者等ＳＯＳのネットワーク、それから家族から警察へ捜索願が出されます。そうすると地元の

駅や郵便局、タクシー協会、ガス会社といった協力機関へ連絡が入り、それぞれで働く人々が

捜索に協力、地域の民生委員から公民館、また学校、ＰＴＡ、商店、それぞれのいろいろな人

たちが関わって捜索をするというふうなことで、大勢高齢化が進んでいる中、ここではそうい

うことが、事件が少ない、事故が少ないというふうなことになっていると思います。このよう

な取り組みをできるだけ本市でも早急に取り組んで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） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 今、議員ご指摘のように大牟田では高齢者等ＳＯＳネットワークということで警察署といっ

た関係機関だけでなく民間の駅であるとかバス会社、それからタクシー業界、またＪＡである

とか郵便局、市役所の会合の関係、あるいは県の事務所等々の民間といいますか、地域の中に

あるいろいろな耳目を活用したネットワークが徘徊の発見、徘徊の高齢者の早期の発見につな

がって事故・事件等が少なくなっているというご紹介をいただいた、まさにそのとおりである

と思います。私どもも見守りの市内ネットワークにつきましては高齢者、認知症の高齢者、そ

れからお子さんの見守りも含めて、こういったものをモデル、目標にしながら取り組んでまい

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） 

 神宮司正人君。 
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〇２番議員（神宮司正人君） 

 できるだけ早く対応していただきたいと思います。 

 次に認知症高齢者の徘徊、行方不明の事案に対していかに素早く安全に発見し保護するとい

うふうなこと、これは山梨県下の医師会でも取り組みをしていますのでちょっと紹介させてい

ただきます。パネルをお願いします。 

 まず一番上にありますのが先ほどのお話しに出ていました、この生き生きプランの中でもあ

りますように認知症の人と家族の会のお帰りマークというのが、こういうものがあります。ま

た下のほうはアメリカでの取り組みの一例ですが、ちょっと予算の関係で小さくて申し訳ない

んですがネックレス、ブレスレット、ペンダント、こういうものを使って患者さんに付けてい

ただく。そういうようなことでの取り組みをしております。それぞれ一長一短になっておりま

すが、次のパネルをお願いします。 

 もう１つはＧＰＳ付きの、ここは製品名が入っていましたので先ほど消させていただきまし

たが、ここ○○○というふうなＧＰＳ付きの機能電話といいますか位置情報を知らせるもの。

その下にオレンジペンダントというふうなものがありますが、これが私が今、ぜひ市で取り組

んでいただきたいなというふうにお進めするところです。一番こちらのお帰りマークについて

は、先ほども部長のほうでお話しいただきましたが、なかなか個人情報を書いてしまうために

悪用される恐れもある。またアメリカのペンダントですとかブレスレット、この類いは日本人

にはなかなか馴染まない。付けていただけない可能性がある。またここ何とか、ＧＰＳ機能付

きのこういうものもやはり初期投資がかなりお金がかかるし、毎月毎月の維持費がかかるとい

うふうなこと。それで一番下のオレンジペンダントですが、これは県の医師会で取り組んでい

ただいておりますが、個人情報はそんなに多く記載してありません。病院のほうへ連絡がいき

ますとＱＲコードでその方の個人情報が必要最低限だけ出してありますが、こういうものを付

けてやるふうな取り組み、これについて日本全国でまだどこもやっていませんし、山梨県でも

もちろん取り組んでいませんが、ぜひ笛吹市でもこういうものについてお取り組みをいただく

ような考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 ご紹介をいただきましたいくつかの方法、認知症の高齢者の方が無事に発見され、お帰りを

するためのシステムの一例かと思います。 

 本市におきましては今、商品名を隠していただきましたが、ここ何とかという形で、先ほど

ご紹介したＧＰＳの認知症高齢者の見守り事業として、すでに実施しているものがこれでござ

います。初期費用が１万円ほどかかりますが、この１万円分について市のほうで補助をさせて

いただいて、導入後の毎月の会費といいますか、経費について５００円ほどかかるわけですが、

これを利用者のご家族にご負担いただくと。ただそこに、絵を示していただきましたので、小

さい携帯電話のような形のものですから、なかなか高齢者の方に携帯電話等を持ち歩くという

習慣がないと抵抗感があったり、あるいは知らないという形で捨ててしまうようなことがある

というふうなことも懸念というか、されております。現在、数件の、ちょっと数が、私ちょっ

と手元に資料を持ってこなかったんであれですが、数件の利用者があるというふうに確認はし
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たんですけども、たしか１０件ほどだったかと思いますけども、そのくらいのところでちょっ

と普及のほうが滞っているというのが先ほどの答弁でもしました。 

 ご紹介いただきましたオレンジペンダントにつきましては、ＱＲコードを活用してというこ

とで、ちょっと見には個人情報が表に出ないというところでございますが、全国の事例の中で

こうしたバーコード、ＱＲコードをシール化して持ち物のほうに貼って、あるいは靴とかに貼っ

てというふうな事例があるような話を聞いております。そこで問題になるのは、携帯電話で読

み込んだときに結果的には誰でも読めてしまうところがございまして、そのあたりのところの

連絡先をどこにするのかとか、そういったことが少し課題だというふうには聞いております。 

 ただ、これからの取り組みの中では非常に有効な選択肢の１つだというふうに考えておりま

すので検討してまいりたいというふうに思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 個人情報は必要最低限で、病院のほうへ問い合わせしない限りは分からないというふうなこ

とになっています。またこちらは非常に安い。それで私もここに今付けていますですけども、

ベルトのうしろにも付けていますが、簡単に家族の方が付け外しができる。本人が取らない限

りは非常にいいものだというふうに考えていますので、ぜひこういう取り組みもぜひひとつの

ツールとして活用してほしいなというふうに思います。 

 以上、１問目の質問から時間がかかりますので２問目に入りたいと思いますが、次に新石和

温泉駅が本年４月から一部供用開始となり、南北自由通路が姿を表しました。全面供用開始に

向けて急ピッチにて今、北口の広場の整備、またエスカレーターの整備というふうなことで進

んでおります。 

 石和・春日居温泉のまさに玄関口としての一つのシンボルである新石和温泉駅舎、首都圏か

らの観光旅行者に対して温かいおもてなしはもちろんであるけども、石和・春日居温泉のイメー

ジアップを図るために市の今後の取り組み、考え方を伺いたいと思います。 

 まず１つ目、北口広場が完成し完全供用開始となるのはいつごろなのか伺います。 

 ２つ目、市内外に向け強力にアピールするためのオープニングセレモニーはどういうふうに

されるおつもりなのか、お伺いをいたします。 

 ３つ目といたしまして石和・春日居温泉のイメージアップを図るため、発車メロディーを採

用する考えはあるのか、お伺いをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに新石和温泉駅舎の完全供用開始はいつごろかについてですが、平成２５年７月１日

に着手した石和温泉駅の建て替えおよび南北自由通路の建設工事は、平成２７年３月に一期工

事が終了し現在は南側エレベーターや階段、トイレ等の供用を開始しているところであります。 

 また仮駅舎の撤去も終了し、ホームの連絡通路の撤去工事やエスカレーター部分の基礎工事
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に着手しているところであります。さらに本体工事に併せ、観光案内所の内装工事なども予定

しております。 

 予定工期は２８年３月ではありますがＪＲ東日本とも密な連携をとり、一日も早い供用開始

を目指していきたいと考えております。 

 次にオープニングセレモニーについてですけども、笛吹市の玄関口として、これからの笛吹

市観光の振興が図れるよう、生まれ変わった石和温泉駅を強くアピールしていきたいと考えて

おります。 

 次に駅ホームの発車メロディーについてですけども、観光で訪れた皆さまをおもてなす１つ

のツールであると考えております。今後、ＪＲ東日本とも協議してまいります。 

 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。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 全面供用開始に向けてオープニングセレモニー、これを計画しているというふうに理解して

よろしいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 オープニングイベントは来年早々になるかと思いますけども、予定をしていきたいと考えて

おります。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 発車メロディーの新設ですけども、これは１つのツールとして考えているというふうな答弁

で、採用、このことについては協議したりして設置するような考えはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁いたしましたようにオープニングセレモニーに併せて、ぜひ観光のＰＲというこ

とも兼ねますので、メロディーの関係は検討してまいり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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 これ設置、もしするとすれば費用、どのくらいかかるような感じでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 具体的にはまだまだ検討段階ではありませんので基本的な金額は分かりませんけども、１つ

の例を申し上げたいと思いますけども、ＪＲ東日本では北陸新幹線開業にあたりまして長野駅

の新幹線ホームで発車メロディーを県歌、長野県歌の「信濃の国」という曲でやったわけでご

ざいますけども、そのときはＪＲ変更負担金が１３５万円、それから音源ＣＤ製作費が１５万

円、計１５０万円ほどがかかっております。これはまだまだ具体的なことではございませんの

ではっきりしませんけども、１つの例とすればそのような状況であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 今、大体１５０万円ぐらいというふうな話がありましたが、私の調べたところではもっと、

全然著作権もかからないような感じで安く、１００万円以下でもってできるような感じもあり

ますので、これは研究してほしいと思います。 

 それであまり高額でないとするならぜひこのオープニングセレモニーに合わせて、今からちょ

うど半年ありますので準備すれば間に合うというふうに思いますので、ぜひこれはＪＲ、ある

いは石和の駅長さんと相談していただいて取り組んで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） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 ただいまの件でございますけどもＪＲの東日本、あるいは関係団体の方々との検討会を早々

に設けまして考えてまいり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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 この発車メロディー、ＪＲの発車メロディーは山梨県はほとんどと言いますか、まだどこも

やっていないんですよね。せっかくいいチャンスで石和駅が新築オープンで、全面オープンし

ますからそれに合わせてぜひやってもらいたい。私鉄の部分ですと、山の向こうの私鉄のほう

では「富士の山」というふうな採用をされています。 

 ちなみにこのへんで変わった発車メロディー、これは品川駅では「鉄道唱歌」、蒲田駅では「蒲

田行進曲」を採用しています。八王子駅、これは「夕焼け小焼け」。これは作詞者が元住んでい

たというふうなこと。弘前にいきますと「津軽じょんがら節」を編曲してあります。また高田

の馬場で「鉄腕アトム」。これは手塚治虫がこの地に住んでいたというふうなこと。水道橋の駅、

これは「闘魂込めて」。これは東京ドームがありますので、そんなところ。仙台駅では「青葉城
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恋唄」。木更津駅におきましては「証城寺の狸囃子」。これは証城寺がそこにあるそうです。伊

東駅では今年の３月２８日、「みかんの花咲く丘」というのを新しく設定しました。そんなこと

ですね、ぜひ笛吹市でも市民から公募して初めて、甲府駅でも使っていないようなメロディー

をぜひ採用していただきたいと思いますが市長、市民から公募するような考えはございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 石和温泉駅が新しくなるというのは１つの大きなきっかけであるというふうに思っておりま

す。オープニングセレモニーも然ることながら、それの前後、いろいろ考えられること、ＪＲ

東日本ともいろいろ協議し、また観光関係の組織団体の皆さんのご意見も聞いて、大いに盛り

上がるような、そういう方向にもっていきたいと。その中でメロディーの問題についても検討

していきたい、このように思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で神宮司正人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。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 神宮司議員の２番目の新石和温泉駅完成の関連ですけども、この分について一般質問をした

いと思います。関連質問。 

 ２番目のオープニングのセレモニーについて、お伺いいたします。 

 表玄関として笛吹市に活力を与えるという、今、部長の答弁の中で先般１３日ですね、天狗

会の笛吹市の神輿会という団体があるんですけども、これに今、市長と建設経済の委員長もご

招待受けたところでございますけども、この中で温泉駅のオープニングには笛吹市内の５体あ

る、周辺に５体ある神輿を活用していただいて、皆さんが協力いたしますからぜひお願いしま

すということも要望で言っておりましたんですけども、この点についてもしできるようでした

ら活用のほうを考えていただきたいと思いますが、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。関連質問にお答えいたします。申し訳ございません。 

 オープニングセレモニーについてでございますけども、やはり先ほどから申し上げておりま

すようにＪＲ東日本、あるいは関連の団体の皆さん方との検討会を早々に立ち上げまして、そ

の中で時期もありますので、他のスケジュールをしっかりと立てながら検討してまいりたいと

思いますけども、神輿等、あるいは郷土芸能の関係につきましてもただいまの意見をいただき

ましたので、実際どうなるかちょっと分かりませんけども、検討してまいりたいと思っており

ます。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひ検討する中で活用の方向を、これは１つの笛吹市のお祭りの基

礎にもなるかと思うんですけども、将来ですね。 

 それから今、市長が一生懸命、神事神事ということを非常に最近気にするようになってきま

した。その中で地鎮祭の２５年の１１月２日ですか、地鎮祭に鍬入れをして安全祈願を願った

ところでございますけども、やっぱり神事というもの最後には、そのできあがったときには、

地面を踏み固める。まわりを、神からの矢をよろずの神といいますけども、そういう神様が降

りてきて踏み固めるというのが神事の最後の仕事でございますので、ぜひその点を考慮いたし

まして足の踏み固め、これからの繁栄を願って踏み固めるという意味でもお神輿というものは

非常に大切なもので、各種団体の神社が協力するかということはちょっと私はいろいろとでき

ないものですから行政がその中に入りながら、その神輿というものを活用できたらよろしいか

と思いますけども、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 議員の関連質問にお答えいたします。 

 ただいま神事の中でとか話が出たわけでございますけども、行政といたしましてなかなかや

はりそこらへんは分離するといいますか、離して考えていかなくちゃならないところもござい

ますので、ご理解もいただきたいなと思っております。検討会の中での協議ということになる

かと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかは関連質問は。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今の新石和温泉の完全な完成に向けての話に関連しますけれど、これは産業観光部長のほう

にお尋ねしたいと思います。私、いつも言っているように石和観光なり、笛吹観光を考える場

合にやっぱりＪＲを、これだけいい条件がある温泉郷はないということですので、ぜひ完全な、

あそこの稼働になるときに例えば日本一桃源郷列車ですとか、あそこだけのセレモニーでなく、

例えば東京駅から新宿を通ってこちらまで来る花の時期に、そういうふうな企画をして、やっ

ぱり先ほどもありましたように２０２５年には、最高７５歳以上の高齢者というのはピークを

迎える。それ以降も、そこがピークにしてもずっと高齢化社会が続いていくわけですから、こ

の公共交通を活用した観光、そしてこれからの観光は、あそこの観光は従来の観光よりももっ

と広い意味で体験とかリフレッシュとか、文化カルチャーとか、そういういろんな意味で近い

だけに活用できると思いますので、その列車を利用した大々的なことをもっと考えるべきだと

思います。 

 以上ですけれど、この点について部長のほうのとりあえずの考え方を示していただきたいと

思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 野澤議員の関連質問にお答えをいたします。 

 石和温泉駅の新しい開庁につきましては、笛吹市の観光にとっても非常に大事な起点だと思

います。そのことについて、都心から１時間、約１時間半で訪れることができるという最高の

立地条件でございますので、その点については年の、高齢者の方に向けたそういった旅行のプ

ランニングですとか、また体験型の企画、また滞在時間を、いかに笛吹市にいていただくといっ

たような企画も含めて今後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） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 よろしくお願いします。特に今定例会でも議論になっていますけれど、インバウンドとの関

係もありますけれど、私の個人的な考え方とすれば、やはりわれわれ笛吹観光としてはやっぱ

り都心を中心にそこをベースにした観光を、もっと広い概念の、さっき言ったようにスポーツ

とかレクリエーションとか加えた、そういうところでの観光を目指すべきだと思いますけれど、

ベースをどこに置くかでかなり違ってくると思います。たしかにインバウンドというのは短期

的に非常に大きな収益をもたらしますけれど、非常に国際関係とかに影響されますので、ベー

スとしてどこへ置くかということはしっかり考えるべきだと思いますけれど、この点について

お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 訪れる方の拠点、ベースということでありますけども、富士山ですとか河口湖、またそういっ

たことも最初はインバウンドの関係であるんですけども、そこに行くのにも笛吹市から約１時

間で行けると。また八ヶ岳のほうにも１時間くらいで行ける。ですから信濃のほうにも１時間

ぐらいで行けるといったことをアピールしていきながら、笛吹を拠点にいろんなところへ訪れ

ることができるといった方向を打ち出していきたいというふうなことで、ＪＲの今回の、石和

温泉駅の新しくなった庁舎については、本当にきっかけといたしまして、そういった方向へ目

を向けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 笛新会の荻野謙一でございます。 

 通告どおり２問の質問をさせていただきます。 

 まず１問目は、石和富士見地域の冠水対策についてというところでございます。 
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 この問題の関連について、前に２度ほど一般質問をさせていただきました。その中で当局も

粛々と事業を進めていただいていると考えております。その中でこの地域は明治水害以来、水

害に悩まされた地域でございます。富士見地域は笛吹市のこの中でも最も振興住宅の多い地域、

今、昔に比べると１０倍近い５千世帯以上の１万１千人余りの人が生活しております。そんな

中でぜひこの問題については早急にしていただきたいと思いますので、再度質問させていただ

きます。 

 今までに２６年度も予算を取っていただきまして、富士見地域全体の測量等をしていただい

てまいりましたが、その内容についてでございますがまず１問目についてはそれに関連して、

２６年度の実施された内容についてお伺いをいたします。 

 ２問目といたしまして、本年度の内容を精査した中でどのように今年度、事業を進めていく

か。またその内容について具体的によろしくお願いいたします。 

 ３問目につきましてはこの渋川排水機改修事業、市長もこの現場には何回となく見ていただ

いている中で、もう５０年以上経つこの機械、いつ破損してもおかしくないようなこの機械な

んですけども、ぜひこのことを踏まえながら少しでも早く着手し、完成をしていただきたいと

いうことについて、このスケジュールについてお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに昨年度実施した検討業務についてですけども、富士見地区道路冠水対策検討業務と

して約４５０ヘクタールを対象に浸水のシミュレーションを行い、地域に内在している冠水原

因の解析、適切な目標の設定および効果的な対応策の検証を行うことを目的に検討業務を実施

いたしました。 

 この検討では、その冠水現象について具体的な解析をしたところ、渋川から伏越による放流

先である濁川の影響による滞水等が生じ冠水が発生していることが示されており、ポンプ施設

の更新を含む冠水対策が必要であるという結果が確認されているところであります。 

 次に２７年度に実施する事業内容および渋川排水機改修事業の工程について、合わせてお答

えいたします。 

 それらの成果をもって今年度以降の事業を進めていく計画ではありますが、今年度は井戸地

区に１カ所、水路を整備し、渋川排水機場内のポンプ設備の詳細設計業務を実施します。その

業務の中で工事期間等を含めて検討をする計画でありますのでご理解ください。 

 なお、市ではこの事業を富士見地域の防災対策の重要課題の１つとして位置づけており、工

事費用についても国庫補助金獲得に向けて、来年度の国への概算要望を提出しているところで

あります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ３番、荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 

 今の答弁で、非常に前向きにしていただいているということが分かりました。その中で県等

も非常に前向き、今説明の中で国等も請求するということでございますので、ぜひ一日も早く、

この工事を完成していただきたいと思います。できれば私は２９年度にぜひこの事業を完成し

ていただけると望んでいるところでございますが、最後にその件につきまして市長の考えをお

聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 先だってもあそこの排水機場で排水機隊のスタートのセレモニーというか、機械をまわして

同時にまた今年、できることならば機械を使わないでもいいような、そういう気象をも私とし

ては祈るところであります。 

 いずれにしろ非常に老朽化は進んでおります。できる限り早く私もやりたいと。地域の皆さ

んの安心・安全を考えるときですね、なかなか市単独というわけにはいきませんので、なんと

か県の応援も得ながら、また国会議員の皆さんのお力を得ながらなんとか国のほうからのご支

援をしっかりと引き出していくということで、引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、議員の皆さま方の特段のご理解をお願いするところでございます。できるだけ早く実

現できるように、リプレースが実現できるように頑張っていきたいと考えています。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひできるだけ早くではなくて、２９年度を目標にぜひ実現していただきたいと思います。

その点でよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは２問目の人口減少、定住人口対策についてということでございます。 

 わが市も７万２千人を目標としていましたが、それどころでなく７万人を切ろうとしており

ます。そういった中で、やはり地方各自治体でも非常に考慮しているところでございますので、

ぜひわが市も市長を先頭に思い切った施策を取り組んでいただいて、これを食い止める。それ

以上にまた人口を増やすという政策をしていただきたいと思いますので、以下、質問いたしま

す。 

 他市からの定住者、分家世帯の５年間の固定資産税の免除に対する考えはどうか。これはや

はり何か思い切った施策をしない限り、この笛吹市に住みたい、なんか魅力がある笛吹市に住

みたいというきっかけをぜひこれをしていただいて、つくっていただきたいと思われます。 

 ２番目に、この笛吹市に住みたくなるような子育て支援策は何か考えはあるのかということ

でございます。これも各自治体でいろいろ思い切った施策をしているところもあります。そう

いった中でぜひわが市もそういった思い切った施策を、他市町村よりいち早く取り組んでいた

だきたいということでございますので、そのへんの考えはどうかということでございます。 

 ３番目に市の産業振興、雇用問題について施策はあるのかということでございますが、今、

笛吹市は観光、農業、一次産業を中心としておりますが、やはり雇用、企業産業、工業等の誘
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致、今後、八代町のスマートインターの完成も間近と着手しておりますので、それを機会に一

帯を産業振興にどうかということも含めた中でぜひお考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに他市からの定住者、分家世帯に５年間の固定資産税の免除をする考えについてです

が現在、本市においては定住人口対策としての固定資産税を免除する規定はございませんが、

地方税法の規定に基づき新築住宅にかかる固定資産税の減額措置や住宅用地に対する課税標準

の特別措置などを実施しております。人口減少に伴う定住人口対策は、市といたしましても重

要な課題と捉えております。税に関しましては免除規定等を設ける場合、財源確保の問題など

いくつかの課題を解決しなければなりません。現状では法の規定の範囲内で対応してまいりた

いと考えておりますが、今後、他市の状況などを踏まえ研究してまいりたいと考えております。 

 次にわが街に住みたくなる子育て支援策の考えについてですが、市では子ども・子育て支援

事業計画を３月に策定し、現在この計画を受け地域ぐるみで子どもの育ちと子育てを支える施

策を推進しております。 

 具体的には既存事業の拡充として、地域子育て支援センター事業の増設。新規事業として県

内に先駆けて実施しているホームスタート事業の実施などです。 

 また保育に関する主な取り組みとして延長保育や障がい児保育、一時預かり事業などが計画

に盛り込まれており、保護者のニーズや利用状況の変化を見極めながら推進してまいります。 

 今後も総合戦略の検討の中で笛吹市に住み、子どもを産み育てたくなるようなまちづくり施

策を検討し、取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に市の産業振興、雇用問題についての施策についてですが、本市の産業振興につきまして

は本年度、観光面ではミズベリング構想を起爆剤に交流人口を増やし、笛吹市のよいところを

知っていただき、定住促進につなげてまいりたいと考えております。 

 また、農業振興の面では青年就農給付金交付事業や新規就農農業後継者への支援金交付事業

などを実施し、農業の担い手確保と定住化に向けて取り組んでいるところです。 

 雇用につきましてはハローワークと連携し、毎年就職ガイダンスを実施しており、求職者や

求職企業の活動機会を設け、少しでも雇用問題が解消するよう努めているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、固定資産税の５年間の免除ということ、いろいろ規定があってなかなか大変ということ

は当然分かっておりますが、やはり答弁の中で他市の情勢を見てということではなく、笛吹市

が他市の参考になるようにやっぱり先駆けてやるということが必要ではないかと思いますが、

そういった点でどうでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 新しく規定を設ける場合、それぞれ参考になるところのものを取り寄せたり、研究したりと

いうようなことは必要だというふうに考えております。何事にも先進的に物事をするというの

は非常に結構なことでございますけども、今回のこの件に関しましてはもう少し私どものほう

の担当課等でも検討を重ねてまいりたいということでございますので、ただいま経営政策部長

が答弁したとおりの方向で今のところ考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、考えることは結構なことという非常になんか意味のよく分からない答弁をいただきまし

た。でもそういった中でやはり、各自治体のやっぱり先頭を切っていくにはそういった思い切っ

た考え方を取り入れなければ、やはり常に人の真似事ではなくて自分たちが先頭を切ってやっ

ていくということが必要ではないかと思います。 

 やはりこの決め事が、たしかにそれは行政の中にいろいろあると思いますけど、やっぱりそ

ういったものを一つひとつ打開しながら、各、ほかの自治体より先駆けてやるということが１つ

課題ではないかと思いますけども、そのへんはどうなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 再質問にお答えいたします。 

 私どものほうでも全国の様子、それぞれ調査いたしましたけども、それぞれ地方税法に定め

ます減免措置の残りの分を何分のいくつか助成するというようなところもございます。それら

を考えまして、私どものほうも人口の減少の対策としては１つの決め手になるんではないかと

は思いますけども、各部局に横断的に検討していかなければならないということもございます

ので、そのへんで私どものほうも準備を整えられるような状況をつくるというのも今からの課

題かと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、笛吹市でも空き家等がたくさんあります。そういった中でやはり各自治体でもその空き

家対策で、そこへ定住者をお招きするということで、かなり優遇した地域も、自治体もありま

す。そういった中でぜひそういったことを踏まえながら、思い切った考え方で施策を進めてし

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから子育て支援策ということの中で、いろいろ今、各ほかの地方自治体でも行われてい

ますが、つい最近でも学校教育なんかでも学習塾の教育を取り入れて成功しているという自治

体の例もあります。そういった考え方もありますのでそのへんの考え方、また子育て支援策、
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第２子、第３子以降に手厚い手当がないのかということもあります。第３子もうけたら保育園

の無料とか給食費の無料とか、そういった考え方はどうなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 荻野議員の再質問にお答えをいたします。 

 私の場合、学校教育に限ってということで、今、笛吹市では学生ボランティア、それから退

職教職員等を日常的に学校にお願いをしまして、児童生徒の教育に支援をいただいているとい

うことと、それから放課後もＮＰＯ法人等々にお願いをして、特に小学校では放課後の学校等

支援という事業の中で若干、学習に遅れがある子ども等々を含めて一生懸命に今、お手伝いを

いただいているというふうな施策を行っているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 荻野議員の再質問にお答えをいたします。 

 ２子、３子への保育料の減免についてでございますが現在も同時に２子、３子の方が保育園

にお預かりをしているという状況では２子の方は半額、第３子の方は無料という対応はしてお

ります。また子育てに対するさまざまな先進市の取り組みにつきましても、われわれも情報を

取り寄せながら、本市もさまざまな子育ての施策については他市に比べても決して劣るもので

はないというふうに、進んでいる部分もございますのでそういったものを住民の方々に見える

化して、安心して子育てに取り組んでいただけるように見せていける取り組みをしていきたい

というふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 やはり人口減少とか定住人口を増やすとかというふうに、やはり子どもの教育問題が重要課

題だと思いますので今後ぜひ取り組んでいただいて、そういった面からも笛吹市の人口減少、

定住人口を増やすということで努力していただきたいと思います。 

 それであと市の産業、このへんについてですが今、非常にミズベリング構想ということで市

の中へ話題になっておりますが、そういったミズベリング構想、非常に基盤づくりが非常によ

いかと思いますが、ぜひそういったことも踏まえながら工業、産業、笛吹市の場合は非常に工

業関係が非常に弱い地域でございます。ぜひ雇用の場をやっぱり定住人口を増やすには、若者

の雇用の場をつくらなければならないと思います。そういった考えで今、工業、そういったも

のについてはどのような考えでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 荻野議員の再質問にお答えをいたします。 
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 人口減少と定住促進ということで産業振興の面からどうかということでございますけども、

ただいまお話のとおりミズベリング構想等を進めておりますけれども、いかに笛吹市に来てい

ただくかということが大切かなと思います。笛吹市においでいただいて、笛吹市のよいところ

を知っていただく。またそういう中で住んでみたいなと思わせるような環境をつくっていくと

いうことで、受け皿のほうも必要かと思いますので、そんな点に注意しながらそういった点を

進めていくと、いきたいと思います。 

 笛吹市の観光ビジョンの中では「暮らしたくなる旅の地 笛吹市桃源郷」といったようなこ

ともございますので、そういった方向を目指しながら一人でも多くの方が笛吹市に住んでいた

だけるような取り組みを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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひ職員の皆さん方も一丸となって、この笛吹市に住みたくなるような企画、今、ミズベリ

ング構想ということで一生懸命なっておりますので、その反面、違う意味でもぜひ笛吹市に住

みたくなくなるような企画を立てていただいて、私もぜひそういったものに対しては協力して

いきたいと思いまして、今後ともよろしくお願いいたします。 

 時間もだいぶ余っておりますが、私の質問はこれにて閉じたいと思います。ありがとうござ

いました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で荻野謙一君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 荻野議員の人口減少と定住人口の対策についてということで関連質問をさせていただきます。 

 この間の保坂議員の質問の中にもありましたひと・まち・しごと創生の中で、やはり人口減

少については、非常に笛吹市にとっても重要な対策の１つだと思います。この後期基本計画、

この中にはデータとして各５年ごとの人口動態が記載されております。私はこの中でやはり年

少人口、０歳から１４歳、中学３年生までですけれども、このことについて、これは学校問題、

教育問題とも絡んできますけれども、お聞きしたいと思います。 

 合併前の平成２年、７年、それから１２年、それから合併後の１７年、そして２２年と５年

ごとの調査になっておりますけれども、合併前はたしかに増えました。人口も増えました。年

少人口も増えております。その中でやはりこの新市の計画、これは合併の協議会で出した計画

書だと思いますけれども、これがまた平成２７年、合併後１０年後には８万１千人に増えると

いう計画でした。しかしやはり合併後、平成１７年、それから２２年、５年間で年少人口、特

に０歳から小中学生ですけれど１千人減っております。この調査によりますとですね。この間

の話の中でもやはり２０３０年には人口の５万５千人に減ると。その中で燃料人口の割合が１０％

という予測が出ている。要するに５，５００人ということは平成２２年には約１万人、このデー

タでは年少人口、９，９６０人です。かなりの子どもの数が減ります。予想とすれば。やはり
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そうなってくると小学校１４校、そして中学校５校、このあり方が非常に問題になってくると

思います。これからの５年間、あるいは１０年間で小学校の再編問題が出てくるんでないかと

思いますけれども、里吉教育委員長さん、初めての議会でご苦労さまですけれども、これは教

育委員会として、もう早急に考えていかなければならない問題だと思います。お考えを一つお

聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 里吉教育委員長。 

〇教育委員長（里吉和子君） 

 岩沢議員の関連質問にお答えをさせていただきます。 

 市でも平成２５年度に笛吹市公共施設白書を作成しております。その中で明らかになった公

共施設の現状がございます。その現状を踏まえて施設の適正な配置を実現するために公共施設

総合管理計画策定に向けた基本的な将来構想の方向性を策定をしてまいりたいと思っておりま

す。その学校のことにつきましてですが学校施設の老朽化、それから今お話されました児童生

徒数の減少の進む中で、この１月の２７日に文部科学省から出されました公立小学校、中学校

の適正規模ですね、それから適正配置等に関する手引き等もありますので、それも参考にしな

がら教育委員会といたしましては、一定の方向性を示していかなければならないと考えており

ます。その際ではありますが、学校は地域のコミュニティやそれから地域防災ですね、地域防

災の拠点であることの重要性を認識いたしまして学校、それから保護者、地域の皆さんの意見

を十分聞きながら合意形成をしていきたいと思っております。 

 またこの４月から各自治体に首長が主催者とする総合教育会議が、その設置が義務付けられ

たわけでございます。本市でも５月２７日に第１回の会議が開催されました。今後はその総合

教育会議におきましても議論をいたしまして、しっかりと検討をさせていただきたいと思って

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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。その会議においてこれからの２０４０年、２０６０年ですか、笛

吹市の人口が４万ちょっとぐらいしかなってしまうというような状況です。今年、２２年度は

小学生、６学年、一応やってみますと約４千人くらいいたわけですけれども、やはりこの２０３０年

の年少人口の５，５００人とすると１学年が大体３６６人くらいになるわけですから、その６学

年とすると約２，２００人ぐらいしか２０３０年はいなくなってしまうと。そうするとやはり

文科省のその基準に合ってしまうような、統廃合しなければならないような小学校が出てきて

しまいます。これは教育委員会だけの問題ではなく、先ほどの経営政策のほうからの答弁もあ

りました。いろいろなやはり定住人口を増やしていかなければ、特にこの間の保坂議員の中に

出た若年女性、３９歳までの女性、そうした人たちを増やしていかないとやはり子どもたちも

増えないというような状況です。総合的に考えてみて、経営政策でこの地方創生の国からきて

いる、この戦略の中で笛吹市が本当にやって立ち直れるのかどうか。この人口減少問題。今回

の国のそういう方針の中で、総務委員会でもそういう議論が出ました。やはり市としてはしっ

かりとした対策をやっていかなければならないと思います。経営政策部長、もう１回、市とし
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てのお考えをお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 岩沢議員の関連質問にお答えいたします。 

 市として子どもの減少ということに対して、どんなふうな戦略を練っていこうかという質問

だと思いますけれども、先日の答弁の中でも出させていただいたように、非常に将来推計とし

ての人口はですね、４５年後には４万１千人になるであろうという推計が、この時点での推計

ということですので、これはいろいろな施策をもっていく中で変わっていくわけですけども、

その中でも特に若年の、子どもはもちろんですけども子どもを産む世代というのが非常に少な

くなっていくということで答弁させていただきました。そのようなことを考えますと、これか

ら笛吹市が取り組んでいかなければならないということは非常に明らかで、そこに重点を置い

ておくことも必要な部分だというふうに考えています。 

 ２０２７年にはリニアも品川・名古屋間が開通するというような中で、非常に都心との近い

距離になるというそういう部分を考えますとそこに非常に、どちらにも近い距離になるという

こと、そういうことも考えますとやはり笛吹市の中で働ける環境といいますか、そういう事業

所をこちらのほうへどんどん誘致してくると。そういうことも必要になってくるんではないか

というふうに考えます。単純に集客だけでなくて、それが定住につながる。また事業所等の誘

致による若年者といいますか、働く世代をどんどんもってくるということによって、また子ど

もを産む世代も増えてくる。子どもがまた増えるというようなことにつながってくるではない

かと思いますので、そういうことも含めた中で今後、検討していかなければならないというふ

うに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 なお、先ほどの神宮司正人議員の再質問の中で施設の名称等が保留となっておりました件で

風間保健福祉部長より答弁を求めます。 

 風間部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 先ほどの神宮司正人議員の再質問、保留とさせていただいておりました件について答弁をさ

せていただきます。 

 ５施設、協定をしております５施設につきましては、市内にあります光珠荘からエール二宮、

青い鳥老人ホーム、それからきたじま苑、寿ノ家の５つの施設でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 一般質問を続けます。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、これより一般質問

を行います。 
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 はじめに市の公共施設等総合管理計画とマネジメントについて、質問いたします。 

 公共施設マネジメントは人口減少時代に対応しつつ、老朽化したストックの計画的な更新・

再生を含めた管理運営の最適化を図ることで、そのコスト負担を子や孫の世代に過剰にツケ回

ししないことが肝要であり、早急な対応が求められるものであります。また、合併による市全

域の公共施設を身の丈に合ったあり方へと再編・再生していくことは、合併の意義を明確にす

るものであり、市民を巻き込んでの議論を行い持続可能なまちづくりを実現していかなければ

なりません。さらに公共施設を稼ぐインフラとして生かしていくためには、長期的な視点での

コストベネフィット分析を十分検討する必要があります。そのためには、新規の整備や大規模

事業の実施などを例外化せず公共施設マネジメントの観点から比較検討の情報や材料を示し、

総量削減の中でどのように全体のストック最適化を図っていくのかが不可欠だと考えます。今

年度、策定に着手していく公共施設等総合管理計画は、そのようにして施設マネジメントがデ

ザインされた計画にしていかなければ意味あるものとはなり得ません。つくるだけの計画に終

わらせずに本市の将来を考えた実効ある計画にしていくため、市の対応について以下、質問い

たします。 

 まず、公共施設等総合管理計画策定および固定資産台帳整備支援委託業務にかかる事業者選

定についてプロポーザルにより公募されましたが、応募業者数および今後の業務の進捗スケジュー

ルをお示しください。 

 次に市民の意向を調査する方法として、先の議会でも紹介したＭＳＰ（マルチステークホル

ダー・プロセス）を導入するべきと考えますが、仕様書には明記されていません。アンケート

だけでは理解が深まらないまま回答することになる可能性が高く、将来的な視点に立った発展

的な意向を汲み取っていくという意味では、アンケートよりもパブリック・インボルブメント

や討論型世論調査などの市民のダイヤログ、対話による手法が有効だと考えます。受託者に対

してＭＳＰ手法の活用を求めるものですが、市の見解はいかがでしょうか。 

 次に市では、公共施設マネジメントを前提としない施設の新設は控えるべきという考えのも

とに取り組んでいきたいと昨年９月議会で答弁されています。本年度の主要事業として位置づ

けられているミズベリング構想でＮＴＴグラウンド跡地を取得すれば、本市の土地ならびに建

物のストックが増加することになります。ミズベリング事業（かわまちづくり計画）の推進に

あたり、市民の関心も高い用地取得であり十分な説明責任を果たしていく必要があると思いま

すが、その費用対効果、買収以外の方法などは検討されたのでしょうか。また建物（誘客拠点

施設）についても採算性と管理運営コスト、長期的な利用の方針などを精査し、管理計画との

整合も図っていく必要があると考えます。用地等は、管理計画策定の中で追加していくことに

なるのか伺います。 

 次に同様に新規事業として予定される市営四日市場団地建て替え事業について。住宅マスター

プランでも予定されていない借地を新たに購入することで、これもストックの増加となるわけ

ですが、管理計画に追加していくことになるのかお尋ねします。また、家賃補助や民間住宅の

借り上げといったマネジメント手法の導入、ならびに他の市有地での建て替えなどの方法と現

在の用地買収・新規建て替え整備による財政支出や借地での管理運営コストとの費用対効果な

どの比較検討は行われたのでしょうか、お示しください。 

 次にリニアの見える丘の花鳥側の整備についても、新規用地取得でありストックの増加とな

りますが、管理計画に追加していくのでしょうか伺います。 
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 このように新たに用地取得し、建設整備するこれらの施設・建物について、公共施設白書に

基づく公共施設およびインフラ資産更新費および更新可能額には、どのような影響が考えられ

るのかお伺いします。 

 最後に平成６５年度までの公共施設将来更新費用の試算では、新たな施設整備はせずに既存

の施設のみを建て替えようとしても年間平均で５．３億円が不足することとなり、既存施設全

体の４４％は建て替えが困難であるとしています。さらに６０年間使用するつもりで大規模改

修を実施する場合には年間平均１５．５億円の更新費が不足し、これは施設全体の６５．４％

が更新困難であるとなっています。これにインフラ資産の更新費も合わせると年間２７億円の

更新費不足と見込んでいますが、このような結果から本市の公共施設は明らかに総量維持が不

可能な状況が見込まれます。このことについて、市の見解をお伺いいたします。 

 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに公共施設等、総合管理計画などの業務の進捗スケジュールについてですが、公募型

簡易プロポーザル方式の応募総数につきましては、去る６月２日に応募を締め切り４社からの

申し込みがあり、７月からの業務開始を予定しております。 

 今後のスケジュールにつきましては施設の更新・統廃合・長寿命化をいかに進めていくか。

将来的・総合的なまちづくりの視点からの検討と更新などに際しては民間の活用に加え、施設

の複合化の可能性も調査する中で、来年度中に策定する予定であります。 

 また、固定資産台帳整備に関しましては、平成２９年度に本格運用となる公会計制度に対応

するため、全庁的に調査を行い併せて経年管理も行ってまいります。 

 次に住民参加と意向調査についてですが、この計画は現在保有する公共施設を今後どのよう

な形で維持管理していくのか。持続可能な公共施設サービスとするためには、何が必要かなど

を最優先として方向性を示すこととしております。このような意味におきましても、計画策定

に関する市民アンケートやパブリックコメント等につきまして、適宜・効果的に実施していき

たいと考えております。 

 次に今年度の主要事業に位置づけております、ミズベリング事業でのＮＴＴ用地の取得につ

いてですが、ＮＴＴ用地の立地は石和温泉駅と温泉街を結ぶ要衝地にあります。当該用地につ

きましては、その用途としてミュージアムなどの誘客施設、直売所や市民の憩いの場としての

活用、懸案の道路網の整備、一時駐車できるスペースの確保等、石和温泉郷のさまざまな問題

点を解決するとともに、将来の笛吹市発展の大きな目となることも期待できる用地取得である

と考えております。 

 次に市営四日市場団地建て替え事業についてですが、まず市営住宅の家賃補助および借り上

げ住宅につきましては、以前から検討を続けてきているところであります。家賃補助は子育て

世帯、介護が必要な世帯、障がい者のいる世帯などのうち本当に必要とするところに給付しな

いと莫大な費用の割に効果が上がらないことから対象者の範囲について検討が必要と考えます。 

 また借り上げ住宅は直接建設方式に比べ、初期投資は必要とせず既存公営住宅の偏在解消、
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子育てや介護が継続する間の期限付き借家として有効性を発揮します。しかし借り上げ期間が

２０年を過ぎると国庫補助がなくなることから長期間の借り上げは、割高になるデメリットが

あります。 

 公営住宅としての借り上げは対象者にとって利便性の高い地域での適切な物件、適切な期間

について慎重に検討すべきであり、他の自治体の動向も含め、さらに検討が必要と考えており

ます。 

 費用対効果の比較検討につきましては、住宅の建て替えは入居者が慣れ親しんだ地域で生活

できるよう、近接する地区ごとに集約する計画であります。今回の計画においては、四日市場

住宅地以外においては予定する戸数が確保できないこと、借地料を支払うより地価の下落から

購入したほうが長期的には安価であることから現在借地している土地を購入し、建て替えをす

ることといたしました。 

 以上のとおり四日市場住宅の土地購入、建て替えが最善と考えましたので専門家による詳細

な費用対効果の比較はしておりません。 

 次にリニアの見える丘整備事業の当該計画への反映についてですが、先のご質問の中にござ

いましたＮＴＴ用地、四日市場団地建て替え事業で取得した用地を管理計画に追加していくの

かと併せてお答えいたします。 

 総合管理計画につきましては、平成２７年３月３１日現在のインフラを含めた公共施設・固

定資産を対象とするものであります。また固定資産台帳に関しては、資産については当然なが

ら毎年度増減を算入することになりますので、確定した時点で追加していくことになります。 

 次に新たに用地取得し、建設整備した場合の更新費および更新額への影響についてですが、

新たに用地取得をし総量が増加しますので更新可能額へも影響いたしますが、影響額につきま

しては、現時点においては不明であります。 

 次に公共施設に関する将来更新費用の試算に関する見解についてですが、最新の中期財政計

画における見通しを含めました試算では議員ご指摘のとおり、現在保有している本市の公共施

設は総量維持ができない状況となっております。行政サービスの低下を最小限に留めつつ、現

実的にできる最大限の施設総量縮減を公共施設等総合管理計画により目指したいと考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは再質問を行います。 

 まず市民の意向調査の方法、管理計画ですけどもＭＳＰの手法、活用を求めたわけですけど

も、これに対しての答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 市民の意向という部分で、その利害関係者等をその討論の中へ招いて議論していくという手
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法でありますけども、現在、進めております私どものほうで委託する中で、その点に関しまし

ては、行政改革推進委員会等へその内容をかける中でその業者等も入っていただく中で、その

内容等を審議するという場で考えております。それプラスアンケート調査等を重ねながら進め

ていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 残念ですが、マルチステークホルダー・プロセスの、特に対話を通じて市民も十分な情報を

得て、そして判断のために最善の道をみんなで検討すると。こういう機会はやはりアンケート

やパブリックコメントではなかなかできない。行革の委員の方もそれなりに知見のある方がい

らっしゃるとは存じておりますけれども、今後こういったことを取り組んでいくという、そう

いうチャレンジもぜひ検討していただきたいなと思いますし、願わくばそういった業者さんが

手を挙げてくださる、そしてこの計画策定を受けてくださることを期待したいと思います。 

 それからミズベリングでストックが増えるという部分、ミズベリング構想については３月の

議会、また今回でもいろいろと出ていますけども、私はかわまちづくり計画の考え方自体につ

いては非常に賛意を持っておりまして、これは進めていくのに非常にいい計画だというふうに

思っています。問題は、そのＮＴＴグラウンド跡地という広大な敷地を購入するということを

前提としてどんどん進んでいっているわけですけども、この点について、やはり市民の方々へ

の説明が不足していると。これが３月の議会で修正案を出す、それに賛同するということになっ

ていったわけですけれども、ＮＴＴグラウンド跡地の費用対効果や買収以外の方法、また誘客

拠点施設の採算性、管理運営、コスト、こういったことについての答弁の中で触れられていな

かったと思いますけども、改めて確認をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 笛吹市においてミズベリング構想、産業の活性化というところで力強く進めていきたいとい

うふうに考えておりますけども、そのＮＴＴ用地の活用の部分ですでにご説明させていただい

たように、さまざまなＮＴＴ用地の買収することによるその活用幅といいますか、課題を、笛

吹市としての課題をクリアしていくというところで、有効な手段ではないかというところで考

えております。 

 将来の笛吹市に欠かすことができない用地取得であると、そういうところで判断をさせてい

ただいたということで答弁とさせていただきます。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 これは行政だからこういうことになるのか、非常に残念なここの部分も思いがするわけです

けども、やはり大きな買い物をするにはそれなりの目的があって、またいろいろな方法を検討
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して比較すると。こういうことが通常の民間企業では当たり前にやられていると思うんですよ

ね。はじめに場所ありきというふうに思われないように、しっかりそのへんの説明は私は必要

だと思います。そして採算性という点では、あそこの固定資産税も市の貴重な収入源になって

いると思うんですけども、これが近傍の、同様の土地と比較しておそらく４００万円ぐらいは

毎年入ってきていると。あそこに例えば誘客拠点施設を造って、今、公募をかけているもので

８億円、それを回収できるような、さらに管理運営コストも得られるようなというふうなもの

を出していますけども、やはり１０年やっていただければ４千万円なわけですから、そういっ

た部分もしっかりそこに含めた上でやっぱり検討していただきたいと思いますが、この点につ

いていかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 

 税金につきましては明確な回答、こちらの返答としては控えさせていただきますけども、ま

だその土地の購入費用等につきましては、現在交渉中でございます。再三の説明の中で、金額

的なものは、現状の売買としてはどのくらいだというようなお話はさせていただいていますけ

ども、われわれとしては当然安価に取得したいというところで現在、交渉しているところでご

ざいます。その安価な金額というものも十分ご理解いただけるような金額で購入したいという

ことで現在進めておりますので、なお固定資産税の不足分と言いますか、収入がなくなる部分

ということでありますけども、当然その安価で購入するというところと併せて今後の収益につ

ながるというところをしっかり持ちながら、そこを業者としての選定をしていくというところ

でしっかり管理していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 市営住宅の関係ですけども、今、笛吹市内の空き物件、賃貸住宅、どのくらいありますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ちょっとお待ちください。今たまたまちょっと数字的なもの、詳しいものは見つからないん

ですけども、住宅マスタープランですとたしか、ちょっとお待ちください。恐れ入りました。

民間賃貸住宅の、これはちょっと古い資料になりますけども、２２年度、２２年の３月の時点

でございますけども約３，６００戸、民間賃貸住宅がございましてあります。 

 以上であります。以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 一昨年の住宅土地統計調査でも笛吹市内の使える賃貸住宅３，３１０件あります。住宅マス
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タープランに載っていない建て替えをするのに住宅マスタープランを参照されるというのは非

常に、比較検討もちゃんとされたのかどうかというところ、本当に私は残念に思います。これ

は今からでも見直していただきたい。借り上げ、あるいは家賃補助をもう一度、再検討してい

ただきたいと思います。 

 それから具体的に影響する更新費ですけども、ぜひこれは試算していただきたい。そして総

量維持、困難というふうな認識であるということですので、そういった方針でぜひ進んでいた

だきたいと思います。 

 では２問目に入ります。計画行政と笛吹市の施政について伺います。 

 地方自治体の行政計画は総合計画を頂点に各種の分野別・個別計画があり、それぞれの計画

は目的と手段の連鎖構造によって政策体系が示されており、総合計画と分野別計画は最上位計

画の総合計画をベースとして整合性が図られているものです。 

 笛吹市の総合計画は本市の特性や時代の潮流を踏まえ、まちづくりの基本理念や市の将来像、

それを達成するために必要な方向を定めた計画であり、施政の礎というべき計画であります。

そして本市の後期基本計画は、平成２９年度までの計画期間で本市総合計画の後半５年間の施

策と主な事業が網羅されています。そこで本市の総合計画に基づいた政策・施策、分野別計画、

事業の施政について、市長の考え方を伺います。 

 まず、住宅マスタープランと市営住宅長寿命化計画に位置づけられていない市営四日市場住

宅建て替え事業は、これら個別計画に位置づけられているものに着手することなく予算化され

ることとなりました。これはどのような検討、あるいは施政方針のもとに行われることになっ

たのでしょうか、市長の見解を求めます。 

 次に下水道アクションプランの策定を予定していますが、快適で暮らしやすい生活環境づく

りという政策目的を実現するための施策・事業として今後、下水道整備をどのように展開して

いくお考えでしょうか。また、財源の確保はどのように検討しているのでしょうか、お伺いし

ます。 

 次に都市計画マスタープランは分野別計画の中でも特に都市づくり、まちづくりの基本的か

つ骨格的な計画であると考えられます。目標年次の平成４０年には、リニア中央新幹線が開業

していることも想定され、すでに甲府市大津町にリニア山梨県駅の位置が決まり、新山梨環状

道路の建設事業も動き始めています。中間年度に向けて見直しのスケジュールとまちづくり方

針の課題はどのようにお考えでしょうか。新たな総合計画の策定と同時期となるのでしょうか、

お尋ねします。 

 次に本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略と総合計画との関係は、どのように位置づけら

れるのでしょうか。また総合戦略に掲げる施策や事業は、総合計画および総合計画実施計画に

位置づけられるものと考えられるでしょうか、伺います。 

 最後に主要事業として推進されるミズベリング構想は、総合計画の政策・施策・事業におい

て、どこに位置づけられるものでしょうか。また分野別・個別計画においては、どのように位

置づけられるものでしょうか、市長の説明を求めます。 

 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、成島経営政策部長。 
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〇経営政策部長（成島敦志君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市営四日市場住宅建て替え事業についてですが、住宅マスタープランにおいて市営

住宅は、計画的な建て替えと改善事業の実施により居住の安心づくりを確保することとされて

おります。 

 このマスタープランを受けて作成した市営住宅長寿命化計画は、現在の市営住宅ストックを

修繕により長寿命化を図る団地と用途廃止する団地の振り分けについて方針を示したものであ

り、社会的経済情勢の変化や事業の進捗状況に応じ５年を目安として見直しを行うこととして

おります。 

 また長寿命化計画では敷地面積の広さと借地かどうかの２点を振り分けの判断基準とし、四

日市場住宅を用途廃止と判定していましたが、増加し続ける高齢世帯や母子世帯にとってこの

場所は病院、市役所、保育所等の公共施設や生活する上での環境が整っていることから入居者

の利便性を確保するため、再度検討を行ったものであります。このような個別計画の実施にあ

たっての変更は、予算化の段階で十分な議論がなされるべきものと考えます。 

 なお、他の住宅より先行しての建設は四日市場住宅が借地料を支払っているため、１年でも

早い建設が有利であると判断したことによるものです。 

 次に下水道アクションプランについてですが、本市の下水道基本計画につきましては、平成

３０年度に見直しを行う予定でありますが、今年度、これとは別に今後１０年間である程度の

整備見通しができるような下水道アクションプランを策定し、今後の汚水処理整備に関する方

向性を決めていく計画であります。 

 策定に当たりましては下水道整備エリアの徹底的な見直しを行い、人家が密集するなどの地

域の状況を踏まえた上で公共下水道、合併処理浄化槽それぞれの特性を生かし、地域の実情に

応じた効率のよい汚水処理方式を進めてまいりたいと考えております。 

 また、財源につきましては国庫補助金や市からの補助金、使用料などを充てており、不足す

る費用につきましては今後も起債に依存することになりますが、現在行っております経営健全

化計画が終了いたします平成３２年度末には、起債残高も計画どおりに削減できる見通しであ

ることから平成３２年度以降は新たな事業展開を図り、早期の事業概成を目指してまいりたい

と考えております。 

 次に都市計画マスタープランについてですが、都市計画マスタープランは本市の都市づくり

の基本方針として当市の全体像、地域別のあるべき市街地像、課題に応じた整備方針等を定め

るものです。 

 この計画は、上位計画である第１次総合計画の策定に併せ平成２１年３月に策定し７年が経

過しており、近年の社会経済環境の変化を受け、新たな総合計画の策定に併せ都市計画マスター

プランも中間目標年度の平成３０年度には、見直しが必要と考えております。 

 また、まちづくり方針の課題は少子高齢化による人口減少への対応、適切な土地利用規制や

笛吹スマートインターチェンジ、新山梨環状道路、リニア中央新幹線など都市計画の基盤とな

る新たな交通体系への対応が課題と考えております。 

 次に総合戦略と総合計画等の関係についてですが、総合計画は本市の特性を踏まえ、笛吹市

のまちづくりの基本理念や将来像およびそれを達成するために必要な方向を定めた総合的な計

画であります。 
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 総合戦略は総合計画の目標達成のため産業の振興、子育て支援、移住定住の促進、時代に合っ

た地域づくりなど、より具体化した目標について向こう５年間のアクションプランとして策定

するものであります。 

 したがいまして、次期総合計画では総合戦略の内容も含めた計画を策定していくこととなり

ます。 

 次にミズベリング構想の総合計画での位置づけや分野別位置づけ等についてですが、ミズベ

リング構想は今年度作成する総合戦略の中心的施策であり、主に市の経済活性化を図るさまざ

まな施策を組み込んだ石和温泉の資源を生かし、活性化を図る通年型の戦略となっております。 

 構想の中心的事業であるＮＴＴ用地を活用した誘客施設等の建設や道路整備、またイルミネー

ション、鵜の飼育施設、川床、ミズベリングツアーはどれも総合計画に掲げるもてなしの心が

溢れる観光地づくり、人が行き交う道路・交通ネットワークづくり、活力ある地域経済づくり

など、複合的な施策実現のための有効的事業として計画しております。 

 また、笛吹川の護岸改修は災害に強い安全な備えつくりや憩いと癒しの空間づくりなどに該

当するなど、この構想で打ち出している施策は総合計画の趣旨に沿った施策実現の具体的事業

となっております。 

 また、ミズベリング構想は、経済活性化の分野で定める総合戦略の具体的施策として計画し

ており、それぞれの事業に関係する個別計画にも反映させてまいります。 

 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。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは再質問を行います。 

 後期基本計画、施策番号１０番、快適で暮らしやすい生活環境づくりに市営住宅についての

方針は何て書かれていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 快適で暮らしやすい生活環境づくり、この部分に市営住宅については耐用年数を超過した木

造住宅等、建て替えを進めていく必要がありますと一言書いてございまして、後期基本の方針

といたしましては、市営住宅については民間住宅ストックの買い取りや借り上げも考慮し、効

果的な維持管理建て替えを進めていきますと書かれてあります。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そう書いてあるのにどうして借地をわざわざ購入して、さらにあそこで今ある以上の戸数の

建築物を建てようとするのか、今日の答弁では説明は十分ではないと私は思っています。借地

の購入費用はそこを何年借地として利用するというケースと比較、考慮されたのか、お願いし
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ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 借地の関係、費用についてでございますけども、借地につきましては昭和３６年から平成２年

まではやっておりましたけども、その平成３年以降、それにつきまして現在まで借地は、借り

てきておるわけでございますけども、その内容につきましては公示価格と短期のプライムレー

ト、それから算出して借りてきております。 

 ですから何年間を比較したかということでございますけども、平成３年から平成２６年まで

の間、それを計算して出してございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今、河野部長、新任なのにちょっとひどいんではないかという声も聞こえましたけども、河

野部長は管理総務課長のときに、住宅の建て替え方針を内部で検討されたということも伺って

いますから、河野部長にどんどん質問させていただいているわけですが、借地として購入する

ものをこれから何年使うか。これと、要するにそこの底地を何年借りると今回購入する費用よ

りもお得なのかと、そういうことを聞いているわけです。どのくらいの年数使うと、まだ借地

のほうがいい、あるいはずっと持っていたほうがいいと。そういうときに何年使うというとこ

ろはもう建てたら、この上物を建てたら５０年、６０年ですよ。そこのところがやはり先ほど

言いましたように、前の質問で、空き物件が３千件以上あると。笛吹市の人口は２０６０年に

４万人になると。そういったときのことまで考えて、市営住宅を４００戸供給しようという目

標自体、私は悪いことだと思っていないんです。そのあり方が、新たなものを建て替えていく

という方法だけでいいのか、やはり借り上げ、あるいは家賃補助というのはさっきちょっとコ

スト高だなんていうこともありましたが、そんなことはないんですよ。全国の自治体でそうい

うことをやっているところはあります。また国の方針がくるくる変わってですね、それに対す

る国庫補助が減額ということもありますけども、もう一度そ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） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 民間賃貸住宅の借り上げ、あるいは家賃補助の関係、そういったものの民間活用についての

質問だと捉えておりますけども、よろしいでしょうか。 

 こちらの、私も過去何年からずっと民間賃貸住宅の活用について検討を進めてまいりました。

先ほど住宅マスタープランのところでも言いましたけども、かなり民間賃貸住宅はその平成２３年

の３月の時点での調査では３，６００件。たしかに数的には多いということがございます。そ

の反面、そのときの調べでは県下で公営住宅が一番笛吹市が少なかったということもございま
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した。その当時、住宅マスタープランは４００戸という数字を掲げたわけでございます。それ

に向かってどういうふうにしていったらいいのかなということで、かなり検討をしてまいりま

した。それで市営住宅の中の、民間賃貸住宅の借り上げ住宅、これについても真っ先に取り組

みを、どうやろうかということで考えてみたわけなんですが、メリットがございます。まずメ

リットでいきますと建設費用がかからないため、財政負担は軽減していく。国庫補助が受けら

れる、これがメリットであります。デメリット、こちらのほうがやはり問題になったのではな

いかと思っておりますが、期限を定めるため、２０年以降、入居者の居住先を確保する必要が

あり、再契約や施設を設置しなければならない。表面的な財政負担は軽減してきますけども、

入退去した場合の修繕費用等は所有者等の協議になるために増加する恐れもあるなど、直営の

ほうが安く済む場合も考えられるというようなことも、別論ありました。 

 もう１つ、民間賃貸住宅の活用としては家賃補助、こちらもございますけども、特定な対象

者に向けて家賃補助を行う制度、これはほぼ市の単独財源となります。メリットとしましては

政策的に対象者の生活援助を行うことができて、対象者を一時的に援助することができている。

その一方ですね、ほぼ、市の、先ほど言いましたように単独財源になりますので、一時的な補

助対策のため、将来的、継続的な効果が期待できないのではないのか。あるいは前から言って

おりますけども、お金を出すということで、市の皆さん方が低所得者といっては申し訳ないん

ですけども、住まわれる住宅のレベル、それがやはり質の低いものになってしまう恐れもある

ということもありました。それを考えていきますとやはり直営によるものも考えながら、ある

いは建て替えの中でそこに住まわれている方の維持費、転居先といいますか、そういったもの

は期限を付けて家賃補助ということも十分考えられること、考えました。 

 これからもやはり、まだまだ借り上げ住宅については、やはり先ほどの民間賃貸住宅の数も

ございます。いろんな面でいろんな方法、あるいは法律の関係とか、探っていきたいなと思っ

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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ぜひ検討をお願いします。３月に修正案を出したら、なんか反対討論をされたときに２６７戸

なんて言われたんですが、その当時も３７７戸やっていたわけです。今、４００戸まであと少

し、民間借り上げ、家賃補助でぜひ４００戸を実現していただきたいなと思います。 

 最後になりますけどもミズベリング、複合的な施策実現のための事業であるということで、

このことを十分理解していただく必要があると思います。計画行政、施策、この市政を市長の

言葉で、この場でミズベリングも含めて位置づけていると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。 

 今、ミズベリングというお話がございました。これは再三、答弁で申し上げているとおり市

としての、非常に戦略的な事業ということでしっかり市民の意見も聞きながら推進してまいり

たいというふうに思っています。 
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 志村議員からは計画行政ということで種々、ご意見・ご提言がございました。私も計画行政

というのはもちろん大切なことであるというふうに思っております。ただ、計画行政となりま

すと３年、４年、５年とか、以前につくった計画がベースになると、こういうこともよくある

わけでございますので、予算の執行の際にはそれが今の時点でどうなのかということは改めて

しっかり議論をして進めていく必要があろうかと思います。 

 いろいろ今回ご質問の中でご意見・ご提言いただいたこと、しっかり胸に刻んで進めていき

たいと思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で志村直毅君の一般質問を終了いたします。 

 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。 

 明日から２５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、明日から２５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２６日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後１２時０２分 
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再開  午後 ２時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 こんにちは。ご苦労さまでございます。 

 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。 

 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５０号から日程第１６ 議案第６５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初日に追加上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

りますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 はじめに総務常任委員会に付託しております案件について、総務常任委員長から審査結果の

報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それでは、議長より総務常任委員会にかかわる審査結果の報告を求められましたので報告い

たします。 

 去る６月１１日の本会議において、本委員会に付託されました議案について６月１８日、２２日

ならびに２４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

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します。 

 まず総務部税務課、収税課所管では今回、導入されるマイナンバー制度のセキュリティは大

丈夫かとの質問に対し、住民情報系の情報はネットでやりとりする情報と分けられているので

セキュリティは確保されているとの説明がありました。またふるさと納税は地方自治権を侵害

し、反対給付なしという税の基本原則から逸脱するものではないかとの意見に対し、ふるさと

納税は寄附金行為であるため、そのようには考えていない。しかし御礼の品の過熱は問題であ

り、国の通達も踏まえ対応していくとの答弁がありました。さらに昨年度の税収率の見通しに

ついて質問があり、昨年度は市税も国税も一昨年度を上回る見込みであるとの説明がありまし

た。 

 次に総務課所管では、防災行政無線の広瀬地区子局移設工事２００万円について、受信不良

を解消するための移設であり、受信不良の原因はＷｉ－Ｆｉの影響によるものと考えられるが、
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法律による規則の範囲内でなされるもので致し方ないとの説明がありました。また公務災害負

担金に関して、どのような事故であったのかとの質問に対し、臨時職員の原付バイクでの保育

料の徴収中の自損事故であったとの説明がありました。 

 次に管財課所管では議案第６４号 「契約の締結について（石和図書館及びスコレーセンター

改修工事）」の入札について、市長の地元業者の育成、地域振興という考え方にもかかわらず、

なぜ地域要件を笛吹市内業者に限らず、県内業者まで枠を広げたのかとの質問に対し、市内業

者では応札できる業者はＡランクの６社しかなく、５社以上の応札を見込む中で入札執行した

いというこれまでの通常の考え方からして、さらに工事内容も勘案する中で市内業者５社以上

の応札は難しいと判断し、地域要件を県内に広げたとの答弁がありました。またＪＶという方

法で市内業者に限るという考え方はなかったのかという質問に対し、その点は過去の入札も参

考に工事費、工事内容を協議した結果、その必要はないとの判断であったとの答弁でありまし

た。 

 さらに当入札結果が最低制限価格と同一価格で落札されたことに関し、設計価格がそのまま

予定価格として使われ、また設計価格から最低制限価格が算式で求められる可能性があるよう

な今の形からして予定価格が漏れていたと考えられるがどうかとの質問に対し、執行当局とし

ては落札業者による工事積算結果がたまたま予定価格と一致したと考えており、予定価格が漏

れたとは考えていないとの答弁がありました。この件に関し、設計価格を知り得る職員の人数

を確認したところ、執行伺いがまわる職員および入札参加資格審査委員会のメンバーを含め

２２人であると答弁がありました。 

 また当入札に関し、荻野議員が入札前に匿名情報として市外から応札する井口工業が落札す

ると市長に口頭で伝えたとする件で、市長に出席を求め確認したところ市長は井口工業の名は

聞いた憶えはあるが、そこが落とすと聞いた憶えはなく、よくある話で談合情報という認識は

まったくなかったとの答弁でありました。この件で入札執行後、執行当局は井口工業が落札し

た入札価格が最低制限価格にぴったりだったということだったので、市長の指示のもとで設計

価格を知り得る職員全員の確認調査を行ったが、価格の漏洩というような事実はなかったとの

説明がありました。 

 なお、当入札に関し委員からは入札に関する百条委員会の改善策にしっかり取り組んでいな

いのではないかという疑義が発せられ改善を求める意見が述べられる一方、設計価格イコール

予定価格というあり方の見直し、入札監視委員会の早急の設置等の意見が述べられました。こ

れに対し市長から今回の事案を踏まえて入札制度のあり方を考えていくとの答弁がありました。 

 討論では渡辺委員より公平性・競争性・品質の確保ということを基準に地元業者の育成、地

域振興はこの３つの基準を勘案する中で一つひとつの工事でしっかり見定めていくべきだとし、

今後も委員会として制度改革の意見を述べていくことを前提にし、賛成である旨の発言があり

ました。 

 次に消防本部所管では、はしご車リフター装置修繕費６０万円について説明が求められ、基

盤部の部品が故障し、その部品を従来の部品は製造されていないのでバージョンアップした部

品に取り替えるものであるとの説明がありました。この件に関し、リフターの使えない間はバ

スケットで対応できるので、高層ホテル等の火災には心配ないとの説明がありました。 

 次に経営政策部財政課所管では、合併特例債で賄われる道路維持管理費の労報橋関係２，

８５０万円の内容はどのようなものかとの質問に対し、これは労報橋とその延長道路２００メー
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トルの測量、設計、それに地質調査を含むものであり、総額では３千万円になるとの説明があ

りました。また、労報橋の架け替えでの工事はミズベリング総工費３５億円に含まれるのかと

いう質問に対し、含まれているとの答弁がありました。 

 続いて経営企画課所管では、地方創生関連事業に関して業者任せの人口ビジョンづくりで実

効性のあるビジョンができるのかという意見に対し、ビジョンのもとになるアイディアは市役

所と市民でまとめ上げていく方針であり、委託業者はデータの取りまとめやアンケートの実施

が業務となるので実行性のあるビジョンになると考えているとの答弁がありました。また民間

でもリニア開通を契機に首都圏からの企業移転の呼び込みをしようとしている動きもあり、そ

のような民間との協力をどのように考えているかとの質問に対し、今回は成果指標まで作成し、

実施段階では民間の協力も取り込んでいく考えであるとの答弁がありました。 

 ＮＴＴ用地の整備事業にかかわるプロポーザルに関して、通常は企画だけのプロポーザルで

はないか。建設、管理運営までのプロポーザルでは、市民や議会の同意を得る機会を省いてし

まうのではないかとの質問に対し、空想のような実現不可能なプロポーザルが提出されないよ

うにするためには、このようなプロポーザルのやり方が望ましいと考えている。また、同意に

関しては予算計上の都度、議会で審議していただくものと考えているとの答弁がありました。

さらにＮＴＴ用地に整備するとされている集客拠点施設に関して、建設費８億円は必ず回収す

るというこれまでの説明であったから、プロポーザルの契約は必ず回収できる契約となるのか

という質問に対し、商取引に照らしてそのような契約はできないとの答弁がありました。さら

にミズベリング関係の検討会議の位置づけはどのように考えているかという質問に対し、委員

の意見を一つにまとめる会議ではなく、施策を進めるに当たってアイディアを自由に出してい

ただく会議であるとの説明がありました。 

 次に市民環境部市民活動支援課所管では、みさかの湯の男性用サウナに関して天井が崩落す

る危険があり、見積もりで１６０万円を要するが急きょ改修することにしたとの報告に対し、

改修費が高いのではないかとの意見が出され、それに対し天井裏で吊っている木材の腐朽、腐

りということで、また天井が５層からなっている構造等で高額になっているとの説明でありま

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採択を求める請願」に

ついては、賛成多数により継続審査となり１年間継続審査となった請願は審議未了とする先例

により廃案となりました。 

 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５１号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」のうち総務常

任委員会担当項目については、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。 

 議案第６２号 「動産の取得について（教職員一人一台パソコン仮想化機器購入）」は、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。 

 議案第６３号 「動産の取得について（業務系仮想クライアント用仮想化基盤機器購入）」は、

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。 

 議案第６４号 「契約の締結について（石和図書館及びスコレーセンター改修工事）」は、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 議案第６５号 「契約の締結について（芦川小学校擁壁他改修工事（第１工区）（債務））」は、
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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。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。 

 まず質問する内容については議案第６４号 「契約の締結について」についてでありますが、

この点について委員長報告では総務常任委員会の中で結果として落札するという業者が落札を

するということを市長に対して総務常任委員会の委員が口頭で述べたと報告がありました。さ

らに市長はその業者の名前は聞いたけれども、落札するとは聞いていないというような答弁を

されたという報告でありました。この点について、その市長に対して口頭で話をしたというの

は、いつどんな状況だったのか。そしてその情報源はどういったものなのかということを委員

会審査の中で確認をされているのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

 その前提としてこの契約案件の入札の結果、６社が応札したわけですけども、その結果の内

容、それぞれ金額、札入れをした内容についても委員会審査の中で確認をした上で審査をされ

たのかどうかということを補足的に説明をしていただいて、ご答弁願います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を。 

 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） 

 委員会で明らかになった部分をお話しします。今の３点でよろしいですね。 

 １点目のいつ、どんなところでこれを市長に話されたかという点ですけれど、入札が６月２日

ということで、たしか５月２９日というふうに言っていたと思いますけれど、荻野議員が市長

室に行って、これは市長の話なんですが、帰り際に口頭でそのような、今言ったような話をし

たということです。市長にどういう形でこの件を伝えたかというのはそのような形です。 

 情報源については、あまりしっかりわれわれも荻野議員には確認していませんけれど、荻野

議員の話ではその情報をくれた人と会って、その話は聞いたということです。電話とかそうい

うものですかという私の質問に対して、そうではなくある人に会ってその話は聞いた、これが

２点目です。 

 ３点目の入札の結果等についての委員会の確認ということですけれど、ペーパーがまわって

確認というようなことはたしかなかったと思いますけれど、この最低制限価格よりもわずか６０万

円くらい上の価格、あるいは最低制限価格を下回った、失格になりますね、そういう業者もい

たという説明はそこでいただきました。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 

 ありがとうございました。 

 今、この報告に対する質疑は２回目までということなので、１回目でその情報の関係につい

て、この契約案件にかかる部分をお尋ねしたわけですけども、その委員会の審査の中でその入

札の結果、落札業者さんは１億８，３３２万７千円という最低制限価格で落札をされていると。

これは予定価格が２億３６９万７千円ですから、単純にこれを９０％というふうな掛け算をし

て算出するとこの１億８，３３２万７千円になると。これは笛吹市が今年度から最低制限価格

の算出方法を公表しているというふうなことを聞いておりますので、それに当てはめれば、あ

る程度、その内容的な工事費の関係等が大きなものになると傾向があると思いますので、算出

ができるといえばできるのでしょうけれども、やはりこういった入札の結果を見ますと２番目

の次点になった業者さんが約８０万円のオーバー、それから失格になりましたけども、近接し

ているところでは３０万円ほど下回ったというふうなことで、価格がどうこうというよりは、

やはりこの最低制限価格をしっかり出してくるというところについて、笛吹市議会、百条委員

会を設置して、御坂の浄水場関係、いろいろと調査をしてきたことから考えると、事前にそう

いうふうな情報が市長のもとにあったと。さらにこういった結果になったと。そういうことか

ら、先ほど委員長報告の中にあったように市内業者の育成ということから地域要件については

いかがなものかというような委員会の中での指摘もあった。こういったことを考えますと、や

はり委員長にお尋ねしたいのは、これはどれだけそういう、重要と思われるような情報が、市

長に事前にあったということに対して、市側がどんな対応をしたのかというところを委員会審

査の中でどれだけ議論をされたのか。あるいは市長まで来ていただいて、委員会の中で質疑を

したということですから、その点についてどんな答弁をされたのかということと、そしてやっ

ぱり百条委員会では定期的なこの入札に関する検証、改善が必要だよということで、そういう

要請をしているわけですね。その点について、これまでの間、市のほうでどんなふうな検証や

改善をしてきたのかと。その１つが最低制限価格の算出方法の公表ということであれば、それ

が果たして改善策として妥当だったのかどうかというようなことも今回の結果から委員会の中

でもしっかりと議論をしていただく必要があったんだろうというふうに私は感じるわけですけ

ども、この点について委員長の答弁をお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤委員長。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 今２点、質問があったかと思います。 

 １点目の井口工業が落とすということで、やはり井口工業が落としたということに対して市

側がどんな対応をしたか、そのへんの具体的な聞き取りは委員会としてどうかということで、

先ほど言ったように実際やられたことは、これは設定価格イコール予定価格という中でその価

格が漏れたんではないかということで、執行当局も２２名からのその価格を知り得る職員に確

認したということですね。そういう漏洩みたいなことがあったかどうかと。委員会としてはそ

れ以上の対応をして、それだけ対応したということでしたので、それ以上の突っ込んだ審査は

していません。 

 ２番目の百条委員会の報告もあり、その後の改善ということで今回のこの最低制限額ぴった
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りということでの関係をどういうふうに質したかということですけれど、これに関しては前の

百条の中心が公告の取り止め、再公告等そういうものが中心であり、一番結論的には入札参加

資格委員会、これがまったく機能していなかったというようなことだったので、そのへんの、

それだけではもちろんありませんけれど、この具体的にどのような改善をしたかというような

視点、百条との絡めた意見はわれわれの審査ではあまり出てこなかった。ただ一般論として、

ある委員から百条のあれが出ても、しっかり先ほどの報告であったように、しっかり取り組ん

でいないんではないかと。百条が出てわずかまだ数カ月しか経っていませんけれど、そういう

取り組んでいる様子が見られないという指摘はありました。その程度で審査は終わっています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか、質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第５１号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」につきましては、各常

任委員会に分割付託してありますので３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 

 それでは議案第６２号、議案第６３号および議案第６５号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第６２号、議案第６３号および議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして議案第６４号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それでは、議案第６４号についての反対討論をいたします。 

 まず１つ目、昨年来、笛吹市政における公共工事の入札・契約等については議会における百

条委員会の設置やマスコミ報道等により大きな話題となってきたところである。 

 百条委員会は公共工事の執行に当たって、少なくても市民から疑念・疑惑を持たれないよう

に事務手続きを含めて改善し、公正に透明性を確保して厳正に対処すべきと結論付けてきたと

ころである。調査過程の中で、笛吹市政の公共工事の基本方針が市長より明確にされました。 

 公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律、公共工事の品質確保に関する法律、地

方自治法を順守して一つ．入札および契約の過程、ならびに契約の内容の透明性が確保される
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こと。一つ．入札に参加しようとし、または契約の相手方になろうとする者の公正な競争が促

進されること。一つ．入札および契約からの談合、その他の不正行為の排除が徹底されること。

一つ．契約された公共工事の適正な施工が確保されること。 

 担保として地域経済の発展のため、地場産業の育成のため、地元でできることは地元での地

域を優先した、また多くの地元の企業の受注機会の確保のため、一定金額以上の工事は内規に

より共同企業体方式を積極的に取り入れてゆく。もちろんこれらを実施するためには公正で透

明性であるとともに、競争性を担保し、高品質の公共工事の成果を得るために実施するもので

ある。 

 これらの方針は極めて妥当な方向性であって、厳密に遂行されることが市民からの不信感や

疑念を払拭して公正・公明な市政運営となるように期待しているのである。 

 しかし、今回の案件は上記基本方針を大きく逸脱しているのである。 

 予定価格の事前公表と事後公表についてであるが、昨年までは県と同様一般競争入札では事

前公表としてきたが、現在では事前公表と事後公表の使い分けを行っているのである。なぜ今

回の案件を事前公表としなかったのか、またどのような基準で事前か事後と決めているのか明

確でない、入札結果からみれば恣意的な発注方法と受け止められる。 

 また入札に参加する者に必要な資格に関する事項についてである。 

 地域要件をいきなり（山梨県内に本社、本店があること）にした理由が明確でないことであ

る。 

 笛吹市政の公共工事の基本方針では地域経済の発展のため、地場産業の育成のため、地元企

業にできることは地元でと地域を優先した、また多くの地元企業の受注機会の確保のためとあ

るが、これも基本方針との適合性が取れてないのである。 

 この案件については、笛吹市内に６社が経営事項で参加できる事業者があります。入札結果

を見ても４社が参加されました。市内業者だけでも十分に競争性が担保できるのであるにもか

かわらず、全県に拡大した理由が明瞭・明確でない、ましてやこれまでに同程度以上の工事を

市内業者が施工してきているのが現実である。 

 ２つ目。今回の最大の問題点は、発注者の設定した最低制限価格（１億８，３３２万７千円）

と落札業者の落札額（１億８，３３２万７千円）が同額であること。市では本年４月１日から

笛吹市最低制限価格の運用について公表して実施しているのである。やっと国・県と同じ方式

になったが、これは詳細な計算式まで公表されている、４項目の積算金額が一致しないと同じ

率にならないのは、容易には最低制限の割合（発注者と同率）は確定できないのである。した

がって、最低制限価格（１億８，３３２万７千円）と落札業者の落札額（１億８，３３２万７千

円）が一致するためには発注者の予定価格と業者の見積価格が同額でなければならない。 

 これは驚異的な積算能力を持った業者であっても今回のように２億円以上の工事では千円単

位まで積算することは不可能だと思います。 

 仮に工事原価を同額で積算しても、予定価格は執行者（市長）が決めるため同額になること

は奇跡でも起こらなければあり得ないことである。 

 今回の件の問題点は、コンサルタントから提出された工事価格（２億３６９万７千円）と予

定価格（２億３６９万７千円）が同額であったことによる。一般的には工事価格に対して１億

円以上の工事で１０万円単位にして端数を処理したり、１００万円単位にするとか、あるいは

万単位にするのが通例である。この理由については税込にしたときに端数が出ないようにする
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ためでもある。また決して良いことではないが、なるべく安くするためには、いわゆる歩切と

いうことを執行者が行っている。前市政でも５％や１０％の歩切をしてきたのである。県内市

町村でもまだ行われているのが実情であるが。であるが故に入札参加者は予定価格の推測に苦

慮するのである。 

 このようなことから、一般的に見れば予定価格の情報が漏洩していると思われるのである。 

 もう１つの視点で見れば、執行者（市長）が公共工事の入札についてリスク管理の責任を放

棄しているのではないか。元来、予定価格になるものは入札日の開札まで市長しか知らないの

である。事前に容易に推測できるような金額であったり、多くの人の目に留まった金額であっ

たり、ワンパターン化していれば役所の内部から情報漏洩することになるのである。過去に見

ても公務員の贈収賄事件は公共工事の価格漏洩である。予定価格の公表は積算能力のない、中

小零細業者の擁護のためだけではなく、職員を保護することも要因としてあったはずである。

執行者はその権限と責任において職種ごと、工事ごとに調整し、適正に工事を発注すべきであ

る。疑念・疑惑を自ら招いているのであるないか。 

 以上の問題点が解明されるならば、残る疑念と市民の不信感を増幅させるのではないでしょ

うか。 

 なお、公共工事の執行を巡って議会として異例の百条委員会を設置し調査・検討して当局に

改善要請したにもかかわらず、再度疑念を持たれるような執行を行うことに厳重に私は抗議し

たいと思います。議会からの要請趣旨を真摯に受け止めて抜本的な改善に早急に着手するよう

に要請いたします。 

 最後になりますが、議会各位におかれましても、議員各位におかれましても議会基本条例が

策定される中、二元代表制の意味、市民代表としての適切なご判断を期待します。 

 以上をもちまして、私の議案第６４号について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。 

 賛成の討論はありますか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 渡辺正秀です。賛成討論を行います。 

 反対討論があるという中で、賛成の議員はやはりなぜ賛成かということをきちっと表明する

のが義務かと思います。そうしたことで、急きょ賛成討論を行うことにいたしました。 

 言うまでなく入札の原則は公正性の確保、競争性の確保、そして品質の確保、さらにわが市

の場合は地元業者の育成、こういう観点を貫くということが、私たちも強調してまいりました。

また市長からもそのような見解が出されました。そして今回の事案を見ますと委員会審議でも

説明があったわけでございますが、まず入札方法についてでございます。 

 特に焦点となったのが地域要件をどうするかという問題でございました。その点に関して、

先ほども委員長のほうから報告がございましたように応札できる業者の数。それから工事内容

の実績というものが県内で２社しか持っていない。そうした中で今回、地域要件を笛吹市外に

広げたという説明がございました。この入札方法に関しては、もちろんこれが絶対だという方

法はないと思います。そうした中で、その４つの原則が貫かれていることが大事です。その中

で１、２、３番目の公正性の原則、それから競争性、品質の確保、これは一つひとつの事案に
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ついて、きっちり守らなければなりません。 

 もう１点、工事の種類、その他の事情によってすべてが笛吹市内の業者によってという地域

要件ということは、これは不可能でございます。ですからこの地域業者の育成という観点が貫

かれているかどうかというのは、半年あるいは１年間の入札行為全体を通じてその観点が貫か

れているかどうかということで判断しなければならないと思います。 

 今回の入札に関してはそうした点で執行部の裁量権として、この県内ということをやったこ

とについては説明もしっかりございましたし、それから納得できるものでございました。 

 そしてもう１つの焦点は、最低制限価格にぴったりの落札価格であったということでござい

ます。この点については、先ほどの委員長に対する質疑でもございましたが、４項目に関して

その率を定めて、その価格が分かっていれば、それぞれの価格が分かっていれば正式に計算で

きるわけですが、もう１つの問題として９０％を超えた場合は９０％にするというところがご

ざいます。このことがやはり入札価格を推測するのに容易になってきた原因ではないかと思い

ます。 

 そしてもう１点は、当局の委員会での答弁は漏洩はなかったものと考える。たまたまた一致

したのではないかという答弁がございました。この点については、やはりもっとシビアな目で

見ていただきたい。市民のさまざまな生活やいろいろな問題を考えるときは性善説で考えます。

しかし入札の問題、そしてあるいはそういう利害関係が伴う問題については、万が一のことを

考えて厳しい目で見ていかなければなりません。そういう点で百条委員会の中で出された１点

は入札監視委員会をしっかりつくっていきなさい。入札執行とは総体的に独立した組織をつく

りなさいということが入っておりました。この点については今、検討して進めているという答

弁でございました。 

 そしてもう１点は、先ほどもありましたけども設計価格イコール予定価格と、こういう考え

方、正確ではないかもしれないですけども、こういうことが言われているわけです。やはりこ

れは地域的な条件や季節的な条件、さまざまな要件がございますので、そのときどきに合った

形で調整をしていく、調整の上で市長がその予定価格を決定していく。こういう観点を貫けれ

ばならないと思います。ですからこの調整を最初から否定するかのような考え方、これは改善

すべきだと思います。 

 この間の百条委員会で指摘された事項についての改善策というのは、まだ道半ばだと思いま

す。この問題についても、他の入札案件についても同じような改善の途上の中での入札でござ

います。ですからこの件を否決するとするならば、他の案件についても同じような立場を取ら

なければならない。しかし、われわれは当局の説明、それからこれ以上の、この中で不正、不

当なことの証拠を見い出すことはできませんでした。そうした中で、これを否決することはで

きないと考えます。 

 そして第３点目に事前に市長に対して、甲府の井口工業が落札するらしいというような話を

さまざまなお話の中でやったということでございますが、市長はそれに対してさまざまな話の

中、あるいはいろいろなそういう入札に関しては噂話が飛ぶ、その１つというふうに捉えて、

ことさらこれが告発というふうに受け止めなかったというふうに答弁しまして、そしてそのこ

とについて告発という明確な形をもって市長にお話はしていなかったということについては、

当人も認めているところでございます。 

 そうしたことを総合的に考えてみますと基本的な瑕疵というものはもちろん改善課題、先ほ
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ど言いましたようにございますけども、これを否決するに至るだけの瑕疵および問題点という

のはなかったものと考えます。 

 そして今回、最低制限価格という低い価格で落札されたわけでございますが、そうした点で

例えば低くあっても高くあってもやはり不正は許されないわけで、それに対する対策を今後しっ

かり取っていただくことをお願いしまして、今回の件については笛吹市に対する損害を与えて

いるものではないし、この入札方法についても十分に検討された上でのことであるということ

を確認いたしまして、私はこれは可決すべきものというふうに考えます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて反対討論を許します。 

 ２０番、小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 議案第６４号 「契約の締結について」、反対の立場で討論を行います。 

 この議案となっている石和図書館およびスコレーセンター改修工事の入札は６月２日に執行

され、予定価格２億３６９万７千円に対し６社が応札したが市内業者３社が最低価格を下回り

失格となり、落札した甲府市の井口工業株式会社は最低制限価格と同額の１億８，３３２万７千

円での落札でありました。他の２社も差額が７０万円から１００万円と応札に接近した結果で

した。この請負契約締結については、総務常任委員会で１８日および２４日と２日にわたり、

特に２４日には市長にも出席をしていただき、慎重に審査を行いましたが疑問が残る結果であ

りました。入札執行については昨年度、議会から百条委員会結果による工事入札の改善を求め

る決議で指摘し、４月３０日、市長から回答をいただいておりますが、その回答のとおりしっ

かりした入札執行が行われているのか疑問があり、指摘するところであります。 

 まず市長が提唱していた市内業者の育成の点ですが、今回の工事は技術的難しさと一般競争

入札参加数の確保等、広告で地域条件を県内としたが落札した井口工業は同種の実績は不明と

のことであります。 

 次に入札執行日の３日前、５月２９日、荻野市会議員が市長室で落札業者名を指摘していま

すが、工事入札改善に関する回答の２－３で回答している中で外部からの働きかけ、入札妨害、

談合情報については口頭、文書を問わずいつでも説明責任を果たせるようにするといっていま

す。笛吹市公正入札調査委員会での対応もまったく取られなかった。工事入札改善に関する４月

３０日の回答は、守られていないのではないか。その中で市長は市民からの話の中で入札の価

格漏洩に職員が絡んでいるとも申しております。最低制限価格と同額で落札者が決定以降、職

員２２名から聞き取り聴取を行ったが問題はなかったと発言をしております。市長が職員から

聴取をした理由、また聴取の内容もはっきり示されていない。仮に価格漏洩で職員から聴取を

したとしたら、知り得るはずのないことをどうして聴取するのか、聞き取りするのか。これは

価格漏洩としか判断はできず、調査も不十分で説明責任も果たされていない。委員会の審査の

中でも前田部長も不合理、説明がつかなければやり直すとも答弁をしております。 

 最低制限価格を知り得るのは誰か。予定価格最低制限価格の決定者は市長ではないのか。こ

のような不透明、不明確、不合理、対応不足な入札執行は到底認めるわけにはいきません。市

民への説明責任もまったく果たせません。 

 以上の点を指摘し、議案第６４号の私の反対討論といたします。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 （「暫時休憩。」の声） 

 今の発言に対する内容の確認ということで。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ３時２９分 

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

再開  午後 ４時１４分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 先ほどの小林議員の討論の中で、誤解を招きかねない発言箇所があるのではとの確認のため

議会運営委員会を開いた結果、小林議員より発言がありますので許します。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それでは発言に対しての補足をちょっといたしますけども、市長は職員が入札に絡んでいる

と申したと受け止められる部分がありましたが、それは市民からの話ということですので、も

う一度丁寧に補足しておきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に・・・。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ということは議事録からは、そのまま残るということですね。 

 前の発言は。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 そのとおりであります。 

 次に賛成討論を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第６４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６４号は原案のとおり可決されました。 

 続いて教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 
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〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、教育厚生常任委員会の報告をいたします。 

 ６月１１日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１８日および２２日の

２日間にわたり、委員会を開会し全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査を行いました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 

 保健福祉部所管では、保育課において保育職員が１名減というのは計画されていたのか。ま

た、短期雇用職員は何カ月くらい雇用予定かとの質問に対し、保育士の事務職員について現場

の保育士が１名退職したため、１名を保育所へ戻すことになった。保育士の事務職員について

市役所全体の定員管理の中で１名減となったため、補完的な意味で短期雇用職員を採用した。

短期雇用職員については、週１回勤務で１年間との説明がありました。 

 生活援護課においては、就労支援事業費において就労支援員を退職職員の再任用で対応した

との説明であったが、国庫負担の対象にはならないのかとの質問に対し、人件費の４分の３は

国で負担し市は４分の１の負担となる。当初見込みで国庫負担対象額が１１０万円で再任用で

は９０万円となり人件費が安いため、その分の国庫負担金を減額するとの説明がありました。 

 高齢福祉課において、高齢福祉費の職員人件費で職員１名の減額となるがどうしてかとの質

問に対し、社会福祉士の１名を予定していたが、専門職の配置は体制上も難しく確保が困難と

なったとの説明がありました。 

 介護保険課において、介護保険特別会計への繰出費の低所得者保険料軽減繰出金の低所得者

人数はとの質問に対し、笛吹いきいきプランに第６期計画における３年間の推計があり、平成

２７年度は所得段階の第１段階の方は３，８４３人となっており、保険料率を０．５から０．

４５に軽減するとの説明がありました。 

 また、介護特別会計補正予算においても保険給付費繰入金において消費税増税による保険料

軽減は消費税が１０％になるとどうなるのかとの質問に対し、今回の消費税８％では所得段階

が第１段階だけの軽減となったが１０％になると第１段階は０．３に、第２段階は０．７５が

０．５に、第３段階は０．７５が０．７になる。軽減分は国が２分の１、県が４分の１で市か

らの繰り入れが４分の１を負担している。ほかの自治体も同じであるとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において市道５１９４号線の公有財産購入費と補償費の減

額とはどういうことかとの質問に対し、市道５２７６号線との交差点を道路構造令により、交

差角度を変更したことにより地域振興施設事業の緑地エリアとの境界線に変更が生じ、道路面

積が減少し、緑地エリアが増加するとの説明がありました。 

 議案第６１号の「財産の取得について」の審査において、土地の買収価格が違うがどのよう

な基準かとの質問に対し、農地の価格は平坦地が１平方メートル当たり９千円、平坦と傾斜地

が８，３００円、傾斜地が７，５００円の３段階で宅地は１万８千円との説明がありました。 

 国民健康保険課において、国民健康保険特別会計補正予算の審査では疾病予防事業費におい

てデータヘルス計画作成委託料とはどのような計画かとの質問に対し、平成２６年の国民健康

保険法の改正により、計画が義務付けられたものであり、レセプトデータによるデータ分析、

課題の把握を行うものであり、今年度中に分析からの複数年度の計画を策定することにより交

付金が受けられるための業務委託料であるとの説明がありました。 

 また後期高齢者医療特別会計補正予算の審査では、一般管理事業での２名分の人件費は１名

追加となるのかとの質問に対し、当初予算作成時は退職予定者のところは新人職員の給与で計
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上していたため、差額が生じ人件費の増額となったとの説明がありました。 

 教育委員会所管では、教育総務課において小学校施設計画的改修事業での吊り天上改修工事

は全小学校が完成となるのかとの質問に対し、２００平方メートル以上６メートル以上の特定

天井はこれで完了となるが、窓ガラスなど非構造部材の改修がまだ残っているとの説明があり

ました。 

 生涯学習課において、放課後子ども教室事業でのコーディネーターの事業量増加の状況とは

との質問に対し、放課後子ども教室推進事業をＮＰＯ法人学びの広場ふえふきに委託している

が学力向上フォローアップ事業に係る事務量の増加に伴い、委託料を増額するとの説明があり

ました。 

 文化財において、博物館管理運営事業において８月１５日展で予定している特別講演はどん

な予定をしているかとの質問に対し、会場は春日居アグリ情報ステーションのハイビジョンホー

ルで８月１日にはＴＢＳテレビで放映した増田昭一氏原作ドラマ「遠い約束」を、８日には山

本晴美さんの「万歳峠」などの特別講演を予定しているとの説明がありました。 

 それでは、審査結果について報告いたします。 

 議案第５０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

すべきものと決定いたしました。 

 議案第５１号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」のうち教育厚

生常任委員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第５２号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第５３号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第５４号 「平成２７年笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第６１号 「財産の取得について（境川寺尾緑地整備事業）」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 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５１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５０号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本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） 



 １６０ 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第５２号および議案第５３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５２号および議案第５３号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第５４号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 （ な し ） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第５４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、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５４号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第６１号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 



 １６１ 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から

審査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので委員長報告をさせていただきます。 

 去る６月１１日の本会議において本委員会に付託されました議案審査を６月１８日および

２２日の両日に全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 

 産業観光部所管では、農林振興課にかかる定年就農推進事業について説明を求めたところ、

当事業は市外に在住する定年退職者を対象として区画した農地および農機具等を貸し出し、就

労機会を提供することにより新たな担い手の確保につなげていくための事業であり、現在、農

園の圃場整備を行っており、秋ごろには募集を開始する予定で進めている。委員会より当事業

について広報、看板などによって事業内容が分かりやすいＰＲを行うように要望した。 

 また市とＪＡふえふきにより、６月２５日に東京大田市場内などで実施した笛吹フェアー桃

消費拡大宣伝および試食宣伝会事業について、建設経済常任委員においても参加することを確

認した。 

 観光商工課にかかるプレミアム付き商品券発行事業の販売状況について説明を求めたところ、

市商工会が事業実施主体となり、フッキー券（２０％プレミアム付き商品券）４万セットの販

売、子育て応援商品券３，６００セットを未就学児のお子さんを育てている世帯に対して配布

した。フッキー券の販売は非常に好評のうちに完売した。今回の結果を受け、商品券の内容や

販売方法について検証し、今後につなげていきたいとの説明がありました。 

 建設部所管では、管理総務課にかかる公営住宅四日市場団地建て替え事業費について、計画

の進捗状況を確認した。委員会より当事業においては設計段階からコンセプト、オリジナル性

などしっかりとした提案を行い、市のアピールにつながるように進めることを要望した。 

 まちづくり整備課においては、耐震に伴う昭和５６年５月以前の木造住宅に対する補助制度、

耐震ローラー作戦啓発活動事業および石和温泉駅周辺整備事業の説明、土木課においては労報

橋の架け替え、砂原橋の取り付け道路、大坪浸水対策事業の進捗状況について、それぞれ説明

がありました。 

 公営企業部所管では公共下水道特別会計補正予算について、人事異動に伴う職員人件費

３００万円を減額する。水道会計事業補正予算については、収益的支出において人件費２０１万

６千円の減額、料金システム等導入に伴うコンサル業務の委託費用など同額を増額補正する。

また資本的収支では、県の農道整備事業に伴う水道施設の補償費をいったん受け入れ、工事は

水道企業団が一括発注を行うために同額を負担金として追加補正する。春日居地区温泉給湯事

業会計補正予算では収益的支出において人件費１３万５千円を減額し、備品購入費など同額を

追加補正する。また資本的支出では、春日居町駅足湯施設のレジオネラ菌対策用消毒機械設置

工事のために６４万８千円を追加補正するとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 



 １６２ 

 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 

 議案第５１号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」のうち建設経

済常任委員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５５号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５６号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５７号 「平成２７年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５８号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第５９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。 

 議案第６０号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決

定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 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５１号につきましては先ほど申し上げたとお

りであります。 

 次に議案第５５号から議案第５７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、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５５号から議案第５７号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第５８号から議案第６０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。 



 １６３ 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５８号から議案第６０号までは原案のとおり可決されました。 

 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第５１号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第１７ 請願第１号を議題といたします。 

 本案については、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 

 審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 本委員会に付託された請願は次のとおり決定しましたので、会議規則第１３３条第１項の規

定により報告をいたします。 

 平成２７年請願第１号 

 平成２７年６月１１日付託 

 「３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書」については採決

の結果、採択５名、不採択１名となり採択すべきものと決定。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、請願第１号について委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 続いて、請願第１号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 



 １６４ 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 請願第１号の採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 

 のちほど日程を追加し、意見書の提出について議題といたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後４時５０分といたします。 

休憩  午後 ４時４２分 

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

再開  午後 ４時５０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 申し上げます。 

 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 ただいま市長より１件の追加議案が、また会議規則第１３条第１項および第２項の規定に基

づき議員より発議５件が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第１８ 議案第６６号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

 議案第６６号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。 

 任期満了となります人権擁護委員につきまして渡邉明文氏、角田修氏の２名を推薦いたした

く人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 渡邉氏は住所が笛吹市石和町中川２８９番地。生年月日は昭和２３年９月２３日。満６６歳。

再任。 

 角田氏は住所が笛吹市石和町八田１７６番地２。生年月日は昭和２９年３月１６日。満６１歳。

新任であります。 

 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 



 １６５ 

 任期につきましては、平成２７年１０月１日から３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、議案第６６号の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 議案第６６号は、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、議案第６６号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、議案第６６号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第６６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、議案第６６号は原案のとおり承認されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第１９ 発議第２号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 発議第２号 

 平成２７年６月２６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 大久保俊雄 

   〃    北嶋恒男 

   〃    野澤今朝幸 

   〃    荻野謙一 

   〃    岩沢正敏 

   〃    渡辺正秀 



 １６６ 

   〃    小林  始 

   〃    中川秀哉 

   〃    中村正彦 

   〃    神澤敏美 

   〃    神宮司正人 

   〃    渡辺清美 

   〃    梶原  清 

   〃    前島敏彦 

   〃    志村直毅 

   〃    海野利比古 

   〃    川村惠子 

   〃    上野  稔 

   〃    亀山和子 

   〃    保坂利定 

   〃    古屋始芳 

 笛吹市議会基本条例の制定について 

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

定により提出します。 

 提案理由 

 本条例の提案理由は条例の末尾に記載のとおりでありますが若干、経過を踏まえて述べさせ

ていただきます。 

 従来から住民の議会への不信は極めて大きく、議会の現状について満足という人が３割程度

という全国での調査結果があります。不満の理由は議会の活動が伝わらない。行政のチェック

機能を果たしていない。議会内の審議が不透明。議会の政策立案能力が低いなどの理由が多く

議員は住民の意思を反映していないという意見が半数にもなっているという状況があります。 

 笛吹市議会はこれらを自らの問題と受け止め平成２３年１０月、議会基本条例検討作業のた

めの議会改革小委員会を立ち上げ、今日まで２３回の小委員会と議会改革検討委員会、その後

の議会改革委員会、さらに議員全員での議論を重ねてきました。本年３月には素案のパブリッ

クコメントを実施し、４月には笛吹市議会として初めての議会と市民の意見交換会を開催し、

市民の意見を聞く中でここに議員の総意として議会基本条例を提案させていただくことになり

ました。 

 市民から信頼される議会への改革、本来の議会への改革をさらに進めるため、市民の声を反

映する仕組み、あるいは議員間の討議の充実、政策立案の強化、さらに執行機関のチェック強

化、そして地方議会における二元代表制としての議会の方向性を示し、議会議員のあるべき方

向を定めたものであります。 

 市民、議会、市長がそれぞれ責任を果たしチェックし合い協力することにより、よりよい市

政が実現できるものと思います。笛吹市議会基本条例はこうした基本認識に基づき、議会の役

割をしっかり果たすための基礎を据えるものとして制定を行うものであります。 

 なお、笛吹市議会基本条例につきましてはお手元の議案書のとおりでございます。 

 以上。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第２号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第２０ 発議第３号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 発議第３号 

 平成２７年６月２６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 中村正彦 

   〃    海野利比古 

 笛吹市議会会議規則の一部改正について 

 上記の議案を別紙のとおり、笛吹市議会会議規則第１３条の規定により提出します。 

 提案理由 

 笛吹市議会においては男女共同参画を尊重した議会活動を促進するため、笛吹市議会会議規

則において出産に伴う議会および委員会の欠席に関する規定を明記するものであります。 

 なお、議案書につきましてはお手元のとおりでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、発議第３号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第３号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第２１ 発議第４号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 発議第４号 

 平成２７年６月２６日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 中川秀哉 

   〃    海野利比古 

   〃    小林 始 

   〃    上野 稔 

   〃    渡辺正秀 

 地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しに関する意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第９９条および笛吹市議会会議規則第１３条の規定

により提出する。 

 提案理由 

 すべての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度など、単独の医療費助成制度に対

する国の減額調整措置について、早急に見直しを行うよう強く要望するために本意見書を提出

するものである。 

 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 以上。 

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４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４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。 
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 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第２２ 発議第５号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 発議第５号 

 平成２７年６月２６日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 中川秀哉 

   〃    海野利比古 

   〃    小林 始 

   〃    上野 稔 

   〃    渡辺正秀 

 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第９９条および笛吹市議会会議規則第１３条の規定

により提出する。 

 提案理由 

 認知症の予防治療法の確立など、総合的な施策について定めた基本法の早期制定など認知症

への取り組みについて、適切な措置を講じるよう強く要望するために本意見書を提出するもの

である。 

 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 以上。 

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５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５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。 
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 よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続きまして日程第２３ 発議第６号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 発議第６号 

 平成２７年６月２６日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 中村正彦 

賛同者 

笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

   〃    海野利比古 

 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について 

 上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 提案理由 

 教育の機会均等や水準確保、無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、国

による教育予算の拡充と豊かな教育環境を整備する必要があるため、本意見書を提出するもの

である。 

 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お諮りします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第６号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第６号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに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６号は原案のとおり可決されました。 

 ご静粛に願います。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２４ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 ここで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２回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本議会は６月１１日から本日まで１６日間の日程で開催されました。正副議長をはじめ議員

各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ慎重かつ熱心なご審議に努めていただ

き感謝申し上げます。 

 本議会に上程いたしました提出案件につきましては、すべて原案のとおりご議決・ご承認を

賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

 季節は真夏に向かっております。暑い中ではありますが、この時期は翌年度の予算編成の検

討が始まります。今年の場合はそれに加えて、地方創生の総合戦略づくりに大車輪で取り組ま

ねばなりません。ミズベリングにつきましては７月いっぱいでプロポーザルを締め切り、議員

各位のご協力も得つつプレゼンを行い、業者を決定する運びで進めてまいります。 

 桃の出荷がいよいよ本格的に始まりました。今年は５月の高温や６月に適度に雨が降ったこ

とで、甘みが強く玉張りもよい桃に仕上がっているようであります。 

 昨日ＪＡ笛吹と共同し、桃を中心に笛吹市農産物の宣伝活動を東京で行ってまいりました。

建設経済常任委員会の皆さまには朝早くからご参加いただき、誠にありがとうございました。

都民の皆さまに笛吹の桃を印象づけることができました。 

 来月６・７日には大阪で同様のキャンペーンを行います。８月下旬には台湾に行き、シャイ

ンマスカットの販売促進と観光誘客のためのエージェント訪問を行う予定であります。 

 国内外に安心・安全で高品質な果物をＰＲするともに、笛吹市の魅力を十分に発信してまい

ります。 

 ７月２０日から始まる笛吹市夏まつりについてでありますが、笛吹川石和鵜飼、石和温泉連

夜花火を皮切りに甲斐一宮大文字焼き、春日居笈形焼きなどで盛り上げ、８月２１日の石和温

泉花火大会でフィナーレとなります。今年も商工会会員の皆さまに出店のご協力をいただきな

がら花火の見せ方等にも工夫を凝らし、県内外からのご来訪いただく多くの方々に大輪の花火

を堪能していただきたいと考えております。 

 本年は、平成１７年６月に核兵器廃絶平和都市宣言を行ってから１０年目になります。戦後

７０年間続いてきた平和な日本を永続させるとともに、地球上から戦争と核兵器を根絶する願
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いを込めて例年、春日居郷土館で開催してきた８月１５日展に併せて隣接するあぐり情報セン

ターで２つの記念行事を行います。 

 ８月１日には作家の増田昭一氏をお招きし増田氏原作のドラマ「遠い約束 星になった子ど

もたち」の上映会とトークショーを、８月８日には身延町在住の山本晴美氏による「歌語り 万

歳峠」の講演を開催することとしております。多くの市民の皆さまにご覧いただきたいと思い

ます。 

 今年も各地で集中豪雨が頻発しております。市といたしましても気象情報には十分に注意を

払い、早め早めに市民に情報伝達していく所存であります。議員各位におかれましても市民の

命と財産を守るためにお心配りに努めていただきますようお願い申し上げます。 

 皆さま方にはくれぐれもご自愛の上ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、閉会のあいさ

つとさせていただきます。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２回定例会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ５時１８分 
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