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開会  午後 １時２７分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第３回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 笛吹市夏まつりも８月２１日の石和温泉花火大会でフィナーレを迎え、約１カ月、各地区の

納涼まつり、イベントは地域性を生かした祭りとして大いに賑わい、市内外から多くのお客さ

まをお迎えすることができ市民や実行委員会の皆さま、関係各位に改めて感謝申し上げます。 

 この時期になりますとわがふるさと、飯田龍太先生の地元笛吹川の川岸を詠んだ句が思い出

されます。「夏川のこゑともならず夕迫る」。西の山に日が沈み、ほのかな明るさの川ももう昼

の人影はいないという情景で、祭りのあとは実りの秋、６・７月の日照不足、７月中旬以降の

猛暑、農家の皆さまには大変なご苦労があったとは思いますが秋の収穫は実り多き秋となりま

すよう期待いたします。 

 さらに依然と地方経済も踊り場のまま、インバウンド客数増の一方で顧客単価の低下等、浮

揚の兆候が乏しい中で、政府が６月末にまち・ひと・しごと創生基本方針２０１５の取りまと

めを受けて、各自治体は今、来春の期限に向けた地方版の総合戦略と人口ビジョンの策定に精

を出しております。 

 気になるのは、策定の過程で多くの自治体がプレミアム商品券と同じような横並び傾向が大

きいこと。政府からの交付金を引き出すための一時的な金太郎飴作りに陥っており、地方にとっ

てはまたとないチャンス、好機を横並びで終わらせないよう、私ども市議会としましても多様

な市民の声を一つでも多く聞き、議会としてしっかり精査、議論した中で今定例会は決算を精

査する議会でもあり、市民生活の満足度向上に向けてしっかりとステップアップにつながるよ

う鋭意努力する所存であります。 

 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１７番 上野 稔君および 

 議席第１８番 渡辺正秀君 



 １１ 

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９月２８日までの２６日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から９月２８日までの２６日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、古屋始芳君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

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

任委員会に付託をいたします。 

 次に監査委員から、平成２７年５月分から平成２７年７月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。 

 お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

 なお、議会関係の出席状況等についてはお手元に配布しました議会活動のとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第９号から日程第５４ 議案第１１４号ま

でを一括議題とし、提出案件に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

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

各位ならびに市民の皆さまにご理解を賜りたいと存じます。 

 最初に、事前にお配りした資料にはありませんが現在、市民の関心が集まっているミズベリ

ング構想に基づく中核的施設整備の内定に関して、ご報告申し上げます。 

 この件については、委嘱した委員の皆さまの選考結果を踏まえて去る２７日、セディックイ

ンターナショナルが提案した風林火山・三船ミュージアムに内定したところであります。この

事業は笛吹市の将来を考えるとき、二度と訪れることのないと言っていい千載一遇のチャンス

でありますが「多機能アリーナに反対して当選した倉嶋が同じことをやっている」「うまくいく

はずがない」「三船敏郎は過去の人」といった批判が出されています。しかし皆さん、この事業

は初期投資費用７億円の全額を回収した上、市にも約３０億円もの経済波及効果をもたらすも
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ので、世に言う箱物行政とは真反対のものであります。 

 現在、区長や行政委員の皆さまへのご理解が不可欠と説明会を行っていますが、出された質

問等から判断して施設の性格、経営計画に関してはご理解いただけているものと考えます。 

 また三船敏郎に関してですが、市としてはこのネームバリューは計り知れないものであり「世

界の三船」と笛吹市が強い絆で結ばれることは、笛吹市にとっての大きな財産になります。こ

れを逃すことは将来の笛吹市にとって禍根を残すこととなります。笛吹市の知名度アップに大

きく役立てることができます。大事なことは「三船敏郎」という神輿を担いでどのようにまち

づくりを進めるか、まちの未来を膨らませるかです。同時に三船ミュージアムは総面積２万５千

平方メートルのうちの５千平方メートルの利用に関してのプランであり、駐車場スペースを除

いても今後絵を描かなければならないスペースはたくさんあります。三船効果を生かしつつ、

そのスペースをどう使うかはこれからの話です。 

 皆さん、これは決まった、終わったという話ではありません。これからまちづくりの物語が

始まるのです。 

 以上、冒頭ご報告し次に移ります。 

 ９月に入り、めっきり涼しくなってまいりました。７月上旬の長雨、８月の猛暑と不順な天

候に泣かされたこの夏、農家の皆さまには大変なご苦労があったことと思います。今後の収穫

の推移を見守りつつ、農家経済への影響等を注視してまいります。 

 大都市市場での桃・ブドウの販売促進に関しては、例年のようにＪＡ笛吹との共同により６月

に東京で、７月に大阪で実施いたしました。議員の皆さまには多大なご協力をいただき感謝申

し上げます。 

 次に夏の各種イベントについて、ご報告申し上げます。 

 笛吹市夏まつりは７月２０日の笛吹川石和鵜飼、石和温泉連夜花火を皮切りに８月２１日の

石和温泉花火大会でフィナーレを迎えました。花火大会では、商工会の皆さまが出店で盛り上

げてくださり、市内外から約１５万人のお客さまをお迎えすることができました。 

 各地区の納涼まつりも地域性を生かした特色あるお祭りとして、大いに賑わいをみせており

ました。各夏まつりの企画・運営を担当していただいた市民や実行委員会の皆さま、また関係

各位に改めて感謝申し上げます。 

 笛吹市テン・イヤー記念事業の１つとして、７月３０日に清流公園で開催した夏期巡回ラジ

オ体操・みんなの体操会は、市内外から１，３００名余りの皆さまにご参加いただきました。

誰でもできる運動習慣を広げ、市民の健康増進につなげてまいります。 

 次に、核兵器廃絶平和都市宣言１０周年を記念した事業についてご報告します。 

 戦後７０周年にもあたる本年、悲惨な戦争の記憶を風化させることなく、７０年間続いてき

た平和を将来につなげるため、例年春日居郷土館で行われている「わが町の８月１５日展」に

加え、本年は市内の小中学校の子どもたち３，３９６名から寄せられた「戦争と平和を考える

メッセージカード」１，１５０枚を展示いたしました。また、記念イベントとして８月１日に

増田昭一氏をお招きし講演とドラマの上映会、８日には身延町在住の山本晴美さんによる歌語

り「万歳峠」の公演を行いました。今後とも次代を担う子どもたちに平和の大切さを教え、戦

争の悲惨さを後世に伝え、語り継いでいかねばなりません。 

 次に、学力向上フォローアップ事業についてであります。 

 この事業は県からの委託に基づきＮＰＯ法人 学びの広場と連携して実施するもので小中学



 １３ 

生を対象に放課後や土曜日、長期休暇等を活用し国語、算数、英語、数学を中心に補習を行う

ものです。５月から実施しており、最新の数字で申し上げますと小学生は１７１回で延べ３，

３００名、中学生は９回で延べ４８０名の参加がありました。この取り組みをとおして学ぶ楽

しさや分かる喜びを感じてもらい学習意欲と基礎学力の向上が図られるものと期待しています。 

 次に第２回定例会で報告しましたプレミアム付き商品券ですが、笛吹市商工会の協力のもと

準備した４万セットは完売いたしました。８月末現在、商品券の回収率については約６０％と

なっております。消費の喚起には大いに寄与したと評価しており、本年１２月に第２弾を販売

する予定です。 

 一方、昨年４月の消費税率引き上げによる影響を緩和するため実施された臨時福祉給付金お

よび子育て世帯臨時特例給付金につきましては、本年度も実施されます。臨時福祉給付金は平

成２７年度の住民税の課税がない方を対象に１人につき６千円が、子育て世帯臨時特例給付金

は本年６月分の児童手当受給者に対し、対象児童１人につき３千円がそれぞれ支給されます。

両給付金ともに１０月１日以降の支給を予定しております。 

 次にインバウンドと果実の輸出促進についてですが、国の交付金を活用して笛吹市観光物産

連盟に経験と知識を持ったインバウンド専門の職員を採用し、体制強化を図るとともに無料公

衆無線ＬＡＮの拡大、ユニバーサルデザインを考えた案内板の設置等、外国人観光客が快適に

過ごしていただくための基盤づくりを進めております。 

 海外からの誘客促進に関しては、まず今後のインバウンド拡大が見込まれるフロンティアに

力を入れて取り組んでおります。２月のベトナムに続き、５月にはフィリピンに副市長を派遣

しました。その成果を踏まえて１０月に今度は私がフィリピンに、さらにはミャンマーも開拓

したいと考えています。中国に関しては、８月に県との合同ミッションで成都市に副市長を派

遣するとともに、天津市からは教育交流の申し入れがありましたので、これを観光誘客につな

げるべく取り組んでまいります。また１２月には姉妹都市の肥城市から使節団を受け入れる予

定となっており、この関係も大事にしてまいりたいと考えております。 

 従来から取り組んできた台湾に関しては、８月末に議員の参加も得てＪＡ笛吹と共同で観光

宣伝とシャインマスカットの輸出促進を中心にトップセールスを実施してきました。本市の知

名度向上や果実の販路拡大、観光宣伝等、これまで以上に効果的なものになるよう工夫を重ね

継続的に実施していくことが重要であると考えます。 

 ＮＴＴ用地２万５千平米のうち約５千平米の誘客拠点施設の整備については、市民の皆さま

からいただきましたご提案を踏まえつつ、建設・運営等の提案を事業者に求めたところ県内外

５事業者から応募があり、コンサルタントによる実現性・妥当性のチェックののち、各業者に

よるプレゼンテーションを経て事業者を選定したところであります。 

 なお、用地の買収に関しては買収価格調整の最終段階に入っており、関係予算案を今議会に

提出し、ご審議いただきますのでご理解のほどよろしくお願いします。 

 次に地方創生の関係ですが、総合戦略の策定作業に取り組んでおります。さまざまなアンケー

トの集計取りまとめを急ぐ一方、事業を効果的かつ効率的に推進していくためには幅広い関係

者の結集が重要であることから、総合戦略会議を設置し２回開催したところであります。安定

した雇用や新たな人の流れの創出、若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる施

策等を基本目標とし、目標実現のための具体的事業を盛り込んだアクションプランを策定中で

す。今後、完成に近い段階で議会にもお示ししながら国の優先的支援を受けられるよう、でき
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るだけ早い段階での策定を目指してまいります。 

 次に、いわゆるマイナンバー制です。 

 この１０月５日から国民一人ひとりに１２桁の個人番号が指定され制度がスタートします。

この制度の円滑な実施のためには、制度に関して市民の基本的な理解が不可欠なことから「よ

くわかるマイナンバー制度」という市民向けのガイドブックを広報ふえふき１０月号と一緒に

配布する予定です。 

 １０月中旬以降、住民票のあるすべての家庭に個人番号が記載された通知カードと個人番号

カードの申請書類一式が書留で郵送され、平成２８年１月より個人番号カードの交付が始まり

ます。 

 マイナンバーは、各種申請時の添付書類の省略や証明書のコンビニ交付等の便利なサービス

が利用できるようになる制度なので、円滑な実施を図るために適切に取り組んでまいります。 

 最後に、その他事項につきましてご報告申し上げます。 

 まず、ふるさと納税であります。 

 ８月末現在の数字ですが、ご寄附いただいた件数は昨年度の２，７００件から５，２００件

に、金額については３，７００万円から約６，９００万円と平成２６年度の実績を大きく上回っ

ており、現在のところ１．８倍となっております。 

 また、お礼の品の申し込みについては果実が７５．６％と上位を占めており、露地桃やシャ

インマスカットの人気が高くなっています。 

 次に、交通安全に関する明るい話題です。 

 平成２６年３月２２日から平成２７年８月３日まで、市内での交通死亡事故は発生しておら

ず、交通死亡事故連続ゼロ日数５００日を達成し山梨県知事より表彰を受けました。これは交

通安全協会をはじめ関係機関の努力の賜物であり、今後も交通環境の改善、交通事故の防止に

取り組んでまいります。 

 次に、国勢調査についてであります。 

 本年は５年に一度の調査の年に当たり４００名近くの調査員・指導員をはじめ多くの皆さま

にご協力をいただき実施します。今回からパソコン・タブレット・スマートフォンでの回答が

可能となるなどネット社会を反映した調査となります。調査に先立ち８月末から調査員等への

説明会を行っており、協力を得ながら正確な調査が実施できるよう努めてまいります。 

 続きまして本日、提案いたしました案件につきましてご説明します。 

 提出いたしました案件は報告１件、条例案８件、補正予算案１８件、決算認定１９件、その

他３件、合わせて４９案件であります。 

 以下、主なものにつきまして概略をご説明します。 

 まず、条例案についてであります。 

 笛吹市社会教育施設条例の制定については、社会教育施設の使用料にかかる算定基準を統一

し施設の規模・内容に応じた料金の適正化を図るため、社会教育施設ごとに設けられていた条

例を一本化し、新たな使用料を定めるものであります。 

 笛吹市印鑑条例等の一部改正等については、行政手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の施行および住民基本台帳法の一部改正に伴い、手数料および証

明書自動交付機の取り扱い、ならびに住民基本台帳カードの運用について一部改正を行うもの

であります。 
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 笛吹市個人情報保護条例の一部改正については、行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人情報の保護にかかる規定について一部改

正を行うものであります。 

 笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸住宅条例の一部改正については、市営住宅の入居

手続きを円滑にするため、連帯保証人の要件等について一部改正を行うものであります。 

 笛吹市社会体育施設条例及び学校施設の開放に関する条例の一部改正については、社会体育

施設および学校施設の開放に伴う施設使用料にかかる算定基準を統一し、施設の規模・内容に

応じた料金の適正化を図るため、一部改正を行うものであります。 

 笛吹市働く婦人の家条例の一部改正については、社会教育施設の使用料にかかる算定基準を

統一し、施設の規模・内容に応じた料金の適正化を図るため一部改正を行うものであります。 

 笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正及び笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正については、介護保険法施行規則等の一部改正により指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備および運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正

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２号）でありますが、既定の予算額に歳入歳出そ

れぞれ５億円を追加し、総額を３４８億４，３２５万円とするものであります。 

 歳出の主なものとしましては、水辺活性化事業にかかるＮＴＴ用地取得費であります。併せ

て市債借入限度額変更に伴う地方債の補正をお願いするものであります。これに充てる歳入は

合併特例債および公共施設整備等基金であります。 

 続きまして平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）でありますが、既定の予算額に

歳入歳出それぞれ１０億４，８３５万５千円を追加し、総額を３５８億９，１６０万５千円と

するものであります。 

 また繰越明許費の補正、市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正につきましてもお願いす

るところです。 

 まず歳入の主なものでありますが国庫支出金８，３００万円の追加、県支出金２５０万円の

追加、寄附金４千万円の追加、繰入金８億４００万円の減額、繰越金として平成２６年度一般

会計決算剰余金１５億９，２００万円の追加、また市債については合併特例債１億１，６００万

円、臨時財政対策債を３，９００万円追加するものであります。 

 次に歳出の主なものとしましてはふるさと納税事務に２，２００万円、住民情報系システム

改修事業に１，３００万円、個人番号制度準備事務に８００万円、地域活性化・地域住民生活

等緊急支援事業に４，６００万円、地域農業振興事業に３００万円、創業支援事業に２，２００万

円、農業施設整備事業に１億２千万円、石和温泉駅周辺整備事業に１，９００万円、まちづく

り基金積立金４千万円、財政調整基金積立金に５億７，５００万円の追加等を行うものであり

ます。 

 次に特別会計の補正予算案であります。 

 国民健康保険特別会計等１５会計につきまして、総額１億３，２００万円を増額するもので

あります。 
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 次に公営企業会計の補正予算案であります。 

 平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では、資本的支出において２，８８０万

円を追加し、総額を１４億６，８２１万５千円にするものであります。 

 続きまして、平成２６年度の決算認定についてであります。 

 一般会計歳入歳出決算につきましては歳入総額が３８３億５，３００万円、歳出総額が３５４億

７００万円の決算となりました。 

 歳入歳出差引額は２９億４，６００万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は１１億

９，７００万円であり、これを差し引いた実質収支額は１７億４，９００万円となりました。 

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

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

を付して提案するものです。 

 なお、詳細につきましてはのちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 

 次に、財政健全化の状況についてであります。 

 平成２６年度決算について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化

判断比率、ならびに資金不足比率を算出いたしました。 

 健全化判断比率のうち実質公債費比率は１３．８％で、前年度を０．４ポイント下回りまし

た。将来負担比率につきましては８１．５％で、前年度を７．１ポイント上回りました。 

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

な財政経営に努めてまいります。 

 その他の案件につきましてはその末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりまし

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。 

 続きまして議案第９３号から議案第１００号につきまして、会計管理者から補足説明があり

ます。 

 会計管理者、遠藤正文君。 

〇会計管理者（遠藤正文君） 

 ただいま、市長が提案いたしました議案第９３号の一般会計から議案第１１１号の企業会計

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

させていただきます。 

 なお、概要の説明となりますので、金額につきましては１万円未満は省略をさせていただき

ます。 

 それではお手元の平成２６年度笛吹市一般会計・特別会計・企業会計歳入歳出決算書に基づ

きまして、ご説明させていただきます。決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 平成２６年度一般会計と１６の特別会計の歳入歳出決算総括表でございます。一番下の合計

欄でありますが収入済額の合計は５７７億９２８万円、支出済額の合計は５４３億３，８８１万

円、歳入歳出差引額の合計は３３億７，０４７万円となりました。 

 それでは、個々の会計につきましてご説明いたします。 



 １７ 

 まず議案第９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明申し

上げます。 

 歳入につきましては、６ページからになります。 

 なお、歳入は収入済額でご説明をいたします。 

 第１款市税は収入済額８５億２，５０５万円であります。主なものといたしまして市民税３３億

７，０４２万円、固定資産税４２億３，８３３万円などとなっております。市税は歳入全体の

２２．２％を占めております。また前年度と比較いたしますと０．８％、６，４４２万円の増

額となっております。 

 次に第２款地方譲与税でありますが２億４，０１０万円となっております。 

 次に第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は総額で１０億

４１３万円、前年度に比べ１億７３８万円の増額となっております。 

 第１０款地方交付税は１０２億１，６７３万円で歳入全体の２６．６％を占めており、前年

度と比較しますと７，０３６万円の増額となりました。 

 以下の歳入につきましては主なものを申し上げます。８ページ、９ページをご覧ください。 

 第１４款国庫支出金４６億９，８０９万円。第１５款県支出金２７億５１４万円。第１９款

繰越金２３億２６９万円。 

 続いて１０ページ、１１ページをご覧ください。第２１款市債６０億５，８５４万円であり

ます。 

 その結果、歳入決算額は３８３億５，３３８万円となり前年度と比べ１３．７％、金額で４６億

２，９１７万円の増額となっております。 

 次に歳出でありますが１２ページからになります。 

 歳出は支出済額でご説明をいたします。 

 まず第１款議会費は支出済額２億２，８５９万円で執行率は９７．８％であります。 

 次に第２款総務費につきましては３２億８，９９３万円で、その主なものといたしまして総

務管理費２７億６，５９５万円となっております。総務費全体の執行率は９０．８％で寺尾地

域周辺整備事業など４事業、合わせて１億４，３３１万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 続きまして第３款民生費は１０３億６，１８４万円で、歳出全体の２９．３％を占めており

歳出の中では最も大きな支出となっております。 

 その内訳といたしまして社会福祉費４７億７，８７２万円、児童福祉費４２億６，６８７万

円、生活援護費１３億１，６２３万円となっており、民生費全体の執行率は９６．２％であり

ます。社会福祉総務事務など２事業で２，８１５万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第４款衛生費は３０億４９６万円となっております。内訳は保健衛生費５億８，９５９万

円、環境衛生費１２億６，２５４万円、清掃費７億７，４３９万円、環境対策費３億７，８４２万

円であります。 

 衛生費全体の執行率は７７．７％で、環境施設事業費など２事業で２，７３５万円を翌年度

へ繰り越ししております。 

 次の第５款労働費は１，３７３万円で執行率は１００％であります。 

 続いて第６款農林水産業費は２０億６，４８４万円となっております。内訳は農業費１９億

２，３８３万円、林業費１億４，１０１万円であります。 

 農林水産業費の執行率は２９．３％で、雪害緊急対策事業など７事業で４４億４，１９６万



 １８ 

円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第７款商工費は２億８，９４０万円で執行率は６３．８％となっております。プレミア

付き商品券発行事業など７事業で１億５，２０３万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第８款土木費は６３億６，６４８万円で、そのうち主なものは１４、１５ページになり

ますが道路橋梁費２２億８，７２４万円、都市計画費３７億７，０６８万円などとなっており

ます。 

 土木費全体の執行率は６８．３％で、石和温泉駅周辺整備事業や砂原橋架替事業など９事業

で２０億３，４１７万円を翌年度に繰り越ししております。 

 次に第９款消防費は１７億４，９００万円で執行率は９６．２％となっており、防災体制整

備事業など２事業で７２０万円を翌年度に繰り越ししております。 

 次に第１０款教育費は３３億１，６４６万円で、そのうち主なものは小学校費７億３，９９０万

円、中学校費１１億２，２３０万円、社会教育費５億６，６４８万円などとなっております。

教育費全体の執行率は９２％で、石和中学校校舎等改築事業など３事業で１億５，４５８万円

を翌年度に繰り越ししております。 

 次に第１１款災害復旧費につきましては、執行はございませんでした。 

 次に第１２款公債費は４６億２，６１７万円で、地方債借入金の元利償還金として支出いた

しました。 

 次に第１３款諸支出金は９，５５３万円で、財政調整基金などへの積み立ておよび土地開発

基金への繰り出しを行ったものであります。 

 以上、歳出合計は３５４億６９９万円で前年度と比べ１２．７％、金額で３９億８，５４８万

円の増額となりました。 

 なお、歳出全体の執行率は７７．８％であります。 

 その結果といたしまして１６ページをご覧ください。 

 歳入金３８３億５，３３８万円、歳出額３５４億６９９万円で歳入歳出差引額２９億４，

６３９万円であります。 

 次にページが飛びますが２７４ページをご覧ください。 

 平成２６年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書であります。 

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

といたしまして、繰越明許費などの繰越額が１１億９，７１８万円で、これを差し引いた実質

収支額は１７億４，９２１万円となっております。 

 以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 

 次に２７６ページ、２７７ページをご覧ください。 

 議案第９４号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが、第１款国民健康保険税の収入済額は２１億７，６７０万円となっ

ており、国保税全体の収納率は７３．２％であります。 

 次に第３款国庫支出金２１億１，７１９万円。第５款前期高齢者交付金２０億１，５６２万

円。第７款共同事業交付金８億８，７８４万円。第９款繰入金６億６，０１５万円となってお

ります。 

 以下、繰越金、諸収入などを合わせた歳入合計は９１億３，６５１万円で前年度と比べ１．

４％、１億２，９２８万円の増額となっております。 
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 次に２７８ページ、２７９ページの歳出になります。 

 主なものにつきましては、支出済額で申し上げます。 

 第２款保険給付費は５８億３，９３６万円で、これは前年度と比べ１．３％、７，６９２万

円の増額となっております。 

 以下、第３款後期高齢者支援金等１１億８，０６０万円。第６款介護納付金５億４，６８９万

円。第７款共同事業拠出金９億４，１３４万円などとなっており、歳出合計は８９億５，７１３万

円で前年度と比べ１．７％、１億４，８７５万円の増額となりました。 

 その結果といたしまして、２８２ページをご覧ください。 

 歳入金９１億３，６５１万円、歳出金８９億５，７１３万円、歳入歳出差引額１億７，９３７万

円であります。 

 以上が国民健康保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３１４ページ、３１５ページをご覧ください。 

 議案第９５号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが、第１款保険料は１０億８，６９０万円で収納率は９４％となっ

ております。 

 第３款国庫支出金１３億４，０４９万円。第４款支払基金交付金１５億７，７５８万円。第

５款県支出金８億６７０万円。第７款繰入金９億４，４６１万円などで歳入合計は５８億１，

８２１万円、前年度と比べ４．４％、２億５，８４１万円の増額となっております。 

 次に３１６、３１７ページの歳出になります。 

 歳出の主なものは第１款総務費１億３，２５７万円で、介護報酬改定に伴うシステム改修業

務の４５９万円を翌年度に繰り越ししております。 

 第２款保険給付費は５４億５，２６５万円で前年度と比べ４．６％、２億４，５０４万円の

増額となっております。 

 以下、歳出合計は５７億８，２６５万円で、保険給付費の伸びなどによりまして前年度と比

べ４．８％、２億６，４９５万円の増額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３１８ページをご覧ください。 

 歳入金５８億１，８２１万円、歳出金５７億８，２６５万円、歳入歳出差引額３，５５５万

円であります。 

 以上が介護保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３４４、３４５ページをご覧ください。 

 議案第９６号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 まず歳入ですが第１款サービス収入１，６９７万円。第３款繰越金１４０万円。歳入合計は

１，８３８万円で前年度と比べ１．４％、２４万円の増額となっております。 

 次に３４６ページ、３４７ページの歳出になります。 

 第１款総務費７８５万円。第２款事業費９６３万円。歳出合計は１，７４９万円で前年度と

比べ４．６％、７６万円の増額となっております。 

 結果といたしまして、次の３４８ページをご覧ください。 

 歳入金１，８３８万円、歳出金１，７４９万円、歳入歳出差引額８８万円となっております。 

 以上が介護サービス特別会計決算の概要であります。 

 次に３５６ページ、３５７ページをご覧ください。 



 ２０ 

 議案第９７号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが第１款後期高齢者医療保険料４億５，０１３万円。第３款繰入金

８億８８３万円などで、歳入合計は１２億６，２５２万円で前年度と比べ２．２％、２，６７３万

円の増額となっております。 

 次に３５８ページ、３５９ページの歳出になります。 

 第１款総務費１，７１８万円。第２款後期高齢者医療広域連合納付金１２億４，２６９万円

で歳出合計は１２億６，１０４万円となり、前年度と比べ２．１％、２，６４６万円の増額と

なっております。 

 結果といたしまして、次の３６０ページをご覧ください。 

 歳入金１２億６，２５２万円、歳出金１２億６，１０４万円、歳入歳出差引額１４８万円と

なっております。 

 以上が後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。 

 次に３７２ページ、３７３ページをご覧ください。 

 議案第９８号 「公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが第２款使用料及び手数料は５億６，８１２万円で、このうち下水

道使用料の収納率は８７％となっております。 

 第３款国庫支出金７，４４２万円。第４款繰入金１８億４，４５６万円。第７款市債３億６，

０１０万円などであります。 

 歳入合計は２９億９，９０８万円で前年度と比べ０．７％、２，０４９万円の減額となりま

した。 

 次に３７４、３７５ページをお願いいたします。歳出になります。 

 第１款総務費１億３，４０６万円で、企業会計移行に伴う会計システム導入委託等で２，

５００万円を翌年度に繰り越しをしております。 

 第２款下水道事業費は９億５，２４６万円で、公共下水道整備事業で１億１，６００万円を

翌年度に繰り越しをしております。 

 第３款公債費１７億６，１９５万円となっておりまして、歳出合計は２８億４，８４７万円

で前年度と比べ３．２％、９，５５９万円の減額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３７６ページをご覧ください。 

 歳入金２９億９，９０８万円、歳出金２８億４，８４７万円、歳入歳出差引額１億５，０６１万

円であります。 

 以上が公共下水道特別会計決算の概要であります。 

 次に３９２ページ、３９３ページをご覧ください。 

 議案第９９号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 この会計は芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計であります。 

 まず主な歳入でありますが第２款使用料及び手数料８１１万円。第３款繰入金３，９００万

円などで歳入合計は５，１３１万円となり、前年度と比べ２．６％、１３８万円の減額となっ

ております。 

 次に３９４ページ、３９５ページの歳出になります。 

 主なものといたしまして、第２款農業集落排水事業費１，１５４万円。第３款公債費２，９７３万

円などであります。 



 ２１ 

 歳出合計は４，１３６万円で前年度と比べ１４．９％、７２３万円の減額となっております。 

 結果といたしまして、次の３９６ページをご覧ください。 

 歳入金５，１３１万円、歳出金４，１３６万円、歳入歳出差引額９９４万円であります。 

 以上が農業集落排水特別会計決算の概要であります。 

 次に４０６ページ、４０７ページをご覧ください。 

 議案第１００号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。 

 歳入の主なものは、第２款使用料及び手数料３１９万円でこのうち使用料は３１２万円、収

納率は９７．７％となっております。 

 第４款繰入金１，２０４万円。第５款繰越金３０９万円などで歳入合計は２，２６３万円で

あります。 

 次に歳出でありますが４０８、４０９ページをご覧ください。 

 主なものといたしまして第２款水道費１，３７１万円。第３款公債費４２２万円などで歳出

合計は１，８１４万円となっております。 

 その結果といたしまして、次の４１０ページをご覧ください。 

 歳入金２，２６３万円、歳出金１，８１４万円、歳入歳出差引額４４９万円であります。 

 以上が簡易水道特別会計決算の概要であります。 

 次に議案第１０１号から議案第１０９号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有財

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

４２２ページからになります。 

 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，７２２万円で、歳出総額は５５０万円となって

おります。差引額の４，１７２万円につきましては、翌年度への繰り越しとなっております。 

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

どに予算執行されたものであります。 

 それぞれの決算額につきましては、４２２ページから５４２ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 

 一般会計ならびに１６の特別会計につきましては以上でありますが、５４３ページから

５５２ページまで財産に関する調書がございます。この中には市の公有財産、備品、基金等の

詳細が記載されておりますので、これも併せて参考にしていただきたいと思います。 

 それでは、次に２つの事業会計の決算であります。 

 ５５４ページをお開きください。 

 まず議案第１１０号 「水道事業会計決算認定について」ご説明いたします。 

 収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の水道事業収益が決算額１８億

４，２８１万円となっております。 

 また支出でありますが、第１款水道事業費用の決算額は１６億８，０９２万円となっており

ます。 

 次の５５５ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は２２億２，１４５万円となっております。 

 また支出であります。第１款資本的支出といたしまして決算額２６億９，０５３万円となっ

ており、不足額４億６，９０７万円は当年度損益勘定留保資金等で補てんをしております。 

 以上が水道事業会計決算の概要であります。 
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 次に最後となります。５８６ページをご覧ください。 

 議案第１１１号 「市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」ご説明いたします。 

 まず収益的収入及び支出のうち収入については、第１款温泉事業収益が決算額７，４６３万

円となっております。 

 また、支出につきましては第１款温泉事業費用の決算額は７，０３２万円となっております。 

 次の５８７ページの資本的支出でありますが、第１款資本的支出といたしまして決算額

１６２万円となっており、不足額につきましては過年度分損益勘定留保資金等で補てんをして

おります。 

 以上が温泉給湯事業会計決算の概要であります。 

 なお、平成２６年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２６年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事業概要も

記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 

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

上げ、平成２６年度における笛吹市のすべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で会計管理者の説明が終わりました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

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

 代表監査委員、横山祥子君。 

〇代表監査委員（横山祥子君） 

 それでは、審査結果についてご報告を申し上げます。 

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

成２６年度笛吹市一般会計・特別会計・企業会計の歳入歳出決算および基金運用状況の審査結

果について、お手元の決算審査意見書に基づきご報告をさせていただきます。 

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

ださい。 

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

用状況に関する調書を対象に平成２７年７月２日から７月３０日まで審査を実施いたしました。 

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

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

予算執行状況および財政状況の適否等について審査を執行いたしました。 

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

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

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

 以下、会計ごとに審査意見を報告させていただきます。 

 一般会計の審査意見について、２ページからをご覧ください。 

 平成２６年度一般会計の決算状況は歳入総額３８３億５，３３９万円、歳出総額３５４億

６９９万円で形式収支は２９億４，６４０万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源１１億９，

７１８万円を差し引いた実質の決算収支額は１７億４，９２２万円となっております。 
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 歳入は依存財源の主である地方交付税が前年度より７，０３６万円増加し１０２億１，６７４万

円、自主財源の根幹である市税が前年度より６，４４２万円増加し８５億２，５０５万円です。 

 歳出は前年同様に普通建設事業が７４億７，４４２万円でトップであり、公債費、扶助費も

前年度より増加しています。 

 これからの市政運営について、国の施策による補助金・交付金等の減少や長引く景気低迷等

により、市税等の税収の低下が予想されます。 

 事業の樹立、執行については職員自らが市民第一主義を念頭に施策の必要性、優先順位を厳

しく選択し、限られた財源を効率よく効果的に配分を行い行財政を改革推進するよう求めます。 

 「収入がどれくらいあるか正確に計算してから、それに釣り合った支出の計画を立てるべき

である」という「入るを量りて出ずるを為す」の基本に立ち返り、市民の貴重な税金を投与す

る責任を十分に自覚しながら、全庁的に事務事業の合理化を図るとともに常に費用対効果を検

証し、市政が抱える問題解決や地域住民の幸せと地域経済の活性化のために、必要な財源が必

要なところに生かされるよう努力していただきたいと思います。 

 つきましては、将来に備えるため次の事項についても取り組みを望みます。 

 １．行財政改革の推進について 

 普通交付税の段階的削減が始まり、合併特例措置の終了も控える中で中・長期的な歳入を見

通すとともに支出全般について創意工夫し、行財政改革大綱の進捗状況を検証しながら適切で

効果的な予算執行に努めていただきたいと思います。 

 ２．情報管理対策について 

 個人情報の一部が外部に流出するという国内で起きた事件を教訓として、個人情報の保護や

漏洩などに対する情報管理、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り組んでください。 

 ３．災害時に対する危機管理体制の強化について 

 大震災、噴火、集中豪雨など突発的な災害への行政としての対応を全庁的に検討し、災害発

生時に行政および市民が迅速に対応できるよう、万全の危機管理体制を整備するとともに行政

区を中心とした地域防災力向上のため、地域の具体的な取り組み体制の整備を推進していただ

けるよう希望します。 

 ４．指定管理者制度の検証について 

 指定管理者制度について目的に沿った業務が行われているか検証し、協定書に定められた管

理運営の推進と必要な報告書類の提出等、適正な事務処理が行われるよう指導徹底を図ってく

ださい。 

 次に特別会計です。 

 まず国民健康保険特別会計について、４１ページからをご覧ください。 

 歳入額９１億３，６５２万円、歳出額８９億５，７１４万円で歳入歳出差引残額１億７，９３８万

円となっています。 

 なお、国民健康保険税の収入未済額が７億１，５９５万円です。滞納世帯に対しては明確な

基準を設け、厳正なる対応を行い収入未済額の縮減に向け、より一層、徴収の強化をお願いし

ます。 

 次に介護保険特別会計について、４５ページからをご覧ください。 

 歳入額５８億１，８２２万円、歳出額５７億８，２６６万円で歳入歳出差引残額３，５５６万

円となっています。 
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 なお、介護保険料の収入未済額が４，９１２万円、不納欠損処分は２，３２９件、１，９９８万

円です。公平な保険料負担と円滑な保険事業運営のためにも収納率向上と不納欠損額の縮減に

努めてください。 

 次に介護サービス特別会計について、４８ページをご覧ください。 

 歳入額１，８３８万円、歳出額１，７５０万円で歳入歳出差引残額８８万円となっています。 

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

から、成果の検証等を行い、その方に合ったサービスの提供を行うことが重要です。十分な成

果が得られ、介護保険料の上昇を防ぐためにも積極的な取り組みをお願いします。 

 次に後期高齢者医療特別会計について、４９ページからをご覧ください。 

 歳入額１２億６，２５３万円、歳出額１２億６，１０５万円で歳入歳出差引残額１４８万円

となっています。 

 なお保険料の滞納額は４６２件、４４９万円で昨年度より３７件、２０万円増加しています。 

 保険料はこの制度を支える重要な財源となるので、滞納者に対しては負担の公平性からも滞

納対策を講じられ、気兼ねなく相談に応じられる体制の整備をし、縮減に向けた努力をお願い

します。 

 次に公共下水道特別会計について、５１ページからをご覧ください。 

 歳入額２９億９，９０９万円、歳出額２８億４，８４７万円で歳入歳出差引残額１億５，０６２万

円となっています。 

 歳入は一般会計からの繰入金が６１．５％を、歳出は公債費が６１．９％を占める状況で一

般会計における財政運営にも大きな影響を及ぼしているのが現状です。 

 また下水道受益者負担金及び使用料に合わせて５，８００万円の収入未済額があります。自

主財源の乏しい中、重要な下水道事業の財源であるため、収入未済額の縮減対策の強化をお願

いいたします。 

 次に農業集落排水特別会計について、５４ページをご覧ください。 

 歳入額５，１３１万円、歳出額４，１３７万円で歳入歳出差引残額９９４万円となっていま

す。 

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

のです。未収金について、公平性の面からも収納対策をお願いします。 

 次に簡易水道特別会計について、５５ページからをご覧ください。 

 歳入額２，２６３万円、歳出額１，８１４万円で歳入歳出差引残額４４９万円となっていま

す。 

 簡易水道事業は芦川地区で行っている事業です。有収率は昨年度とほぼ同じ９０%ですが、

老朽管の布設替え等を積極的に行い有収率の向上を図ってください。なお、給水原価に比する

供給単価の見直しが必要と思われますので検討をお願いします。 

 次に財産区管理会特別会計について、５７ページからをご覧ください。 

 財産区の管理体制については、構成員の高齢化が進み管理が大変難しい状況です。後継者選

び等の検討課題もありますが、今後も貴重な資源の保護、育成を推進してください。 

 次に財産に関する調書について、６３ページからをご覧ください。 

 ６６ページ、基金については安全性を確保するため、金融機関の経営状況等の信用格付け情

報を入手し慎重な運用に心掛け、適正な管理が行われていました。 
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 次に基金運用状況に関する調書について、７０ページをご覧ください。 

 土地開発基金の運用状況については、規程に基づき適正な管理が行われていました。 

 次に公営企業会計です。 

 まず水道会計についてです。水道事業会計決算意見書をご覧ください。 

 平成２６年度の水道事業は地方公営企業法改正による新たな企業会計制度となり、実質的な

収益の向上と安定した経営に向けて努力していく必要があります。施設の統合や合理化等によ

る経費の節減に努められ、給水原価に対する供給単価の適正化を図り、健全な経営を遂行され

るよう望むものであります。 

 平成２６年度における業務実績は給水世帯数２万７，３９２戸、給水人口６万８，４７２人

で給水区域内人口７万３４３人に対する普及率は９７．３％でした。 

 水道料金の未収金については１億５，５９５万円で、昨年度より３，４００万円減少してい

ますが、未収金について今後も規定に基づいた給水停止の措置、戸別徴収の強化などを行い、

特に高額滞納者に対しては、断固たる姿勢を示して減少に向けた取り組みをお願いします。 

 また工事や委託業務の執行については随意契約件数が多く見受けられますが、内容の精査を

徹底し、可能な限り競争原理を働かせる中で経費の節減に努めていただきたいと思います。 

 次に温泉給湯事業です。 

 温泉給湯事業会計決算意見書をご覧ください。 

 平成２６年度からは、水道事業と同様に地方公営企業法改正による新たな企業会計制度とな

りました。将来的な施設の維持管理に向けて事業費用の増加も予想されますので、経費の節減

に努められ、将来を見据えた事業経営を遂行されるよう望むものであります。 

 平成２６年度の業務実績は契約件数１５３件、給湯世帯数１３６戸、年間総配湯量２８万７千

立方メートルで有効率は１００%でした。 

 未収金が１，４２２万円で前年度より６９万円増加しています。今後も規定に基づいた督促

状の発送、戸別徴収の強化などを積極的に行い、特に高額の滞納者や権利放棄者、権利者の中

で使用していない者に対しては断固たる姿勢を示して、公平性の面からも未収金解消のために

さまざまな取り組みをお願いします。 

 次に平成２６年度健全化比率等審査意見書をご覧ください。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化判断比率および第

２２条に規定する資金不足比率については８月６日に審査を実施いたしました。 

 平成２６年度における健全化判断比率等は、早期健全化基準および経営健全化基準の範囲内

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

います。 

 また将来を見据えた健全な財政基盤の確立のため、特に一般会計繰入額が増加している各特

別会計の健全化を進めるよう望みます。 

 なお、文章でも伝達しますが行政運営を行うに当たり、いくつかの課題が見受けられました

ので、今後の課題として検討していただくことを望みます。 

 １．市税および料金等の徴収率の向上について 

 平成２６年度末の一般会計において、市の歳入の根幹をなす市税および各種料金等の収入未

済額については１４億７，５６８万円となっています。厳しい財政状況の中で自主財源を確保

するためには、収納率の向上や収入未済額の解消は極めて重要で公平性の観点からも関係法令
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に基づいた収納体制を強化し、より一層の努力を求めます。 

 滞納債権については法的に定められていることではありますが、内容をしっかりと見極める

中で、有効な時効中断手続きを講ずることにより安易に時効の成立をすることがないように職

員の意識の向上を図りながら、効率的・効果的な徴収に努めてください。 

 なお、収納率の向上や収入未済額の解消に向けて市役所内の情報交換、業務の周知、横の連

携等を強化するとともに、一元的に管理回収できる組織体制の見直しは今後の検討課題である

と思います。さらに専門家のアドバイスを積極的に受け、そのノウハウを業務に生かすことも

合わせて検討していただきたいと思います。 

 ２．随意契約、委託業務契約について 

 随意契約が多い状況で、特に１業者のみの見積もりで契約するものが多く見受けられました。

随意契約は一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式であり、適正履行の確保が期待でき

る反面、経済性確保という観点からは競争入札に比べて必ずしも有利とは言えません。また納

入実績がある、使い勝手がよいという理由だけでは理由とは言えません。独占企業とさせない

ためにも随意契約の意味を十分理解して、契約の競争性や透明性の確保に努めてください。委

託業務についても、できる限り競争原理を働かせ適切な契約手続きを執行してください。 

 ３．各課の事業の見直しおよび事務処理の適正化について 

 各課で執行している事業について、他課で執行したほうが効率よくできる事業が見受けられ

たので市民の目線に立ち必要性、目的、成果を明確にし、効率的かつ効果的に事業が遂行でき

るよう全庁で事業の見直しをしていただきたいと思います。 

 次に事務処理についてですが、市の職員としては市政の運営に当たり、その業務に関係する

条例や諸規定を順守しながら執行することが最小限のルールであります。 

 今後においても市民の負託に応えられるよう法制度のもと細心の注意を払い、健全で適切な

事務処理を行っていただけるよう望むものであります。 

 最後になりますが、今回の決算審査にあたり資料の提出や説明など各課の職員の皆さまにご

協力いただき感謝申し上げるとともに、今後も監査業務へのご理解・ご協力をお願いいたしま

して、平成２６年度決算審査結果についての報告といたします。 

 ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第６ 報告第９号を議題とします。 

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

基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告における専決処分の報告です

のでご了承を願います。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第７ 議案第６７号から日程第５４ 議案第１１４号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第６７号から議案第１１４号につきましては、審査を所
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管の常任委員会に付託することになっておりますので、これらの案件につきましては大綱的な

質疑に留めたいと思います。 

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

めないこととしています。 

 また質疑は１人２回までとし、一括質問および一括答弁といたします。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 ございますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 ただいま議題になっております議案第６７号から議案第１１４号までの４８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。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日４日は議案調査のため、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４日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は９月７日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時５８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２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、古屋始芳君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 

 質問についてはくれぐれも申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

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

 ではまず、笛新会の代表質問を行います。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして代表質問を始めさせていた

だきます。 

 はじめに、代表質問の機会を与えていただきました会派の皆さまに感謝申し上げます。 

 早速ですが今回の私の質問は４項目です。 

 まず１つ目の質問は、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてであります。 

 昨年５月、元総務大臣の増田寛也氏らのグループが発表した「自治体消滅の危機」が大きな

反響を呼びました。このまま少子高齢化と人口減少が続けば、地方では仕事がないことなどか

ら若い人の東京への流入が加速し、３０年後には秋田県やわが山梨県など２４の道と県で半数

以上の自治体が消滅する恐れがあるという衝撃的なものでした。また増田氏らは出産をするは

ずの若い人たちを受け入れている東京の合計特殊出生率は１．１３と極めて低く、東京一極集

中が人口減少を加速させているとの見解も示しています。 

 もちろん自治体が消えてなくなるわけではなく、また東京一極集中と人口減少との因果関係

が認められたわけではありませんが、非婚・晩婚化が進む東京への人口流入に警鐘を鳴らした

効果は大きく、多くの国民の共感を得ています。 

 そこで内閣府は平成２６年９月、人口急減・超高齢化というわが国が直面する大きな課題に
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対し、政府一体となって取り組み各地域が特徴を生かした自立的で持続的な社会を創生できる

よう、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました。 

 これに基づいて自治体は総合戦略の策定が努力目標とされ、全国の自治体で地方版総合戦略

の策定が始まりました。今年７月、私ども笛新会では政務活動の一環として全国に先駆けて地

方創生の道しるべとなる総合戦略を策定した静岡県牧之原市を先進視察いたしました。 

 牧之原市は２町で合併した人口４万８千人の町で、対話による協働のまちづくりに取り組ん

でいます。総合戦略策定にあたっては１７０の市民団体１，５００人以上の市民が参加したこ

とからモデル的な事例だとして、その手法が国および多くの自治体から注目されているところ

であります。牧之原市はこれから最大の課題となるであろう人口減少問題の克服方法について

６項目にまとめていますので、その概要を報告いたします。 

 １．若者の流出を食い止め、呼び戻すよう人の流れを変える必要があること。 

 ２．出生率向上のため若者が住み働き結婚し、すべての子どもを産み育て教育させたいと思

う環境づくりのため、すべての施策を集中的に実施する必要があること。 

 ３．産業、雇用、住宅開発、高齢者の社会参加、医療、防災などの社会経済全般に関わる総

合的な取り組みが不可欠であること。 

 ４．公共施設更新問題にも早期に着手するなど、将来世代に負担のツケをまわさないこと。 

 ５．選択と集中の考え方に基づいて投資と施策を集中すること。 

 ６．後継者がより一層活躍できる社会づくりに取り組む必要があること。 

 以上が牧之原市の総合戦略の概要でありますが、本市では人口減少問題についてどのように

考え、対応していくのか見解を伺います。 

 はじめに本市の長期展望（２０６０年）では、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推

計と比べて、どの程度の人口増加を目指していますか。 

 ２つ目、人口増加を実現するために、それぞれの施策の積み上げの目標値をどのように設定

していますか。さらにその成果について、毎年どのように検証していくのですか。 

 ３つ目が人口減少問題を克服するために有効と考えられる新たな施策、または事業への取り

組みの予定はありますか。 

 ４つ目は公共施設の再配置計画についてですが、平成２７年度から３１年までの５カ年で再

配置はどの程度進むと考えていますか。 

 最後に高齢者がより一層活躍できる社会をつくることで、若者にも魅力を感じられる社会に

なると思いますが、このことについて市としてはどのような取り組みが考えられますか。 

 ２つ目の質問が、都市計画税についてであります。 

 都市計画税につきましては、平成１７年度から２１年度までの５年間は合併協定により石和

町地域を除く区域の課税が猶予されており、また平成２２年度から２７年度までの６年間は経

済情勢や東日本大震災の影響等により石和町地域を含む全地域の課税を猶予しています。 

 ただし、平成２７年度で課税猶予の期間が終了するため、平成２８年度以降については芦川

町や山間部を除く都市計画区域の宅地や雑種地、家屋等に対して固定資産税に上乗せされる形

で都市計画税が課税されることとなります。 

 都市計画税は市の都市計画を推進するために必要な財源を確保するものであり、笛吹市が一

体的な都市整備を進めていく上でなくてはならない財源だと考えますが、以下について市の考

えを伺います。 
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 はじめに都市計画税はどのような制度でしょうか。 

 次に石和町時代に徴収した都市計画税の総額は、いくらぐらいになりますか。またその税額

はどのような事業に充てられ、どのような都市整備が行われてきましたか。 

 最後に本市の都市計画はどのような計画ですか。また、平成２８年度から徴収する都市計画

税の総額は年間いくらで、どのような事業に充てる予定でしょうか。 

 ３つ目の質問に移ります。 

 来月５日、年金や納税などの情報を一元管理するマイナンバー制度がスタートし、赤ちゃん

からお年寄りまで住民票のあるすべての人に１２桁の番号が通知されることになります。しか

しながら１カ月前になる現時点で、市民にもまた中小企業などにも制度の内容がほとんど伝わっ

ていないのが現状ではないでしょうか。 

 市民の理解や支持なしでは新しい制度が成功するのか疑問であり、政府は制度の目的と不安

の解消策の説明にもっともっと力を入れる必要があると考えます。 

 制度の理解が進んでいないのは一般市民だけではありません。企業も従業員の源泉徴収や社

会保険に関する手続きで、従業員本人と扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。

個人番号を含んだ個人情報が漏れれば罰則の対象となるため、どのような管理体制が必要なの

か。何が違反に当たるかなど不安や戸惑いがあると聞きます。また制度そのものを知らないと

いう中小企業も珍しくはありません。読売新聞社によりますと国民１人に１２桁の番号を割り

振るマイナンバー制度について、読売新聞の全国世論調査を実施したところ制度を知らないと

答えた人は６％ですが、名称は知っているが内容は知らないの４６％と合わせると内容を知ら

ない人が５２％になります。 

 さてわが国の共通番号制度の歴史を遡りますと、１９６０年代の佐藤内閣時代に国民総背番

号制の導入を目指しましたが、個人のプライバシーが侵害される恐れがあるという反対意見が

強く計画が頓挫した経緯があります。 

 その後、納税者番号、基礎年金番号、住民基本台帳番号と議論の形を変えながらようやくマ

イナンバー法案が成立しました。先進国では１９３６年にアメリカで社会保障番号を導入し、

１９４７年にスウェーデンで個人識別番号、１９４８年にイギリスで国民保険番号、１９６２年

に韓国で住民登録番号、１９６４年にカナダで社会保険番号、２００６年にオランダで市民サー

ビス番号が導入されました。すでに導入している先進国では、なりすまし犯罪や情報漏洩被害

なども報告されております。本市においても今後起こり得るさまざまな問題点をしっかりと把

握した上で進めていかなければならないと思います。 

 またマイナンバー制度では個人情報の漏洩や不正利用が懸念されており、十分な安全管理措

置が求められています。そこでマイナンバー制度について何点か質問させていただきます。 

 はじめにマイナンバーはどのような制度で、導入によってどのようなメリットがあるのです

か。また、デメリットはないのでしょうか。 

 次にマイナンバー制度に伴って支出するシステムの構築および運用費用はいくらぐらいにな

りますか。 

 ３．共通番号としては住民基本台帳ネットワークが運用されていますが、なぜ新たにマイナ

ンバー制度が創設されたのでしょうか。 

 国はマイナンバー制度についてどのような広報を行っていますか。また、市では市民に対し

てどのようにして周知していく予定でしょうか。 
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 次に個人番号はいつごろ市民に通知され、どのような場面で利用することになるのでしょう

か。また、市民が個人番号を利用する際に注意すべき点はありますか。 

 ６番目に民間事業者はマイナンバー制度の導入にあたって、いつまでに何をしなければなら

ないのでしょうか。また、民間事業者が注意すべき点とはなんでしょうか。 

 ７．さて今年５月、日本年金機構においてご存じのように不正アクセスによる情報流出事故

が発生しましたが、笛吹市は大丈夫でしょうか。また、マイナンバー制度によって個人情報が

漏えいする心配はありませんか。 

 次にマイナンバー制度導入後にマイナポータルが開設されるとのことですが、これは一体ど

のような仕組みなんでしょうか。 

 ９番目は、個人番号カードはどのようにすれば取得できるのでしょうか。また個人番号カー

ドにより、どのようなサービスを利用することができるのですか。 

 最後に個人番号カードはコンビニや市役所の自動交付機で利用できるということですが、ま

た個人番号カード導入後も住基カードの利用はできるのでしょうか。 

 最後にミズベリングプロジェクトについて、お伺いいたします。 

 この質問は当初、通告がだいぶ前だったものですので、われわれの議会にその後の変更され

たミズベリングに対する質問とは多少違っておりますが、私どもの制度によりまして通告によっ

ての質問ということでございますので、この分については通告によっての質問をさせていただ

きます。 

 近い将来、笛吹市の観光業に、そして農業や商工業を含めた笛吹市全体の地域経済にとって

輝かしい発展の基礎となるであろうミズベリング構想は１つの岐路を迎えています。倉嶋市政

が掲げた構想をわが笛吹市はどう生かしてゆき、今後どのようなまちづくりが始まろうとして

いるのか夢が膨らみます。 

 さて先ほどわが国が直面している東京一極集中による人口急減、超高齢化という新たな問題

について取り上げさせていただきましたが、地方自治体を取り巻く社会経済情勢は日々激しく

変動しています。このような時代において地方自治体は国の施策や景気の動向、地域社会や住

民意識の変化を的確に捉え、どのように地方行政の中に反映させ変革していくか、政策形成の

質が求められています。 

 特にミズベリングのような大規模プロジェクトを具現化していくためには、地域で活動する

市民・団体・企業と協働し、それぞれの利害を調整し互いの利益の最大化を図るためのマネジ

メント力が不可欠な要素となるのではないでしょうか。 

 そこで、本市が大規模事業に取り組む際の手順について伺います。 

 はじめに大規模プロジェクトに取り組む際にいつ誰がどのように企画し予算化し、具現化し

ていくのか明確にご説明を願います。 

 次にミズベリング構想は、これからどのように進めていく考えですか。また実現に向けてど

のような課題を解決していく必要があるか、お答えください。 

 最後の質問になりますが、ミズベリング構想の全体像がいまだに市民の皆さんに十分に伝わっ

ているというふうには、私の考えるところによりましてもたぶん十分というところまではいっ

ていないような気がいたします。その十分でない部分をこれから市の政策として市民にどのよ

うに訴えていきながら理解を求めていくのかというへんも併せてご説明を願います。 

 またこれ以降の問題につきましては、答弁の行方を見ながら再質問でさせていただきたいと
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思いますので、以上で通告による質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛新会、海野利比古議員の代表質問、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてお答

えします。 

 はじめに国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研の将来人口推計と比較した本市の

人口動向の目標についてですが、社人研が推計した笛吹市の２０６０年の人口は約４万１千人

まで減少するとされております。これに対し本市の２０６０年の目標は、現在作業を進めてい

るところでありますが、社人研の推計に比べ約１万４千人増の５万５千人を目途として検討し

ております。 

 次に人口増加を実現するための目標値の設定とその検証についてでありますが、２０６０年

に人口５万５千人を達成するためには、大きく分けて４つの分野で基本目標を定めるべく検討

しているところであります。すなわち結婚・妊娠・出産・子育てまでの継続的な支援。第２に

地域産業の活性化・賑わいをつくること。第３が暮らしやすいまちをつくること。そして第４に

笛吹市への人の流れをつくること。この４本柱であります。これらについて、それぞれに重要

業績評価指標といいますか、ＫＰＩを定める必要があります。具体的な数値の設定は現在検討

中でありますが、設定すべき項目としては次のように考えております。 

 第１に結婚・妊娠・出産・子育てまで継続的な支援につきましては、多世代包括ケアに向け

た取り組みを行い働く世代、特に女性の負担の軽減と働きやすい環境整備に努め、出生率の向

上につなげていきたいと考えており、年間の出生率などを目標値と考えております。 

 ２番目に地域産業の活性化・賑わいをつくるという点では、１つは地域資源を有効に活用し

た産業の活性化。２つ目に水辺空間の有効活用、閑散期のイベント開催により観光客の増加を

目指す事業。３つ目は新規就農者への支援を行う事業。これらの展開を考えており、観光入込

客数等が目標値になるかと考えております。 

 ３番目の暮らしやすいまちをつくることでは、県のバス交通ネットワーク再編計画に合わせ

た公共交通の再編等、安心して暮らせるまちづくりに努めることとしており、流出する人口な

どを目標値とすることを考えております。 

 ４番目の笛吹市への人の流れをつくるという点でございますが、１つは首都圏企業のサテラ

イトオフィスの誘致など新たな産業の誘致に向けた取り組み。２つ目に移住・定住を希望する

首都圏の方々を支援する事業を行い、新たな人口の確保に取り組んでいくこととしております。

流入人口等を目標値とすることを考えております。 

 次に年度ごとの検証につきましては、笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略立案のために

組織した市役所内部委員会により、毎年ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証・見直しを行うと

ともに、市民や外部の委員で組織された笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議へ報告を

行い、常に実情に合った見直されたアクションプラン等に更新し、戦略会議のチェック・承認

をいただきながら進めることとしてまいります。 

 次に公共施設再配置計画についてのお尋ねですが、公共施設等総合管理計画につきましては

現在、業者に委託をして調査を開始したばかりでありますので、今後５年間の再配置について
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具体的な進捗見込み等をお示しすることは困難な状況であります。 

 なお、今後とも健全な財政運営を行っていく観点から行った試算では、いわゆるインフラ資

産を加えた更新費は大幅に不足をすることになり、公共施設では４８．７％が更新できない状

態になると見通されております。長期的な財政状況を考慮しながら、適正な再配置について検

討してまいります。 

 次に人口減少問題に有効と考えられる新たな施策・事業への取り組みについてでありますが、

人口減少問題に対処するためには、第１に地域産業の振興による経済対策で笛吹市の産業の底

力を高め、雇用の創出や都会からの転入を生み出すことが必要です。このため、ミズベリング

構想に基づく誘客拠点施設の整備、観光都市笛吹市の実現に向けたインバウンドの促進、新規

就農の支援や耕作放棄地対策等を行ってまいります。 

 第２は結婚・妊娠・子育てまで継続的な支援策を講ずることです。経済的な支援や子育て環

境の充実に加え、安全・安心なまちづくり対策など若者が住みたくなるまちづくりも大事な施

策であります。 

 第３は現在、笛吹市にお住まいの方々が暮らしやすいと思うまちづくりをつくり続けること

が人口減少対策の根幹としてなければなりません。さらに笛吹市に住みたい・働きたいと思う

ようなまちをつくることで自然に新たな笛吹市への人の流れも生まれてくると考えております。 

 これらの事業を行うとともに、市内外に向けて戦略的・効率的・効果的な情報発信を行うシ

ティプロモーションを行うことによって笛吹市の魅力・暮らしやすさを広く発信し、笛吹市自

体のブランドイメージを構築、向上させる事業についても併せて取り組んでいくこととしてお

ります。 

 次に高齢者がより一層活躍できる社会づくりへの取り組みについてでありますが、高齢者が

一層活躍できる社会づくりに向けて、高齢者の雇用の場の確保を図ることや社会貢献活動、地

域活動への参加を活発に行うことができるよう支援を行うとともに、特に笛吹市においては笛

吹市版ＣＣＲＣ構想の研究を進めるなど、高齢者が安心して健康で元気に暮らし続けることが

でき、社会の担い手の一員として楽しみながら活動できる仕組みを構築し、そしてひいては若

者が笛吹市で活躍したいと感じられるような地域づくりを進めてまいります。 

 続きまして、都市計画税についての質問にお答えします。 

 はじめに都市計画税の制度の概要についてですが、都市計画税は地方税法により都市計画区

域内の土地・家屋に市町村が条例で課すことができる税金であり、都市計画事業を行う市町村

において、その事業に要する費用に充てるために目的税として課税するものであります。 

 都市計画税を課するか否か、あるいはその税率水準をどのように、どの程度にするかは地域

における都市計画事業の実態に応じ、市町村の自主的判断に委ねられております。課税額は土

地・家屋の評価額をもとにした課税標準額に税率を掛けて算出し、固定資産税と合わせて徴収

をいたします。 

 次に石和町で徴収した都市計画税の総額についてでありますが、旧石和町の都市計画税は昭

和４７年２月に税条例を制定し、それ以後本税を徴収しておりますが、平成２６年度までに徴

収した総額は約６９億８千万円となっております。合併以前の平成１５年度までの徴収額が

５２億４千万円、平成１６年度以降の徴収額が１７億４千万となっております。 

 次に石和町の都市計画税の充当事業についてでありますが、石和町の都市計画税は石和町民

が快適な生活を送るための公共下水道整備や区画整理事業に充当してまいりました。石和温泉
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駅周辺の区画整理事業は代表的な都市整備の成果であります。 

 次に本市の都市計画の内容および平成２８年度からの都市計画税に関してでありますが、都

市計画は都市計画法に基づきその地域を定め、長期的なまちづくりを計画的・総合的に整備・

開発・保全することを目的としております。 

 本市は笛吹川都市計画区域に属し、区域総面積８，８２０ヘクタールで笛吹市総面積２万

１９２ヘクタールの４３．７％にあたり、用途地域は石和地区に２３５ヘクタールを指定して

おります。市街地整備として土地区画整理事業１地区、地区計画２地区、都市施設として都市

計画道路１０路線、都市計画公園１カ所、緑地１カ所、処理施設３カ所および下水道区域を都

市計画決定がされております。 

 なお、本市が行う都市計画等に関する事柄は平成２１年３月に策定しました都市計画マスター

プランに基づき実施されております。 

 ２８年度から徴収する都市計画税の年額は５億５千万円を見込んでおります。充当事業とし

ては公園整備や公共下水道事業債の償還、平成２９年度稼動予定であります甲府・峡東地域ご

み処理施設の建設費用の起債償還等を予定しております。 

 続きまして、マイナンバー制度についてお答えします。 

 はじめにマイナンバー制度の内容および導入のメリット、デメリットについてですが、マイ

ナンバーは正式には個人番号と言い、住民票がある住民一人ひとりに１２桁の番号を付けて社

会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同

一人の情報であることを確認するために活用する番号です。マイナンバー制度に期待される効

果としては大きく３つ挙げられます。 

 １つ目は公正・公平な社会の実現です。個人番号により正確な所得の把握や確実な給付が可

能になるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本

当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。 

 ２つ目は市民の負担軽減と利便性の向上です。申請者が個人番号を記入することで添付書類

の省略など行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、市民が行政機関が保

有する自分の情報を確認したり、行政機関からのサービスのお知らせを受け取ったりできるよ

うになります。 

 ３つ目は行政の効率化・スリム化です。情報提供ネットワークシステムを活用することで複

数の機関や業務の間で連携が進み、郵送による個人情報の照会や住所・氏名等の入力、転記作

業の重複といった無駄を省けるようになります。 

 デメリットとしては、個人番号を使って個人情報が不当に集積されてしまうのではないか、

漏えいした場合の被害が大きくなるのではないかといった懸念が生じることが考えられます。

この点については今後、制度の安全性について市民の理解を求めていく必要があると考えてお

ります。 

 次にマイナンバー制度に伴って整備するシステムの構築費用および運用費用であります。 

 本市のマイナンバー制度の導入に向けたシステム構築費用については中間サーバーの構築、

住基システムの改修、住民情報系システムの改修およびコンビニ交付共同システムの改修等に

平成２６年度から２８年度までの３年間で、運用費用を含めて約１億４千万円を見込んでおり

ます。そのうち約１億円は国の補助金を充てることができます。 

 次に住基ネット運用中にもかかわらず、なぜ新たにマイナンバー制度が創設されたのかとの



 ３８ 

ご質問についてですが、住基ネットは２００２年に本格稼働しましたが導入当時、国による国

民監視やプライバシー侵害などを懸念する意見が多く、利用範囲が法律で厳しく限定された制

度となりました。 

 しかし２００７年に発覚した年金記録問題を契機に、共通番号の必要性が改めて認識される

ようになりました。年金記録問題は共通番号が正しく運用されなかったために生じた問題であ

り、約５千万件のいわゆる宙に浮いた年金記録は、その後の名寄せ作業によってもなお約２千

万件が残っており、解決に至ってはいません。マイナンバー制度は住基ネットの運用を見直し、

個人番号で名寄せすることで得られる利益と、それに伴う情報漏えい等のリスク、あるいは制

度を利用しなかったことにより失われる利益について考えた上で創設をされました。 

 次にマイナンバー制度の周知方法についてでありますが、国は一般国民向けの広報としてテ

レビ、ラジオ、新聞、ポスター、インターネット等さまざまなメディアを活用して多様な世代

と対象に広報を展開しております。民間事業者向けの広報としてもスポーツ紙、週刊誌、ポス

ター、チラシ、動画ＤＶＤ等のメディアの活用に加え、民間事業者向けの説明会を開催してい

ます。その他、国は平成２６年１０月にマイナンバー・コールセンターを開設したほか、ＰＲ

キャラクター「マイナちゃん」を活用した広報を展開しています。 

 一方、本市では本年６月、マイナンバー制度のホームページを開設したほか広報ふえふき８月

号からマイナンバー制度の特集記事を連載しております。また、８月から連合区長会や区長会

の場をお借りして通知カードについての説明を行っております。さらに９月から１０月にかけ

て、マイナンバー制度のガイドブックと通知カードに関するチラシを全戸に配布する予定です。

今後も国・県と連携して、市民への幅広い周知に努めていきたいと思います。 

 次に個人番号の通知時期、利用する場面、利用時の注意点についてですが、個人番号は本年

１０月５日以降に住民票のある住民一人ひとりに通知されます。個人番号は来年１月から社会

保障、税、災害対策の分野のうち番号法に定められた行政手続きの際に必要になります。例え

ば年金の資格取得や給付、児童手当の支給、生活保護の受給、所得税の確定申告等の事務で個

人番号を利用することになります。 

 次に個人番号を利用する際に注意すべき点でありますが、個人番号は法律等に定められた用

途以外での利用が禁止されています。 

 なお、定められた用途であっても事前に目的を伝えなければ他人に教えることも他人の個人

番号を聞き出すこともできません。また個人番号は生涯使うことになる番号ですので、個人番

号カードや通知カードは決して紛失しないよう大切に扱う必要があります。 

 次に民間事業者はいつまでに何をすべきか。また事業者が注意すべき点についてであります

が、民間事業者の皆さまは早ければ平成２８年１月以降、短期のアルバイトやパート従業員等

から所得税の源泉徴収のために個人番号を収集することになります。また、証券会社や保険会

社では配当金、保険金等の税務処理の際に顧客から個人番号の提供を受ける必要があります。

そこで民間事業者の皆さまには本年１２月までに個人番号を取り扱う担当者を決める。パソコ

ンのセキュリティ対策を実施する。従業員を対象にマイナンバー制度周知のための研修や勉強

会を行うといった準備が必要です。 

 なお、民間事業者の皆さまが従業員や顧客等から個人番号の提供を受ける際には、個人番号

カードや通知カード等による本人確認が義務付けられているので注意が必要です。 

 次に個人情報が漏えいする心配についてでありますが、日本年金機構の情報流出事故は個人
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情報を扱うパソコンがインターネットに接続されていたため、外部からの不正アクセスを受け

個人情報が流出した事故であります。一方、本市においては個人情報を管理するパソコンがイ

ンターネットに接続されていないため、外部から不正アクセスを受ける危険が極めて低いシス

テムとなっております。 

 なお、マイナンバー制度は制度面とシステム面から個人情報の保護措置を講じております。

制度面での保護措置としては、番号法等に定めのない個人情報を収集・保管することを禁止し

ています。また、なりすまし防止のため、確定申告等で個人番号の提供を受ける際に本人確認

を義務付けています。さらに、特定個人情報保護委員会という第三者機関が個人番号を適切に

管理しているか監視・監督することになります。 

 なお、法律に違反した場合の罰則も従来より厳格化されております。システム面での保護措

置としては個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり年金の情報は年金事務所、地方税

の情報は市役所税務課というように、それぞれの機関が分散して管理することになります。分

散管理によって、個人情報が芋づる式に漏えいすることを防ぐことができます。また、行政機

関の間で情報のやりとりをするときは個人番号を直接使わない、通信に暗号をかける、システ

ムにアクセスできる人を制限するといった対策を講じることで個人情報を保護していきます。 

 なお、個人番号カード内には、地方税関係情報や生活保護関係情報等のプライバシーの高い

情報は記録されない仕組みになっております。 

 次にマイナポータルについてですが、マイナポータルは平成２９年１月から稼働する情報提

供等記録開示システムのことです。マイナポータルは、本人が自宅のパソコンなどから行政機

関が持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能や自分の個人情報を誰がいつ、どのよ

うな理由でやりとりしたかを確認できる機能を持っております。その他、行政機関から住民一

人ひとりに合った行政サービスのお知らせをするプッシュ型サービスの提供も予定されており

ます。 

 次に個人番号カード取得方法、利用できるサービスについてでありますが、個人番号カード

は申請された方に交付されるカードで来年１月から交付が始まります。本年１０月以降、通知

カードが住民票の住所地に順次送付されます。個人番号カードを必要とされる方は、通知カー

ドに同封された個人番号カード申請書に記入し、顔写真を貼付して郵送により申請していただ

くことになります。申請後、市から交付通知書が届きます。通知書が届きましたら必要書類を

用意し戸籍住民課の窓口にお越しいただき、個人番号カードを受け取ることになります。個人

番号カードを受け取る際には、本人確認等で用いるパスワードの設定が必要となります。 

 なお、個人番号カードでは住民票と印鑑証明書のコンビ二交付、また公的個人認証サービス

によるｅ－Ｔａｘの確定申告等を利用することができます。 

 次に個人番号カードの自動交付機での利用および住民基本台帳カードの利用についてであり

ますが、現在、市役所に置いてある自動交付機は個人番号カードに対応できないことから本年

１２月に撤去することになります。来年１月からは、市民窓口館に設置予定の新自動交付機と

市内２８カ所のコンビ二店に設置されている、いわゆるキオスク端末を利用していただくこと

になります。新自動交付機とキオスク端末は今までどおり住基カードを利用できるほか、個人

番号カードも利用ができます。また住基カードは本年１２月で発行が終了しますが、発行日か

ら１０年間の有効期限内は引き続き利用することができます。 

 なお、住基カードと個人番号カードは重複して所持することはできませんので、個人番号カー
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ドを取得する際には住基カードを返納していただくことになります。 

 続きまして、ミズベリングプロジェクトについてであります。 

 まず大規模プロジェクトに取り組むに際、いつ誰がどのようにして企画し予算化し具現化し

ていくのかについてであります。 

 大規模プロジェクトの企画立案はその時代の状況と課題を的確に捉え、スピード感を持って

速やかに計画を立案し、実行に移していくことが肝要であります。その際、行政は的確な情報

収集と分析・検討を積み重ね、将来を見据えてプランの立案を行わなければなりません。その

課程で内容を市民の皆さまや議会に速やかに情報提供し、丁寧な説明を行いながら進めること

はもちろんであります。同時に国や県の支援策等につきましても最大限取り入れ、予算化をし

ていきます。予算議決後は直ちに事業実施に向け、より速い効果を得るために取り組んでまい

ります。 

 次にミズベリングプロジェクトのこれからの進め方、課題についてであります。 

 ご案内のように先般、笛吹市ミズベリング構想に基づく具体的事業の中核となる誘客施設に

ついて風林火山・三船ミュージアムの建設を内定したところであります。本プランの狙いとす

る外国人観光客の誘致体制の整備は喫緊の課題であり、建設事業をスピーディに進める必要が

あり、そのベースとなるＮＴＴ用地の購入を早急に進めたいと考えておりますので、議会の皆

さまのご理解をお願いするところであります。 

 その上で風林火山ミュージアムについては市民の理解が進んでいないと認識しており、この

点が大きな課題であります。市民の理解を得るべく市民に対する広報、説明に努めてまいりま

す。今後、笛吹市ミズベリング構想実現のためのさまざまな事業について、市民の声を聞きな

がら、また議会のご意見も伺いながら進めてまいります。 

 次に今後のまちづくりについてであります。 

 ここで私はこの場をお借りして、市民の皆さんに強く訴えたいと思います。 

 今回、私どもは風林火山・三船ミュージアムという中核的でシンボリックな施設を建設する

ことを市としては内定をしたところでございます。この風林火山・三船ミュージアムという施

設は今後の新たなまちづくりを展開していく上で重要な展開軸になると、このように考えてお

ります。市民の中には「三船敏郎はもう古いんではないか」、そのような声も聞かれます。しか

し三船敏郎さんは誰もが認める世界的な映画俳優であります。「世界の三船」と言われていると

ころであります。 

 今、開催されている世界三大映画祭の１つ、ベネチア映画祭においてもある意味、特別招待

的な扱いを受けて三船さんの映画が上映されております。この先どうなるか分かりませんが、

私は何か特別な賞が三船敏郎さんに与えられるのではないかということも期待しているところ

でございます。 

 皆さん、偉大な人物というのは常に過去の人になっていきます。しかしその人が残した業績

はどんなに時間が経っても決して過去のものにはならない。ますます輝きを増すと、このよう

な場合もあります。私たちは三船敏郎さんという、「三船」というこの名前を笛吹市に迎えるこ

とができる、これは大変なことだと私は思っております。ぜひこの点を市民の皆さまにはご理

解いただきたい。 

 そしてまた単にわれわれは「三船」という名前にだけ寄りかかるつもりはありません。ご案

内のように今回、用意している敷地は２万５千平方メートル。この誘客施設に当てる面積は５千
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平方メートル、５分の１であります。まだまだこれからわれわれが市民の皆さんと考えていか

なければならない。プランを立てていかない面積はたくさんあります。三船さんと有機付けて、

関連付け、いや関連はなくてもいい、この残った地域につきまして、これから皆さんとしっか

り議論して、良い２万５千平方メートルの利活用について考えていきたい、このように思って

おります。 

 私は三船敏郎さんという、「三船」という名前をこの笛吹市に持ってくること、これはそもそ

も笛吹市の知名度を上げる上で、「笛吹市ってどんなまちですか」と聞かれたときに「三船敏郎

ミュージアムがあるんですよ」と言えるだけでもこれは大変な財産だと私は思っております。

そして常に私、言っているんですが、これは「三船」を迎えたから終わりではないと。これか

ら私たちは三船さんという宝物を、財産をどう展開していくかと。いろんな切り口があります。

映画人としての切り口、さまざまな時代を演じてきたという切り口、そうしたたくさんの切り

口はいただいたわけですから、これをどう活用するかはわれわれの発想にかかっていると思っ

ております。私はそういう意味で三船敏郎さんをぜひ、三船ミュージアムをぜひ笛吹市に誘致

をし来ていただいて、みんなでこの宝物を、言葉、ちょっと生意気かもしれませんが育ててい

く、一緒に育てていく、一緒にまちづくりをしていく、このことが大事だというふうに市民の

皆さんに訴えたいと思います。 

 もう１つ申し上げたい。市民の皆さんの中には「多機能アリーナ反対で当選した倉嶋市長が

なんで同じようなことをやるんですか」とこのような声も広く蔓延している、深く沈殿してい

るとこのように受け止めております。しかし市民の皆さんね、考えてみてください。性格がそ

もそも違う建物です。多機能アリーナはご案内のように体育施設、社会体育施設です。われわ

れが今、考えている三船ミュージアムは商業施設です。規模も全然違います。多機能アリーナ

は延べ面積が１万平方メートル。われわれのこの三船ミュージアムはたったの１，５００平方

メートルであります。規模も全然違うんです。そして何よりも私たちが強調したいのは、片や

多機能アリーナは、これは当時の市が発表している数字でありますが維持管理費が毎年８千万

円かかると、このように言っております。１０年というスパンを取れば８億円、持ち出しがあ

るということであります。これに対して、このわれわれが今計画している三船ミュージアムは

建築費だけで言えば４億、５億の世界でわれわれは考えております。そしてこれは収益を産む

施設ということで今、内定した事業者とともに詰めているというか、十分に詰め切った提案を

いただいているというふうにわれわれは思っておりますけれども、毎年８千万円の収益、収益

の中から８千万円を市のほうに入れるということで計画をしております。１０年間で８億であ

ります。片や８億円の持ち出し、片や８億円の収入、こういう提案を比べてみてもアリーナと

同じ箱物と同列することがいかに正しくないかは明白であります。ぜひ市民の皆さんにこの点

はご理解いただきたいし、ご理解いただいていないとすれば、われわれとしては積極的に市民

の皆さんのところに飛び込んでいく、これについて理解を得るまで説明をしていきたいという

ふうに考えております。 

 笛吹市の中心市街地である石和のまち、温泉観光地の石和のまちに２万５千平方メートル、

空き地が今まで放置されていた。それ自体が町の財産としては貴重な、大変な損失でありまし

た。そこにソーラーパネルが敷き詰められる。これはどういうことですか。私は市政を預かる

市長として、そのようなことは絶対に認めたくありません。議員の皆さんもその点はしっかり

とお考えいただいて、まちの、笛吹市の将来に向かって、今われわれは本当に何をしなければ
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ならないのか。この点をお互いしっかり確認し合って、この問題に対処していこうではありま

せんか。 

 以上、海野議員の質問に対する私の答弁といたします。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 丁寧な答弁をありがとうございました。 

 限られた時間の中で行いますので、再質問をさせていただきます。 

 まずはじめにまち・ひと・しごとの創生総合戦略についてですが、ご答弁をいただきました

中にもう一度、くどいようですがという質問がございます。東京への一極集中による人口減少

歯止めをかけ、地方への人口の流れを呼び起こし、市が目標とする１万４千人の増加を実現の

ものとするためには首都圏住民を対象に桃、ブドウ、温泉といった笛吹市の魅力を発信してい

く必要があると考えます。 

 そこでまず、笛吹市の果物やワイン等の魅力を首都圏住民に発信するアンテナショップのよ

うな仕組みを試行的に取り組むことは、今の答弁にもチラッと出てまいりましたが、今少し踏

み込んだ形でお考えをしていただけないか質問いたします。 

 次に笛吹市の自然や空き家情報を発信し、首都圏から笛吹市への人の流れをつくる仕組みに

ついて、もう少し幅広く考えて対策を練られたらいかがでしょうかということを質問させてい

ただきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 貴重なご提言ありがとうございます。 

 ご案内のように今、自治体間競争というか、あまりうれしい言葉では私、ないとは思ってい

るんですが、間違いなく各自治体がある意味、生き残りをかけた競争という形になってきてい

るのが現実であります。やはりどこの自治体も同じようなことを考えている。東京の人をぜひ

うちに呼び込もうとかですね、私どもとしても首都圏の人をぜひ呼び込みたい。またわれわれ

の特産物を一人でも多くの首都圏の皆さんに、全国の皆さんに知ってもらいたい。こういうふ

うに思っております。 

 私は今、具体的に、まだ構想段階ではありますけれども、やはり主戦場たる東京になんらか

の拠点は持ちたいと。なんらかの拠点でありますので、巨大な笛吹市東京事務所を持つといっ

たような、大きなことはなかなかできないかもしれませんが、いろいろ知恵を働かせばそれな

りの拠点を持つことは、私はできるのではないかというふうに今のところは考えております。 

 議員の最初の質問に対する答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 引き続きまして、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。 
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 首都圏からの人の流れをということについて、もう少し具体的にということでございますけ

ども、現在の総合戦略につきましては会議等を重ねる中で、また具体的な事業等を練る中でで

すね、進めております。先ほどお答えさせていただいたように基本目標の中で、やはり人の流

れをしっかりつくっていこうというところでございますけれども、その中で特に具体的な部分、

当然どこの地方でも取り組んでいくことになろうかと思いますけれども、やはり移住・定住を、

そういうことをしっかり支援していこうというところでございます。 

 それからあと新しくですね、起業等をしていく、新たな起業という、そういうものの誘致と

起業というものをしっかり支援していきたいというふうに考えております。具体的な事業につ

いては今、庁内および総合戦略会議の中で詰めているところでございますけれども、その中で

は例えば二地域居住を推進していこうとかですね、あるいは芦川地域なんかもありますけれど

も泊まれる伝統的建築物、そういうものをしっかり活用できないかとか、また地方への移住の

推進という部分でですね、定住促進の空き地、空き家等もございますけれども、そういう部分

も活用していかなければならないではないか。それから企業立地の促進というものをしっかり

やりながらガイダンス、先ほどの市長の答弁でありましたけれども、やはりそのアンテナショッ

プ等を活用しながらですね、そういう中である意味、笛吹市をしっかり売り込んでいくという

ことが重要ではないかと、そんなふうに考えています。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 どうもありがとうございました。かねがねその、今の答弁の中にありましたアンテナショッ

プのようなものというのは、なるべく早く着手していただければいいかなというふうに常日ご

ろ感じております。私、長いこと建設経済という委員会所管に所属させていただいておりまし

て、ここ３年間連続で台湾へ市長ともども農産物の販売に、促進に出掛けておりましたけども、

あの台湾でさえも行って直接生産者とともに販売活動をして宣伝を行うと、その翌年に非常に

数字が伸びるという現実がございます。ぜひ業者任せとか、あるいはその農協頼りではなくて

市自らがこれを売りたいというものを具現化して、今で言えばまさしくシャインマスカットと

か桃とか、今現在も日本一の生産量を誇る桃とブドウの産地笛吹市として、山梨県の模範とな

るような販売活動に直接携わっているという姿勢を示すためにも、そういうアンテナショップ

というようなものを築いていくことが必要かなと。 

 そして今、部長がお答えいただきました芦川地域のこと、あるいはずっと以前からも話題に

なっておりますクラインガルデン、甲斐市などは非常に大規模に取り組んでおりまして非常に

成果も挙げております。そして人口増の問題につきましては、ここにもいくつか記事があるん

ですが、読んでいると時間がございませんので山梨県知事 後藤斉さんがいみじくも定住人口

１００万人ではないというふうなことで前言を翻してまでも、いわゆる交流人口も含めての定

住人口の考え方をひっくり返してでも、やはりそこに１００万人という経済的効果が出るよう

な形のものでもいいではないかと。それも含めてぜひ私のというふうなことで知事も公約をひっ

くり返すようなことまでも言って、実際には山梨県が１００万人になるなんてことは最初から

無理だなと私も個人的には感じていましたが、現実的にそういう話をされますと、それも１００万

人というふうな幅広い考え方の中で笛吹市もぜひそういう捉え方で、統計的にはもう７万人を
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割り込んで６万人になるということはもうすぐです。かくいう私も昭和２４年生まれで６６歳

ですが、あと１０年も経つと平均年齢に近づいてまいりまして、この団塊の世代といわれるわ

れわれが死に絶えたときが日本の衰退期だと私も思っております。納税人口が１万人以上減っ

て、けども人口が１万人減ったというだけではなくて納税人口が１万人減るんです。そうなっ

てくると子どもが１万人いても納税は増えないんです。そういう中で考えるときにもこの今、

質問したようなことをですね、地道に、しかも早くスピーディに展開することが笛吹市の将来

を占うことになるかと思いますが、よろしくお願いします。 

 では次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問は時間との関係もございましてですね、都市計画税はさらっと、さらっとで結構で

ございますので触れさせていただきます。 

 先ほどの説明で、年５億５千万円になるという説明をいただきましたが、合併後の５年間の

数字、石和町地域だけで１７億円うんぬんという説明、それでそれそのものが区画整理や公共

事業の財源に充てられて、皆さん笛吹市として合併した石和以外の６町村の皆さんが見ても「あ

あ、石和ばっかだな」と。「石和ばっかいいじゃねえか」という論議がどこの無尽会へ行こう

が、どこの飲み会へ行こうが必ず出る話は「石和ばっかじゃん」という話がですね、私の耳に

突き刺さってくるんですが、今ご説明していただいたように石和町地域だけ、１７億４千万円

という都市計画税があるおかげで区画整理も仕上がっているというふうな現実をですね、都市

計画区域、これから都市計画税を徴収しようという市民の皆さんにこういう実例を示しながら

市も的確な説明をですね、くどいくらいにしていかないと、かくいう私も今６年間、都市計画

税が猶予されてよかったな、楽だなというふうに実際感じております。都市計画税の過日、税

率の問題も併せて考えいただいて、どうも私のデータによりますと決して山梨県の都市計画税

の賦課されている市町村の中で安いほうではない。そういう認識を持っておりますので、市の

裁量の範囲で最低限の都市計画税の賦課率、税率をですね、どこまで軽減できるかという研究

もぜひこの際、進めていただいて、税金が増えるということは誰も喜ばしいことではないんで

すけども、なければやっていけない膨大な改修費用だとか、都市計画税がなくてはできない、

今度寺尾地域へもできます例の今、市長も説明申し上げたごみ焼却場の移転についての都市計

画税による返済に充てるというふうな説明もですね、併せてもっと声を大にして分かりやすい

説明をしながら、甲府よりこれだけ安いんですよというふうな説明をしながらいってほしいと。

現実に１３市の中で都市計画税を掛けていない市もあるわけですから、そのへんのことを考慮

していただきながら、ぜひ都市計画税については説明を懇切丁寧に７万人の市民に説明してい

きながら課税をしていただけると混乱がないのではないかなというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。これは特に答弁はいりません。ただ、私が感じる都市計画税に対する

取り組みをですね、お願いをするということですから、ここで答弁をもらっても、前向きに努

力しますとかという答弁をもらっても何もなりませんので、ぜひそのことを胸にいきながら都

市計画税の課税については推進なりということでしたら、お願いをいたしたいということでご

ざいます。 

 次にマイナンバー制度について再質問させていただくわけですが、この中で私は今、一番懸

念している問題は当然、情報漏れとかというふうなことで、ここにですね、マイナンバーに関

する新聞記事だけで山日をちょろちょろっと取っただけでもこれだけあります。毎日毎日マイ

ナンバー制度に不安、不満、心配ごと、いっぱい出ております。特にマイナンバーで一番ここ
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のところの出てくる記事の中で、住民票に所在していない人たちへの周知方法は笛吹市ではど

うやっていくのか。どうやって追跡調査をして、その住民票にない方たちにマイナンバーを届

けるのかということを１点お尋ねします。 

 それからもう１つは、先ほど市長の中にも、ちょっとお答えの中にも出てまいりましたが支

所の自動交付機を廃止するという方向ですと明確にお答えになっておりましたが、費用対効果

で申し上げれば、たしかに支所へ自動交付機を使って証明証書類を取りに来る人が５００人も

３００人もいるなんてことは決して私も思っていません。それがたとえ３人であろうが６人で

あろうが支所にしか来れない事情の方が、何かの用事に来たついでにそこで住民票なり印鑑証

明なりを取ろうとしたときに、もう機械がありませんのでおしまいですみたいな、そういう冷

たい対応が市の対応の中にいくつかあると思うんですが、これが最たるものじゃないでしょう

か。それも費用対効果費用対効果をおっしゃるんですが、７月の全員協議会の場でも支所には

ありませんということをお聞きしたので私、改めてここで再質問という形でお聞きしているん

ですが、現在、支所でどのくらいの人数が実際、自動交付機を利用しているか、その数字をつ

かんでいらっしゃいますか。 

 また支所については当面は自動交付機を設置しないということでしたが、今後いわゆるコン

ビニエンスストアに自動交付機が取れるようになるけども、支所では取れないという説明が市

民に納得いく説明なのかどうかということを観点に考えられますと、あくまでもその今ある住

基カードを使っての機械の費用は億というお金だというふうにたしか、いつかの説明のときに

伺っているんですが、コンビニエンスストアにあるような交付機であれば千万金で、あるいは

できるんではないかというふうな私のちょこちょこっと聞き及んで調べた範囲では、おそらく

２、３千万かなというふうに推定されますというふうな数字もつかめたことでございますので、

そのくらいの金額であれば３５０億からの一般会計を持っていらっしゃいます笛吹資産として、

わずか６つの支所、２千万円かかったとしても１億２千万の、地域住民への最大のサービス事

業が１億２千万円のお金をケチケチして冷たい対応でいいのかと。もっともっと市民に温かい

対応をしていけば、今言う三船さんのところへもつながるんじゃないですか。 

 そういうことをですね、片方では費用対効果でうんぬんだから置かないというふうな、こう

いう対応に私は非常に不満を持っているんです。ですからそのへんもマイナンバーが実施され

る、住基カードが廃止されるまでまだ時間はたっぷりございます。特に私、一番心配している

のは芦川町はコンビニエンスストアが１軒もないんですが、芦川町の４００人だから捨てちま

えということですか。おそらくそんなわけにいかないでしょう。たとえ芦川が１００人の町に

なったとしても支所は置くわけにはいかないというふうな話にならない。その一番良い例が昨

年度もわれわれ議会の中でも喧々諤々の議論の的になったんですが、１人しかいない幼稚園の

ための２千万の支出が多いか少ないかという、そういう問題は費用対効果だけで論じられない

でしょう。そこの問題を私はこの際、もう１回、この支所の機能も含めてですね、ご検討をお

願いしたい。そのことに対する答弁を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 海野議員の再質問にお答えいたします。 

 自動交付機の関係で、今後、支所自体が交付枚数等いかがなものかとか、それらに対する対
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応、非常に冷たいんじゃないかということでご質問をいただいておりますけれども、ちなみに

支所での交付枚数でありますけれども、これは平成２６年の資料でございますけれども、平均、

この支所、芦川を除く５カ所、支所につきましては５カ所に交付機のほうは設置してありまし

たけれども平均４枚という状況でございます。 

 それから市民に納得を得られるのかと、もっと温かい対応をしなさいということでございま

すけども、決してその芦川を捨てるとかそういうことでわれわれも考えていないということは

十分ご承知いただきたいと思うんですが、芦川につきましてはその取得枚数等、また窓口の来

庁者等も考える中で初期の、住民基本台帳カードによる初期の導入の際に芦川を除くところへ

の設置ということになったところでございます。 

 それから費用対効果ということで言われますと、非常にわれわれとしても辛いところがある

わけでございますけども、ちなみにコンビニ交付という部分では現在、おおむねの試算をいた

すところでは交付枚数６千通ぐらいを考えておりますけども、ただこれは今後の個人番号カー

ドのほうが普及してきますと変わってくるところになりますけれども、費用等も加算してまい

りますし、また窓口での交付等、併せて笛吹市の市民窓口館のほうにもですね、この機械が今、

置いてあるわけですけども、さまざまな、コンビニの機械と同じ内容で、今度は市民窓口館の

ほうの機械のほうも同じような状況になるということになってまいりますと、そこにはコピー

機能等が付いて、そこはサービスとしては十分使える部分になるわけですけども、そのような

ものを新たに別の、また支所等へ設置するとなりますと、当然そこの交付枚数との絡み、料金

的なですね、もの、それから実際の経費との絡み、そういうものを考えていきますと私たちと

してはそういう形をですね、取らさせていただいて、できるだけ初期に住民基本台帳カードで

求めた、そういうカードを利用しての交付、それを普及させていこうと。国の支援を受ける中

でしっかりそれをやってきたということが、今後の財政的な支援の中でも非常に難しいところ

でありますので、今回そういう結論にさせていただいたところでございます。 

 なお１２月においてはですね、今現在こういう形で、先ほど説明させていただいたような形

でですね、進めておりますのでさらにその支所としての役割、あるいは支所としての取得方法、

そういうものが変わってきますとそこでまた考える余地があるのかなと。また必要な方に公共

交通をですね、しっかり拡充した中で対応するとか、さまざまな方法もまた検討していかなけ

ればならないというふうに考えますので、そんなことで再質問に対する答弁とさせていただき

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 どうもありがとうございます。今のこの時点では今、部長がお答えになったとこが精一杯か

なと思いますので、結構でございます。 

 それでは再質問の最後でございますが、ミズベリングについての再質問をさせていただきま

す。 

 先ほどの市長の説明にもございまして、このミズベリング構想そのものが、市長が今言われ

ましたように観光のための施設であるということはよく分かりました。それを、そういうなぜ

これが必要かという説明が当初、まったく市民に浸透していなかったと。それは議員に対して

もそうではないかというふうに私、感じております。 
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 今回のこのミズベリングという全体の事業の中のほんの一部が三船敏郎ミュージアムであり、

そのほんの一部であろうが、その一部のものが笛吹市の基幹産業であるところの観光振興にも

のすごい役に立つんですよという、今いみじくも市長自らの言葉でおっしゃったことが、あと

３、４カ月前から市長と副市長がそれを言い続けていれば、もっと理解が深まったんではない

かなというのが私個人の感想でございます。 

 私ここでこうやって今、代表質問という形を取らせていただいているんですが、かくいう笛

新会もこの問題に対して８人一致で私と同じ考えだと思われては困りますから、改めてここで、

これは私の個人的な思いも多分に入っているということを前提に今、質問をさせていただいて

いるんですが、基本的なところはここにいる２１人の議員全員が笛吹市の将来的な産業が衰退

してもいいなんて思っている人は一人もいないと思うんです。やはり笛吹市はなんのまちです

かと聞かれたときに、やはり石和町時代も言っておりました果実と温泉の郷という、このキャッ

チフレーズが観光振興のための一助であるということは間違いない。観光のまちであるという

ことは、どなたに聞いても間違いない。ここにも、この議員の中にもかくいう観光で職業とな

している方が何人かおられます。観光農園もそうだし、バス・タクシーもそうだろうし、それ

に関わる旅館もそうだろうし、飲食店すらも幅広く考えれば観光だと私は思います。 

 石和温泉が昭和３６年に湧出以来、わずか人口１万人あるかないかの町が１２、３年足らず

で２万人を超すような町になったのはなんだと思います。皆さん誰に聞いても温泉があったか

らだという、これに異論はないと思うんです。そういうところを説明せずに、いきなり戦国ミュー

ジアムだというような話がぽんと飛び出すから、なんで戦国ミュージアムなんだと。私のとこ

ろへも新聞で発表になりましたね。これです。これが、皆さんこれです。これがついこの間、

笛吹広報の特別版として入ったもの。こういうものが分かっているんであれば、こういうもの

の説明をする以前にですね、なぜこれが必要なのかというコンセンサスを得るための説明があ

まりにも少なかったと私は感じております。その部分の説明が欠如しているおかげで笛吹市７万

人のほとんどがアリーナ病にかかってしまっている。アリーナとこれがまったく同列に配置さ

れて、先ほど市長自らもおっしゃいました、アリーナ反対で出てきた市長がなんでこれを造る

んだって、そういう問題ではないということの必要性を説かずにこれをやったあなた方の責任

ですよ、これは。そうじゃないでしょうか。 

 だから私どもも今回これに対して、私個人は昭和３６年、お湯が沸いてからの石和町をずっ

と見てまして、過去、お湯が沸いてから石和の町に関してだけ申し上げて申し訳ないんですが、

現状分かっていただくためにあえて説明申し上げますと、石和町にお湯が沸いてからの町長は

５人いらっしゃいます。約５０年で５人の町長さんが市民のためで町民のためではない投資を、

観光客のための投資をするんで理解してくださいといって政策を展開するのは、倉嶋清次さん、

あなたが初めてです。そういう意味で私は非常にその部分を評価しております。このための投

資が６億、７億と言っているんですが、それでも結構なんですが、仮に私は皆さんにいろんな、

支持者からも言われていますが、その説明をするときに一番分かりやすい説明としてスーパー

の、例のオギノさんにお金をみんなが出して甲府盆地へ全部屋根をかけて大きいスーパーを造っ

ても、毎週、中国から、南京から買い物に来る人がいますか。カナダから１カ月にいっぺんで

いいから買い物に来る人がいますか。いませんよ。それが小売商業であり、わずか１，５００平

米という小さな７億円の投資でも世界中の人間に対して、マーケットとして、世界をマーケッ

トとして戦える、あるいは発信できるのがこれが観光です。ですから産業構造の成り立ちが違
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う、そういうものの説明が欠如しているために市民が楽しむためのアリーナと世界中から人を

呼び込んで２０万、３０万人という年間、来訪客を求めて５年後のオリンピックに向けての笛

吹市と。その先、１０年後の今度はリニアが開通するあとの笛吹市と。それからさらにわれわ

れが死に絶えたあとの６万人を割り込むような笛吹市の産業がどうなっていくか、税収がどう

なっていくかということを考えたときに、あなた方はそれを考えてこれを提案したんだという

ことの説明がないばっかりに、余分な説明をわれわれが市民にしなきゃならん。 

 そういうことの責任を感じていただいてですね、私が本当に今、質問したいことはもし、こ

こからが質問です。市長、もしこれが、土地も買えない、建物も建てられない、すべてが駄目

になるという事態が生じたときにあなたと、あなたを中心にしたこの計画を立てた市の幹部の

皆さんの責任の取り方、その腹のくくり方、不退転の決意であるということのお返事をぜひい

ただきたいと思いまして、私、最後、この質問の１点はそこにございますので、その覚悟のほ

どをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 海野議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 ただいま、市長の今までの説明が不十分ではなかったかとこのようなお叱りを受けたところ

でございます。 

 たしかにご指摘の部分あったかということで、重く受け止めていきたいというふうに思って

おります。 

 一応、私のほうから経過的なご説明をさせていただければ、われわれはミズベリング構想、

これは笛吹市ミズベリング構想という構想を取りまとめたわけであります。今年の１月でした。

これについて市民に対して説明会を、説明をミーティング等でやってまいりました。たしかに

そのときも３５億円という数字に反応したというかですね、違和感を市民の方が感じられて、

ご質問を受けた経緯もございます。それについては今、先ほど私が申し上げたような、決して

そうではないよというご説明はしてきたつもりであります。してきたつもりでありますけれど

も、ある種ですね、声なき声といったところが十分に私がアンテナが低かったと言いますか、

捉えきれていなかったのかなという点は反省をしているところであります。 

 問題の焦点は特に１０日前、２７日にこの風林火山・三船ミュージアムというのを発表して

一気に火がついたと言っちゃおかしいんですけども、表面化してきたと。こういう点にあろう

かと思います。この点について言えば、これはいろんな諸事情で発表がこの時期になってしまっ

た。ミズベリング構想自体の発表は１月でありましたけれども、その中核的な施設については

姿がないままにずっと推移をしてきた。そして１０日前に出たということで、ある意味、なん

と言うか、言い訳じみたことになりますけれども、これはある意味、これから私どもとしては、

これからこの内容について、特に風林火山・三船ミュージアムについては説明していかなけれ

ばならない、このように危惧として持っています。実際、私どもは、私は特に１月以来の説明

の中では、これは産業政策であると。産業政策なんだと。アリーナを造るといったような社会

教育、スポーツ政策的な世界とは違うということは言ってきたつもりでありますけれども、た

だそれに対しての、こう鋭いやりとりがなかったものですから、私が申し上げたような声なき

声が聞こえていなかったのかなというふうには思っているところでございます。 
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 しかし先ほど申し上げましたように、これから私どものまちづくりが始まる。これは議員か

らは観光観光というふうにお話がございました。間違いなく観光誘客施設でありますが、先ほ

どの答弁の中でも申し上げましたように、これは同時にまちづくりに展開をしていく大変大き

な宝物だなというふうに私は思っておりますし、残りの２万５千引く５千ですから約２万平方

メートル。もちろん駐車場もありますけれども、そこにどういう施設を造っていくか。私ども

はそこには、もちろん誘客の施設もさらに考えていかなければならないと思いますが、特に直

売所等、市全体の産業活性化と深く関わりのあるような、そういったような施設もぜひ当然の

ことでありますけれども整備をしていく。そして市全体への波及効果ということは当然、意を

払っていく。意を払っていくというよりも中心的な眼目として据えて考えていかなければなら

ないと、このように思っているところでございます。 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、笛吹市の中心市街地のその中心の土地をどう

生かすか。これがこれからの笛吹市のまちづくりにかかっているということだけは市民の皆さ

んに、また議員の皆さんにしっかりとご理解いただきたいということで私の答弁の締めくくり

といたしたいと思います。 

 いずれにしろ、先ほど議員から不退転の決意という言葉がございました。私自身、不退転の

決意を持ってこのわれわれが今、提案している事柄を推進してまいりたいと、かように考えて

います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 はい、どうもありがとうございました。まだ私の、というか議員２１人の本当の真意が市長

に伝わっているというふうには感じられないんでございますが、少なくとも今、本人の答弁の

中からも出てまいりました不退転の決意というこの重い言葉をこのうしろにいるわれわれ２１人

の議員も胸に秘めて、そしてこの先のいろいろな議決事項に臨むと思います。 

 今回、急きょでございますが三船ミュージアムの予算と土地を取得する予算が分かれて提出

されたということも私は１つは「あっ、われわれの意を少しは汲んだかな」ということで私は

理解をしておりますが、ほかの議員の皆さんが同じように理解しているかどうかということに

ついては私は責任が持てません。 

 改めてくどくてしつこくて嫌だなと思われるかもしれませんが、本当にこの三船ミュージア

ムが笛吹市の将来に大事なんだと。今、市長自らも申しておりましたが、これは産業政策であ

ると。まさしくそうだと思う。笛吹市は燕三条のような洋食器のまちでもなければ四国今治の

ようにタオルのまちでもない。あくまでも農業と観光だと言っているんですが、ここで私、農

業の皆さんの批判を浴びるのを覚悟で申し上げますと農業に携わる軒数は４千軒強でございま

す。笛吹市全体の家屋数は２万７千戸でございます。そして農業全体の売上高は１２０億円を

目指すというのが２、３年前の笛吹市農協のデータで出ております。笛吹市が出しているパン

フレットをご覧いただいても商工業を含める産業全体の売り上げを考えていただければ、この

先笛吹市がオリンピックの５年まではなんとかかんとか黙ってても日本中、客が増えます。オ

リンピックが終わったあとのリニアが開通するまでの間、果たしてどうなるでしょう。リニア

が開通したあとの山梨県がよくなるときに笛吹市だけ置いてけぼりなんでしょうか。これはこ
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こにいる岩沢議員が常日ごろ申しているように、こんなに近い立地なのに笛吹がなんでリニア

の駅から笛吹市の部分だけはリニアの問題になると甲府、甲斐市、中央市、昭和と外されてい

るんです。だけど近さから考えたら皆さんご案内のように笛吹市境川町というのはリニアの中

心としては非常に近い。そういう、しかも北幹線道路が仕上がれば、環状道路が仕上がればま

すます近い。そういう笛吹市の産業構造、経済構造をもっとしっかり訴えてですね、そしてそ

の核になり得るべき施設がこのあなた方が一生懸命やろうとしている数カ月前、戦国ミュージ

アムといって不評をかった、この施設が形を変えて出てきましたと。こうやって一生懸命お金

をかけてやるんであれば、こんなお金をかける前にもっともっと市民に丁寧に説明していれば

こんな事態にならなかったんですよ。くどくて申し訳ないんですが、とにかく丁寧な説明と必

要性を訴えていくということがあなた方の責任だと思う。そこをですね、どんな罵声を浴びさ

せられようと、辛い思いをしようとそこへいって特に倉嶋清次市長の支援団体とも思われるあ

る団体の皆さんとも私、話をしました。彼らも異口同音に、倉嶋清次を否定しているわけじゃ

ないんです。なぜこれなんだというところに、アリーナ病にかかっているからそのアリーナ病

を治療してください。そうしないと３０億という数字が一緒に並んで出てくる。今、あなたが

自ら申したように金額が同じだから誤解している人もいる。そのへんをですね、あなたの説得

力で行動力で、もう少し丁寧に説明しながら、非常に残り時間が少ないんですがこれがなんと

か笛吹市の５０年先までの、笛吹市が隆盛で豊かで良い市でいられるように、その根幹をなす

のがこれだと私、信じています。そういう思いを込めてですね、ぜひここはもう質問というよ

りも要望になるんですが、代表質問終わりに当たりまして、ぜひそこの部分をいま一度、市民

の皆さんにご理解をいただける努力を日夜、２４時間で結構でございます。やってください。

そして笛吹市の３０年先が豊かな笛吹市になれるという礎を今、築いていただくということに

全力を投球していただくことをお願いいたしまして、私の代表質問を終わります。どうもあり

がとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えはよろしいですか。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 お答えはもう先ほどいただきましたので。不退転の決意という言葉で結構でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、笛新会の代表質問を終了いたします。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 どうもありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に誠和会の代表質問を行います。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 誠和会の小林です。議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して通告しました４問

について質問させていただきます。 

 はじめに、平成２６年度決算状況と平成２８年度予算編成方針について伺います。 

 地方交付税の合併特例交付期間が終了し、いよいよ交付税の減額する年、年度に入ってきま

したが国の示す人口規模での基準財政規模に比べ相当な大型決算であり、年々拡大しておりま
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す。 

 大型建設事業も終結期を迎えておりますが、引き続きミズベリング構想への着手予定という

ことで大型の建設整備計画を議会、ならびに市民に示しています。２６年度の決算報告をいた

だき、市も決算による各施策、事業ごとの評価も終了したことと思います。その決算報告を受

け次の点について伺います。 

 １点目、２６年度に特に成果向上を目指し重点的に取り組む必要があるとした５施策の検証

結果はどのような評価をしたのか伺います。 

 ２点目、昨年の決算議会での代表質問で年々、繰越金が増加していることを指摘したところ

ですが、２６年度も対前年より繰越額が増額しているが、どのように監理に努めているのか伺

います。 

 ３点目、繰越事業のうち当初予算計上で繰り越しとなっている事業はあるのか。また一昨年

から２年間の繰越事業はあるのか。あるとしたら、どんな事業でその事業は何か伺います。 

 ４点目、継続中の大型事業がほぼ完成するが２８年度の予算方針での重要施策、重要事業は

何か伺います。 

 次に２問目ですが、砂原橋架け替え事業および周辺道路整備事業について伺います。 

 この事業は砂原橋の幅員が３メートルしかなく、一方通行で供用されているため車両のすれ

違い可能な橋梁に架け替えるとともに、その周辺の道路整備を進めながら地域の活性化を図っ

ていくための事業として平成２３年度に工事着工して平成２６年度末完成、当初総事業費は

２５億から３０億円の計画として取り組まれました。現状は砂原橋は完成しましたが取り付け

道路の工事が両側で止まっており、旧砂原橋は近々撤去する予定と聞いております。 

 多くの市民もこの事態には困惑している状況であります。すでに本年度は２７年度となり工

事費が繰り越しとなっていますが、現状と今後の見通しについて伺います。 

 １点目、現状の工事状況と計画が遅延している理由とは何か。今後、事業の完成するのはい

つごろを見込んでいるのか伺います。 

 ２点目、砂原橋はすでに完成しており、旧砂原橋の撤去費も２６年度分で予算化しており、

供用開始と撤去の予定はどのような計画か伺います。 

 ３点目、当初計画の事業費より大幅に拡大しているが現状での増額した事業費とその理由、

また今後、完成までに予定している事業費、市の負担増額はどのくらいか。当初計画、３０億

予定より何割増しと見込んでいるのか伺います。 

 ４点目、取り付け道路の地権者への対応は。前年度までは担当職員しか対応していないと地

権者から聞いているが、市の重要事業と認識で誠意を持って地権者対応をお願いしたいところ

です。砂原地区、増田地区の両区地権者の対応状況はどのような状況なのか、伺います。 

 次に３問目ですが、ミズベリング事業について伺います。 

 河川を管理する国土交通省が河川法などの規制緩和による河川管理区域の使用可能な制度で

あり、水辺が輪となり市民が集える場の提供が可能となるような事業であります。 

 市にとって、市民にとっても有意義な事業であると認識をしたところでありますが、しかし

今、市で計画しているミズベリング構想は今年の１月に議会各会派の突然の事業説明を行い、

私たちの会派は１月１３日に初めて副市長から事業概要の説明を受けたところです。事業内容

はミズベリング構想と言っていますがメイン事業はＮＴＴ用地、２．５ヘクタールを購入して

石和温泉の活性化事業のために三船ミュージアムと駐車場と公園の整備をする事業ではないの
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か。市民には２月９日から２４日にかけて、各町ごとに市民ミーティングを開催して説明を行っ

たところですが、私の出席した会場では反対意見が多数を占めていたと認識をしております。 

 議会内で議論もしない中、１月２７日の議員全員協議会において事業説明がされ２月１８日

には３月議会定例会への補正予算案への予算も計上されてきており、最初の説明から２カ月も

経たないわずかな期間で予算化した計画であります。 

 議会内では戦国ミュージアムについてはほとんどの議員が反対意見だったため、事業内容は

変更せずに誘客拠点施設整備とメイン部分の名称を変更しただけの提案であります。この施設

をメインとした計画、説明、誘客拠点施設ができなければミズベリング構想はないとまで、はっ

きり言い切っております。市の事業としては例をみない超ハイペースで計画を進めております。

５月には笛吹市石和温泉地域における誘客拠点施設整備・運営に関する業務委託プロポーザル

の募集も行い５社からの応募があり、８月２１日には応募各社のプレゼンテーションも行われ

候補企業も内定したところです。市当局は５月末ころから笛吹市ミズベリング構想関係検討会

議を１０会議、１０の会議に分けての検討を行っていますが、すでにプロポーザルで方向性が

決まっており、形だけの検討会議ではないかと思うところであります。本来の国土交通省で提

唱しているミズベリングの意味合いとだいぶ違っていると思うところですが、以下の点につい

て伺います。 

 １点目、ＮＴＴ用地を購入して計画している誘客施設は観光目的の集客施設であり、国が提

唱しているミズベリングの趣旨・目的に基づく河川法などの規制緩和とか水辺の輪との関連は

どうなのか伺います。 

 ２点目、３月定例会での当初予算で予算化した調査費７２６万円は、ミズベリング構想の調

査・検討をして、具体化した計画を市民の皆さんに提示するための調査費であり具体的な案を

示し、それを検討していただきたいとの説明があったがその執行状況と調査結果を伺いたい。 

 ３点目、調査検討費が承認されたからといって事業がどんどん進んでしまうというものでは

なく、事業の詳細が分かってから予算が提出され、それが議決され契約執行となると説明でし

たが、一瀉千里というか今年の１月、初めて事業説明から８カ月経過の今、定例議会での一連

の議案提出となっている。議会や市民への説明などは十分と考えているのか伺います。 

 ４点目、プロポーザルの募集要綱の中で「ＮＴＴ用地が成立しない場合には契約は行いませ

ん」としたが、用地が決まってから公募するのが順序ではないのか。参加企業に迷惑や損失は、

どのように考えているのか伺います。 

 ５点目、市長選の折に市長を擁立した団体からも市長の６割は反対していると聞いています。

その団体とともに市民の声を聞くべく先頭に立ち、住民投票を推奨して市長に当選し、所信に

も市民の意見を聞いて市政を執行すると約束した倉嶋市長です。今回の事業も反対者が多く見

られ、建設反対している市民の意向を住民投票で賛否を問うのが市長姿勢と思うがどのように

考えているのか伺います。 

 次に４問目ですが、笛吹市過疎地域自立促進計画について伺います。 

 国では過疎地域自立促進特別措置法で人口の著しい減少に伴って、地域社会における活力が

低下している地域について総合かつ計画的な対策を実施し、必要な特別措置を講ずることでこ

れらの地域の自立促進を図ることを目的に、市町村に過疎地域自立促進計画を認めています。 

 本市も芦川地区を対象として、計画期間が平成２２年４月より平成２８年３月までの５カ年

計画で笛吹市過疎地域自立促進計画を策定し、実施してきました。今年度末をもって計画期間
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が終了となります。この計画と今後の方針について伺います。 

 事業計画で具体的に示されたソフト事業、またハード事業の具体的な事業の実施状況を伺い

ます。今のが１点目。 

 ２点目、完成した施設の今後の利用・運営はどのように考えているのか伺います。 

 ３点目、事業計画の実施に伴い具体的には人口の増加、雇用の拡大、住民福祉の向上に対し

成果、ならびに検証はどのように評価しているのか伺います。 

 ４点目、５年間計画で実施した総事業費と財源内訳はどのようになっているのか伺います。 

 ５点目、過疎地域自立促進特別措置法は平成３２年度までであり、国では平成２２年４月１日

以降、計画策定に関わる義務付け統計は廃止していますが、今後、市として計画策定をするの

か、するとしたらどのような方針で策定をするのか伺います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は午後からとし、暫時休憩といたします。 

 再開は午後１時３０分とします。 

休憩  午前１１時５４分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 午前中の誠和会、小林始君の代表質問に対する答弁を求めます。 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 誠和会、小林始議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに平成２６年度決算状況と平成２８年度予算編成方針についてのうち、２６年度に重

点的に取り組んだ５施策の検証結果の評価についてですが、平成２６年度における重点施策と

した総合計画後期計画に示す５施策のうち、まず機能的で魅力ある市街地づくりについては石

和温泉駅周辺整備事業の成果として駅舎の一部供用が開始されました。ＪＲ石和温泉駅の１日

当たり乗降者数は５，６００名となっており、後期計画の目標指標を上回る状況となりました。

また公共サインの整備に取り組むための実施計画を作成し、継続的に市街地の整備への取り組

みの方向性を示すことができました。 

 次にもてなしの心が溢れる観光地づくりでは、観光宣伝や観光イベント事業の実施のほか昨

年度は全国高等学校総合体育大会の自転車競技が開催され、多くの方が本市を訪れ成功裏に終

了いたしました。目標指標である石和温泉・果実郷周辺の年間観光客数、石和温泉郷年間宿泊

者数は目標値を大きく上回る数値であり、事業の成果が表われたものと考えています。 

 次に桃・ブドウ日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりでは、農業基盤の整備や農業

の担い手確保のための事業を実施しておりますが、目標指標とする桃・ブドウの収穫量、新規

就農者数は目標値を下回っているため、引き続きさらなる地域農業振興のための取り組みを図っ

てまいります。 

 次に命を守り安心して暮らせる仕組みづくりですが、消防救急無線のデジタル化等の整備を
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行い、現場到着時間が短縮されるようになりました。また、防犯灯の設置数は目標を上回って

います。住宅用火災警報器の設置率が目標を下回っている状況であることから、市民への啓発

活動を進め、引き続き設置率の向上に取り組みを進めてまいります。 

 最後に子どものすこやかな成長を支える環境づくりですが、青少年育成事業や放課後子ども

教室事業などを実施しました。虐待相談件数、不良行為少年補導件数は平成２５年度に比べて

大きく減少しています。児童館を利用する児童生徒の数は増加しており、施策に関連する事業

の成果が表われているものと考えております。 

 以上のように２６年度重要施策と定め重点的に行ってきた取り組みは事業ごとの評価の結果、

おおむね達成できておりますが、達成できない施策についてはその問題点を検証し、本年度以

降も達成に向け推進を図っているところであります。 

 次に繰越額が増加している点についてですが、昨年のご指摘を踏まえ事業担当課への進捗状

況確認や情報交換、また補正予算ヒアリングの折にも注意を払い、必要に応じて事業費の調整

を行いましたが、一般会計分の２７年度への繰越額は昨年より６億２千万円増の総額６９億８，

９００万円となりました。最も大きな要因は、昨年２月の記録的大雪による倒壊ハウス等の再

建補助費４３億円と国の補正対応事業費１億９千万円などによるものです。普通建設事業費は

２４億２，２００万円で昨年と比較しますと１７億６，７００万円減となっておりますので、

引き続き適正な予算執行・事業工程の監理に努めてまいります。 

 次に２６年度当初予算計上して繰り越した事業と理由についてですが、２７年度への繰越事

業のうち、２６年度当初予算計上のものは石和温泉駅周辺整備事業ほか２１事業であります。

これらの繰越理由については、主に関係機関との協議に不測の日数を要したものであります。

また２年間の繰越事業についてですが、２５年度当初予算計上で繰越明許を経て事故繰越になっ

たものは農業施設整備事業の一部、３４０万円が国有地の境界確認に不測の時間を要し事故繰

越となっております。 

 次に２８年度の予算方針での重要施策、重要事業についてですが、２８年度は今年度作成す

る笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる目標達成のための事業が重要施策の中心と

なってまいります。このため今年度から行っておりますミズベリング構想に基づく各事業やイ

ンバウンド対策をはじめとした観光振興策に代表される産業の活性化策、結婚・出産・子育て

までの切れ目ない施策等が重要施策となります。今後、予算編成日程に沿って十分に検討を重

ねメリハリをもって決定してまいります。 

 続きまして、砂原橋架け替え事業および周辺道路整備事業についてお答えします。 

 はじめに現状と遅延している理由、完成時期についてですが砂原橋の架け替えは舗装を含め

て橋梁本体部分は完成しております。周辺道路に関しては、左岸側すなわち八代側の一部約

３００メートルが完成しており、残りの未施工区間は県道までの取り付け道路として整備する

右岸側、すなわち石和側の延長約２７０メートルと八代側の延長約１，１００メートルになり

ます。 

 遅延している理由についてですが、用地取得について市の計画にご理解をいただく中、進め

てきましたが、交渉がまとまらない方、複雑な権利関係により、その処理に時間がかかってい

た方がそれぞれ若干名おります。また、管理が国直轄の一級河川笛吹川にかかる橋梁工事です

ので国交省との協議や許認可に時間を要したこともあげられます。完成については、用地交渉

などの不確定要素はありますが平成３０年度末を見込んでおります。 
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 次に供用開始と撤去についてですが、河川管理者との協議では、現在の砂原橋の使用は平成

２８年５月までの許可となっています。したがって現状の交通量を想定し、本年１１月から新

砂原橋の仮供用を行い、同時期から現砂原橋の撤去工事を行う計画であります。 

 なお、撤去工事については３カ年計画で実施していくことになりますので、平成３０年度末

には完了する予定であります。 

 次に当初計画の事業費より増額した理由についてですが、総事業費が２５億円から３０億円

という見込み額は、平成２３年２月に開催した平成２３年度マニフェスト説明会で示した事業

費であります。この見込み額はあくまでも概算設計での数字であり、その後の地質調査や国交

省との協議による水理解析を実施した結果、橋脚部分や河川内の護岸改修が加算増額されたこ

と、また地区要望により境川方面へのアクセス向上のため、八代側の外周道路が追加整備となっ

たこと、さらに延長１，１００メートル道路の地盤改良工事も必要となったことなど平成２３年

秋の事業スタート時点では４０億円の総事業費が見込まれておりました。したがって、事業費

の変更はなく一般財源も負担額の変更はありません。 

 次に取り付け道路の砂原地区、増田地区の地権者への対応状況についてですが砂原地区、増

田地区の計４１名の地権者の方々には用地取得に必要な境界立ち会いはすでに完了しており、

現在も順次、地権者個々への用地交渉を進めております。 

 続きまして、ミズベリング事業についてであります。 

 はじめに誘客拠点施設と国が提唱しているミズベリングの趣旨・目的との関連についてです

が、笛吹市ミズベリング構想は国土交通省が提唱しているミズベリングの理念を踏まえたもの

です。国交省は時代に則した河川管理の考え方に即して河川法を改正し、その制度的基礎に立っ

て水辺に親しみ水辺を活用することにより地域を活性化しようと、ミズベリングの輪を広げる

活動を進めてきたところであります。笛吹市もその趣旨を踏まえて、笛吹市ミズベリング構想

を取りまとめたものであり、その中に石和温泉の活性化を図るさまざまな事業を盛り込んで構

想としたものであります。 

 全国各地のミズベリングの取り組みは、地域の自由な発想に委ねられていると理解しており

ます。笛吹市のように市独自で構想をまとめ、その中に誘客施設の整備を盛り込むことは、国

土交通省のミズベリングの理念に適うものと認識しております。 

 次に２７年度予算に計上した調査費についてでありますが、まず執行状況についてですがＮ

ＴＴ用地周辺の交通状況調査、誘客拠点施設のプロポーザル提案事業者の経営内容や提案類似

業務の採算性や集客状況等の調査を実施しました。交通状況調査はＮＴＴ用地を活用した道路

整備や労報橋の架け替えの設計協議の基礎資料として使用し、また事業者リサーチ資料は誘客

拠点施設の選定にあたっての重要な判断材料として活用しました。 

 次に議会や市民への説明は十分と考えているかとのご質問についてですが、議会に対しては

毎月の全員協議会において構想の進捗状況などその都度説明をしてまいりましたが、市民の皆

さまへの説明については、まだまだ十分ではないと考えております。先般、内定しました風林

火山・三船ミュージアムの詳細については今後、市民の皆さまへの説明会や広報誌、インター

ネット等でその具体的内容をつまびらかに議会、市民の皆さまにお示しし、ご理解をいただき

たいと考えております。 

 次に誘客拠点施設の公募は建設用地が決まってから行うことが順序ではないか、また参加企

業への迷惑や損失をどう考えるかについてであります。 
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 ＮＴＴ用地の購入につきましては、所有者側とは事前に交渉を行っており購入への協力の内

諾はいただいております。誘客拠点施設の建設は２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

クを睨みつつ急増する外国人観光客を笛吹市に引き込む流れをつくり、観光に関する地域間競

争を勝ち抜くため一日も早い事業着手が必要であり、同時進行で事業を推進しているところで

あります。用地の購入につきましては、議会の議決を必要としますので今議会に提案をしてい

るところであります。誘客拠点施設提案事業者との契約にあたっては、議会において本事業に

かかる予算案・契約案が可決・成立しない場合には、委託提案業務の執行は行わない旨および

提案事業者に損害が生じた場合でも市は一切補償しない旨の条件を付け、事業者募集を行った

ところであります。 

 次に誘客拠点施設建設について、住民投票で賛否を問うことが市長の姿勢と思うとのご指摘

ですが、風林火山・三船ミュージアムの建設については将来の笛吹市を考えるとき石和・春日

居温泉の活性化、市全体の経済発展に欠くことのできない事業であります。市民の皆さまには

これから丁寧に分かりやすく、いろいろなツールを使いながら説明してまいります。特に「世

界の三船」が笛吹市に来ることがいかに千載一遇のチャンスであることかということや決して

無駄な箱物ではないということなどをご理解していただくため、精一杯努めてまいります。そ

うしたプロセスの上に立って、市民の声を代表している議会の判断をいただくことが適当と考

えており、住民投票を行うことは考えておりません。 

 続きまして、笛吹市過疎地域自立促進計画についてお答えします。 

 はじめに計画で示された事業の実施状況についてですが、まず平成２２年度から今年度まで

の間におけるソフト事業の具体的実施状況については、産業振興を図るための特産農産物開発

販売促進事業、そして芦川の原風景の魅力を高める芝桜やモミジの植栽、さらに農業体験や農

村交流活動を通した都市住民との交流事業、そして交流拠点である芦川農産物直売所、すずら

んの里、兜造り茅葺古民家藤原邸の指定管理事業等を実施しております。 

 また、地域住民が安心して暮らせる生活基盤の整備については、１つには浅川中学校への通

学環境支援策としてのスクールバス運営事業、２つには悪天候の際にも防災無線を確実に伝達

するための戸別受信機の購入事業、３つ目で配食サービスを通しての高齢者の見守りを行う高

齢者見守りサービス事業、４つ目に無医地区の医療体制を確保するための芦川診療所管理委託

事業等を実施しております。 

 次にハード事業については、１つは交流施設整備事業としての芦川農産物直売所の外トイレ

設置や駐車場の拡張。２つ目に上芦川原風景復活保存事業としての古民家藤原邸の整備。さら

に林道鴬宿中芦川線の開設、カブ入沢上芦川線の改良舗装、消防団車両の更新、診療所への医

療機器の整備、小学校屋内運動場の改築事業等を実施しております。 

 次に完成した施設の今後の利用・運営についてですが、芦川農産物直売所の駐車場拡張部分

や古民家藤原邸は地域住民が主体となっている団体が指定管理者として施設を運営しており、

今後も地域を最もよく知る団体が地域住民と連携し、その魅力、効果を最大限に引き出して観

光客、交流人口の増加を促し、地域産業の活性化につながる運営を引き続き行っていただける

ものと考えております。 

 次に事業計画の実施により人口の増減、雇用の拡大、住民福祉の向上の面での成果・評価に

ついてですが、事業計画の実施による雇用という面では交流拠点となる芦川農産物直売所、す

ずらんの里、古民家藤原邸を地元住民が主体となった団体が運営し、またその拠点において地
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元の食材を利用、販売すること等により地域農産物の生産農家の意欲向上や雇用の場の確保を

図ってきたところであります。 

 なお３施設の雇用状況ですが、指定管理者に確認したところその従事者数の合計は２９人と

なっております。 

 また住民福祉の向上という面では各種事業を実施してきたところでありますが、例えば先ほ

ど述べました高齢者見守りサービス事業の昨年度末受給者数は１１人で延べ配食数は１４８食、

芦川診療所の昨年度延べ受診者数は内科、歯科を合わせて８４４人という状況であります。し

かしながら全国的、全市的に人口減少が危惧される中、現在の計画開始の平成２２年度当初に

４９８人であった芦川地域の人口は直近の平成２７年７月末現在３９９人と９９人の減、率に

してマイナス１９．９％となっており、人口減少に歯止めをかけるまでには至らないものの交

流人口という面では芦川農産物直売所、すずらんの里の平成２６年度来場者数合計は７万人を

超えており、芦川地域の自立促進につながる取り組みが図られていると評価しております。 

 次に５年間計画で実施した総事業費と財源内訳についてですが、平成２２年度から２６年度

までの実績額および２７年度予算額を加えた総事業費は約１１億５千万円となり、その財源内

訳は国庫支出金２億７千万円、県支出金５千万円、過疎対策事業債８億２千万円、一般財源１千

万円となっております。 

 次に計画の策定についてであります。 

 引き続き、芦川地域の維持発展を図るために過疎対策事業債等の財政支援措置を活用するこ

とは重要であると考えており、平成２８年度から３２年度までの５カ年を期間とする新たな計

画を平成２８年の３月議会へ上程できるよう策定を進めてまいります。 

 なお、このことを念頭に５月に開催された芦川町審議会において計画策定に関する説明を行

い、併せて計画策定に地域住民の声を反映させるため、地域の課題や意見等の集約をお願いし

たところであります。また、策定の方針につきましては、これまでのさまざまな事業実施だけ

では人口減少を食い止めるまでには至っていないという厳しい状況を受け止めた上で、これま

での実施事業に対する評価や問題点等を把握し、その解決策を地域住民と共に考え特色ある芦

川地域の資源を最大限に生かした地域づくりをさらに推進するための実効ある計画を策定して

いく方針であります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 最初に、砂原橋についての再質問を行います。 

 先ほど設計、契約変更はないというような答弁でしたけども、これは実際は、これは案です

よね。これ、事業課によっては入札件数の９０％以上は変更契約というような、今の笛吹市の

実態なんですよ。それで金額もですね、数万円から数億円というような増額が設計変更によっ

て通常、当たり前のごとく契約が行われているわけなんですけども、こういった契約変更の多

さ、この部分に関して市長はどういうように考えますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、河野建設部長。 
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〇建設部長（河野正美君） 

 小林議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 ただいまの契約変更といいますか、砂原橋に関してちょっと言わせていただきますと当初、

先ほどの説明でも市長の説明でもありましたけども、砂原橋についてはまずはじめの段階です

と、まず設計というものは概略設計等がございます。それに基づいていろんな計画が、概算の

ものがつくられるわけですけども、その中には簡単なボーリングの関係、ボーリングも当然、

特に砂原橋ですと橋脚の部分が問題になってきますので、そちらの関係の概略的な、数カ所か

空ける、２、３カ所空けるんですが、３カ所空けるんですけども、そういったそれに基づく概

略設計があって、そのあとにですね、いよいよ本設計と言いますか、詳細設計に入るわけです

けども、そこでの差が出てきてしまったということが特に、契約まで、それはまだ契約、工事

の段階の前の段階ですので、先ほども言いましたようにそこでの差が出てしまったということ

がございます。 

 実際のボーリングの関係になりますと、やはり詳細設計になりますと実際のところは橋脚の

部分とかですね、そういった安定、支持地盤までのところまでのボーリング等がございますの

で、そこでしっかり出てくると。そういう関係になりますので、あくまでも設計変更と言いま

すか、それでなくて、より詳しく調べた関係でそういった事態が起きてしまっているというこ

とでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 時間がありませんので議論はしませんけども、次にですね、仮供用に関わる道路、仮設道路

などの経費はどのくらいかかるのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 現時点ですと、これから仮供用ですから舗装の関係が出てまいります。仮舗装がこれからで

すと３０メートルぐらい、それから幅員４メートルぐらいでいきますと約１２０平米当たりの

関係になりますので、そこで単価５千円で６０万円程度。それからあとですね、工事用の用地

を借りているところが一部ございますので、それを引き続き借りるというところで合わせて

１００万円程度と考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 先ほどの説明でね、道路は仕上がっているんですけども、橋は仕上がっているんですけども

取り付け道路、右岸、左岸を含めてですね、計画ですと３０年後半ですか、あと４年以上です

か、４年かかるんですけども、この理由としてですね、いろんな部分が挙げられるわけなんで

すけども、まず増田地区と砂原地区の地権者対応はどうなっているのか伺います。 
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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） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 砂原地区、増田地区、両地区ともですね、平成２４年から用地のですね、境界確認とかそれ

ぞれ個々の交渉にも入っているわけでございまして、本年３月までにはすべての地権者、皆さ

ま方の境界確認だけは終わっております。この９月からですね、それぞれ用地交渉にそれぞれ

入っている状況でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 通常ですとね、橋が仕上がって取り付け道路も一緒に仕上がるんですけども、これから橋は

完成している、取り付け道路についてはこれから地権者の対応をする。同意書の点については

９月から、これから地権者に、地権者対応を始めるということですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほども言いましたようにですね、すでに用地も取得して工事も始まっているところもござ

いますし、まだこれからの残された部分がございますので、そちらについての用地交渉をこれ

から順次進めているという段階であります。すでに工事的にはもう始まっているところがござ

います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 私も先日、橋も渡ってみました。そして砂原地区の地権者にもちょっと３人ほど話を聞きま

したけども、砂原地区の地権者は市長がですね、砂原橋の事業凍結で当選して、その後、砂原

橋の事業継続は、橋の用地は地権者でないのでもちろん問題はありませんけども、関係する道

路の用地についてはその後、市から具体的な話も説明も聞いていないというふうな話でしたけ

ども、このへんのところをもう少し詳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） 

 それでは、小林議員の再質問にお答えいたします。 

 地元説明会、住民の中ではですね、地元の説明会、これは公民館で行われていたり、あるい

は中には幅杭を打っておいた状態で現地での説明、要するに境界確認とかですね、そういった

ことをさせていただいております。人によってはですね、公民館での説明が出てこられなかっ

たときには、その後にご自宅のほうに訪ねていってお話をするというようなケースもあると聞
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いております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 実際、私が聞いた話ですとね、地元の地権者に市の考え方が伝わっていないというような感

触を受けたんですけども、これは一度、凍結はしていないのか、凍結中止で倉嶋市長が当選し

たわけなんですけども、このとき凍結中止、継続、橋の部分と、この事業、橋と周辺道路整備

事業のこの２つなんですけども、このへんについて地元に対して納得のいく説明は市長のほう

からはした経過がありますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇２０番議員（小林始君） 

 いや、市長に。 

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） 

 小林議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 そうです、これにつきましてはそれぞれの公民館に出向いているわけですけども、砂原地区

にやはり平成２５年の３月、増田地区には２月、それぞれそのときには職員ばかりでなく、市

長も同席していただいているということを聞いておりました。 

 以上で説明させていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 たしかに公民館とかね、現地とか説明をしたというような話になるわけなんですけども、こ

れは実際、地元にこれ伝わっていないんですよね。この話が。もし例えば、その砂原地区１６名

地権者がいるんですけども、もし欠席とかなんかの都合で連絡がいかなかった場合に関して、

欠席した場合、なんらかの誠意を持って、私これ一番筋だと思いますよ。誠意を持って地権者

の対応をすべきだと思いますけども、先ほどもちょっと市長にも答弁をお願いしたんですが、

市長、その凍結中止を唱えた市長なんですけども、継続に関して橋の部分はもちろんあれです

けども、土地の部分に関して、道路の部分に関して地元に市長が直接お願いやら説明に行った

経過はあるかどうか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 小林議員の代表質問にお答えをいたします。 

 今、建設部長が答弁したとおり、私も二度は現地に足を運んで説明に立ち会ったというか、

説明会に出席をしております。議員はその凍結だの凍結中止だのということを何か、えらく問

題にしておられるようでありますけれども、私の説明会の議論はまったくそういうような話で
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はなくて、私はとにかくこの橋を造ることで推進をするということでお願いにまいりましたと

いうことで説明会に参加しておりますので、何かそのあたりが議論になったというふうにはまっ

たく認識してはおりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 合併特例債の使用期限もですね、あと４年というわけなんですけども、もしですね、この工

事が期限内に完成しない場合、これは特例債使用と交付金使用、交付なんですけども、こういっ

た場合、どういうような状態になるのか、説明をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長・・・。 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 小林議員の再質問にお答えいたします。 

 合併特例債ですが、合併特例債につきましては毎年度の事業実績により借り入れを行います

ので出来高で借り入れを行うということになります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それは分かりますけども、合併特例債の使用期間があと４年しかないですよ。それまでに工

事が完成しなかった場合はどうなるのか、こういうことです。 

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。 

 すべてが完了しなくても出来高で、その部分だけを借り入れて単年で精算をするということ

になります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 その年の出来高ということは、そうですね、完成しない部分に関しては市の自己負担であと

はやると、そういうようなことになりますよね。 

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） 

 合併特例債の期間がですね、終わりになって合併特例債が入らなくなるとしましても、また

別の財源を探すということになります。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 次にミズベリングについての再質問をさせていただきます。 

 今議会の提出議案を２７日にいただきまして説明を受け、市長も大々的に記者発表を行った

ところですが、３日の開会日に補正予算案の水辺活性化事業費のうち誘客拠点施設、誘客施設

整備委託料７億円の債務負担行為の設定等、施設建設整備委託料１億円を削除した補正予算案

に差し替えたことは、これはまさに議会軽視とそして市民軽視、そして提出権の乱用だと私は

思います。提出案件を容易な、安易な書類の申請と考え議会を軽くみている、これは証であり

ます。議員として憤怒の念を覚えるところですけども、われわれは事前に市長、市民の、市長

に対して、市に対して、市民の意見を聞くことが必要だと何回も何回も指摘をしてきましたが、

修正に対して納得のいく説明をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 議会提出案件を事前にお配りさせていただいて、またそれを当日、本会議の提出内容につき

ましては、誘客施設分を除いた土地取得部分のみとなったことでございますけども、そのへん

に関しましては議会日程等の設定をしていただいている中で、非常に協議をしてきた中でです

ね、混乱をさせてしまったというところは申し訳なく思っております。その提出させて、資料

として出させていただいてあと、さまざまな市民の皆さまのご意見等もお聞きする中で、その

案件につきまして、誘客施設の部分につきましてはさらにしっかりですね、説明をさせていた

だく中で時を改めて十分、議論をしていただきたいというふうなことを痛切に感じて、そこで

改めて出し直す、差し替えをさせていただいたところでございます。ぜひご理解をしていただ

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） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 この発言は３月の定例議会の委員会の中で副市長の発言なんですけども、われわれ議員は、

さっきも言いましたけども３カ月もしくは半年、もう少し市民の意見を、議会の意見を聞いた

らどうなのというようなことで調査費の提出に関して意見を述べたわけなんですけども、その

中で副市長は「３カ月待ってもなんの得があるのか。双方にですよ。議会は議会でやってもら

えばいいことです」。そしてよく分からないんですが「われわれのスタートがなんで３カ月遅

れなければならないのかということです」、こういうふうに発言されたわけなんですけども結

果的にここで取り下げしましたよね、９月の議会で。先ほどの質問のとおりですけども。結果

的にそういうようになったわけなんですけども、副市長、それはなんか反省の言葉はあります

かね。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 前段の部分がちょっと理解できなかったんですけれども、調査費の予算を３月議会に計上さ

せていただいて、その調査費の計上を待つ必要がどこにあるのかと、こういう議論だったと思

うんですね。それで調査費のものについては３月に計上させていただいたと。その後、私ども

もいろんな団体等に出向きまして、およそ８０回ぐらいミズベリングの説明もさせていただき

ました。そしてプロポーザルを経て今回、具体的に三船のミュージアムと、こういうことで具

体的な案が出ましたので、これにつきまして９月議会でご議論をいただきたいというふうに思

いましたが、その後ですね、これは私のほうのちょっと準備不足という、あるいは認識違いと

いうとこもあったのかもしれませんけども、もう少しですね、市民の皆さまに丁寧にこの内容

について説明をさせていただいたほうがいいというふうに市としては判断をいたしまして、今

回９月に提案する予定でありました三船ミュージアムについての予算案については提案をせず

に、またもうちょっと説明させていただきながら、その後、正式に提案をさせていただきたい

と、こういうことであります。待つ必要がないとかそういうのも言葉のあやの部分もあるのか

もしれませんけれども、とりあえずですね、私の認識としてはそういう認識であります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 議論している時間がありません。 

 ＮＴＴ用地購入に関して５億という数字を出しているんですけども、これは決定なんですか。 

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。 

 予算を今議会のほうへ出させていただいた５億円でありますけども、これにつきましてはま

だ決定ではございません。ＮＴＴ側との交渉の中で５億円以内ということで、おおむねＮＴＴ

のほうでもこの了承を得たということで、まだ文書等の確認ではありませんけども、そのよう

な状況の中で、また売買についてもＮＴＴ側としても了承できる状況になってきているという

ことでございまして、今回の今議会のほうに補正予算を追加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） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 労報橋の架け替え工事で６月に、６月議会で設計費の３千万円が予算計上されたわけなんで

すけども、これ、ＮＴＴの土地は当然関係すると思いますけども、ＮＴＴに対して土地の交渉

は当然済んでいると思うんですけども、土地の交渉をしたかどうか伺います。 
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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。 

 労報橋の関連、道路の関連の土地の交渉ということでございますけども、これにつきまして

は、今回の誘客施設を含むあそこのＮＴＴ用地全体として現在、交渉をしているというところ

でございますので、個別に道路部分としての交渉ではございません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 副市長、前からですね、何回も発言しているんですけどもＮＴＴの土地、７千坪、２万５千

平米、全部取得しなければ個別には、誘客施設の建設がなければこのミズベリング事業、構想

自体をやらないと言っているんですけども、これ、労報橋の部分的、例えば道路の拡幅、部分

的、これは別の問題ですよね、副市長。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 私どもが提唱しているミズベリング構想ですけども、これは階段堤防からですね、労報橋の

架け替え道路拡幅、それからＮＴＴ用地を活用した誘客施設、また今回の誘客拠点施設は三船

のミュージアムですけども、それ以外の直売所とか、あるいは朝市とか、あるいは屋台村とか、

いろんなことが考えられるわけですけども、そういうものすべてを含めた誘客の拠点となる場

所としての活用、こうしたものがすべて含まれてミズベリング構想ということになっておりま

す。その中のＮＴＴ用地の活用というのは、このミズベリング構想の相当中核的な部分であり

ますので、この部分につきまして、もしこれが活用できないということであれば、このミズベ

リング構想全体への影響というものも相当出てくる、こういう意味でこれまで発言をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 それも含んでですけども、全部を購入しなくても部分的の購入、交渉も可能かどうか私、聞

いているんです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 道路拡幅部分だけの購入ということでしょうか。ＮＴＴ用地につきましては、ＮＴＴが、市

がですね、総体的な活用策を見出していただけるのであれば売買に応じることもありますよと、

こういうところから交渉は出発しておりますので、道路部分だけを売ってくれるとかですね、

そういうことは向こうも考えていませんし、われわれも考えていないところです。 
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 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 道路部分だけは活用しないとかと、それはＮＴＴの希望なんですか。希望というか道路部分

だけは売却しない、それは労報橋の架け替えに際して、当然そのＮＴＴの土地を利用する場所

もあると思いますけども、その部分に関してもＮＴＴは売らないと言っているんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 再質問にお答えいたします。 

 労報橋、それからその先の道路の拡幅ですけれども、この部分についてだけＮＴＴが売ると

いうことはまったくＮＴＴは考えておりません。それから労報橋、それから道路の拡幅には、

あの中にですね、ＮＴＴのケーブルが入っていたり、あるいは橋の下にかけられたりといろん

な問題もありますので、ＮＴＴとはその部分についての協議も今、行っているところです。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 私も実はね、ＮＴＴと話をした経過があるんですけどもＮＴＴが言うことに、いいですか、

よく聞いてくださいよ、基本的には全部を回収してほしい。しかし状況が変わったら、再度検

討いたします。当然必要な部分は前向きに、必要な部分は前向きに検討します。行政に対して

はわれわれは、私どもは反対をいたしません。こういうことをＮＴＴ関係者が言っているんで

すよ。いかがですか、市長、副市長。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 私どもの交渉の中でそういう話は一切ございません。それはどういうルートかよく分かりま

せんけども、そういうことでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 副市長、私もね、関係者と話をしたんですけども、関係者の名前はここで発言できます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 私のほうでは本社のほうへまいりまして名刺交換をしたりしたんですが、名前はそのときに

は承知しておりましたけども、今はその部長とか課長とかの名前は承知しておりません。経営

政策部長とか企画課長とか担当の者がこれまでずっと対応しております。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 肝心な部分なんですけども時間がないから前へいきますけども、これは副市長よく、副市長

単独ではなくて、よく確認してみてくださいよ。これはっきりそういう、申していますからね。 

 それからさっきケーブルと言いましたけども、ケーブルはＮＴＴの土地のどのへんにどうい

うふうにとっているのか、これは管路図で示すことはできますかね。 

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。 

 ケーブルの場所でありますけれども、現在、用地の南側ですか、一部、一方通行になってい

るところでありますけども、そこに入っているということで、あと道路敷きのほうにも入って

いる。ただＮＴＴとしては今現在その道路部分、敷地内等につきまして確認を今、取っている

という状況でありますので、最終的な結果というのはまだ伝えられておりませんけれども、そ

の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） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 改修費が問題になっていますけども、もし改修費が回収できない場合はこれは誰が責任を取

るんですかね。市長。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 改修費というのは。申し訳ありません。７億。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ７億円の建設費です。 

〇副市長（小林明君） 

 ７億円の建設費につきましては、これは初期にですね、開業までの費用として建設費も含め

て７億円を市のほうで用意いたしますと。そして開業後にはこの７億円を利益の中から市が、

三船の場合はですね、市が７割、民間が３割とこういう割合で回収をしていきます。そして利

益回収後は今度は市が３割、民間が７割と。ここから先は儲けの部分になるわけですけども、

そういう基本的な状態になっております。 

 これにつきまして、１０年でですね、年平均２４万人入れば１０年で７億円を回収できると、

こういう提案でございます。また通常の赤字ということが発生した場合には、これは民間のほ

うですべて持ちますので市の負担は一切ありません。また運営管理費ももちろん市の負担は一

切ありません。最終的に何らかのアクシデントでですね、事業が継続できなかったとかそうい

ようなことが出た場合に、その段階でいくらまで回収できているかよく分かりませんけども、

それにつきましては契約の中でですね、はっきりさせていくと。ただ７億かけて、７億、これ
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は１０年と言っていますけども、例えばお客さんが少なかったとしても１５年でも２０年でも

かかれば、だんだん回収はしていくんですけども、途中で事業が中止になった場合には、これ

は会社としてもそれなりに大きいアクシデントなんだろうと思うし、それを今、想定の中でで

すね、どうするこうするということは、なかなか難しいということで答弁とさせていただきま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 順々になんかあやふやになってきますけども、ところでプロポーザルで内定した会社があり

ますよね。内定。この会社の内容には問題は特になかったんですか。 

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。 

 内定業者につきまして、出されている資料等に基づきましてその分析等を行ってコンサルの

委託の中で行いましたけども、特に問題等は指摘されておりません。一部資産等が、負債資産

等が減少しているのはここ数年の中であるというぐらいでですね、実際の経営状況については

特に問題ないということで報告を受けております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 部長も承知はしていると思いますけども、私も何人かからインターネットからの引き出した

この会社に対しての情報をいただきました。昨年の１０月２９日に、これ所得隠しでこれ告発

されていますよね。このへんのところ承知していますか。部長、課長、市長も、副市長もこれ

は承知していると思いますけどね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 脱税ということでですね、国税庁のほうからそのような指摘がありまして、それについては

完納いたしまして、すでに決着がついていると、こういうことは承知しております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 質問は。 

 ありますか。 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 これ、国交省からですね、３月３０日付けで１月２３日付けのかわまちづくり計画について

登録しました認可証が３月３０日で笛吹市に届いているわけなんですけども、この中身を見ま

すとイルミネーション、川床の見学、川下り、いろいろあるんですけども、この中にミズベ公

園整備としか謳っていないんですよね。この公園に関して。これはどうですか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ３月３０日に、国交省のほうで認可を受けました笛吹市のかわまちづくり計画というものが

あるわけですが、その中にはですね、国交省が直接行う部分として階段堤防の部分、あるいは

水辺カフェとか、あるいはソフト事業、ミズベリングってもともとがソフト事業ですので、そ

ういうようなものが入っておりまして、それ以外にイルミネーションとか、あるいは川床とか、

あるいはミズベ公園ですね、ミズベ公園という言い方はあのＮＴＴ用地をかわまちづくりの中

ではしているんですけども、かわまちづくり計画ではミズベ公園という言い方をしているんで

すが、それそのものがＮＴＴの用地を生かした地域活性化策と、こういうことでございますの

でかわまちづくり計画の中に、国交省のかわまちづくり計画の中に位置づけられている計画で

もあります。 

 ただですね、笛吹市が行っているミズベリング構想というのはもともとが国交省のミズベリ

ングという理念とかですね、そういうようなものも包含して笛吹市のミズベリング構想のほう

が広いんですね。もともと水辺を生かして地域活性化をするというのがミズベリングの理念で

すので、そういうようなものを包含する中で笛吹市のミズベリング構想はできておりますので、

そのへんのところは地域も同じでやっている、記載されていることもほとんど同じなんですけ

れども、そこらへんのところは市がやるものと国交省がやるものと、こういう区分けははっき

りできております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 あまりこういった言い方は言いたくないんですけども、副市長、御坂の２月１３日の市民ミー

ティングの折に・・・。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 時間となりました。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ぽしゃったら撤退すると言っていますけども、副市長、その考えはまだいまだに同じなんで

すか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 時間が経過しておりますので。 

 以上で、誠和会の代表質問を終了します。 

 続いて、公明党の代表質問を行います。 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 公明党の川村惠子でございます。 

 通告に従いまして、代表質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、マイナンバー制度についてお伺いします。 

 マイナンバーが１０月以降に各自治体から番号を知らされる通知カードが郵送され、来年１月
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から制度の運用が始まります。国内に住民票があるすべての人に１２桁の個人番号が割り当て

られ、この番号は原則、生涯変わりません。このマイナンバー制度は国民一人ひとりに新たに

番号を指定し、その番号を利用することにより効率的な情報の管理や利用を可能にするための

社会基盤であり、行政運営の効率化、行政分野における公正な給付と負担の確保など国民の利

便性の向上を図ることを目的とされるものです。一人ひとりに合った行政機関などからのお知

らせや行政機関などへの手続きを一度で済ませるワンストップ機能なども効果が期待されてお

ります。本市におけるマイナンバー制度導入について、以下の点について伺います。 

 １．市民サービスはどのように向上するのか伺います。 

 ２．マイナンバー制度導入の現時点での準備状況について伺います。 

 ３．年金情報の流出が問題となっておりますが、個人情報保護についての対策を伺います。 

 次に、子どもを安心して産み育てられる環境づくりについて質問します。 

 本年度、政策しなければならないまち・ひと・しごと創生総合戦略の４つの柱の１つに若い

世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるがあり、その中で国が示している主な施策に結婚、

出産、子育て支援、子育て世代、包括支援センターの整備とあります。本市における子どもを

安心して産み育てる環境づくりについて、以下の点について伺います。 

 １．妊娠、出産、育児のきめ細かな支援について。 

 国では核家族化や地域のつながりの希薄化等により妊娠、出産、子育てをする父母からの不

安や負担が増加している状況から、ワンストップ拠点となる子育て世代包括支援センターの仕

組みを全国で展開する方向性を打ち出していますが、本市の取り組みについて伺います。 

 ２．不育症への支援や助成についてですが、不育症については平成２３年６月に一般質問を

させていただきました。不育症とは２回以上、流産、死産、あるいは早期新生児死亡がある場

合と定着されております。厚生労働省不育症研究班の調査では、妊娠した女性の４０％が流産

を経験しているとされ、毎年約３万人の不育症患者の方がいると報告されております。原因は

人によってさまざまですが、検査と治療することによってなんと８５％の不育症の患者が出産

に至ることができることも報告されております。 

 山梨県におきましても今年度から不育症治療費助成制度が創設され、保険適用外の治療費に

対して助成されることとなりました。本市におきましても不妊治療同様、上乗せをして助成す

るお考えがあるのか伺います。 

 埼玉県和光市では和光版ネウボラ事業をスタートしました。和光版ネウボラとは地域の子ど

もの子育て支援センター３カ所に母子保健コーディネーターを配置し、母子手帳をもらいに来

たときに助産師さん等がその人に合った必要なサービスをコーディネートする取り組みです。

なんでも相談できる雰囲気をつくり、出産前後に関わる課題が起きても見過ごさない態勢を構

築しているその上で市と支援センター職員、医師などが連携する会議で聞き取った情報などを

もとに必要な支援策を個別に策定する個別支援は詳細に必要性を検討するため、結果的には経

費の無駄削減になるといいますが笛吹市版ネウボラ事業を実施するお考えはあるのか伺います。 

 ３点目として、次に障害者差別解消法施行に向けた取り組みについて質問します。 

 昨年１月、障害者権利条約が発効されましたが、その周辺の法整備として障がいを理由とす

る差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の施行が平成２８年４月に迫っ

てまいりました。概要は障害者基本法の基本的理念に則り、すべての障がい者が障がいでない

者と等しく基本的人権を共有する個人としてのその尊厳が重んじられ、障がいを理由とする差
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別の解消の推進に関する基本的な事項や行政機関等および事業者における差別を解消するため

の措置等が定められることにより、共生する社会の実現に資することを目的としています。そ

こで以下の点についてお伺いします。 

 １として、障害者差別解消法が本市において平成２８年４月に施行されるこの法律について

どのような取り組みをされているのか伺います。 

 ２．本市において３年間を計画期間として策定された笛吹市第４期障害福祉計画におきまし

て障がい者の権利に関する条約がどのように生かされ、取り組みをされているのか伺います。 

 ３．障害者差別解消法の目指すべき姿として障がいのあるなしにかかわらず、お互いが尊重

し合いながら共有する社会が掲げられておりますが、本市の目指す共生社会とはどのようなも

のを考えているのか、お伺いします。 

 ４点目としまして８月２７日付けの新聞に「障がい児医療費窓口無料 ２子で復活」という

記事が掲載されました。昨年１１月より山梨県として窓口無料を一時払いに変更し、そのこと

により逆転現象が発生しました。そんな中、障がい児の保護者の皆さんから窓口無料化に戻し

てほしいと何度も何度も要望があったのは事実でございます。また６月議会においては地方単

独事業による国保の減額措置の見直しを求める意見書が議員全員の賛成のもと、国に提出され

ました。さらには来年４月より障がいを理由とする差別の解消の推進に関する障害者差別解消

法の施行にあたり、重度心身障害児の医療費窓口無料化の実施を望みますが市の考えを伺いま

す。 

 最後に、４点目としてミズベリング事業について質問します。 

 笛吹川周辺の活性化を目指すミズベリング構想の一環として誘客施設の委託業者を選ぶため、

公開プレゼンテーションが行われましたが、そこで以下の点について伺います。 

 １．県内外の５社が参加し、セディックインターナショナルが提案した風林火山・三船ミュー

ジアム（仮称）に決定した理由について伺います。 

 ２点目として、選定委員会で決定した事業者は市民のアンケートの内容や声がどのように反

映しているのか伺います。 

 ３点目として地方創生、人口減少対策にどう反映されるのか。若者の雇用、シニアの再雇用

をどのように考えているのか、お伺いいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 公明党、川村惠子議員の代表質問、マイナンバー制度についてお答えいたします。 

 はじめに市民サービスはどのように向上するのかについてですが、マイナンバー制度により

期待される市民サービスとしては、市民の負担軽減と市民の利便性向上が挙げられます。市民

の負担軽減については、申請者が個人番号を記入することにより添付書類が省略されるなど行

政手続きが簡素化されます。市民の利便性向上については、現在利用されている住基カードと

同様に個人番号カードを利用して休日や夜間でも全国のコンビ二店で住民票や印鑑証明書の交

付を受けることができます。将来的にもさまざまな使い道が検討されています。 

 また、平成２９年１月から稼働予定のマイナポータルに行政機関から住民一人ひとりに合っ



 ７１ 

た行政サービスのお知らせをするプッシュ型サービスの機能が搭載されます。これにより自宅

のパソコンやスマートフォンで予防接種のお知らせ等、自分に合った情報を受け取ることがで

きるようになります。 

 次に現時点での準備状況についてですが本市では現在、条例整備、個人番号の付番、システ

ム整備、個人番号利用事務の見直し、セキュリティ対策および制度周知の６つの分野でマイナ

ンバー制度導入に向けた準備を進めています。 

 はじめに条例の整備についてですが、個人情報保護条例の一部改正案を本議会に上程してい

るところであります。また、個人番号を利用する事務に用いる申請書等に個人番号欄を追加す

るなど規則や要綱で定める様式に変更する改正を進めています。 

 次に個人番号の付番についてですが、平成２６年度から国および地方公共団体情報システム

機構が構築した個人番号付番システムに個人番号を仮付番し、本年６月から７月にかけて連携

テストを行いました。現在は１０月５日の個人番号の付番に向けて、仮付番後に移動した住基

データの変更処理を行っているところであります。 

 続いてシステム整備についてですが現在、住基システムの改修と団体内統合宛名システムの

構築を終え中間サーバーの構築、住民情報系システム等基幹業務システムの改修に着手してお

ります。今後は庁内および他機関との連携テストを行っていく予定であります。 

 次に個人番号利用事務の見直しについてですが現在、個人番号を利用する事務の洗い出しを

終え、事務フロー図によりマイナンバー制度導入後の事務の流れを確認しているところであり

ます。 

 次にセキュリティ対策についてですが平成２７年３月に特定個人情報保護評価書を作成し、

第三者機関である特定個人情報保護委員会に提出しました。今後は個人番号を利用する事務に

ついて従事する職員を特定し、パスワードを設定していく作業を行っていきます。 

 最後に、制度周知についてであります。 

 本年６月にマイナンバー制度のホームページを開設したほか、広報ふえふき８月号からマイ

ナンバー制度の特集記事を連載しています。また８月から９月にかけて、区長会の場をお借り

してマイナンバー制度についての説明を行っています。さらに９月から１０月にかけて、マイ

ナンバー制度のガイドブックと通知カードに関するチラシを全戸に配布する予定です。５月と

８月に全職員を対象としたマイナンバー研修を開催し、制度に対する職員の理解を深めたとこ

ろでございます。 

 次に個人情報保護についての対策についてでありますが、マイナンバー制度では制度面とシ

ステム面から個人情報を保護するための措置を講じることとしております。制度面の保護措置

としては、法律等に定めのあるものを除いて個人番号を含む個人情報の収集・保管を禁止して

います。また、なりすましを防ぐため個人番号を収集する際に本人確認を義務付けています。

さらに特定個人情報保護委員会という第三者機関が個人番号の管理について監視・監督をして

います。なお、職員や事業者等が法律に違反した場合の罰則も従来より厳格化されております。 

 次にシステム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく従来どおり年金の

情報は年金事務所、国税の情報は税務署、地方税の情報は市役所税務課というように分散して

管理していきます。分散管理によって個人情報が芋づる式に漏えいすることを防ぐことができ

ます。また、行政機関の間で情報のやりとりをする際には個人番号を直接使わないで通信に暗

号をかける、システムにアクセスできる人を制限するといった対策を講じることで個人情報を
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保護していきます。なお、個人番号カード内には地方税関係情報や生活保護関係情報といった

プライバシーの高い情報は記録されない仕組みとなっています。 

 続きまして、子どもを安心して産み育てられる環境づくりについてのご質問にお答えします。 

 まず妊娠、出産、育児の切れ目ない支援についてでありますが、本市では母子保健サービス

として妊娠届け出時に全妊婦に保健師による面接相談、初妊婦へのマタニティースクールを３回

実施し、お産や育児、仲間づくりに対して支援しております。出産後３カ月までに赤ちゃん訪

問として全乳児と産婦を対象に家庭訪問を実施しており、里帰りが長期化する中でも９５%の

実施率となっております。さらに乳幼児健診において特に発育・発達に気がかりな点のある乳

幼児については二次相談として二次健診、カンガルー教室、コアラ教室等を実施し母子への支

援をしております。これらの事業では地区を担当する保健師が継続して受け持ち、支援する体

制を取っております。 

 また必要に応じて保健、保育所、学校などの関係機関等と支援連携会議を実施し一貫した支

援が継続できるよう連携を図っています。昨年度からは、市内の中学校において命と健康の大

切さを伝えるいのちの授業も開始し、思春期教育からの切れ目のない支援の取り組みができつ

つあります。さらに子育て支援センターやファミリーサポートセンターなどの子育て支援を行

う機関等とも連携を強化する中で今年度、県が笛吹市内に建設しております産後ケアセンター

につきましても立地を生かし、連携した支援ができるよう準備を進めているところです。 

 なお、子育て支援を柱とする笛吹市総合戦略におきましても、子育て環境を含む多世代包括

支援システムの構築に取り組み、切れ目のない子育て支援体制づくりを強化してまいりたいと

考えております。 

 次に不育症への支援や助成についてですが、山梨県で今年度から実施しています山梨県不育

症治療費助成事業につきましては流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを

持てない不育症の治療費への助成を行うもので、経済的負担軽減と少子化対策の充実を図るこ

とを目的としています。しかしながら、助成対象経費が保険適用外の治療費であることなど限

定的であり、かつ除外経費も多岐に渡っていることから事業実績につながっていないと伺って

おります。今後も県の助成実績等を把握した上で検討してまいりたいと考えております。 

 次に笛吹市版ネウボラ事業についてであります。 

 ネウボラとはフィンランド語でアドバイスする場所を意味し、出産・子どもネウボラとして

妊娠期から就学前の子どものいる家族を対象とする支援制度であり、ネウボラ保健師が中心と

なって切れ目のない支援を行うことを言います。 

 最近ではフィンランドの出産育児相談所ネウボラをモデルに、１つの窓口で継続して支援が

できる体制を図ること、その役割を持つ子育て支援包括センターなどの拠点を指す場合もある

ようです。 

 本市では地区担当保健師が中心となって連携した支援をしており、切れ目のない支援という

意味でも子育てに関する保健、福祉の環境が整っていると考えています。今後ネウボラモデル

を参考に整理し、制度化するにはいくつかの課題もありますので、産後ケアセンター等と連携

し取り組みを進める中で考えてまいります。 

 続きまして、障害者差別解消法の施行に向けた取り組みについてのご質問にお答えします。 

 まず障害者差別解消法の施行に向けた市の取り組みについてですが、平成２８年４月１日に

施行される障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律では、国の行政機関や地方公共
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団体等および民間事業者による障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止や障がい者に

対する合理的配慮を行うことの義務付けなどが定められていることから、法律の趣旨・内容や

地方公共団体として果たすべき役割等について本市職員に周知徹底するため、全職員を対象と

した職員研修を計画しております。 

 また、努力義務とされている職員対応要領の作成につきましても国や県の対応要領に準じ今

年度中に作成いたします。市民の皆さまへの周知につきましては、広報やホームページでのお

知らせや啓発用パンフレットを市役所および市内関係機関等の窓口に配置し、啓発活動に努め

てまいります。 

 次に障がい者の権利に関する条約についての市の取り組みについてでありますが、第２次障

害者基本計画に基づき、障がい者への差別・偏見等の解消や社会的障害の解消に取り組んでお

ります。具体的には、地域自立支援協議会の当事者家族部会を中心に障がい者の地域活動参加

や市民との交流事業等への取り組みや十分な理解が進んでいない発達障害についての支援シス

テム構築や啓発の取り組み、情報・コミュニケーションの障壁解消に向けた手話通訳士の設置

や声の広報事業、点訳サービスおよび手話通訳奉仕員や朗読奉仕員の養成事業などの実施など

のほか外出や社会参加手段の確保や公共施設等への障がい者の意見を取り入れたユニバーサル

デザインに配慮した施設整備などに取り組んでいるところであります。 

 次に笛吹市の目指す共生社会についてであります。 

 本市においては、すべての市民が障がいの有無に関わらず等しく基本的人権を共有するかけ

がえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合う社会の実現を第２次障害者基

本計画に掲げ、障がい者に対する市民の理解促進に取り組んでおります。行政だけではなく地

域や関係機関・団体が連携し、市民一人ひとりが意識を高めていく必要があると考えます。 

 次に重度心身障害児の医療費窓口無料化の実施についてでありますが、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ます。

その助成方法につきましても、昨年１１月診療分から国保連や医療機関等にご協力をいただく

中で一斉に自動還付方式に変更されておりますので、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。一方、窓口無料方式にて医療費助成を行っているひとり親医療費助成事業お

よび子どもすこやか医療費助成事業についても同様に山梨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ることから、

笛吹市が重度心身障害児の医療費について窓口無料を実施する場合は、他市町村の動向も踏ま

えた上で県との協議が必要となってまいります。 

 続きまして、ミズベリング事業についてのご質問にお答えします。 

 まず、参加５社のうち決定した業者の理由についてお答えします。 

 応募がありました５事業者の中から風林火山・三船ミュージアムを提案した事業者を最優秀

提案事業者に内定しました。その理由は第１に世界的映画俳優 三船敏郎のミュージアムであ

り、そのインパクトは国内外への発信力は計り知れないこと。第２に外国人観光客をターゲッ

トにした忍者・サムライのイベントを開催することにより、年間２４万人の入場者数が見込ま

れること。第３．資金回収も確実性が高く、委託料７億円は１０年間で全額回収が見込まれる

こと等、極めて魅力的かつ現実的なプランであり、石和・春日居温泉地域への宿泊者増加に期

待できる特色のある優れた提案であったことにあります。審査においても７人の審査員全員が

風林火山・三船ミュ－ジアムを第１位としたことから内定に至りました。 
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 次に選定委員会で決定した事業者は、市民のアンケートがどう反映されているかについてで

ありますが、誘客拠点施設としてふさわしい施設テーマについて市民の皆さまに募集したアイ

デア・内容は歴史文化、商業、自然環境、娯楽、健康、芸術美術、スポーツ関係の７つのテー

マに集約されました。今回、最優秀提案事業者に内定した風林火山・三船ミュージアムは歴史

文化、娯楽、芸術美術のテーマに沿った事業内容であり、市民の皆さまからいただきました７つ

のテーマのうち３テーマが中心に取り入れられた構成となっており、市民の提案が十分反映さ

れたものと認識しております。 

 次に地方創生、人口減少対策にどう反映されるのかについてでありますが、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略においては、その大きな柱に結婚・妊娠・出産・子育てまでの継続的な支援、

地域産業の活性化・賑わいの創生、さらには笛吹市への新たな人の流れの構築等を目標に掲げ

ており、ミズベリング構想の目的であります地域産業の発展と活性化は総合戦略の目標達成の

具体的アクションプランに位置づけられる事業であります。また、地方の人口の減少に歯止め

をかけるには、地元雇用の創出が図られることが不可欠であります。このためには、地域の経

済力の底上げや雇用市場の拡大が求められます。しかしながら、市の主産業の１つである観光

の低迷により、観光関連職種であるホテル業や交通に従事する仕事など直接的に関係する職種

はもとより関連した商業、サービス業、農産物の生産・販売と多方面の産業が停滞気味となっ

ております。このため、ミズベリング構想の実現で多くの観光客の増加を狙う施策は産業活性

と地域経済の好循環に大きな貢献をもたらすものであり、各事業者の経営状況の改善発展が若

者からシニア層までの広くの雇用創出につながるものであると考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。マイナンバー制度について伺います。 

 笛新会の代表質問もありましたので、内閣府が発表、調査によりますとこの制度を知らなかっ

たとか内容は知らないが言葉だけは聞いたという形で６０％のそういう数字があがりました。

今後そういった方たちへの周知も必要だと思いますけども、喫緊の課題として個人カードを入

手するための支援だと思います。簡易書留で送られてきますが、同封されている申請書を市町

村に提出しなければ個人カードは発行されません。家に簡易書留が、個人番号が届いても手続

きが煩わしく思ったり、放置したり、場合によっては届いたことすら気がつかないケースも考

えられると思います。この場合、このときの状況の対応についてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えを、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 基本的に個人番号カードについては自己責任において、申請交付していただくことになって

おります。あくまでもご本人の手元に来るのは通知カードが最初でありまして、その通知カー

ドについては必ずご自分が持っているというのが基本で、そのあと必要に応じて個人番号に変

えていただくわけですので、年齢によりましては個人番号に変えなくても通知番号を持ってい
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るということで十分、役割を果たす場合もありますので、それについては個々にそれぞれの対

応という形になります。 

 あとあくまでも市とすると、これは個人の責任において基本的にはずっと自分が大切に持っ

ていただくものですので、個人でということを基本にやっておりますので、個々に相談とかを

受ける予定ではおります。 

 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） 

 今の個々の責任においてということなんですが、それすらやっぱり高齢者の人とかいろんな、

それぞれに対応するのに大変な方もたくさんいますよね。そういった人たちの、市以外で民間

の手を借りるとか、そういった支援はあるのかどうかお伺いします。 

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） 

 川村議員の再質問にお答えします。 

 今、直接、民間の支援の手を借りるとかということは計画されておりません。あくまでも通

知カードは世帯でいきますので、家族がいらっしゃれば高齢の方も大丈夫だと思うんですが、

労働世帯とか、お一人の世帯というところについては、大変そのへんはたしかに議員さんのおっ

しゃるようにちょっと不安な部分も確かです。その対策については、地域のことであれば民生

委員さんにお願いするとか、もしヘルパーさんとかが関わっているようであれば、そういう方

たちの支援というのも考えていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ、また地域の方の理解と力を借りながら申請手続きができるようにされることが一番い

いかなというふうに思います。それと特別な配慮が必要な人に対して、例えば東日本大震災に

被災して住所地以外に場所があるとか、ＤＶ被害があって住所が地域以外にあるとか、移動し

ているとか、医療機関に長期に入院しているとか、そういった特別な配慮が必要な方に対して

の周知、もしくは方法はどのようでしょうか。 

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） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 今、ちょうど現在、そのような対象者の方に通知がしてありまして、事前に申し入れをして

くださいということの連絡周知をしております。そうしますとそれが市町村のほうに来ますの

で、その人に対してはそれぞれの今の現状に合わせた対応ができるようになっております。特

別の受付期間という形になっております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 その期間、それぞれに通知がいっているということでいいんでしょうか。その対象者に。 

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。 

 それぞれのところに通知が今はいってはおりません。通知はあくまでも１０月以降というこ

とになりますので、その前に事前に対象者となるべき人が市町村のほうに申し入れをしていた

だきますと、当然通知カードが返されてくる形になっておりますので、その通知カードを今度

は直接、今、申し出をされた方のほうへ送れるような形になると思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 分かりました。それから、きめ細やかな環境づくりについて質問します。 

 先ほどの答弁の中でマタニティースクールを３回実施し、お産や育児、仲間づくりの支援を

しているというふうでしたけども、今は女性が社会に進出している状況の中で勤めているとか、

さまざまな理由でそこに参加できない方への支援をどのようにつないでいるのかお尋ねします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 川村議員の再質問にお答えをいたします。 

 妊婦さんへの保健師の面談やマタニティースクールを実施しておりますけども、そこにお勤

めの関係とかで参加できない方の対応はどうなっているかというご質問でございますが、そう

いった方の、欠席する場合等については地区担当の保健師が電話等で確認をしたり、必要に応

じてまた家庭訪問をする。またご兄弟がいらっしゃる健診の場合には、そういうときに健診の

中で確認をしたり、ご指導するというふうな形で対応しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 いろんな場面を使って、つないでいるという答弁でした。 

 それから母子手帳交付に関してですけども、今では日本発、命を守る記録として世界３０カ

国以上に母子手帳が拡大しているというふうに言われています。笛吹市においては、母子手帳

を交付するときに日時が決まっていて、必ずしもさっき部長がおっしゃいました地区を担当す

る保健師さんが母子手帳を交付するとは限りませんよね。そういった形、地区の担当以外の保

健師の場合、地区の担当の保健師とどのようにその妊婦さんがつながっているのか、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） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 母子手帳の交付の際に、必ずしも地区担当の保健師が対応できないという場合もございます。

母子手帳の交付については毎月５０件ほどが現在ございますけれども、手帳を交付した妊婦さ

んにつきましては、その全員の方のカンファレンスを保健師、母子保健担当の保健師全員で行っ

て、毎月行ってつなぎをしているという状況でございます。カンファレンスの中で特に支援が

必要な妊婦さんがというふうに思われる方については、地区の担当保健師のほうが具体的な支

援、あるいは連携を取っていくというふうなことをしております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 そのときに、母子手帳を渡すときにさっきも言いましたように必ずしも担当の保健師さんが

渡すわけではないですよね。となるとそれから時間が発生して、そのあと自分の担当の保健師

さんが分かるということで、やっぱりまずそこへ取りに来てくれたときに妊婦さんが安心する

という意味で、あなたの担当は私ですよというふうに言っていく意味では、この人が担当です

よというふうに名刺の一つも渡すことが私は大事じゃないかなというふうに思うんですけども。 

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。 

 当然、笛吹市の場合は地区担当の保健師がしっかりとその方の担当であるというふうなこと

をつなぎまして当然、場合によっては訪問していたりしていない場合については後日、担当の

ほうから私がということで自己紹介をしてですね、つないでいくというふうな体制でおります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひですね、母子手帳を交付するときに私があなたの担当ですよというふうな形を取って名

刺を渡してもらいたいという意味なんですけど。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） 

 今申しましたとおり、よっぽどの訪問でどうしてもそちらを優先しなければならない場合以

外は、交付の日は決まっておりますので担当者が対応するということでございます。名刺のこ

とについてはちょっと、名刺は作っておりますが具体的にどういうふうにやっているか私もちょっ

と確認しておりませんので、後日また確認をしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 それから不育症への支援等、助成についての再質問ですけども、ヘパリン注射は２０１２年

から保険適用になり負担は軽減されていますけども、すべての治療に保険が適用されているわ

けではありません。そういった意味で、市としても上乗せはどうかという提案をさせていただ

きました。県のほうであまり利用がないというような答弁でしたけども、今後さらに検討して

いただいて市でも助成ができるようにお願いしたいと思います。 

 それから不妊と言いますと女性だけがなんか問題にあるように思われますけども、日本産婦

人科学会によると男性側の原因も６割に達していると言われています。少子化対策の一環とし

て全国的にも男性不妊治療費の助成制度が創設されておりますし、山梨県においてもこの６月

から制度が始まりました。少子化対策人口増の本市においても不妊治療の助成制度、男性不妊

治療助成制度を上乗せする助成を考えているかどうか、お尋ねします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えいたします。 

 男性のへの不妊に関するサポートケアの部分でございますけれども、先ほど県のほうについ

ては不育症の話をさせていただきましたが、県にも補助事業がございまして、また市のほうも

不妊についての補助制度があると。市の不妊治療の補助制度につきましては、不妊治療を行っ

ている夫婦を対象にしています。男女の区別というものをしておりませんので、これまでも補

助の中で男性側に、場合によっては原因があるというご夫婦の場合につきましても助成を、区

別をせずに助成をしているというところでございます。 

 県のほうの特定不妊治療という申請が始まったというところで、そちらのほうの補助額を差

し引いた中で上限額の範囲で補助をするということでございますので、県の動向等につきまし

ては改めて確認をしながらですね、また不足する部分、必要があるということであれば、また

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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、部長の答弁の中で夫婦の場合の助成ということで、男性の不妊治療にも助成制度がある

というふうに理解していいということでしょうか。 

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） 

 再質問にお答えをいたします。 

 先ほど申しましたように夫婦に対しての助成ということで、これまでも、助成した中にも男

性があったかもしれないし、区別せずに助成をしておりますということで男性の不妊について
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もこの助成制度の中で対応ができるものというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 笛吹市の不妊助成事業の中に夫婦という言葉はありましたけども、男性不妊治療の助成とい

う言葉は出てこないんですよね。そうしますと一般の方が見た場合、男性に原因があった場合

もできるのかというふうに不思議に思うと思うんですけども、もしそれであれば要綱にきちっ

と謳ってもらいたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保健師のほうで相談を受ける際に、不妊の部分については原因が女性だけに限られているも

のではないというところも踏まえて、ご夫婦での相談を受けるということで説明をしておりま

すので、男性の治療というふうなものが含まれているというふうに理解をしております。 

 今ご指摘のありました要綱の説明につきましては、見直しというか検討させていただきたい

と思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ誰が見ても分かるようにしていただきたいと思います。 

 それから笛吹市のネウボラ事業について、先ほどの答弁で笛吹市においても母子事業がさま

ざま数多く展開されていることは分かりました。その事業があくまでも点であって、やっぱり

線でつなぐには子育て支援包括支援センターイコールネウボラ事業、早期に実現することが望

ましいと思いますし、この子育て包括支援センターは国の必須事業でもありますので、そうい

うふうに認識しております。さまざまな課題があるとおっしゃいましたけども、課題をクリア

していつまで整備していかれるのか、再度伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 先ほども市長の答弁の中で申し上げましたように、私どもの笛吹市は妊娠中から保健師が関

わり、それからさまざまな取り組み、産後の取り組みを含めて継続して保健師がつないでおり

ますし、それから学校や保育園、それから子育て支援センター等へのつなぎというふうな点で

は一応、つなぎ、切れ目のない体制というものがある程度できているというふうに思います。

ただ、ご指摘のいくつかの問題、課題の点につきましては夜間、休日等の相談体制等について

はやはり職員がいなくなってしまうので、急な相談等に対してどうしていくのかというふうな

ところは、まだまだ課題だというふうに思います。そういう点で先ほど、市長答弁にもありま

したように今年度、県のほうで笛吹市内に建設をしております産後ケアセンター、今その連携、
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今後の市の事業との連携や活用について県、あるいは実施主体と協議をしているところでござ

いますので、こうした経過を見ながらセンターのあり方等についても検討していきたいという

ふうに考えております。 

 時期につきましてもそういった意味がございますので、そちらの動向を少し見ながらという

ことに、産後ケアセンターの建設の様子を見ながら、またその連携についての検討体制の様子

を見ながらということになっています。 

 ちなみに産後ケアセンターにつきましては、来年の１月から開所という予定になっておりま

すので、その時期を目安にわれわれのほうも体制づくりをしていけ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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 来年１月に産後ケアセンターが開所するを目途に行っていくということで、早期の実現をし

ていただきたいと思います。総合戦略にも人口増の中に夢の持てる子育てということが謳って

ありますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、障害者差別解消法についての再質問をします。 

 法律の趣旨、内容や地方公共団体として果たすべき役割等について全職員を対象とした職員

研修会を計画していると言われておりますが、内容のほうをお伺いいたします。 

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） 

 再質問にお答えをいたします。 

 障害者差別解消法につきましては、先ほど議員からもご案内のように障がいを理由とするサー

ビスの解消を推進するということでございまして、この基本的な内容につきましては、先ほど

ご質問いただきました障がい者の権利条約、あるいは障がい者の権利条約の批准に基づきまし

て基本的な考え方を示されております。この中では民間の事業者や、あるいは公共団体が合理

的な配慮というものを差別解消に向けて取り組んでいくということが示されておりまして、そ

の合理的な配慮については、個々の場面において障がい者から現に社会的な障壁の除去を必要

としているんだというふうな訴えがあった場合には、それに対して障がい者の権利利益を侵害

することがならないような対応を自ら取っていく必要があるということでございます。こういっ

た視点を持って業務に当たる。当然、窓口の対応という意味だけではなくて施設やバリアフリー

化であるとか、あるいは制度の設計等もそうでございますが、そういった内容をすべての職員

に理解していただいた上で、日ごろの業務に当たっていただく必要があるということを考えて

おりまして、こういった内容の研修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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 はい、分かりました。 
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 次の再質問ですけども、重度心身障害児の人数と国で言われているペナルティの額をお聞か

せください。 

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。 

 重度心身障害者の医療費助成の中の障がい児の対象人数ということでございます。 

 この直近の数字では１５歳以下の方が１１１名おります。そのうち国民健康保険の加入者は

２８名ということでございます。 

 それからペナルティの金額という意味でよろしいでしょうか。昨年度の医療費の実績がござ

いますが、制度が自動還付方式になったのは１１月分からということで、実績としてははっき

りとした、このくらいというものがないわけですけども、昨年度の重度医療に関わる医療費総

額のうちで、１５歳以下の児童の方に関わる医療費が６，３９０万円ほどでございました。こ

れにもとにしまして、子どもすこやか医療費の助成事業でのペナルティの調整額によって試算

をいたしますと５２万４千円ほどでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 障がい児は１１１名、国の言うペナルティが５２万４千円ということですね。はい、分かり

ました。 

 それからもう１点、基本方針として障がいのある方などからなんらかの配慮を求める意思の

表明があった場合には負担になり過ぎない範囲で、社会的弊害を取り除くために合理的配慮の

提供が法的義務となり、そしてこうした配慮を行わないことで障がいのある方の権利、利益が

侵害される場合には差別に当たる場合もあるとありますが、合理的な配慮についてどのように

お考えかお聞かせください。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほども障害者差別解消法の中の一節といいますか、をお話しをいたしまして、今も議員の

ほうからもその一文でご紹介をいただいてご質問いただいたところですが、この合理的配慮に

ついて、今回新しい法律が来年４月から施行されるにあたりましては、この障がい者というふ

うな概念というものが近年、その国際権利条約の批准以降ですね、障がいというのは手帳を持っ

ているとかいないとかということにかかわらず、あるいは特に社会的障壁というふうな言葉で

言われているような具体的な不都合といいますか、そういったものをどう解消していくかとい

うものが今回の障害者差別解消法の概念というふうに考えております。そういう意味では、困っ

た方がいれば当然、どなたも手を貸すのと同じように社会が手を貸していこうと。あるいはそ

れが気にならなくなるように、事前に措置をしていこうというのがこの考え方だというふうに

考えております。 
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 そういう意味ではこうしたご負担の部分について、法的な問題もあろうかと思いますけども、

われわれの条理といいますか、概念といたしまして捉えて、できるだけ市民の方々にそういっ

たお気遣いといいますか、させないように心掛けていきたいというふうには考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今現在の、重度心身障害児の医療費助成事業の方式は合理的な配慮がなされているのかどう

か伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 法律施行前の現段階でこのことについて懸念をするというのは、われわれの立場でも当然ご

ざいます。とは申しましても、先ほど答弁のほうでお答えをしたようにこのもとの制度設計が

県の制度に基づいているという点は、市の補助事業でございますけれども、県のほうからの補

助金をもらって動いている。そこのところに起因というか、制度設計があるというところでは

県のほうのご指導を仰ぎながらまた相談をしていくということで、県のほうにも懸念される部

分についてはお伝えをし、解消をいただけるような要請をしているところではございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 市長に伺います。 

 重度心身障害児の医療費窓口無料化の実施は今の答弁の中で、制度上困難な状況にあっても

現に甲斐市とか上野原市はこの制度を復活するわけですよね。よその市にできて笛吹市にでき

ない理由はなんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 誠にですね、この現行の仕組みというのは私も不合理な、なんとも言えない、言葉を選ばず

に言えばグロテスクな制度になっていると、このように思っております。 

 この一体、根源は何なんだと。この根っこをしっかり変えない限り木に竹を接ぎ、竹にさら

になんとかをするというようなそういうような制度になってしまうと。私はある意味、怒りを

持っております。 

 もちろん両市があのような対応をしたということは承知しておりますけれども、今後も県な

りとよく協議をしてというかですね、われわれの意見を述べて申し述べていきたいけども、私

はもうぜひ国のほうでですね、医療費抑制というところからもともと発しているわけですけど

も、それが言葉を選ばずに言えば非常に乱暴なやり方をしてきている。私、そこに根っこがあ

るんだというふうに考えておりますので、われわれのやれることはいろいろ今後は考えていか

なければならないとは思っておりますけども、一つ言わせていただきたいことを言わせていた
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だきました。 

 以上で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） 

 国でもやっと小委員会を立ち上げて、子どもの医療に関しては人口増ということで話し合い

をもっている状況も知っています。その中であっても、これだけの多くのお母さんの要望があ

りながら、ましてやそうやって動いているお母さんは笛吹市民の方です。それはやっぱり市長

の思いがあるかないか、ゴーサインを出すか出さないかだけなんだと思うんですけど。本当に

訴えたいです。いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お母さま方の気持ちは十分に承知しておりますので、しっかりそこは受け止めて、今すぐ、

明日にでもということではありませんけれども、前向きに対応していきたいなとは考えており

ます。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 明日でなければいつですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 明日でなければというか、ちょっとまだ時期という点についてはなんとも答弁しかねますけ

れども、よく状況を見ながら判断していきたいとこういうように思います。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひやっていただきたいことです。地方創生と言っても、やっぱり私、住んでいる笛吹市民

が心豊かに暮らせなければ人は来ませんし、若者も来ないと思います。やっぱり住んでいる私

たちが豊かになるように、やさしいまちづくりに、困った人が助けてもらえるような、せめて

１１１名、５２万４千円じゃないですか、市長。３５０億以上のお金を動かしている市長、ぜ

ひ英断の決断をしていただきたいと思います。 

 最後に、ミズベリング事業についての再質問をさせていただきます。 

 ＮＴＴ土地購入に対する目的である誘客拠点施設の計画を先送りにしてまで、借金してまで

行政目的がないものを購入する理由を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 
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〇副市長（小林明君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 誤解がですね、この点について非常にあると思うんですね。行政目的がないということを議

員さん今おっしゃられましたが、これはＮＴＴ用地を購入して、そしてそこでいろんなことを

やるということを私どもミズベリング構想の最初からですね、ご説明をさせていただきました。

労報橋の架け替え、それから道路の拡幅、それから駐車場の整備、そして今回、募集をいたし

まして、あれしました三船ミュージアム、これは誘客のシンボルとなる施設であります。それ

以外の残り１万平米につきましても、これは直売所を造ったり、朝市をやったり、あるいはイ

ベント広場を造ったり、そういうような観光客も市民の皆さまもそこに来て２時間、３時間楽

しめる、人が集える場所をつくると、こういうことがそもそもあの土地購入、ＮＴＴ用地活用

のですね、目的であります。 

 したがいまして、購入目的がないということを最近、私はよく耳にするんですけども、それ

まで、われわれ最初からですね、あの用地はそういうことで活用するんだということを言って

おりましたので、購入目的というものははっきりしているというふうに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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから外国人とかシニアを対象にするということを言われましたけども、今でも外国人の

方が数多く、大勢の方が笛吹市に訪れておりますけれども、ニーズ調査などをする予定はあり

ますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 外国人観光客ですけれども、宿泊者で言いますと５万人ですね。昨年度ですか、一昨年です

ね、一昨年５万人ぐらいのものが昨年度はですね、９万人ぐらいに増えたというようなことも

あります。それから日本全国でオリンピック目指して外国人観光客というものは当然、今後増

えていくと。日本では３千万人と、こういうふうなことも言っております。 

 あの一帯をですね、先ほど私が説明させていただきましたけども、ＮＴＴ用地を三船ミュー

ジアムだけで活用するんではないと。そこに誤解が、私どもの説明不足もあるんですが、そこ

に誤解があると思うんですね。三船で呼べる人がシニア、例えば外国人が主たるターゲットで

すけども、それ以外にですね、あそこへ整備するもので例えば子どもとか、あるいは外国人に

も人気です、女性にも人気です、例えばキティちゃんのようなですね、キャラクターショップ

を持ってくるとかですね、いろんなことを工夫する中で、あそこで時間を滞在できる、楽しめ

る、こういうふうにしようとするのがＮＴＴ用地の活用でございますので、ミュージアム三船

を造ったからといって、そんなにお客が集まるわけではないと、こういうことではないと思う

んです。いろんな工夫の中でいろんな層のお客さんが、あるいは市民の方々が楽しめる、そう

いう場所をつくっていけば満足度は高まるというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 三船ミュージアムに関してはシニア対象、外国人対象ということで謳っておりますけども、

今現在のシニアの方に三船敏郎さんは皆さん知っていると思いますけども、これからシニアに

なる方に私はつながるとは思っておりません。 

 先ほどありましたが、税金を滞納して完納したからという答弁でしたけども、副市長、イメー

ジが悪くなると思いますけど、どうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 参加したですね、業者につきましては、これは民間に的確かどうかということを委託をいた

しまして、そして判断をいただいているわけですが、そういう意味で言えば問題はないと、こ

ういう結論になっております。イメージが、その業者が悪くなるというのはこれは業者の方の

言い分もありまして、要するに税金の場合にはですね、こういうものが算入されるのか、こう

いうものが省かれるのかとこういう解釈がございますよね。そういう解釈違いによっての税金

の過誤納とこういうことでありましたので、それは世間一般にはですね、よくある話でござい

ますので、意図的にその脱税をしたとかそういうことではないと、こういうことは私ども確認

をしておりますので、そしてそれが完全にもう弁済がされてですね、解決している。それも記

事のなったのは、先ほど小林議員さんの話ですと昨年のことですけども、実際にそれが起きた

のはそれ以前、２年ぐらい前、ですから今から言うと３年ぐらい前とこういう話のようでござ

いますので、そこらへんは私どもは、そのイメージは悪くなるのかもしれませんけれども、そ

れによってこの業者がですね、まったく不適格だとかそういうことはないので、ぜひそこらへ

んは脱税業者だよと、こういうことがまた広まっちゃ困るんですけれども、そこらへんはご理

解をいただければと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 副市長のおっしゃることは、一般市民の人とちょっと違うかなと私は思いました。 

 いずれにしましても皆さんが納得いく説明を求めて、代表質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、公明党の代表質問を終了します。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時５０分といたします。 

休憩  午後 ３時３８分 

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

再開  午後 ３時５０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 
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 続きまして、笛政クラブの代表質問を行います。 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 笛政クラブの上野稔でございます。笛政クラブを代表しまして、いくつか質問をいたします。 

 ８月２６日に政府が発表した８月の月例経済報告によりますと「景気はこのところ改善テン

ポにばらつきもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」としながらも「中国経済をはじ

めとした海外景気の下振れなど、わが国が景気の下押しするリスクや金融資本市場の変動に留

意する必要がある」と指摘しております。 

 地方経済はプレミアム付き商品券の発行など、一時的な消費を喚起しながらも厳しい地域間

競争にさらされており、自治体もまた地方創生の大合唱のもとで縮小する人口や担税力を有す

る世代の減少の中で、生き残り競争に追われている状況であると言えます。 

 こうした中、就任から３年を経過しようとする倉嶋市政は、年初に公表したミズベリング構

想の推進を図るため、本定例会は一つの佳境を迎えていると言え、観光振興と市民福祉の充実

という、バランス感覚を問われる市政の舵取りを求められていると存じます。 

 さて平成２６年度はミズベリング構想を公表し、今年３月の当初予算では関係予算も計上し

てきました。多機能アリーナ建設の是非が実質的な争点となったとも言える前回の市長選挙で

当選された市長がご自身の実質的な２年目の市政運営で何を考え、どう取り組んだのかについ

て真価が問われるとともに任期満了まであと１年余りを残し、その舵取り役としての評価をい

よいよ明確にしていくことになると思います。 

 私ども笛政クラブとしましても、二元代表制の一翼を担う議会議員の立場から議会での議論

を通じて倉嶋市長の市政運営に対して検証・提言をいたす所存であります。 

 それでは、はじめに平成２６年度決算および今後の施策等について伺います。 

 まず平成２６年度の決算を受けて、その評価と分析をお聞かせください。 

 次に昨年度は実質単年度収支が赤字に転落したわけですが、その原因をどのように分析して

いるのか伺います。 

 また将来負担比率の結果と今後の見通し、ならびに抑制の目標値をどのように考えているの

か、お尋ねします。 

 本市の財政課題の１つとして、類似団体平均においても比較的高い物件費について、その抑

制が進んでいない状況が続いているがその原因をどのように分析し、改善に向けた方策をどの

ように考えているか、見解を求めます。 

 そして決算状況から合併特例債の活用を含めた普通建設事業費の増加が続いておりますが、

合併特例期間の終了後には、現在の財政推計額よりも普通建設事業費の削減が必要となること

が想定されています。 

 具体的には財政推計でも年額２９億円、場合によってはさらに絞らざるを得ない状況も予想

され、それに対処していくには施策・事業の優先順位の見極めが必須であり、市民の意向を反

映し理解が得られるような執行が不可欠だと考えられますが、市長の見解をお聞かせください。 

 続いて、ミズベリング構想についてお尋ねします。 

 昨年の９月議会で検討に着手したことが表明された笛吹市ミズベリング構想。このミズベリ

ングの趣旨は水辺の豊かな時間を見直し、水辺好きの輪を広げて水辺のムーブメントを創造し

ていく活動であり、ソフト事業がベースとなっているものであります。 
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 市では笛吹市の魅力や価値、利用の仕方などを考え、水辺やまちの賑わいとそこに関わる人

の育成を推進し、併せて石和温泉・春日居温泉の活性化につながる整備を展開するためにこの

構想を発表し、平成２７年から２９年度までの３カ年で労報橋架け替えおよびアクセス道路の

拡張、誘客拠点施設建設といったハード設備を追加し、その前提としてＮＴＴグラウンド跡地

の購入を行うこととしております。 

 過日、誘客拠点施設建設の設計・施工・運営の公募の審査が行われ、内定事業者として運営

をセディックインターナショナル、建設を大和ハウス工業、設計監理をランドとする共同事業

体が決定されました。 

 この風林火山・三船ミュージアムが観光と産業活性化のために、ミズベリング構想に位置付

けた事業として十分に生かされるものとしていけるかどうか、市民を巻き込んだ十分な議論が

望まれるものであると考えております。 

 以下、ミズベリング構想における課題をどのようにクリアしていくのかお伺いします。 

 まず、内定事業者に決定した理由と審査委員会での意見や評価の内容をお示しください。 

 次にまちづくり計画では、国土交通省が笛吹川右岸への親水護岸整備を行うとともに市が近

津用水に川床を整備し、温泉街にミズベ公園等を整備するとしております。そして水辺レクリ

エーション軸を形成し、市民の憩いの場として魅力が高まり観光人口の増加が期待され、水辺

とまちの未来を創造していくための取り組みを産官学で連携して推進するとしております。こ

の計画でいう誘客拠点施設と水辺レクリエーション軸の形成との整合性は、図られていると考

えているか、お尋ねします。 

 次にグラウンド跡地の購入、造成およびその立地内で行う事業の実施において国庫補助や交

付金等の活用はどの程度見込めるのか、お伺いします。 

 次に都市計画道路路線の見直し、具体的には変更や廃止などを行政手続きとしてミズベリン

グ事業に先駆けて行う考えはあるのか、お尋ねします。 

 次に架け替えを行う労報橋はどのような構造で施工するのか、説明を求めます。 

 最後にミズベリング構想に掲げた事業を実現するためには、市のさまざまな施策の優先順位

を明らかにし、選択と集中による自治体の生き残り方針を明確にする必要があると考えますが、

それが十分になされていると考えているのか、市長の見解を求めます。 

 続いて、産業振興施策について伺います。 

 市では本年度の主要施策の１つとしてミズベリング構想を掲げ、これは産業施策であると市

長は公言しております。本市の基幹的な産業であるともいえる観光、そして果樹を中心とした

農業、桃とブドウの生産量日本一の笛吹市として産業振興は重要な施策であります。 

 製造業等の企業、事業所、あるいは中小事業者、サービス業、商工自営業者といった多種多

様な産業を支援するという意味で本市経済を左右する施策が実効あるものとして行われ、企業

や事業者、事業主が主体的に地域の産業を担っていかなければインバウンド観光が期待され、

リニア時代が到来してもその他大勢の中に埋没していってしまうものと思います。 

 このような中で、今年度の本市の施策として観光と農業に的を絞って取り組むという方針の

もと、笛政クラブとしても提案してきた全国桃サミットが開催され、就農定住者や定年就農の

促進事業も行われており、また観光プロモーション活動、国内外へのトップセールス等による

誘客促進、販路拡大に努められているものと思いますがその成果や現状についてお伺いします。 

 はじめに遊休農地解消と担い手確保を目的とした体験就農事業の実施状況について、お聞か
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せください。 

 次に市の農産物直売所４カ所、農産物加工センター２カ所の運営状況について説明を求めま

す。併せて運営の課題についてもお聞かせください。 

 また指定管理施設である農産物直売所の事業、財務状況などの情報公開について、どのよう

になっているのか、お伺いします。 

 次に県は８月３１日にやまなしアグリビジネス基本方針を公表するとともに、儲かる農業へ

の転換等を進めるため、今後の農業政策の指針となる新たな農業施策大綱を年内にも取りまと

めていく方針ですが、本市の施策の方針等はどのように検討されているのかお尋ねします。 

 また笛吹市農業振興計画、笛吹市農業振興地域整備計画等の検討、ならびに進捗状況につい

て説明を求めます。 

 次に本市の農産物の輸出状況と輸出販売額について、データをお示しください。 

 最後に観光誘客に結び付ける意味でも、各地でのトップセールス等において具体的に販路拡

大などの成果は上がっているのか、お伺いします。 

 最後に市の重要施策について、２点お尋ねします。 

 まず、現在策定中の笛吹市総合戦略および人口ビジョンの進行状況とその概要について説明

を求めます。 

 ２点目に笛吹市合併後の道路網の整備状況と今後の骨格道路網、幹線道路等の整備方針をお

示しください。 

 以上、代表質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛政クラブ、上野稔議員の代表質問、平成２６年度決算および今後の施策等についてお答え

いたします。 

 はじめに平成２６年度決算の評価と分析についてですが、笛吹市の平成２６年度一般会計決

算は歳入が前年度より４６億２，９００万円、１３．７％増の３８３億５，３００万円。歳出

は３９億８，５００万円、１２．７％増の３５４億７００万円で合併以来、最高額となりまし

た。形式収支となる歳入歳出差引額は２９億４，６００万円。うち１１億９，７００万円が２７年

度への繰越財源となり、繰越財源を差し引いた実質収支は１７億４，９００万円でありました。 

 基金の状況でありますが２７年度への雪害対策経費繰越財源確保のため、財政調整基金９億

円を取り崩したことが主な要因で８億１，５００万円減少し、１５３億２，６００万円となり

ました。 

 市債の状況であります。２６年度においても合併特例債・臨時財政対策債を中心に６０億５，

９００万円を借り入れました。市の基盤整備に活用する合併特例債は３６億４，４００万円、

発行しています。 

 決算時の市債残高は前年度より１８億５，５００万円増加し、４２１億６，８００万円とな

りました。地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、前年度を

３．６ポイント上回る８８．４％となり、若干財政構造の硬直化が見られますが本指標の２５年

度における全国市町村平均９０．２％は下回っている状況にあります。また、実質公債費比率
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も健全の範囲内であり、健全財政を維持しているところであります。 

 次に実質単年度収支が赤字となった原因と分析についてですが、ご指摘のように実質単年度

収支は５年ぶりに赤字となりました。昨年２月の記録的大雪による倒壊ハウス等の再建補助費

４３億円の繰り越しにより、その財源確保のため財政調整基金９億円を取り崩したことが主た

る要因です。 

 次に将来負担比率の結果と今後の見通しについてですが、将来負担比率につきましては基準

財政需要額の公債費算入見込み額は増加傾向にあるものの、財政調整基金の取り崩しによる充

当可能基金残高の減少により７．１ポイント上昇して８１．５％となりました。今後は事業の

選択、歳出の厳選を行い健全の範囲内で指標を低く抑えていきたいと考えております。 

 次に物件費の抑制および改善に向けた方策についてであります。 

 物件費の決算額は４３億５，９００万円で前年度比２億４千万円増となりました。消費税増

税による指定管理料の増嵩や、なごみの湯が直営施設に戻ったことなどにより経常経費が増加

したことが主たる要因です。また臨時的な経費として衆議院・山梨県知事選挙経費や社会保障

税番号制度導入に伴うシステム改修経費、小学校教師用教科書・指導書等購入費などの臨時経

費が加わったことも増加の一因となっております。今後とも歳出を厳しく見直し、物件費の抑

制に努めてまいります。 

 次に施策・事業の優先順位の見極めと市民の意向を反映した執行についてですが、合併特例

期間終了後は、普通建設事業費については削減が前提となりますが今後、年間２９億円程度の

予算が必要と見込んでおります。公共施設の統合・再編にかかる経費、市道・農道改良や存続

する施設改修経費などが継続的に見込まれますので、緊急性や必要性に鑑み事業を厳選した中

で議員ご指摘のとおり市民の意向も反映しつつ理解が得られるよう努めてまいります。 

 続きまして、ミズベリング構想についてのご質問にお答えします。 

 まず、内定業者に決定した理由と審査会での意見や評価の内容についてお答えします。 

 先ほどの川村惠子議員の質問でもお答えしましたが、石和温泉地域における誘客拠点施設の

整備・運営を業務委託する事業者として、風林火山・三船ミュージアムを提案した事業者を最

優秀提案者に内定しました。公募には５社からの応募がありましたが、８月２１日に行われた

選考委員会では、７人の選考委員全員が風林火山・三船ミュージアムを第１位に推しました。 

 評価のポイントは、第１は「世界の三船」として知られている三船敏郎の国内唯一の記念館

であり、国内外への情報発信力・宣伝力が極めて大きいこと。国内でも実績のある運営チーム、

協力企業が参加しており、確実な運営が期待できること。入場者数、収支予測がしっかりした

根拠に基づいており、初期投資７億円を回収する見込みが高いこと。ターゲットを外国人とシ

ニアとしており、現在の旅行状況を的確に捉えていることなどが高評価につながった点だと考

えております。 

 次に、誘客施設と水辺レクリエーション軸の形成との整合性についてであります。 

 議員ご指摘の笛吹市かわまちづくり計画に明確に謳われているように、水辺レクリエーショ

ン軸の要素としてミズベ公園等が位置づけられております。そもそも笛吹市ミズベリング構想

は国土交通省が提唱するミズベリングの理念を踏まえつつ、石和温泉の活性化を図る事業を取

り込んで構想としているものです。国交省が提唱するミズベリングの理念は、河川管理の概念

を拡大し、水辺を利活用することにより地域の活性化を図ろうとするものです。風林火山・三

船ミュージアム建設は、ミズベリングの趣旨に沿った整合性の図られた事業であると考えてお
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ります。 

 次にグランド跡地に対しての国庫補助金や交付金の活用についてですが、ＮＴＴ用地の購入

費７億円については合併特例債を充当するため、市の実質的負担は約３分の１の１億７千万円

ほどとなります。労報橋の架け替え、道路拡幅についてはまだ金額は確定しておりませんが建

設工事の５５%は国の社会資本整備交付金を活用し、残りの４５%に対しては合併特例債を充

当する予定です。造成工事、駐車場、その他の施設についても適用される部分には国の交付金

や合併特例債を財源充当し、できる限り市の負担が少なくなるよう配慮し事業を進めていきた

いと考えております。 

 次に都市計画道路路線の見直しについてですが、都市計画道路の見直しの行政手続きには相

当な時間が必要となり、ミズベリング事業に先駆けての見直しは考えておりません。計画敷地

内にある都市計画道路には、ミズベリング構想の建物配置をする上で十分な配慮を行ってまい

ります。 

 次に労報橋の架け替えについてであります。 

 労報橋の架け替えは、この地域の長年の課題でありました。石和温泉駅前は、土地区画整理

事業により新たなまちづくりが進んだ地域へと変貌してきましたが、石和温泉駅エリアと温泉

街を結ぶ労報橋は大型バスの通行も困難で車両の相互通行もできないため、駅と温泉街を結ぶ

動線が十分に機能していないばかりか、その周辺は住宅等密集地であり道路事情が極めて悪く

交通危険箇所にもなっており、観光面においても生活面においても不都合な状況が続いており

ます。このため地域生活の改善と観光の活性化には労報橋の改修が急がれており、ＮＴＴ用地

買収により、労報橋の改修や周辺道路の整備が可能となることから誘客施設の建設に併せて架

け替えを行おうとするものであります。構造については現在詳細設計中であり、費用対効果や

河川管理者との協議の上、検討を進めることになります。 

 次に施策の優先順位を明らかにし、選択と集中による自治体の生き残り方針を明確にする必

要があるとのご指摘についてですが、市では今まち、ひと、しごと創生総合戦略を作成してい

るところです。この中に含まれる中心的な施策を含め、向こう５年間を目途に集中的かつ優先

的に実施する施策は地域産業の活性化、結婚・出産・子育てまでの切れ間のない支援策、徹底

した行政改革の推進であります。自治体の生き残りのためにも選択と集中を徹底して事業に取

り組まねばなりません。ミズベリング構想実現に向けた事業は、地域産業活性化策の中核的事

業であり、最優先で取り組むべき事業の一つであります。 

 続きまして、産業振興施策についてのご質問にお答えします。 

 まず、遊休農地解消と担い手確保を目的とした体験就農事業の実施状況についてであります

が、本年度、新たな担い手確保のための事業として都市部の定年者を新たな担い手として就農

を目指す定年就農者促進事業と就農を目指す者に訓練の農地を貸し出し、本格的な就農に誘導

する就農定住者促進事業を実施しております。 

 定年就農者促進事業の圃場は石和町広瀬地区に２反の農地を借り、１区画１３０平方メート

ルを８区画整備しました。就農定住者促進事業の圃場は石和町東高橋地区に２反の農地を借り

受け、１区画４７０平方メートルを４区画整備しました。いずれの圃場も農地を所有する者が

経営困難となったものであり、本年度事業開始時に市が借り受けることによって遊休農地を未

然に防ぐことができました。両圃場の借り受け者については８月初旬からインターネットを通

じて募集中であり、今年中には借り受け者を確定し圃場の貸し出しを行う予定です。これらの
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事業を通じ、新たな担い手の育成と遊休農地の解消を図ってまいります。 

 次に市の農産物直売所、農産物加工センターの運営状況および課題についてですが、農産物

直売所は八代・境川・春日居・芦川の４カ所、農産物加工センターについては八代・境川町の

２カ所にあり、すべての施設で指定管理者を選定して運営を行っております。施設の運営状況

については、平成２６年度はすべての施設が黒字になり良好に運営が行われています。いずれ

の施設も建築後１０年以上経過しているため、将来、大規模改修や建て替えなども検討してい

かなければなりません。市では公共施設について再配置等の検討を行っていますので、その中

で農産物直売所・加工施設についても検討を行ってまいります。 

 次に指定管理施設である農産物直売所の事業、財務状況などの情報公開についてですが、農

産物直売所の財務状況については年２回のモニタリング、年度終了後の年度報告書の提出によ

り事業・財務状況について確認を行っております。財務状況の公開については、情報公開条例

に基づき公開を行ってまいります。 

 次に本市の農業施策方針および農業振興計画、農業振興地域整備計画についてでありますが、

ご指摘のように県では山梨県果樹農業振興計画の改定を計画しています。本市もこれを受け笛

吹市農業振興行動計画の見直しを行ってまいります。笛吹市農業振興地域整備計画については、

おおむね５年に一度行う総合見直しと随時見直しがあります。現在、随時見直しの手続き中で

あり１２２件の相談がありました。除外の可能性がある案件に対し書類作成の相談を行ってお

りますが、除外の可否については来年度になる予定であります。 

 次に本市の農産物の輸出状況、販売額についてですが輸出については台湾、香港、シンガポー

ル、タイに桃、ブドウを輸出しています。平成２６年度の実績についてですが、笛吹農業協同

組合では主に台湾、香港に桃とブドウを約８５トン輸出し販売額は約７，７００万円でした。

フルーツ山梨農業協同組合春日居支所では主に台湾に桃を約１２．８トン、販売額は約１，

２００万円でした。来年度以降も新たな販売先の開拓と輸出増を目指して山梨県、ＪＡと連携

してまいります。 

 次にトップセールスの成果についてですが、トップセールについては国内においては笛吹農

業協同組合の販路先である卸売業者や量販店等を対象に行っています。市長が会社のトップと

顔を合わせて販売促進に努めることは、相手先企業に与える力の入れようを示すものとして大

変効果があることを実感しております。海外においても同様で、私もこの目的のために２回台

湾に行ってまいりましたが行政のトップにも会うこともできますし、大変手応えを感じており

ます。重要なのはその後のフォローであり、農協のその後の取り組みを注視しているところで

あります。全国各地の産地間競争はますます熾烈になっており、市でも販路の拡大、取扱量の

増加のため、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、市の重要施策についてのご質問にお答えします。 

 まず笛吹市総合戦略、人口ビジョンの策定状況と概要についてですが、笛吹市における人口

ビジョンについては、現在の人口７万１千人から国立社会保障・人口問題研究所が示している

２０６０年の人口推計では４万１千人に減少するとされております。このため、市では分析の

結果を踏まえ２０６０年の人口を５万５千人、合計特殊出生率１．８を目標に定めました。こ

の目標を達成するため、つくり上げる戦略が笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略でありま

す。総合戦略にあっては、人口増加のための基本的取り組みの核を結婚・妊娠・出産・子育て

まで継続的な支援や地域産業の活性化・賑わいの創生、笛吹市への流入人口の加速などに定め
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てまいります。この基本的取り組みに示された基本目標を実現するために基本目標ごとに複数

の施策、さらに施策ごとに複数の事業で構成していくこととなります。現在、基本目標、施策

ごとに目標を設定し目標値を達成するため、具体的に行う事業とその個別目標について検討し

ておりますので、今後、市民の皆さまや産官学金労言、産業界、官界、学会、金融界、労働界、

言論界でありますが、で構成する笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議および議会のご

意見を伺いながら１０月末日までの作成を目指しております。 

 次に合併後の道路網の整備状況と今後の骨格道路網、幹線道路等の整備方針についてですが

町村合併前から幹線道路として整備を行ってきました御坂地区の直進道はすでに完成しており、

一宮地区の塩田金沢線についても本年完成いたします。現在は都市計画マスタープランで示し

た老朽化した砂原橋を含む市道１－１３号線をはじめ、笛吹・八代スマートインターチェンジ

への取り付け道路や国道２０号線成田交差点の整備を進めております。今後は道路整備の指針

となる、仮称でありますが笛吹市長期道路整備計画を策定し、長期的な視点に立った道路交通

網の整備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） 

 倉嶋市長。発言訂正ということで、許可します。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 私の先ほどの答弁の中で、ＮＴＴ用地の購入費について７億円と発言しましたが５億円の誤

りですので訂正かた、よろしくお願い申し上げます。申し訳ありませんでした。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 丁寧の答弁ありがとうございます。 

 それでは、再質問を行います。 

 はじめに、平成２６年度決算および今後の施策等についての再質問です。 

 昨年度の予算規模が大きくなっていることは雪害対策関係の多額の繰り越し、石和温泉駅周

辺整備や砂原橋等の大型事業の繰り越しなどが影響しているものと理解しておりますが、性質

別に見ても扶助費が２５年度に比べて３億円以上、増加しております。２７年度当初予算額で

も５８億円とさらに２億円増加する見込みで、こうした制度上支出が必要な歳出が増加傾向で

あることを考えると、大きな繰り越しの影響額を除いてもまだまだ財政規模が大き過ぎると言

えると思います。決算を受けて今後の財政運営をどのように改善していくのか、機構改革も含

めた行財政改革を断行していく考えはあるのか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、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。 

 議員のご指摘のとおり、非常に笛吹市の予算規模というものは普通建設事業の増もあります

けれども、さまざまなところで非常に増えているという状況が実際ございます。扶助費につき

ましても増えているわけですけども、制度上という部分、あるいは市として住民の福祉向上に
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向けた部分、そういうところから取り組んでいる中で扶助費の向上というものもあるわけでご

ざいます。 

 費目一つひとつ、例外ではございませんけれども、なかなか扶助費の節減、あるいは削減っ

ていうのは難しいところではあります。全体的な中で行政改革を推進していこうということで

長年取り組んではおりますけれども、そこについてはなかなか、そこを削減できていないとい

う、節減できていないという状況ではあります。 

 まず笛吹市といたしましては、ただいま公共施設の再配置整備計画等を今、準備を進めて計

画の策定に向けてやっておりますけれども根本的なもの、あるいはそこに関わっているもの、

あらゆるところをですね、再度精査しながら第３次行革大綱等の、そこを推進しながらですね、

さらに内容等を詰めながら進めていきたいと思っております。今後ともしっかり取り組んでま

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） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 決意は分かるんですけど、やっぱり実行しないと本当にこのままだと笛吹市、財政がパンク

してしまうのかなという考えがありますので、ぜひそのへんは腹に据えて取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 次に物件費について、臨時職員の賃金なども大きいでしょうが備品購入や業務委託などあっ

て特に委託料もさまざまあるわけですが、これは業務の出し方、いわゆる随意契約や見積り合

わせといった方法が多くなっていることも問題と言えるのではないでしょうか。安ければいい

というものでもないし、契約の競争性や透明性の確保を図ることで物件費の抑制につなげると

いうことも重要ではないでしょうか。答弁をお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今、物件費のご指摘を受けたわけでございますけども、随意契約等につきましては、またこ

とあるごとに随契ではなく一般競争入札、移行するような指導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） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ぜひ頑張ってください。 

 次に財政全体から見れば、いずれ普通建設事業費の削減が避けられないことから考えると本

当に必要な施策・事業を絞り、優先順位を明確にして取り組んでいかなければ予算が組めない

という状況になり兼ねないことを改めて確認しておきます。 

 合併自治体で毎年度、着実に市債現在高を増やしているというところは珍しい部類です。合

併特例債を使い切っていくという意向もあるようですが、基金残高も２５年度を頂点に年々下

降していくということも現実でしょうから、投資的な経費の使い方は選択と集中でやっていた

だきたい。明確な見解を求めます。 
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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。 

 現在、笛吹市のほうでも、当然ほかの自治体もそうでありますけれども、しっかりその事業

に対する優先順位というものをとった中で行政の継続的な、行政の継続性ですね、それをしっ

かりやっていかなければならないということで、経済情勢なんかも含めた中で、改善していな

いわけですので、そこはしっかりとやっていかなければならないという考えでおりますけれど

も、これまでの当市の中で、合併特例債につきましてはそれを使い切るという考えというより

も５年延長の中で、そこに合併特例債を活用できるところ、今後、投資的経費の中で合併特例

債を使うべきところ、また投資的経費を、普通建設事業費等をやらなければならない事業等に

つきましては合併特例債を優先的に使っていくということをこの特例債の期間が延長した中で、

そちらのほうの考えに基づいております。ほかの財源を求めるよりも、その特例債のほうをしっ

かり使っていくというところでございますので、使い切るという考え方では少し違うというふ

うに捉えていただきたいと思います。 

 そんなことで、当然財源としてはしっかり捉える。またそこの事業、それぞれの事業ですね、

先ほど申し上げましたけども、公共施設につきましても今後それをすべて維持管理していくこ

とはできないということは白書の中で明らかな部分でございますので、そういうところを捉え

ながらしっかり取り組んで厳選した中で取り組んでいくというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 続いて、ミズベリング構想について再質問いたします。 

 まず、誘客施設については年間利用者数というのが公募の仕様でも審査委員会の判断基準と

しても、企画提案の妥当性からも１つのポイントになったものと承知しております。これはど

のくらいの利用者があればどのくらいの利益配分、すなわち市が投資を回収できるかというと

ころにかかる重要な数字となるものであります。他の施設等との比較でも一定の判断データと

して参考にされるものであります。 

 １つ確認しておきますが、内定事業者の説明では近隣の他施設の例で県立博物館の来場者数

も示していたと思います。内定事業者は説明で、県立博物館の利用者数を平成２５年度何万人

と言ったでしょうか。お答え願います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えを、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。 

 プレゼンの中、あるいは過日の説明会のほうでも事業者の方が来て、その資料の中で出され

たものがございましたけども、それにつきましては博物館の入場、集客数ですか、年間集客数

が２１万人だということで資料としては提供されたというふうに思っています。 

 ただし、私どもの情報として事前に説明もさせていただいた中では、この内容については１０万
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人ほどだったということで確認をしているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 まったくそのとおりでありまして、博物館の利用者は２１万３千人だというふうに私ども聞

いております。この数字は県立博物館の総利用者数というもので、平成２５年度の館内利用者

は１２万１，８９８人であり、県立博物館の総利用者数２１万人にはホームページ利用者８万

４千人弱が含まれており、誘客施設の利用者数を比較・検討する際には１２万人を使わないと

誤解を与えます。これは先般の行政関係者への説明会で内定事業者が説明した資料でも２１万

人と入れており、適切ではないものと思います。しっかり理解を得て、ミュージアム建設を目

指していくなら、こういうところで誤解を与えないよう丁重に進めていっていただかないと総

体的にも理解が得られにくいことになります。注意していただきたいというふうに思いますが、

この点について見解はいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 この２１万人につきましてはですね、最初プレゼンを受けた時点で私どものほうも１０万人

と思っておりましたから、ちょっと違うんではないかと思って調べた経緯がございます。その

後、上野議員ご指摘のとおりですね、これは資料の訂正をして説明をすればよかったんですけ

れども、同じ資料を使って先日の説明会では説明がなされたと、こういうことでございますの

で、今後その点につきましては正確な数字でお伝えするように心掛けていきたいと思います。 

 また、それで結構ですね、注意をさせていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 次にですね、誘客拠点施設と水辺レクリエーション軸の形成との整合性について、ミュージ

アムとＮＴＴばかりがクローズアップされている今の状況、整合性を持たせるためにも不足し

ていることがあるのではないでしょうか。ミズベリングの本来のソフトの部分、これが伝わっ

てこない。鵜飼やツアープログラム、笛政クラブでもサイクリングロードなどを活用した企画

提案もしてきています。こうしたことが進んでいるのかいないのか、ソフトの部分、ミズベリ

ングの事業、現状はどうなのかを説明を求めます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 お答えさせていただきます。 

 ハードの部分が話題になりまして、そのへんを一生懸命、今、説明しておりますけども、ソ

フト部門につきまして、今ご提案のサイクリングとかですね、そういうものにつきましても石

和温泉街のエリア、あるいは笛吹市役所のエリア、そういうようなことに対してのいろんなで
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すね、工夫、具体的には小ツアーであったり、あるいは連携であったり、そういうようなもの

についてもミズベリング関係検討会議という１０個つくりましたので、そのうちの会議の中で

ですね、検討を進めているところであります。 

 このわれわれの進め方というのは構想ではいろいろありますけれども、どういうものを具体

化していくかというときに、まずはいろんな専門家も入っておりますミズベリング検討会議で

ですね、検討をして具体的な案がある程度出たらばそれに対して具体化していく。議会へ説明

をさせていただいたり、市民に説明をさせていただいたりと、こういう方法を取りたいと思っ

ておりますので、今、その検討会議のほうでソフト部門についても鋭意検討をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 次にグラウンド跡地の購入について、合併特例債と基金の取り崩して財源を手当てするもの

で、これは本当にここを石和・春日居温泉の活性化、誘客の拠点として生かしていくというこ

とを本気で考えているのであれば、やはり経済波及効果や地域活性化につなげていくためにも、

この用地の資産価値を上げることを考えないとならないと思います。この点について、わが笛

政クラブの議員は一致しています。つまり用地北側の一方通行道路の拡幅は、この用地をどう

するかという段階から行っていくべきだと言っていますし、国道４１１号のパンのともえやさ

んの交差点から商工会の前を通ってこの用地に至る市道の拡幅も３月議会の代表質問でも模索

することを提言しています。中途半端に用地購入するだけではなく、長い将来的な構想を持っ

て活用することが必要不可欠だと思います。市の考えはいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 答弁させていただきます。 

 ＮＴＴ用地の活用はいろいろな方法があるんですけれども、今、上野議員さんおっしゃられ

たとおり、北側の一方通行の道があります。あれにつきましては、その水路がありましてそれ

でまた道幅が狭くなっているという経過もございますので、それにつきましてはその水路をで

すね、蓋をする。水路を暗渠みたいにするということですけども、そんなようなことを施しな

がら拡幅をするということを今、計画をしております。 

 いつも話題になるのはこの西側のほうの道路の拡幅なんですけども、北側のほうも一方通行

になっておりますので、そこらへんのところも今、具体な検討を進めているところです。 

 また郵便局と商工会の前の通りでございますけれども、今、石和の都市計画道路というのを

実際に１２メートル道路でですね、新たに開くということはもう難しい状況です。計画自体は

ありますけども、それは難しい状況です。具体的にはその郵便局前の通り、あれが非常に交通

困難ということになっておりますので、話のつくところからですね、拡幅をしていくというこ

とは石和、あの一帯の道路網の中でも最優先事項として取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 そうであれば、しっかりと諦めざる事業は諦め、改善すべき事業は改善して選択と集中、先

ほども当局で申しましたけど、それを示して実行していただくことを強く求めていきたいと申

し上げておきます。 

 そして都市計画道路の計画路線の対応、これも順を踏んで議論していかないと拙速、先送り

と言われかねない、行政手続きを軽視していると誤解されるものと思います。 

 ぜひこの・・・じゃあすみません、これで終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 時間となりましたので、以上で笛政クラブの代表質問を終了いたします。 

 続いて、日本共産党の代表質問を行いますが申し上げます。 

 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。 

 代表質問を続けます。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 共産党の渡辺正秀でございます。代表質問を行います。 

 財政がどうなっているかというのは今もいろいろ出ております。本当にどうなっているのか

というのを、正しいものを知りたいというのが皆さんの願いだと思います。 

 今日は適正な長期財政見通し、具体的で分かりやすい事業計画の公表は財政民主主義の前提

だということでお話しして、そして質問したいと思います。 

 長期財政の見通しについて質問するのは続けて３回目になります。本来、適正な長期財政試

算の作成・公表は市当局の仕事であり、市民や議員はそれを前提にお金の使い方について意見

を述べるのであります。長期財政試算の試算方法や試算結果について異議を唱える質問は今回

限りでぜひ終わらせるようにしていただきたい、明快な答弁を求めたいと思います。 

 長期財政推計は２月以降、私たちの指摘も一部受け入れ、１０年後の基金残高で約１００億

円の増と大きく変わってきました。しかしまだ大きく変わるのではないかと思います。今年３月

末に発表された２７年度版長期財政推計を７月末時点で点検すると基金残高、繰越金、２７年

度普通交付税額、臨時財政対策債額の決定額、それぞれいくら上回ることになったか、まず伺

いたいと思います。 

 ３月末作成の長期財政推計は、わずか４カ月後には実際と大きく違ってきていると思います。

そうした乖離をですね、正すために、繰り返さないために試算方法の改善について私、提案し

たいと思います。 

 １つの提案は、長期財政推計の作成時期を３月末から７月末に変更するだけで、１つはでき

ます。そのことによって、決算に基づく正しい基金増減、繰越金などを反映することができま

す。また普通交付税等の決定額も反映できます。 

 ２つ目の提案です。予算の保守主義を援用することをやめ決算見込み、財政目標、事業計画

に基づく、より妥当性のある数字を用いること。余裕を見てつくる予算に対し決算額は余剰金

がごく控えめに見ても、これまでも毎年６億円以上発生しております。この６億円以上の毎年

の余剰金ということを考えますと１０年間では６０億円以上違ってくるということであります。
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２つの改善提案、すぐに実行してほしいと思います。市長の所見を伺います。 

 適正な財政情報は財政民主主義の前提だと強調したいと思います。まず、財政健全化指標は

さまざま使われますけども、合併自治体のような歳入歳出構造が激変するときに、これは適用

できないのではないか伺います。 

 頼みの綱は長期財政推計および具体的で分かりやすい事業計画であり、その公表が必要だと

思います。そうすることによって、例えば「お隣はひとり親家庭で頑張っているけども、子ど

もの給食費も払えないで困っている。なんとかならないか」とか「新しい道路計画、何本も並

んでいます。一本はいらないのではないか」と、このように市民誰もが市民目線で財政運営に

意見を言えることになります。財政も市当局の専売特許ではなくなり、市民みんなのものとな

ります。市長の所見を伺います。 

 その上で長期財政推計と財政運営について、伺います。 

 １０年後には財政破綻するといった誤った長期財政推計のもとで、極端な緊縮を求める財政

運営だと私、指摘してまいりました。そして財政見通しが変わった中で、堅実かつ市民の願い

に応えるプラス志向の財政運営を提起してまいりました。改めてこの視点から伺います。 

 まず１つ目は、ＮＴＴ跡地買い取りと誘客施設建設は再考すべきだと考えます。 

 ＮＴＴ跡地買い取りについて、土地バブルの時代でもあるまいし利用目的が定まっていない

先行取得は認められません。いかがでしょうか。 

 観光関係者、地元を中心とするまちづくりのビジョンの共有と熱意こそ石和の発展の要であ

ります。それをまずせずにして東京の業者の持ち込んだ話に乗った誘客施設建設は、これは再

考すべきではないかと思います。 

 ２つ目に支所充実、健全なコミュニティづくりへの支援についてでございます。 

 今、地域はどうなっているか。その中で行政はどうすべきか。コミュニティ再生や住民との

関係強化など本質的な検討なしに、目先の行革目標達成と小手先の業務分担の変更で支所の縮

小が続いております。支所についての考え方を抜本的に検討と言ってきましたが、検討結果は

いつになったら示されるのか伺います。 

 次に重度心身障害児医療について、健常児と同様に窓口負担ゼロにすることを求めます。 

 ４つ目に市民の暮らしを顧みず道理もない都市計画税。さらに１０年後には財政破綻すると

いう説明のもとで進められてきた来年度からの徴収開始、これは間違っています。都市計画税

の廃止を求めます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問、適正な長期財政見通し、具体的で分かりやすい事業

計画の公表は財政民主主義の前提について、お答えします。 

 はじめに今年３月末に発表した２７年度版長期財政推計について、２６年度決算額等の数字

が固まった７月末時点で比較・点検すると、基金残高等がいくら上回ることになったかという

趣旨のご質問ですが、お答えいたします。 

 まず基金残高は６億円、繰越金は１７億４，９００万円、２７年度普通交付税額は１億６，



 ９９ 

４００万円、臨時財政対策債発行可能額は３，９００万円、それぞれ上回りました。 

 次に長期財政推計の試算方法についてのご提案ですが、まず長期財政推計の作成時期につい

てですが、ご指摘のとおり作成時期を７月末にすることにより繰越金や基金残高、普通交付税

額など決定額を反映することが可能となります。しかし年度途中でのことであり、当該年度の

決算額などは推計であることに変わりはありませんので、各年度当初予算ベースでの推計が基

本であり妥当と考えております。 

 次に予算の保守主義の援用をやめ、より妥当性のある数字を用いることとの趣旨のご指摘に

関してですが、長期財政推計の試算に当たっては、その時点において可能な限り妥当な数字を

用いて試算するのは当然であります。 

 次に財政健全化指標の適用に関するご質問ですが、ご指摘のように合併市町村と合併しない

市町村とでは、歳入・歳出に構造的な違いが生ずることから比較・検討する場合には注意を要

します。しかしこの指標の算定は全国統一ルールとして行われているので、構造的傾向には留

意しつつ、重要な指標として今後とも参考にしてまいります。 

 また、具体的で分かりやすい事業計画の公表が必要ではとのことですが毎年度、当初予算概

要において事業の内容を公表しております。今後も分りやすい資料の公表に努めてまいります。 

 続きまして、長期財政推計と財政運営についてのご質問にお答えします。 

 まずＮＴＴ跡地買い取りと誘客施設建設についてですが、ＮＴＴ用地は笛吹市の玄関口と温

泉郷を結ぶ要衝の地にあり、石和温泉郷の新たな活性化策の起爆剤となり得るシンボリックな

事業実現に最適な土地です。市が購入し有効に利用することが温泉郷発展を加速するため、必

要不可欠であります。当該土地の利用に当たっては、多くの市民の皆さまから寄せていただい

たテーマをもとに風林火山・三船ミュージアムの建設を内定し、これを推進しようと考えてい

るところであります。この事業は１０年先の新たな石和温泉・春日居温泉の発展をつかみ取る

ための事業であり、活力ある交流都市の創造という笛吹市のまちづくりのコンセプトに適合し

ていると考えております。 

 次に、支所に関する検討結果はいつになったら示されるのかについてであります。 

 行財政改革をさらに推進するためには、市役所組織のスリム化や事務事業の効率化を一層進

めていかなければならないと考えております。各支所につきましても、地域に根ざした業務を

担う態勢を確保しつつ取り扱い業務の一部、本庁移管について検討を進めているところであり、

当面、来年度から平成３０年度までの体制についてまとめた上で、できる限り早くお示しした

いと考えております。 

 次に重度心身障害児医療費についてですが、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ます。その助成方法につきましては

昨年１１月診療分から国保連や医療機関等にご協力をいただく中で、一斉に自動還付方式に変

更されておりますので、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。 

 一方、窓口無料方式で医療費助成を行っているひとり親医療費助成事業およびすこやか医療

費助成事業についても同様に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ることから、笛吹市が重度心身障害児の

医療費について窓口無料を実施する場合は、他市町村の動向も踏まえた上で県との協議が必要

となってまいります。 

 次に都市計画税の廃止を求めるとのご意見についてですが、今年度から普通交付税の段階的
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縮減が開始された中、都市計画税収約５億５千万円は貴重な一般財源だと考えております。都

市計画税は都市計画事業の財源として課税する目的税であるため、その使途は限定されてきま

すが都市計画事業や下水道事業の公債費への使途も認められており、財政的見地からも都市計

画税は必要だと考えております。 

 一方では徹底した歳出の見直し、職員定数の適正化等、行財政改革を強力に推進するととも

に市税収納率の向上等にも努めてまいりますが、今後の市の財政運営を考えますとこれ以上、

都市計画税の課税を引き延ばすと行政サービスや各種の継続事業、新たな事業の推進など市政

運営に支障を来たす恐れがあります。２７年度課税開始の予定のところを消費税の引き上げ、

２６年２月大雪災害を勘案し、課税猶予を１年間延長してまいりましたが２８年度から課税さ

せていただきたく、ご理解をお願いするものであります。 

 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。 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 もう１つ、数字追加でお聞きします。 

 平成２６年度の繰上償還はいくらでしたでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 お答えいたします。 

 たしか３億円程度という記憶があるんですが、はっきりした数字を持ち合わせておりません

ので、分かり次第お知らせいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 すみません、通告していなくて。 

 ３億円以上の繰上償還を行った上で、基金残高で６億円上回った。歳入では２７年度予算で

２０億円上回った、長期計画を上回ったということです。これではなんの役にも立たない長期

財政計画になりませんか。数字がものを言っています。事実はそれを示しているわけです。な

ぜ３月にやるんですか。３月でやらなきゃならない理由は、活用目的はなんですか。次の予算

は８月ごろから予算編成にもなりますし、７月末につくれば十分じゃないですか。その理由を

教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 先ほどの市長の答弁にございましたとおり、当初予算で推計するのが基本でありまして妥当

と考えておりますし、調べ得る限り全国の市で当初予算ベースでつくるのが通例でございます。

また今後は数字につきましては精査して、より正確なものをつくってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 だから間違った財政推計が出るんですよ。その根本原因というのは結局、先ほど言った予算

ベースで長期財政計画をつくっているときに間違いの原因がある。一例として物件費、維持補

修費を挙げます。先ほど長期財政計画と実績の差が２から５億円と言いましたけども、２６年

度決算も約４．７億円、少なくて済んだ。この間、システムの構築更新、指定管理者制度の拡

大で物件費を押し上げる部分があるとしておりましたが、それでも２２年度から２５年度の平

均は４４億円です。システムの構築更新金はピークを超えました。指定管理の拡大もピークを

超えました。一方、ごみ処理委託費が平成２９年度から約４億円減となります。したがって、

２９年度以降の物件費は４０億円以下と見積もるべきであります。しかし長期財政計画では平

成２９年から３６年平均４４億円と約、根拠なしの４億円過大に見積もられております。これ

は予算ベースでつくるということの結果であります。長期財政計画は予算ベースとすることを

やめ、実績をベースにさらに財政目標、事業計画、増減の要素を勘案して出すべきだと思いま

す。そうしなければいけないと思いますが、再度伺います。 

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） 

 議員のご指摘のとおりでございます。 

 なお一層、数字に精査を精査重ねてより詳細な財政推計をつくってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ぜひそのようにお願いしたいと思いますが、私も間違ったことを続けて言い続けるのは嫌で

すから、ここで伺いますが私がこの間、指摘してきた問題、改善の提案、これでもし間違って

いるところがあったら、どこかぜひご親切に教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 今まで丁寧なご説明ありがとうございました。 

 今後とも参考にさせてまいります。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私の間違いを指摘していただけませんでした。 

 次に誘客施設について伺います。 

 プロポーザルの応募で、建設費を１０年以内に回収できるとしたものは何件ございましたで

しょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ５件中２件でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 要は５件応募あったんですけど、最初から２件しか条件を満たしているところがなかったと。

まさに出来レースだったと。これは認められません。 

 さて提案の中には戦国ミュージアムそのものというものもありましたけれども、まちづくり

の構想なしに戦国ミュージアムで石和観光活性化につながるか。市民は懐疑的であります。ま

た提案の中には１０年で元は取れないけども新しいまちづくり、観光地の魅力につながる堅実

な提案もありました。地元の観光関係者など議論とまちづくりのコンセプトの共有なしに東京

の業者の提案に乗るという、ボタンの掛け違いを正すためにこの事業はいったん中止すべきだ

と考えます。そして外部のさまざまな意見も参考にし、観光関係者や地元を中心に議論し、ま

ちづくり、観光地づくりのコンセプトの確立とそしてその熱意を総結集することが必須だと思

いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 コンセプトづくりということで、それは大変重要なことだと思っております。今後もですね、

そのようにしてまいりたいと思います。 

 １点、出来レースというのはどういうことで出来レースとおっしゃっているのかよく分かり

ませんが、そういうことはですね、言葉がひとり歩きするんで、われわれとしては出来レース

とかはまったくありませんので、その点は私が申し添え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） 

 このボタンの掛け違い、市当局が自ら正せないならばしっかりそれを正すためにお手伝いす

るのが議会の役割だと思います。現時点でのＮＴＴ跡地買い取り予算と委託予算を否決するこ

とによってボタンの掛け違いを正す、ボタンを元に戻す、そのために努力したいと思います。 

 次に支所の問題について伺います。 

 ぜひ一度、区長会や民生委員会などに話を聞いたらいいんじゃないですか。せめて相談相手

になれるくらいの機能充実をしてほしいと必ず言うはずです。そういう区長会や民生委員会な

どに支所の問題で話を聞きたいという考えはございませんでしょうか。 

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） 

 支所のことにつきましてはそれぞれ今、検討を重ねておりますけども、うちのほうで検討し

ている中の１つとしてはいろんな事務局的なこと、それから市民の方々のそういう相談の関係
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のこと、それらが処理できるように支所のほうも体制を整えなきゃいけないということを念頭

にしておりますので、今のところまだそういう区長会、民生委員会等と話をするというような

予定はございませんけども、支所長を通じまして各それぞれの団体、市民がどんな考え方かと

いうようなことも聞いてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 支所がカギだと思います。ぜひしっかりやってください。 

 次に重度心身障害児医療費窓口無料化の問題ですが、国のペナルティという制度、また県の

差別制度、グロテスクな制度をつくってしまったということですが、困難を抱えた方々を行政

がさらに差別することはあってはならない。倉嶋市政の人権思想の問題だと思います。したがっ

て、お金の問題ではありませんが窓口無料化にするためにはいくらかかるか、お金の問題をま

ず最初聞きます。 

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） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほど川村議員のときにペナルティの金額についてはお答えをいたしましたが、全体といた

しますと先ほどの計算式で１１１人を対象といたしまして、そのうちの国保が２８名であると

いうことでペナルティは５２万円ほどでございます。その算定の際の医療費については６，３９０万

円ほどが試算をしておりますけれども、これに対しまして窓口無料化、重度の医療費について

は先ほど答弁いたしましたように制度の設計上、元へ戻すというのはちょっと難しいと。ご質

問の趣旨が他の医療制度のほうに、子どもすこやかの医療制度のほうに適用することでどのく

らいの費用が必要かという意味で回答をさせていただきますと６３０万円ほど、ペナルティも

含めて６３０万円ほどというふうに試算をしております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ６３０万円でできるということですが笛吹市の財政はこの６３０万円、出せないほど逼迫し

ているということなんでしょうか。 

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） 

 先ほど来、答弁をしているとおりでございまして、制度上そのような形を取っているという

ことでございますので、そのお金を出せるか出せないかというところは、また施策としてどう

していくかという部分もございますので、そこはまた別の問題だというふうに考えております。 

 以上、答弁とします。 
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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） 

 市民の願いを担って生まれた倉嶋市政です。困難を抱えた方々への差別制度を率先して変え

ていってほしいと思います。 

 次に都市計画税について伺います。 

 都市計画税についてはこの間、取るべきだ、取らなくてはならないと思わせるためにさまざ

まな誤った理解や説明がなされてきました。いくつか伺います。 

 合併後５年間は合併協定で石和町地域を除く区域の課税が猶予されてきたという方がいらっ

しゃいますが、これは事実か。合併協定にはなんと書いてあるか伺います。 

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） 

 ただいまのご質問の中で、石和町地域を除く区域の課税が猶予されてきたという市民がいる

が事実かというようなことでございますけども、それは市民の方々それぞれの考え方、捉え方

がありますので私のほうは特には聞いておりません。 

 あと１つの合併協定につきましては、合併協定の項目の８番のところに地方税の取り扱いと

いうのがございました。その中では都市計画税については目的税であるため、新市施行後にお

いて都市計画法土地利用計画に基づいて検討していくこととするというふうに記載してござい

ます。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 笛吹市都市計画税条例は、平成１６年１１月２９日に１８６本の議案の１つとして一括採決

され、遡って１０月１２日の施行とされました。合併協定では、都市計画税は都市計画法土地

利用計画に基づいて検討とされておりますが、どの土地利用計画に基づいてどのような場で検

討されたか教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょうか。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 合併前につきましては笛吹川の都市計画の関係、それからもう１つ、都市計画がそれぞれそ

の当時、東八代郡というような設定でございましたけども、各町村が分かれてそのエリアの中

にあったというようなことで、その中で利用計画が定められていたということでございまして

合併後に検討していくというのはそれぞれ都市計画のマスタープラン、それから市の土地利用

の計画等を定めて何回か検討してきたというようなことで、こちらのほうでは聞き及んでおり

ます。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 そうです。当時、笛吹市の土地利用計画なかったんですよね。まともに検討もされていなかっ

た。合併協定違反の条例制定だったんですよ、最初。 

 次に合併処理浄化槽設置に対する補助は、都市計画事業であるかどうか伺います。 

 下水道計画のない地域への課税、都市計画事業のない地域への課税は法的に正しいか伺いま

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） 

 合併浄化槽の設置の関係でございますけども、その補助等につきましてはまた別の制度とい

うようなことでご理解いただければと思いますし、うちのほうでは下水道計画のない地域とい

うようなことでありますけども、あくまでも都市計画の土地利用の計画の中に入っているとい

うようなことで理解してエリアがありますので、そのエリアの中は課税をするというようなこ

とで、こちらのほうでは考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 周辺と言いますけども、旧町村の都市計画区域は市街地の形成や再開発を目指したものでな

く、一帯の土地として捉えるとともに土地利用の規制および誘導を目的として、要するに規制

です。都市計画税の課税趣旨に、目的として都市計画区域としたわけでございまして、決して

市街地開発するためではございません。都市計画税の課税趣旨に合わないと思いますが、いか

がでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの質問につきましてですけども、市街地の形成とか再開発を目指したものではない

というようなことでございます。そのように私も思いますけども、わが市のほうでは都市計画

によりまして例えば下水道の整備、それからすでに終わっておりますけども、都市開発の土地

区画整理、それから今後はごみ処理場の建設費の償還に充当するというようなことで、それら

も都市計画の中で認可されている事業でございますので、特に問題はないかと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次に１０年後には財政破綻、都市計画税を取らなければ６年後にも破綻という説明を議員や

市幹部にしてきたと思いますが、これは正式に撤回されているんでしょうか。撤回されていな

いでしょうか。ぜひ撤回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） 

 どなたか答えてください。 

 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。 

 ６年後には破綻という説明をしてきたというのは、ちょっと私の記憶にはちょっとないんで

すけども、都市計画税としては都市計画事業をしていく上で必要な財源であるという説明をい

たしてきたというように捉えております。その都度、財政計画の見直しを図ってまいりますの

で、今後につきましてもまたさらに、財政計画の中では適切な財政推計をしていくということ

で、破綻という言葉につきましては私のほうはちょっと承知しておりませんけども、そんなふ

うな答弁とさせていただきます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 財政破綻ということは言っていないということであります。私のほうでもよく確認させてい

ただきます。 

 まだまだいろいろとありますが、この間とんでもない説明がされてきました。今言ったよう

に最初から合併協定、基づかない決定の仕方をして、条例のつくり方をしていたんだとはっき

りしました。 

 それから財政試算ですけども、正しい財政試算に改善し、私の言っていることが間違ってい

なかった、そして堅実かつ民主的かつ市民の願いに応えるプラス思考の財政運営を求めて私、

日本共産党の代表質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １点、雨宮財政課長より答弁、１件あるそうです。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 先ほどお答えできなかった繰上償還の額でございますが、３億８，４８０万円でございます

のでお答え申し上げます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、日本共産党の代表質問を終了します。 

 総務部長から都市計画税のエリアの件に関して、再度説明があるそうです。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 先ほど合併前の都市計画の関係のエリアの関係で、ちょっと名称が違っておりました。正し

くは峡東都市計画区域と、それから東八代都市計画区域ということで訂正させていただきたい

と思います。申し訳ございません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は明日９月８日、午前１０時から再開いたします。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 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２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、古屋始芳君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会へは１０名から１７問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 

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

 質問時間については１人１５分以内とします。 

 関連質問については申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて終

了したのちとなりますので、ご承知願います。 

 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、野生鳥獣対策についてお伺いいたします。 

 シカやイノシシなど増え過ぎた野生鳥獣の食害が深刻化しております。日本はかつて野生鳥

獣を乱獲した反省を踏まえ、最近までずっと保護政策を続けてきました。しかしどこまで保護

すべきなのかというゴールを決めていなかったのが問題でした。 

 １９１８年から狩猟を許可制にしたり、また捕獲できる鳥獣を限定したりしてきました。

１９４７年には戦時中に過剰に乱獲したことにより激減した個体数を増加させるために雌鹿な

どを狩猟の対象から除外しました。１９６３年には狩猟法を鳥獣保護法に変更し、一部の区域

では狩猟を禁ずる制度をつくりました。 

 保護から個体数の管理へ一歩を踏み出したのは９０年代からです。農産物被害増加を受けて

９４年に雌鹿の狩猟を限定して解禁。９９年には都道府県が動物の個体数を科学的に管理する



 １１２ 

制度を創設しています。ただ全体的には保護に軸足を置いていました。そして現在、野生鳥獣

を適正管理する新たな目的を位置付けた改正鳥獣保護法が今年の５月２９日に施行されました。

そのことで関係法が整いました。ようやく、日本中で鳥獣対策に取り組む体制ができたと言え

ます。 

 今後は野生鳥獣を捕らえる専門事業者を都道府県が認定するもので、認定された場合は都道

府県の捕獲事業を受託できるようになります。そしてその認定を受けるためには、過去３年以

内に野生鳥獣を捕獲した実績を持ち、安全管理や技能知識の講習を受けることが条件とされて

います。捕獲事業者制度を創設したのは狩猟の担い手不足に対応するものです。野生鳥獣が増

加する一方で狩猟免許の所持者は１９７５年から２０１２年までに３０万人以上、減少しまし

た。現在は６０歳以上の方が半数を占めています。後継者となる若者の取り込みが大きな課題

となっています。そのために新たな改正では、わなや網を使った猟の免許を取得する年齢を２０歳

以上から１８歳以上に引き下げました。さらに一定の条件下で夜間の銃の使用や住宅地での麻

酔銃の使用を認める規制緩和も進んでおります。 

 イノシシなどの捕獲事業も重要ですが、専門家によればフェンスや電気柵を的確に使えばイ

ノシシなどの食害をほぼ１００％防げるそうです。それではなぜ、被害が拡大しているのか。

それはフェンスなどの正しい使い方を地域に伝える人材が不足しているからだそうです。全国

的に人材育成が決定的に欠落しているといわれております。 

 人材育成が決定的に欠落しているということでもって、本当に狩猟者の確保も大変大事では

ありますが、動物の保護管理制度を総合的にコーディネートできる指揮官などの養成が重要で

あります。改正鳥獣保護法をもとに認定鳥獣捕獲等事業者制度が効果を発揮するためにも事業

に携わる人材の育成は欠かせません。国では２０２３年度までに有害鳥獣の数を半減する計画

を掲げております。そこで本市における取り組みをお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 野生鳥獣被害の対策としましては、フェンス等の設置と捕獲が主な手段になります。市内の

フェンスや電気柵の設置状況について、市では山際のフェンスと個々の耕作地に電柵により特

定鳥獣の侵入を防いでおります。現在、山際のフェンスについては総延長１０３キロメートル

が設置されており、うち１２キロメートルはシカ用に嵩上げされております。いずれにしまし

ても現在の山際フェンスでは特定鳥獣の侵入を完全に防ぐことはできません。今後とも原材料

支給による嵩上げを進めてまいります。 

 また農作物被害件数やイノシシ、ニホンジカの駆除件数はいずれも年々増加傾向であり、特

にニホンジカについては、昨年度の駆除件数５４頭に対し今年度は６月までの３カ月で３６頭

が捕獲されている状況です。国、県でもニホンジカの生息数を平成３５年までに半減させると

いう目標を掲げております。 

 これらの現状を踏まえ、市では法律の改正内容を地区猟友会や狩猟免許所有者に対して周知

すると同時に県の管理計画に基づき、より効果的な駆除対応が実施できるよう地区猟友会と連

携を図り進めてまいります。 
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 特に狩猟の担い手不足については、被害状況や捕獲数の増加と同様に深刻な問題です。市内

には約１４０人の猟友会加入者がおり年々減少傾向である上、６０歳以上の方が７割以上を占

めております。狩猟者の確保については現在、狩猟者確保対策として新規狩猟免許取得者およ

び新規銃砲所持許可取得者に対して免許取得にかかる費用の全額、あるいは一部を補助金とし

て助成しております。また狩猟者育成対策として、平成２５年度からわな捕獲推進体制事業を

導入し、地域の方々によるニホンジカやイノシシの捕獲を進め、これまでに２地区で５頭のニ

ホンジカ等が捕獲されました。この事業は、地域住民の方々が講師から狩猟の専門的な知識を

受け、実地を通じて狩猟のノウハウを取得するものです。指導員の育成については、ベテラン

の猟友会役員に猟友会会員や地域の農業者の方々などを対象に後進の育成を依頼し、技術や経

験を伝授していきたいと考えております。法改正の動きに合わせ、狩猟免許取得のＰＲを行う

とともに多くの方に狩猟に興味を持っていただき、免許取得ができるよう地区猟友会と連携し

て狩猟者の確保と育成を推進してまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。今、笛吹市では私のところにもいろんな苦情がきているんですけ

ども、どんなようの、例えばイノシシとかシカとかサルとかいろいろありますけども、どのよ

うなものに対して住民の方たちが被害をそちらのほうに通報しているとか、そういったことは

ありますか。教えていただきたいですけど。 

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） 

 直接、被害等は受けてはおらないんですけども、ニホンジカ、またイノシシ、またサルです

ね、というふうな被害がこれまでにも何件かありました。今年度につきましては、すでに３６頭

の捕獲というふうなことも聞いておりますので、そのへんの農業被害については何かどうこう

という被害ではなくて農業全体の被害があると考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 シカやイノシシは例えば集団でシカなどはおりますけども、イノシシは孤立化とかいろいろ

そういうことがありますから、捕まえ方というか、対応の仕方がそれぞれの動物によって違う

と思うんですね。そのへんもまた勉強していくことが必要だと思うんですけれども、たぶんそ

ちらのほうになんの話もないということは、たぶん私たち議員のところにはきていると思うん

ですけども、ある程度、私も話をしたんですけども諦めている。「仕方がないや」って諦めて

いる部分が多くあるような感じもしました。行政の方たちはそういった担当部署にいたときに

はそういった勉強というか、何かそのようなことはなさったんでしょうか。 
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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） 

 再質問にお答えいたします。 

 職員につきましてもそれぞれの農務事務所ですとか、そういったところで研修会等を参加さ

せていただいておりますので、そういったところで研修の機会は設けております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 そういったところでは、やはり正しいフェンスの使い方とか電気柵のそういうことまで教え

てくれているんでしょうか。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 詳しいそこまでの内容等は私も存じておりませんけれども、電気柵といったものを使いなが

ら、また捕獲一辺倒ではなくてですね、いろんな方策を用いながら対策のほうを考えていきた

いと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 そこまでのね、いろいろ指導なんかはまだ大変欠けているような気がするんですけども、今

年度から一般の民間で北海道のエゾシカ協会とかそういったところがいろいろやっているそう

ですから、またそういう情報をつかみながらそういったところからいろんな正しい情報を得て、

みんなのために役立てていきたいということも感じます。 

 私の質問は、山なんかにやはり食べるものがない場合は下に下りてくると思うんですけど、

そういった植物に対する配慮とか、どのようなことを考えていらっしゃ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） 

 イノシシやニホンジカが農作物の被害というふうなことで、食べるものがなくなるから下の

ほうへ下りてきて農作物のほうを荒らすといったことであると思うんですけども、そういった

イノシシやシカ、サル等が十分植物が山にあればそれはそれで下のほうに下りてくる、事前の

策として有効だとは思うんですけども、何がどうこうということはまだ研究の段階で私どもも

承知しておりませんので、また参考にさせていただきながら研究させていただきたいと思いま

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） 

 やはり専門家の方にどういった植物がいいかとかそういうことを、どういった木がいいかと

かそういったことを聞きながらやっていかないと、例えば下に来た動物だけは捕獲していいん

だけども、山の中まで追いかけていく必要はないということも専門家は言っていますので、そ

の点のほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 では２点目へいかせていただきます。無電柱化対策についてお伺いいたします。 

 電線を地中化して電柱を撤去し、都市の生活機能を高める無電柱化は防災・減災対策の推進

といった都市機能強化の観点からも、また地方創生の具体策の一歩にもなります。高齢化の進

展で暮らしやすいまちづくりが急務な今、電柱は都市整備を遅らせる最大の障害物との指摘も

あります。 

 無電柱化を行うメリットは主に３点あります。１つは、無電柱化により道路の安全拡充につ

ながる点です。歩道と車道は区別がつかないような狭い道路が多い都市部では、道路に立って

いる電柱が見通しを妨げることによる交通事故が後を絶ちません。交通事故総合分析センター

の調査によると、車の電柱等への衝突事故は２０１０年時点で、事故全体で最大の３割を占め

ているそうです。 

 ２点目の効果は、地域の防災機能の向上です。電線をつなぐ電柱は台風や地震による強風や

揺れに弱く、１本が影響を受けると連携して倒壊しやすくなってまいります。東日本大震災で

は約３万本の電柱が、電化系の電柱ですけども倒壊しました。そして道路を塞いだ電柱が緊急

車両の通行を妨げ、救命活動が本当に遅れたこともあります。 

 ３点目の効果は、景観の改善が促進されるということです。日本の都市における無電柱化の

取り組みは１９８６年度からスタートした電線類地中化計画に基づいて進められています。し

かし世界と比較すると遅れていて、無電柱化を戦前から進めている英国のロンドンやフランス

のパリは無電柱化率が１００％です。英国での無電柱化事業は、電力会社の自己負担となって

います。政府は社会資本整備重点計画に基づいて、２０１６年度までに全国の無電柱化率を財

政支援や規制改善によって１８％まで引き上げる方針です。そこで本市における無電柱化への

計画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、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 無電柱化については安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報

通信ネットワークの信頼性の向上等の観点から道路管理者、電気・通信管理者および地方公共

団体による山梨県無電柱化協議会を設置し、無電柱化推進計画に基づき事業を行っております。

本市においても歩行者や自動車の利用頻度が高い骨格となる都市計画道路、石和駅前土地区画

整理地区内、石和温泉駅周辺を順次無電柱化の整備を行っております。 

 今後は電力・通信分野の自由化による経営環境の悪化や国、地方公共団体の財政事情などに

対応するため、低コストで整備など手法を協議会で検討、整備方針を立て都市計画道路等の高

規格道路の整備時やバリアフリー化等の道路整備に併せ、無電柱化に取り組んでいきたいと考

えております。 



 １１６ 

 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） 

 実際、いつ災害が起こるか分かりませんから、起きて電柱が道路を塞いでしまった場合なん

かは逃げようによっても逃げれないし、行くにしても行かれないということでもってとてもい

ろんな被害があると思うんですけれども、例えば電柱が倒れて、家屋のところに倒れて、その

家がどうかなってしまうとかいろんな問題がありますけど、そういったことに対する対策とい

うか、勉強というか、そういったものはどのようなご指導を受けていらっしゃるのか教えてく

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。 

 たしかにですね、震災の関係のときですね、震災のときなどは電柱が多くの電柱が倒れて道

を塞いだり家屋のほうに倒れてきたりという、そういった被害が報告されてきております。 

 考えられるのは、いわゆる電柱が倒壊した、その発災直後では当然電気が流れてきておりま

すので感電、あるいは漏電による火災などの二次災害、被害がですね、非常に心配されるわけ

でございますけども、そういったことに対してはまず市のほうといたしましては、まずそこに

近寄らないというような広報をしていくとか、そして倒壊した電柱状況をいち早く、やはり確

認する。そういったのが私たち、やはり、本部員が実は私たちなんですけども、そういったこ

とを情報を集めるということがまず第一だと思っております。そして早急にですね、先ほど言

いましたように情報を、先ほど言いましたように防災無線などを使って市民の方々に伝えたり、

あるいは東電のほうですね、当然、もとにですね、電気を切ってもらうとかですね、そういっ

たことも、当然会社のほうはすると思いますけど、私どもの情報からも伝えてまいりたいと思っ

ております。 

 当然、特にですね、この避難路の関係とか緊急輸送道路、特にそこらへんは一番問題になり

ますので、そこらへんは特に発災直後はですね、なるべく人を集めてそういった情報を把握し

ていくということがまず第一だと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 東日本大震災とか阪神・淡路大震災のときのそういった電柱のことに関して、いろんな事故

があったと思うんですけど、そういったものの情報とか勉強とかそういったものは受けていらっ

しゃるか。それともそういった情報は何か得ていらっしゃるか。あったら教えていただきたい

んですけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 
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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。 

 たしかにですね、災害時、そういった大震災、東日本とかあるいは中越の地震もそうでした

けども、職員はやはりいろんな機会を通してそういった研修会とかしてきております。それぞ

れ部署によってはですね、いろんな、これは私がちょっと答えるあれじゃないかもしれません

けども、パート、部署部署によっていろんな研修を受けてきておりますので、これからもです

ね、特に防災訓練、そういったものでつい先日も私どもそういったシミュレーションを受けま

した。はい。それでもってこれからもですね、絶えず時間があればそういった研修なども受け

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） 

 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。消防長さんなんかはやはりいろんなところ、災害のところへ行って

そういった電柱に関する何か、実際見てきたということでもって感じたようなことがもしござ

いましたら教えていただきたいと思いますけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 長田消防長。 

〇消防長（長田正夫君） 

 渡辺清美議員の質問にお答えいたします。 

 私、やはり東日本大震災に行ってまいりました。このときの、やはりすべて電流は通ってい

ない状況でしたけど、この管内であった場合にはですね、やはり消防は帯電装備というものを

持っております。しかしですね、大災害の場合には装備もですね、限られておりますので、い

ずれにしてもですね、やはり装備は限られておりますので、そのへんでやはり災害時の、そう

ですね、感電等は今後やはり問題になると思いますけども、いずれにしても災害の場合には電

流はですね、通っておりませんので、そのへんで対応しておるわけですけども。 

 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） 

 子どもたちが登下校の時点でもしそういうことが起きた場合なんかの、電柱に対することと

かそういった、電線に触れないでとかそういったことは、学校でなんかは防災訓練のときにお

話はなっていらっしゃるのかどうか、ちょっと教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡辺議員の質問にお答えをいたします。 

 今の件につきましては、詳細にわれわれが各学校に、まだ調べておるわけではありませんの

で、そういうことをやっていますというふうには今は答えられません。 

 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） 

 ありがとうございました。また今後、防災訓練とかそういうときにはよろしくお願いいたし

ます。 

 あと先ほども、３点目の景観の改善が促進されるということをお話しましたけども、無電柱

化により、これは京都市で二年坂の場合は特にそれが大きな成果になったようでもって、観光

案内の誌がありますよね、そういう雑誌。それに作品を写すのにそこを撮った場合、電柱がいっ

ぱい四方に巡ってありまして、そして写真を載せるときはそこをいつも、電柱を消していたそ

うで、実際に来た人たちがそれでもって、ギャップでもって本当に怒っていたということでもっ

て、今回はそこがもう無電柱化しましたから、みんながその景観の美しさに、よかったという

ことでもって観光客がなお一層増えたということも聞きますけど、笛吹市の場合なんかもやは

りこの場所がいいなという場合のところに、やっぱしいろんな電柱とかそういったものがあろ

うかと思いますけれども、そういったことに対しては今後、どのようにお考えになっているの

か。もし無電柱化を促進されるようだったら、そういった場所がもしございましたら検討して

いただきたいと思うんですけど、その点についてまたちょっと一言お願いいたします。 

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） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 観光の面ということで、景観に関してはとても電線というのは一つの障害物であろうかと思

いますけども、笛吹市の場合にどこをというふうなことになるといくつか、ここは無電線化の

ほうがいいかなというようなところは、箇所は挙げられると思うんですけども、今いくつとい

うふうなことではありませんけども、また参考にさせていただきながら検討をさせていただい

て、もし可能であれば無電柱化のほうを進めて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） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 じゃあ以上で私の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、渡辺清美君の一般質問を終了します。 

 続いて、関連質問を行います。 

 関連質問については先例取り決めにより答弁内容に答弁漏れ、不足、または不明確な点があ

り当局に答弁を求める必要がある場合としますので、ご承知ください。 

 それでは関連質問を許します。 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 渡辺清美議員の関連質問をさせていただきます。 

 １問目の鳥獣化対策についてですけども、まだ記憶に新しい電気柵による人身、人が亡くな
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るという事故がありましたけども、そのことを通して笛吹市の状況等、どのような対策を取っ

たか伺いたいと思います。 

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） 

 静岡県の痛ましい事故がありましたけども、笛吹市の中で調査をいたしましたところはです

ね、電気柵の電流の流れる電流については３０アンペア以下というふうなことでありましたの

で、直接触ってもピリッとくる程度の電流が流れているといったことで、人体に直接大きな被

害があるものではないということでありました。またそれに電気柵が通っているというふうな

ところの表示をしなければいけないことになっているそうなんですけども、その点については

何カ所か表示漏れがあったというふうなことで、そのへんは改善をするよう私ども農林振興課

のほうで指導をさせていただきました。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございます。それともう１点、嵩上げということでなかなか農家の方も高齢化が

してて、自分たちではその嵩上げする作業がしにくいという状況の中で、今後そういった状況

の中で市としてなんらかの対策を今後取っていくのかどうか、最後にお伺いします。 

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） 

 イノシシのフェンスがベースにありまして、そのあと少しシカ用に嵩上げをしているところ

でございますけども、いずれにしましても現物を支給して地域の方にやっていただいていると

いうのが現状でございますので、その点に関して、また市当局と相談していただきながらどの

ような方策があるかということを検討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） 

 ほか関連質問はありませんか。 

 （ 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） 

 おはようございます。笛新会の保坂であります。 

 障害福祉政策について一般質問をさせていただきます。 

 笛吹市第２次障害者基本計画および第４期障害福祉計画における障害福祉推進の理念は、ノー

マライゼーションの理念の下に推進される障がい者福祉の充実のためには障がい者への差別・

偏見等を解消し、障がい者が住み慣れた地域で安心して生活ができる環境整備や社会参加の機

会や情報、コミュニケーション手段の充実など障がいのある人もお互いに人権を認め合い、尊
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重し合って共に生きる社会の実現が不可欠であり、総合計画で示した将来像の実現に向け、障

がい者に対する市民の理解を促進し、すべての市民が障がいの有無にかかわらず等しく基本的

人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現を目指すとし、第２次障害者基本計画における基本目標は１．相談支援機能

の充実、強化。２．日常生活支援体制の充実。３．生活環境の整備。４．外出・社会参加手段

の確保。５．障がい者の権利擁護体制の充実。６．障がい児支援の強化。７．一貫した教育体

制の構築。８．障がい者の就労および雇用の支援。９．障がい者の重度化や高齢化への対応。

１０．地域生活移行の促進。１１．防災対策の推進。１２．障がい者に対する市民の正しい理

解の推進となっており、第４期障害福祉計画においても、この基本目標に基づき施策の推進を

図るとあります。そこで特に今回は障がい児支援の強化について質問を行います。 

 障がいがある児童が身近な地域で障がい特性に応じた専門的な支援が提供されるよう、量的

拡大と併せ、質の確保を図るとあるがこの対象児と具体的な強化策は。 

 ２番目として、重度心身障害者医療費助成については、昨年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たが、障がい児に対する笛吹市すこやか医療費助成事

業への移行は。 

 ３番目として障害者差別解消法が平成２５年６月２６日に公布され、平成２８年４月１日施

行されるが、この対応は。 

 大きな２番目として、一貫した教育体制の構築について伺います。 

 障がい児の年齢および能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、

障がいのない児童生徒とともに教育が受けられるよう配慮しつつ、教育の内容や方法の改善お

よび充実を図るとあるが、この現状と対策は。 

 以上、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに障がい児支援の強化についてでございます。 

 障がいのある児童が専門的な支援が提供されるよう、量的拡大と併せ質の確保とあるがこの

対象児と具体的な強化策をということについてですが、障がい児支援の対象児は身体障害者手

帳や療育手帳を所持している児童のほか、手帳を所持していなくても発達障害等の診断を受け

ている児童、また保健師や保育士等の支援者がサービス利用の必要性を認めた児童についても

利用が可能となっております。 

 障がい児支援の具体的な強化策として、まず量的拡大を図るための基盤整備について市内に

ある事業者に対し通所事業所の新規開所や定員の拡大の働きかけを行うため、公共施設の再配

置に併せ有効活用策の検討をしていくこととしております。質の確保については、サービス事

業者や医療機関および県などの関係機関とのネットワークを強化し、ライフステージに沿った

切れ目のない継続した支援が提供できるような支援体制の構築に取り組んでおり、本年度設置

いたしました障がい者基幹相談支援センターを中心に、保護者がいつでも気軽に安心して相談

できる環境の整備に努めております。 
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 次に障がい児に対するすこやか医療費助成事業への移行についてですが、重度心身障害者医

療費助成事業、ひとり親医療費助成事業および子どもすこやか医療費助成事業につきましては

山梨県の補助事業として実施をしており、県の補助要綱および市の条例等に規定されている事

業間での対象者の優先順位に基づく運用がなされております。現在、重度心身障害者医療費助

成事業の対象となっている障がい児を、子どもすこやか医療費助成事業の対象とするに当たっ

ては他市町村の動向の確認や県との協議の上、優先順位の見直し等の措置が必要であると考え

ます。 

 次に障害者差別解消法への対応については、障害者差別解消法の施行に伴う準備として、ま

ず市役所の全職員を対象に法律の趣旨および内容の理解と地方公共団体としての役割・責務に

ついての周知を図ることを目的とした職員研修を実施するとともに、今年度中に職員対応要領

を作成する予定です。 

 市民への周知につきましては、市の広報誌やホームページでのお知らせや啓発パンフレット

を市役所および関係機関等の窓口に配置して周知を図ってまいります。 

 次に一貫した教育体制の構築についてですが、笛吹市ではふえふき教育相談室が保育所や幼

稚園等を訪問して障がいや発達の遅れ、保育所の対応等の仕方など就学前に子どもたちの実態

をできるだけ早い段階で把握するよう取り組んでいます。さらに医師、臨床心理士、学校関係

者などからなる笛吹市教育支援委員会を設置し、障がいのある児童生徒等の適正な就学につい

て協議しております。これらは、障がいのある児童生徒等への一貫した教育体制と適正な就学

を目指すものであります。また市内小中学校へ市費負担講師１９名、学校サポーター１５名を

配置しております。学校サポーターの中には、手話通訳の資格を持った者も１名おります。こ

れらの配置により、障がいの有無にかかわらず児童生徒への学習支援や学校生活において必要

な支援を行っております。今後も児童生徒の特性を踏まえ、サポーターの配置や施設の整備な

ど、共に学べる環境づくりを目指してまいります。 

 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。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 昨日の公明党さんの代表質問の中で、それぞれの対象児童は１１１名ということをお聞きし

たんですけれども、この１５歳以下の対象児の就学前のお子さんが何人、小学校以上が何人い

るか。この小学校にいる中で支援学校へ通っているお子さんは何人いるか、数字的な答弁をお

願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 今、議員のほうからご紹介いただきました重度医療の対象の児童については１１１名でござ

います。未就学のお子さんについては２５名、就学児が８６名でございます。支援学校につい

ては１名・・・では支援学校については。 
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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） 

 笛吹市在住の児童生徒で支援学校に通っている人数でございますけども、県内の支援学校と

いわれる学校が１２校ほどあるわけですけども、ちょっと全体の把握はできておりませんが、

山梨県立かえで支援学校については小学部が２４名、中学部が１９名ということで、こちらの

学校へ通っている児童生徒が一番多いという話は聞いております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 先ほどの部長答弁の中で、量的拡大についてお聞きしますけれども、市内業者に対する通所

事業所の新規開所、あるいは定員拡大の働きかけを行うために公共施設の再配置に併せて有効

策の検討をしていくという答弁がありましたけれども、これを具体的にお聞きしたいんですけ

れども、要するに義務教育施設、あるいは支所等の再配置に併せて障がい児に対する通所サー

ビス、要するに通常に言う健常児の学童保育の設置を考えているという解釈でよろしいでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保坂議員の再質問にお答えします。 

 学童保育というふうに限定をするということではございませんが、現在検討を進められてお

ります公共施設の再配置の中で当然、統廃合もしくは用途を変更していくというふうな施設が

生まれてくるというふうに考えております。そうしたものの活用方法の１つとして事業者等が

新たに事業を起こしたり、あるいは定員拡大等をする際の施設として活用していただくこと。

その対象施設として検討をしていけ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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 前向きな答弁ですけども、ぜひですね、市内でも障がい児に対する学童保育というか、放課

後事業というか、そういう民間業者でも結構ですので、そういう場の提供をぜひお願いしたい。 

 今、支援学校へ行っている方が小学校２４名、中学校１９名ということですけれども就学前

のお子さんがですね、できるだけお母さん方、保護者の方々は地域の小学校へ入学させたい。

でもその小学校で自分の子どもの障がいの程度に合った先生方がいらっしゃらない。あるいは

環境整備が整っていない。自分の子どもに合った環境整備が整っていないためにふえふき教育

相談室の先生方、あるいは保健師さんの指導を得て支援学校へ入れる。支援学校へ行って帰っ

てきた場合、笛吹市の学童保育の施行規則第３条、笛吹市の小学校に在学していない児童でな

ければ学童保育に入所できないという規則がある。これは来年４月から施行される障害者差別

解消法と、私は差別だと認識しますけれども、この来年４月に備えた市の見解をお聞きしたい
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と思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 学童保育の施行規則第３条に、笛吹市内の小中学校に在籍する児童であって次の各号に該当

する者というのが利用者の範囲として決められているということでございます。この内容につ

きまして、来年４月から施行される差別解消法に当たらないのかと。また議員のご指摘はそれ

を合理的に解消することはできないのかというご質問かと思います。 

 現時点ではこれまでの学童保育がより、通っている学校との連携や関係性というものを重視

をして子どもさんたちが放課後の居場所というところにうまくつながっていく、あるいは家庭

に、地域につながっていくということを想定して、この学童保育の今、笛吹市内は整備がされ

ているというふうに理解をしております。 

 そういう点で、現時点では規約の中で市内の小中学校でその場にうまくつながっていくこと

を想定した規約になっているというふうなことでございますけれども、今ご指摘がございまし

たように、差別解消法の中で障がいの手帳の有無にかかわらず障がい、障壁のある方がどのよ

うな社会的な障壁を感じて、それの解消を望んでいるかというふうなところが差別解消法の一

番の趣旨だというふうに理解しておりますので、今後そのいろいろな条件といいますか、先ほ

ど議員のほうでもご指摘をいただきましたように、場の中に整備をしなければならない条件や、

あるいは学校とのつながり、あるいは家庭とのつながりという中での例えば支援学校から学童

のところへの移動の問題であるとか、教室内の整備や指導する先生方の数の問題とか、さまざ

まな課題はありますけれども、われわれもできるだけ解消ができるように先ほどの一貫した教

育の、答弁の中にもございましたように解消できるところは検討していきたいというふうに考

えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 答弁でさまざまな課題がある、これは私も理解しております。しかし市の考え方として規則

の、少なくとも笛吹市に住所を有する子どもは入所できるような、ぜひ規則の改正を早急に、

前向きにぜひお願いしたいと思います。 

 次にすこやか医療の移行ということで、今質問の最大の重要課題だと私は思っていますけど

も、私の質問は去年の１１月から重度心身障害者医療窓口無料が自動償還払いになった。１５歳

のお子さん方は市の子どもすこやか医療へ移行したいんだと、散々市のほうへ４月１６日から

お母さん方が要望している。結局、市はそれを却下したと。窓口無料医療を復活させるには市

長は、県の市長会で強くですね、市長会で強く県のほうへ要望していただければいい。ただ市

として今、何ができるかということで、すでに甲斐も上野原も今議会で条例改正して優先順位

の撤廃をした。要するに１５歳まで子どもすこやか医療で無料化ができると。今、現状は健常

者の方は医療機関にかかってすぐ帰ってこれる。でも障がいを持っている方は待っている。お

金も払わなければならない。これは精神的、肉体的、経済的にも大変なことなんです。先ほど
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の答弁の中で他市町村の動向確認や県との協議の上、優先順位の見直し等の措置が必要とある

と考えるということですから、これは見直し等はするという私は解釈をしています。ただ、い

つやるかということを県と協議するという解釈ですね。市長、今、目をつぶっていらっしゃる、

よく深く考えているようですけども、しっかりここをお聞きしますけども、すでに甲斐は、上

野原は条例改正して優先順位を撤廃して、１５歳の障がいを持っている方々が医療費を窓口無

料ができるような条例改正しているんです。今の部長答弁の中で私は優先順位の見直し等の措

置が必要であるというですから、やるという解釈を今、受けました。いつやるということを県

と協議してるという解釈でいいですね。当然、他市町の動向は市長もご存じのとおり甲斐も上

野原も今議会で条例改正をしている。遅れることのないような、市長の前向きなぜひ答弁を再

度お願いしたい。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 

 議員ご承知のようにこれは県の制度の上に立って、でき上がった、動いている、運用されて

いる仕組みであります。 

 去年のちょうど今ごろでしょうかね、市長会の中でも喧々諤々というか、県との間でもかな

り激しいやりとりがあって、その上で市長会としても一致してこれを受け入れようと、こうい

うことになったわけであります。 

 ただ、ご案内のように上野原市がいち早く自らの道を歩むというかですね、これもふた月ほ

ど前でしょうかね、市長会でその意見表明があったときにもだいぶ市長会の中でもいろんな意

見が出されたところでございます。私としては、やっぱり市長会として一致して動き出したわ

けでありますので、今後ともその枠組み、基本的に大切にしていかねばならないのではないか

とは思いますが、現に執行した事情が生じておりますので、私も次、１０月にまた市長会があ

りますけれども、私としても問題提起を積極的に行っていきたいと。基本的にはこの不条理な

制度を放置することはできないという姿勢で、私としてはあたっていきたいというふうに思っ

ております。 

 じゃあ時期はいつだと言われてもちょっと今のところは、時期についてはお答えできません

が、国の検討が進んでも、どうも国のほうの制度が動き出すのは２年後ぐらいになるのではな

いかと私は予測していますし、どういう内容になるかも分かりませんので、それを待つことな

く考えていきたいなと、この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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 市長ね、大変消極的な考えだと私は思いますよ。ここをやらなきゃ。今やらなきゃ。地域づ

くりは人づくり。今やらなきゃ、甲斐も上野原もやっている。もう近隣町村みんなやりますよ。

少なくとも笛吹市は遅れることのないように強く言います。 

 そもそも重度心身障害者医療とひとり親とすこやか医療、生まれたときに障がいがあるかど

うか分からない。まず、すこやか医療でしょう。これを受給申請する。その後、障がいがある
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ということが分かった場合ですよ。保護者の選択は、すぐあなたは重度医療ですよって。すこ

やか医療を選ぶことができないような、今システムなんですよ。このへんの根本的な考え方が

そもそもこの条例にあるということですから、ぜひですね市長、これはほかの市町村の動向、

すでに新聞、テレビやっている。お母さん方も大変なご労苦です。地方創生戦略で人口減少社

会、若者の結婚、妊娠、出産、育児、子ども・子育て支援、強化を図っていかなければならな

い。ここはぜひ市長の勇気ある決断を、意気込みをですね、ぜひお願いをしたいと思います。 

 それでは次の質問に入りますけども、障害者差別解消法の扱いということで、昨日の公明さ

んの質問の中で差別解消法については、職員研修なり職員対応要領を作成するということなん

ですけれど、差別解消法では差別解消の支援地域協議会が設置できるとありますけれども、こ

の考え方は。 

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） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 ご指摘の委員会につきましては今、部内で設置のための協議といいますか準備をしておりま

す。またこの差別解消法につきましては、先ほど言いましたように障がいの手帳があるとかと

いうところを超えて解消を取り組んでいくというふうな、基本的な考え方のもとにどういった

形で設置をしていくのがいいのかということについては、また自立支援協議会等にもお諮りを

しながら検討していきたいというふうに考えております。 

 以上、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） 

 自立支援協議会がおありになるということなので、ぜひいろんな関係を含めてですね、自立

支援協議会のご意見をいろんな面でお聞きをお願いしたいと思います。それを市として政策に

生かせるか、あるいは条例改正につなげるか、ぜひいろんな意味で自立支援協議会等のご意見

をお聞きすることをお願いしたいと思います。 

 それでは一貫した教育体制の構築ということですけれども、小学校へ今、通っていらっしゃ

る方いらっしゃいますけれども、通学相談ということでふえふき教育相談室、あるいは笛吹教

育支援委員会を設置しているということで、特に教育相談室の先生方と健康づくり課の連携は

よく取れているという認識を持っていますけれども、いかんせん子どもたちの程度が違うと。

教育相談室の先生方は不登校、あるいはいじめの問題とか障がい児の就学相談とか大変なケー

スが多いんですけれども、このへんの支援が多様している中でふえふき教育相談室の方の増員

ということを考えていられるかどうか。 

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） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 ふえふき教育相談室につきましては、先ほど議員がおっしゃったとおり教育相談、訪問活動、

就学支援等を実施しているところでございます。合併して以来、教育相談の内容も多様化して
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きていると。また、先ほど言われたように特別支援学級へ通う生徒の対応もさまざま、また人

数も増えているというような状況の中で、支援員さんの業務内容等も幅広く、また業務量も多

くなっているということは間違いないところだというふうに考えております。 

 今後の体制につきましても、保健福祉部との連携を強化を図る中で、また教育環境の充実を

どのように図っていくかというようなことも検討する中、教育相談員の体制についても当然、

今後ますます増えていくということを考えるんであれば、検討をしていかなければならないな

というふうに考えているところでございます。 

 また先ほど言われたように、保健福祉部との連携を図る中で対応できるものもしていければ

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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 前向きな答弁ですけれども、県の特別支援学級編成要領では１学級在籍人数、最大８名とい

うことなんですけれども、小中学校へ市単負担教職員１９名、学校サポーター１５名を配置し

ているということなんですけれども、これ配置している方は、もう１年目は西小なら西小へ年

間通して行くのか、ローテーションでうまっていくのか。そのへんのところ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 学校サポーターにつきましても、市単講師につきましても１年を通してその学校に在籍をす

るということになっております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 先ほども申したとおり、特別支援学級に在籍している児童生徒さんの障がいは大変、障がい

が多様化しているということで個々の問題、課題にきめ細かく対応するためにはさらなる人的

配置が大変望まれるわけですけれども、ぜひお金も大変使い、人も大変なことですね、義務教

育施設は大変、老朽化も含めてお金がかかるということですので、このへんの対応もですね、

ぜひよろしくお願いしていきたい。 

 あと環境整備ですけれども、情報機器含めて支援学級にですね、電子黒板等の常時利用でき

るような環境の整備状況はどうでしょうか。 

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。 

 情報機器ということで、そのうち電子黒板等については、各学校に１台ずつ備えられている

というような状況でございますので、必要に応じて利用できるという環境は整っておるという
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ふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 教育長、すみませんですけれども、障がいの有無だけでなく多様化する現代社会の子どもた

ちに適した教育を行うためには、笛吹市の現状の学校体制のままではある程度、限界があると

私も考えています。じゃあ、これをどのように改善、整備をすればいいのか。将来方針も向け

て教育長からの考え方をお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほども議員から話がありましたように、今のところ義務標準法によりまして障がいの種別

にかかわらず１学級８名ということで、ぜひこのへんはご理解をいただきたいわけであります

が、例えば体に不自由があって車イスで８名の子どもが１つの学級にいると。それを１人の先

生が教えるということは誰が考えても困難なことでありますが、今は障がいの種別にかかわら

ず８名ということになっておりますので、われわれは全国の市町村教育委員会連合会等々の要

望で、文科省にもそのへんをもっと弾力的に運用できるようにということで要請をしていると

ころであります。 

 また直近では県の教育委員会のほうには、県立の特別支援学校の教員と義務の教員との人事

の上での交流を積極的に図るべきだという提言もしておるところでありまして、県の教育委員

会のほうもそのへんにつきましては、理解を示してきていてくれるところであります。 

 それから私ども議員の皆さま方にも知っていただきたいのは、児童生徒数が減少をしてきて

いるにもかかわらず、知的の障がいを持った子どもたちは比例して減少してきているんですが、

自閉症、情緒障がい児学級に通級する子どもは、例えば小学校では平成２３年には１７名だっ

たのが今、平成２７年には３９名というふうに相当増えているということで、この子どもたち

にどういうふうに対応していくかというふうなことで、先ほど議員からもお話がありましたよ

うに学校サポーター等々、各学校からの要望も大変強いわけでありますが、財政状況等を見な

がら私ども真剣に考えていかなければならないというふうに思っております。 

 あと先ほども話がありましたが、特に臨床心理士等々の活用についても今後、考えていって

いきたいというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ありがとうございました。特に去年の１１月から重度心身障害者の窓口医療化が償還払いに

なったと。４月から障害者差別解消法が施行されるということで大変、障害福祉政策は大変に、

これから課題であろうかと思います。 

 そこで結びにできるだけ地域の社会環境を検証し、共感できる情報を認識の共有につなげ小

中学校の学校生活はもとより、義務教育終了後の社会自立につながる療育やトレーニングを受
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けることができるシステムをつくることが必要であり、公的支援のあり方を笛吹市地域全体と

して取り組んでいくことが必要であると考えまして、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、保坂利定君の一般質問を終了します。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問については質問内容は先ほど申したとおりでありますので、不明または不明確な点

があり、当局に答弁を求める必要がある場合としますのでご承知ください。 

 それでは関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 市長にですね、先ほどの学童保育のことについてお尋ね、あるいは市長の見解を求めたいと

思います。 

 先ほど保健福祉部長が、障がい者が学童保育と今の条例上ですね、さまざまな障害があって、

それを解消していきたいという非常に前向きな答弁でした。これは部長の見解としてはそこま

でくらいだと思いますけれど、まさに先ほどうちの保坂議員が指摘したように、障害者差別解

消法ってこういうことを解消するのが本来の目的なわけで、その障害を解消していきたいとい

うレベルの話では実際はないと思うんですよ。障害を解消すると、そういう方向でしっかり、

ただ、それは来年の４月というわけにはいかないとこういう話は聞けますけれど、そこを市長

のほうからこの解消法の法の精神から考えてですね、しっかり答えていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 先ほどの障がい者の学童保育への受け入れというかですね、この問題についてのご質問であ

ります。 

 私も先ほど部長が答弁した内容で、要するに市内の学校に行かなければ、通っている人でな

ければ受け入れられないと、こういうのは私はそのお子さん、あるいは親御さんにとっては大

変困った事態だというふうに受け止めております。よく法の精神は法の精神、誠に大事な精神

でありますのでしっかりわれわれとして受け止めて、正すべきは正していくということが大事

だと思っております。これにつきましても、実情うんぬんはとにかく置いといてしっかり前向

きに対応していきたいなというふうに思っております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 しっかり前向きにということですけれど、基本的にはですね、やるという方向を、要するに

障がい児でも学童保育に同じように通えるようにすると。その上でいろいろ条件とかですね、

あると。そして一生懸命やったけれど、できないということだったらこれは議会として理解で

きると思うんです。ただ条件がいろいろ、面倒な問題があるからというようなことで、こうい
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うことがよく途中でたち切れになることが多いと。そうじゃなくて方針としてしっかり、これ

はもうやると。やるということは、実現するというふうに、そういうふうにわれわれは思いま

せんので、その決意を市長のほうから示していただきたいわけです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 今のお話し、やれるかどうか、絶対にやるという意味ではありませんけれども、私としても

決意を持って取り組んでいきたいと、このように思っています。 

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） 

 了解しました。そういう形で障がい者にもいろいろ希望が持てると思います。何よりもこれ

は普通の、健常児という言い方が良いかどうか分かりませんけれど、そういう人、子どもにも

本当に良い場になると思うんです。同じ同質の人間だけが同じところで遊んだり、喋ったりで

すね、そういうことよりもいろんな、人間にはいろんな多種多様な人間がいるという中で小さ

いときから交わっていく、そういうところの場としても必要かと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか、関連質問はありますか。 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 今の差別法ですけども、市長のほうはですね、市長のほうは前向きに検討すると。担当課の

ほうもそれぞれいろんな会議を開きながら決めていくというふうな中ですけども、これはです

ね、いくらの会議のほうでも決めてもですね、トップがやる気がなければできない話ですので、

ぜひこれは子どもたちの本当の差別、これのないようなことをつくる法律ですので、ぜひ前向

きにですね、不退転の決意を持って市長には取り組んでほしいんですがいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 どうも今年の笛吹市の流行語大賞は不退転という言葉にどうもなりそうな状況でありますが、

常に私は何事もそういうつもりではやっているつもりではおります。今のご指摘、しっかり受

け止めておきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （はい。の声） 

 ほかにありませんか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 １６番、亀山和子君。 



 １３０ 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして、一般質問を行います。 

 まず国保を真の社会保障にという観点で伺います。 

 国民健康保険法はその第１条で「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もっ

て社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」というふうにありまして、国

保は社会保障だということを明確に規定しております。 

 医療保険制度さまざまありますけども、その医療保険制度の中で法律で社会保障と規程して

いるのは国保だけであります。国保は法律ができた当初から運営は市町村が行ってまいりまし

た。なぜでしょうか。それは住民の命と健康を守り、その地域の住民に則した保健予防活動を

進めながら、必要な医療を保障するためには住民の顔が見える市町村の単位が最も適している

からではなかったでしょうか。しかし２０１８年度からは広域化されることになりました。市

町村国保が抱える深刻な問題、すなわち高すぎる国保税、滞納問題は広域化では解決しません。 

 全国知事会では高すぎる国保税をせめて協会けんぽなみにするために、１兆円の財政投入と

いうことを国に要望しております。国の財政負担はおよそ３０年前の５０％から現在では２５％

にまで半減してしまいました。広域化ではなく、国の財政負担を元に戻すことが国保運営には

何よりの解決の道であるということを主張しまして、以下質問に入ります。 

 １つ目として法律では３年後、２０１８年には広域化されることになりますけども、そのこ

とによって、これまで市が住民に対して責任を担ってきた業務はどのようになるのか。市に残

る業務内容はどのようなものか伺います。 

 ２つ目として、広域化で市民に与える影響や危惧されることはどのようなことがあるか伺い

ます。 

 ３つ目として、笛吹市では住民の要望に応えて市独自の保険税減免制度や窓口負担金減免制

度があります。これらは広域化されても継続されるのか伺います。 

 ４つ目として、県が作成した支援化方針を読みますと保険税の値上げ、給付費の削減、収納

率によるペナルティ、滞納者への処分の強化等が懸念される内容となっておりますけども、ど

う考えているか。また、そうした強権的なやり方から市民を守る手立てをどう構築していくの

か伺います。 

 現在の運営について伺います。滞納世帯の対応はどのようにしているのか。困難な世帯の状

況を把握し、そして丁寧な対応がされているのか伺います。 

 ６つ目として、滞納世帯への高３までの保険証は発行されているのか伺います。 

 ７つ目として、これまでも主張してきましたけども短期証世帯への限度額認定証の発行を求

めますけども見解を伺います。 

 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、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに広域化で、これまで市が責任を負ってきた業務および市に残る業務内容についてで

すが、国は持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
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を平成２７年５月２９日に公布し平成３０年４月１日から施行され、都道府県は当該都道府県

内の市町村とともに国民健康保険の運営を行うこととなります。このことにより都道府県は財

政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役

割を担うこととなります。また市町村については地域住民と身近な関係の中で資格管理、保険

給付、保険料（税）率の決定、賦課・徴収、保健事業等の事業を引き続き行うこととなります。

詳細については今後、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議において検討され

ることとなっております。 

 次に広域化で市民に与える影響や危惧されることについてですが、市民に直接関わる窓口業

務等については従前と変わらないため、影響はないと考えております。しかし、今後の県と市

町村の協議により広域化等が進められることで影響が出ることも考えられます。 

 次に現在の保険税の市独自の条例減免制度や窓口負担減免制度についてですが、減免制度は

継続されますが、広域化等が推進される場合は内容の検討をしていかなければならないと考え

ております。 

 次に県の支援方針への考え方、市民を守る手立ての構築についてですが、平成２２年１２月

に策定された山梨県国民健康保険広域化等支援方針については、持続可能な医療保険制度を構

築するための国民健康保険法等の一部改正する法律の施行によりなくなります。県内の統一的

方針である山梨県国民健康保険運営方針が策定され、内容が具体化することとなります。現状

のとおり、保険給付費の削減対策や保険税の収納対策は国民健康保険事業を運営していく上で

重要なテーマであることから継続して取り組んでまいりたいと考えております。市民への対応

については、窓口での相談を他の部署と連携をしていきたいと考えております。 

 次に滞納世帯への対応についてですが、滞納世帯に対しては接触の機会を設けるため、有効

期限の短い被保険者証や被保険者資格証明書の交付を行っております。有効期限の短い保険証

については、収税課と被保険者との分納納税誓約に基づき保険税の納付後に被保険者証の更新

を行っております。 

 次に滞納世帯の子ども（高３まで）の保険証の発行についてですが、毎年３月に有効期限が

９月３０日までの被保険者証を郵送しております。また８月に更新のお知らせをし、有効期限

が翌年３月３１日までの被保険者証を窓口で交付しております。 

 次に短期証世帯への限度額適用認定証の発行を求めるとのご意見についてですが、限度額適

用認定証については高額療養費の該当となった場合、被保険者が医療機関に支払うのは自己負

担限度額までとなる制度ですが、短期証世帯に対しては高額医療費支払貸付制度を利用してい

ただいております。この制度は高額療養費の９割分を貸付資金として先に医療機関に支払い、

残りの１割と自己負担限度額が本人の負担となります。１割分は本人の高額療養費として戻し、

それを滞納分に充当していただいております。今後につきましては、滞納者の生活状況を見極

めながら対応していきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 まず最初に確認しておきたいのですが、今、後期高齢者医療制度、広域で保険料は全県統一
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であります。この広域化でこの国民健康保険税も全県統一になるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 広域化になった場合は県が標準税率というのを定めますが、それぞれ地域の特性、状況に合っ

たものになるということになっておりますので、統一ということにはならないと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 もう１点お聞きしたいんですが、笛吹市のほうは保険税を徴収しております。でも甲府市は

保険料を徴収しておりますけども、料も税も残るということでいいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 今のところ県の広域化の考え方とすれば、料と税、どちらも採用という形になっていると聞

いております。 

 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、広域化によって何か市民に影響を与えることはありますという答え

に対して、広域化が進むと少なからず影響が出ることも考えられるという答弁でありました。

具体的にはどのようなことが、影響が予測されるというふうに思いますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 今後、どのようになっていくかというのが今から県、それから各市町村と協議していきます

ので、基本的には内容、具体的にないということで、今ここではちょっと私のほうで分かりか

ねますが、市の考えといたしましては、その協議の中においてなるべく今、置かれている環境

よりも良いような環境にもっていきたいような意見は言い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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ３年後のことなどなかなか予測できないと思いますけども、今の部長の答弁のとおりよろし

くお願いしたいと思います。 
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 広域化によって減免制度など継続されるというふうな、しかし内容は検討しなければならな

いというふうな答弁でした。市の今ある制度がどのような検討の対象になるのか、どのように

なると考えるのか。答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 今、それぞれの市町村において減免に対する適用区分とか、いろんなものがそれぞれ市町村

独自のものがあります。それが広域化されると、おそらく統一、近いものになってくると思い

ますので、そうしますと笛吹市のものがすべて採用されるとは限りませんので、そうなった場

合、影響が出てくる、変えざるを得ない部分があるのではないかと考えております。 

 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） 

 この税の減免制度も窓口負担金の減免制度もですね、それぞれ国民健康保険の７４条、７７条

と４４条というふうに根拠の法律があるわけです。その根拠の法律に基づいてやってることで

あります。さらにですね、この申請減免制度も窓口負担金の減免制度も長い間の住民運動がやっ

と実って、ようやく実現したものであります。それでですね、ここ３年の実績を見ますと、例

えば申請減免制度、適用が２４年度は２５件でした。２５年度は２４件、２６年度はこれは雪

害の関係もあったと思うんですけども６４件でこの３年間１１３件、申請減免、申請されて認

定されております。その金額も４７８万９，８００円ということでありました。もしもこの広

域化によってこの制度が変わるようなことがあったら、やっぱり市民にとっては本当に大きな

損失だと思いますし、負担増につながるものだというふうに考えております。ぜひですね、県

においてもこの笛吹の制度が継続されるように、私は強力に県に対して働きかけていただきた

いというふうに思いますが、今、現状ではどのような論議がされているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 今、準備会というものが前に去年、設立されて、その後なかなか進展をしていないという現

状があります。ですから具体的内容について、今、課長レベルで話になっておりますが、その

会議もまだ開催されていないというのが現状ですので、今年度中には開催をされるという予定

にはなっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 やはり広域化によってこうした制度が後退することのないように、ぜひ県に強力に働きかけ

ていただきたいということを再度、主張したいと思います。 
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 あとそれから今年の４月から共同事業が、今までは８０万円とか３０万円でしたけども、医

療費１円からということになりました。広域化の先取りとも言えるものだと私、考えておりま

す。これによって、笛吹市の交付金と拠出金はどうなるのか。たぶん２６年、２３年度からシ

ミュレーションしていると思いますけども、この交付金と拠出金の関係というか、について伺

います。たぶん笛吹の場合は超過になるというふうに思われますけども、その原因も含めてお

願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 現在、笛吹市は５期まで４月分までの実績ですと、拠出の超過額は約１，６００万円ほどあ

ります。この差というか、どうしてこうなるかという原因ですけども、拠出金の計算というの

が現年に対して過去３年間の医療費や被保険者の数等に基づいて算出をされております。そし

て交付金というのが、当該年度の１２月から翌年の１１月というところの診療分が対象となっ

ているということで、拠出額は以前のもの、診療、交付額は今現在の実績ということになって

おりますので、ここで毎年、超過交付や拠出超過というのは出てきております。過去において

笛吹市においても１円にならなくても超過の拠出ということが現実ありました。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 県の支援化方針を読みますと、この拠出の超過については当面、県は調整交付金を出すとい

うふうにいっております。でもそれは長くは出さないよ、あとは市町村でなんとかしなさい、

解決しなさいと言っております。３年後のことなんですけども、笛吹市としてどのような対策

を取ろうと考えているのか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 県は調整交付金をその分に出していただけるということですが、２９年度までは補てんをさ

れるということになっております。２９年、３０年度からこの国庫財政安定化共同事業という

のが２９年で終わりまして、３０年からはまだ詳細についてはこれから検討していくというこ

とになっておりますので、市がそれに向けてどんな場面でも対応できるような考えを持ってい

きたいとは考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 どんな場面でも対応できるといってもそれを、負担を市民に求めるか、一般会計から投入す

るかという２つの方法しかないというふうに私は思います。 
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 でですね、この共同事業の拠出については被保険者割５割、医療費の実績割５割というふう

に県の方針でなっております。低所得者が多い笛吹市では、これもかなり影響されるというふ

うに思うんですけども、他県ではこの所得割を加味しているところもあります。福岡とか大阪

とか。この所得割拠出金の所得割導入について、検討された経緯というのはありますでしょう

か。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 この被保険者割５０、それから医療費割５０というところを県は示している数字なんですが、

県自体が県内の平準化というものを目指す中で、シミュレーションを８パターンでたしかされ

ていると思います。その中でこの割合が一番、最大と最小の差が少なかったということでこの

５０・５０というのが提案されていると思います。笛吹市にとってそれがベストかどうかとい

うとベストではないということですが、やはり県はすべての市町村が平等でということを考え

たとき、一番差の少ないものということでこれを示されたと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そうすると被保険者割の５０％のところで所得割を加味するという、そういう検討はまった

くされなかったということですか。 

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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 すみません、その内容についてその情報を受けておりませんので、それについては確認をい

たします。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひともですね、この所得、拠出金について所得割も加味するようにぜひ県に強く働きかけ

ていただきたいというふうに思います。 

 次に滞納世帯の滞納について伺います。 

 部長の答弁だと接触する機会を多く持っているということでした。ただ、部長の答弁と実際

とではずいぶんギャップがあります。滞納者がまず第一にクリアしなければならないとことい

うのは収税課です。現在この収税課の職員の対応がどのようなものか。実際、部長は把握して

いますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 



 １３６ 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 直接現場を見ているわけではありませんが、いろんな話として耳には入ってきております。

ただそれぞれ職員としても立場があります。収税課は市民を平等という扱いの中で滞納してい

る方に対して接しております。国保は国保として来た方、それぞれの生活、思いを考えて対応

しているというところで、そこでおそらく亀山議員が感じるギャップというものを感じている

んではないか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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 保険税に限らずさまざまな税金を滞納するというのは、さまざまな理由があって滞納してし

まうわけです。約束した支払いについても、なかなか実行できないという滞納者の状況はまっ

たくさまざまであります。 

 この間は短期証が切れたので５千円を持って収税課に行きました。それで夫は救急車で運ば

れました。しかし、あなたは３カ月前に２万５千円払うと約束したんだから、２万５千円払わ

ないと保険証をあげませんという収税課の対応でした。かなり３時間粘って短期保険証、半月

の短期保険証でしたけども発行させることができましたけども、やっぱり今、やっていることっ

て、国保って命を奪うものではありません。国保というのは命と健康を守る国保にすべきだと

いうふうに思います。私、例えばね、そういうふうに緊急を要する場合、国保課独自の判断で

国保証、速やかに発行することはできますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 私も国保は命を守るだと思っております。速やかに発行できるかどうかということですが、

当然、収税は収税のところを通過をしてから国保のほうに必ず来ますので、来た時点で国保の

ほうは誠意を持って対応すると思いますので、発行、今できるかどうかというのは私が直接現

場でやっているわけではありませんが、心情とすれば国保のほうもその思いで対応しておりま

すので、その方にとって最善な方法をそこで出せると思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 そこのですね、収税課をクリアするのがなかなか難しいわけです。そういうときにやっぱり

国保課としてぜひ命を守る国保証、ぜひ私は発行していただきたいというふうに思います。 

 このことも含めて、今後どうするかということもぜひ国保課として今後の方針を立てていた

だきたいというふうに思います。もう１回、伺います。独自の判断で国保証、発行することで

きるでしょうか。 
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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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど言いましたように、亀山議員もおっしゃいましたように収税課というところがありま

すが当然、収税課も職員であります。国保課の職員とそこのところは協議をいたしまして、こ

の思いというものをしっかり伝えて、できる努力をしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひ最後の拠りどころとして、命を守る国保課を目指して今後とも取り組んでいただきたい

と思います。 

 次に介護保険のことについて伺います。 

 ２０００年に介護保険制度が発足してから１５年が経過しました。しかし今年の４月から制

度始まって以来の４つの大きな改悪が行われました。制度改悪による全面実施は３年間の猶予

期間となっておりますけども、介護事業所にとっても利用者にとっても深刻な事態であります。

以下、質問します。 

 １つ目として改悪により要支援１・２の人は介護給付から外されることになりましたけども、

２０１８年からの実施予定になっている、総合事業であります多様なサービスの確保について

見通しは立っているのか伺います。 

 総合事業に移行しても、現在のサービスを必要とするすべての要支援者が利用できるように

求めるものですけども見解を伺います。 

 ３つ目として、特養ホームの入所は原則要介護３以上の人に限定されることになりますけど

も現在要介護１・２の人で市の待機者はどのくらいいるのか。除外されると行くあてのない介

護難民となるわけですけども、このような人に対して市の対策をどうなっているのか伺います。 

 ４つ目として、この８月からこれまで一律１割の利用料が合計所得１６０万以上の人は２割

負担になります。２割負担になる在宅サービス利用者、施設サービス利用者は何人いるのか伺

います。負担が増えたことによってサービス利用を控えたり、そういう実態が生まれていない

か伺います。高額サービスの負担上限額引き上げの対象者は何人いるのか。負担増によるサー

ビス利用を控える利用者に対する市の対策について伺います。 

 最後に保険料、利用料の低所得者対策として軽減を求めたいと思いますが見解を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに２０１８年からの多様なサービスの確保についてと総合事業に移行後のサービス利

用について、併せてお答えをいたします。 

 現在の要支援１・２の認定を受けている高齢者の状況は７月末現在ですが４６５人。このう
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ち３５８人が実際にサービスを利用されております。介護保険法の改正に伴い要支援１・２と

認定されている方の、現行の介護保険給付から新しい総合事業に移行されるサービスにつきま

しては介護予防訪問介護、介護予防通所介護のうち掃除や洗濯、ごみ出しなどの日常生活上の

支援やデイサービスにおける体操やレクレーションなどがあり、ＮＰＯやボランティア団体、

民間事業者等の多様な担い手によりサービスが提供されることになります。また、専門的な技

能等を要する訪問入浴介護や訪問リハビリテーション、短期入所介護、住宅改修などは従来ど

おり保険給付としてのサービスとしてご利用できますので、必要とするサービス提供は十分可

能であると考えております。 

 次に要介護１・２の方で市の待機者、特別養護老人ホームの市の待機者ということでござい

ますけれども、平成２７年４月１日現在、特別養護老人ホームの待機者は５７４人。そのうち

要介護１・２の方は１５３人おります。また要支援、無認定の方が２９人あります。特別養護

老人ホームについては、より入所の必要性が高い方が入所しやすくするよう、居宅での生活が

困難な中重度の要介護高齢者を支える施設として機能の重点化が図られました。一方、要介護

１・２であっても心身の状況、環境その他の事情により居宅において日常生活を営むことが困

難で、やむを得ない事由があると認められる方については、特例入所として要介護３以上の方

と同様に入所を認められており、４月以降２名の方が適用されて入所しております。 

 市では、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が可能な限り住み慣

れた自宅や地域で生活できるよう第６期介護保険事業計画において、地域密着型小規模特養施

設の整備を予定しております。 

 次に２割負担になる在宅サービス利用者および高額サービスの負担上限額引き上げの対象者

への対策についてですが、６月利用分から推計いたしますと２割負担になる在宅サービス利用

者は約１３６名、施設利用者は約３２名おります。また、高額サービスの負担上限額引き上げ

対象者は約３５名おります。８月のサービス利用状況はまだ確認できておりませんが、２割負

担は一定以上所得のある方に対する利用者の負担見直しであること。それから利用者負担が月

額上限があることなどから利用サービスを控える状況については想定されておりませんが、介

護保険事業者連絡会などにおいて情報収集する中で把握に努めてまいりたいと考えております。 

 次に保険料、利用料の低所得者対策として軽減についてですが、今般の制度改正により本年

度から低所得者の介護保険料について、消費税増税分を財源に負担軽減の強化が図られており

ます。また、介護保険制度の下で低所得者が介護サービスを円滑に利用できるよう保険料につ

いては減免・徴収猶予制度があり、介護サービス利用料については社会福祉法人等介護保険利

用者負担額の軽減制度などがございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 介護給付から外される要支援１、２の人のサービスについても現行のサービス水準を確保し

たいという答弁でしたけども、具体的に言いますと現行サービスの継続、そして現行単価を補

償するという認識でいいんでしょうか。部長の答弁から推察するに。 

 



 １３９ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所長。 

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。 

 先ほど部長のほうで、現在のサービス水準を確保したいという答弁をしたわけでございます

が、地域支援事業に移行することで内容等を踏まえながらサービス提供を行い、現行よりも安

い単価の中でサービス等を提供するわけでございますが、提供する単価が安くなるとともにで

すね、サービスのほうも質が低下するということでは、それでは良いサービス提供ができると

いうことではございませんので、できるだけサービス水準を落とさない中でサービスを提供し

ていきたいという基本的な考え方ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 またこの利用者と、それから提供する側のニーズと、それからサービスのマッチングのため

にですね、その間を取り持つコーディネーターという方が出てくることになります。そういっ

た中でサービスの内容、またＮＰＯ、ボランティアの育成等をする中でサービスの提供、水準

の維持を図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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 できるだけ現行のサービスが継続できるように努力していただきたいというふうに思います。 

 答弁の中で提供団体の掘り起こし、総合事業になった場合の団体の掘り起こし、それから確

保に努めるということですけども、現時点においてですね、サービス提供できるようなＮＰＯ

やボランティア団体は現在、笛吹市にはどのくらいあるんでしょうか。 

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。 

 現在、これは社会福祉協議会のほうに登録されておりますボランティアの数等でございます

が、ごみ出し、買い物支援や掃除、またサロンやシルバー体操グループなどがいくつかあるわ

けでございますが、実際に数的にはですね、６団体ぐらいは現在活動をしていて、ご協力をい

ただいているところでございます。 

 またシルバー人材センターのほうでもワンコインサービスということで、家事援助サービス

などを行い、始まっている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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今、答弁いただいた６団体が総合事業に移行した場合、引き続きサービス提供ができる団体

であるという認識でよろしいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 
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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。 

 現行、そういった部分で自主的にご協力をいただいている団体ということでございますが、

やはり介護保険のサービスということになればですね、そのへんのサービスの基準、また質等

をですね、ある程度、認識を持っていただく中で、いわゆるその団体の育成等もする中でです

ね、２年後に開始する制度のほうに準備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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 なかなか大変な作業であるかというふうには思っております。 

 でですね、要支援者１・２の人へのサービスについて、厚生労働省がガイドラインを示して

おります。その中に無資格者によるサービス提供も可能であるという、サービスＡというのが

あります。この導入も検討されているんでしょうかということと、私はこういうことは安易に

導入するべきではないというふうに考えますけども、その点の見解も述べていただきたいと思

います。 

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。 

 厚労省がガイドラインで示していますサービスＡにつきましては、提供する事業者の人員等

を緩和した中で、幅広く提供できる体制を確保していくというような狙いのもとに設定されて

いるわけでございますが、基本的には国から示された料金単価に近い単価でサービス提供時間

等を短くするなどの検討を行いながらですね、提供事業者の選定をしていかなければならない

と考えております。 

 現在、予防事業の横出しサービスという中で行っている事業がございまして、それは生活援

助員の派遣委託事業ですとか、生きがいデイサービス委託事業等があるわけでございますが、

現在これは介護保険事業者として登録されている事業者をですね、お願いしております。この

サービスＡにつきましてもですね、こういった現在、介護保険事業者として登録されている事

業者を中心にですね、考えていきたいというふうに、中心にお願いする方向で検討していきた

いと考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私はですね、安易にこういうことは導入すべきではないというふうに私は考えております。

ですから、そういうことはやめるべきではないかというふうに思います。その点についての見

解を述べていただきたいんです。今の所長の答弁だと、こういうサービスもあり得るよという

ことなんですか。今の答弁だと。 
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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。 

 先ほども説明をさせていただきましたが、現在の介護保険事業者を中心にですね、サービス

提供事業者として考えていくということでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最後になりますけども施設利用者の居住費、それから食費の補助の対象条件が大変厳しくな

りました。預貯金が単身で１千万円以上あれば対象としないということになりまして、報道に

よりますと全国では預貯金調査をしている自治体もあるようであります。笛吹市では、そうし

た預貯金調査をしている実態があるのか伺います。 

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。 

 これの減免につきましては、窓口で必要書類等を添付する中で申請等をいただいているわけ

でございますが、当然、預貯金につきましては貯金通帳の写し等は提示を求めております。し

かしながらこの８月からの制度によりましては、いわゆる現金の保有という部分も判断材料に

なっているわけでございますが、これについてはあくまでも自己申告という形でお聞きする、

そういった状況で判断のほうをさせていただいている状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 全国では預金調査もされてびっくりしているというところもありますけども、じゃあ自己申

告であって、そうした調査は笛吹市ではやらない、やっていないという解釈でよろしいですか。 

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。 

 貯金通帳の写しというのが添付資料として必要なものだということで位置づけでございます

ので、自主的に提供していただいている、提出していただいているということです。こちらの

ほうから金融機関等へですね、すべて照会をかけて調査をするようなことはしてございません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （はい。の声） 
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 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 

 引き続き、関連質問を行います。 

 関連質問については、先刻のとおりであります。 

 関連質問ありますか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 いろいろありますが、重要事態というか、命に関わる事態のようなときにですね、国保証の

発行の権限というのは曖昧な答弁だったと思うんですが、これは国保課なんですか、収税課な

んですか。 

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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えいたします。 

 国保課だと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 その自覚でしっかりお願いいたします。 

 次に短期証世帯の限度額適用認定証の発行ということで、今後については滞納者の生活状況

を見極めながら対応していきたいというふうに答弁しているわけなんですけども、この間、短

期証を使って大変頻繁に接触の機会を得ているわけなんですが、そういう中で十分に滞納者の

生活状況を見極めていると思うんですが、滞納者には悪質で、言ってみれば脱税のような方も

いらっしゃるでしょう。それと生活困窮が原因で滞納している方もいるでしょう。この生活状

況を見極めということなんですけども、生活困窮、生活苦による滞納者の比率というのはどの

くらいになるわけでしょうか。 

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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えいたします。 

 その仕分けというか、数については把握はしておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 接触機会を増やしたというけど、なんのための接触機会かと。そういうことをきちっと分析

しなきゃ駄目じゃないかなというふうに思うわけなんですが、私、ほとんどの方がこの格差が

広がって貧困が増えている中での、私たちがいろいろ聞く範囲でもほとんどがそうなんですね。

そういう中で、滞納者の生活状況を見極めというのはどのようにやるのか、もう一度伺います。 
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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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えいたします。 

 見極めるためには直接、やはりご本人と話をし相談、相手の意見を聞くということも重要だ

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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 先ほど言いましたように滞納者の生活状況を見極めるということで、実際どれだけかも見極

めて、今までもないわけなんですね。そうした中で、これが非常に危険な答えになっていると。

見極めるということで、一体何がされるのかというのがまったく分からない状況なんです。こ

こではっきり脱税とかそうした悪質、意図的な悪質滞納者、ここに限るというふうにすべきだ

と思うんですが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えいたします。 

 当然、相談する中で見極めるというのは今までやってきておりまして、それを数としてカウ

ントはしておりませんが、個々それぞれの状況の中でこの方の生活という中で本当にぎりぎり

大変なんだということであればその対応をしておりますし、脱税とまで言いませんがこれは意

図的にやっているとか、ちょっとずるだろうというような場合についてはそれなりの対応とい

う形で、それぞれ個々に対応しております。それを集計的な形では取っていないということで、

先ほど数は把握しておりませんという答えをさせていただきました。 

 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） 

 そもそもこの問題も含めてですけども、例えば住宅の入居者の問題なんかも含めて、税や料

は滞納を、その税の滞納の整理ということではなくて、基本的な市民の権利を、サービスをあ

れしてということ・・・。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ちょっとすみません。少し逸脱した部分がありますので。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 最後まで聞いてください。関連していますので。関連していますから。 

 そういう考え方それ自体を変えていかなければ、この問題も整理して対応できないのではな

いかと思いますが、その点についての考えを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの質問は関連質問とはみなしませんので、ほかの質問をしてください。 
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 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次に介護保険サービスの利用料減免について伺います。 

 答弁では社協のサービス利用について、社会福祉協議会ですね、ついての軽減について答弁

していたと思います。そのことは重々承知しておりまして、その他のサービス利用について低

所得者対策を提案しておるわけです。その点についての答弁をお願いします。 

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） 

 先ほどの答弁の中で社会福祉法人等の利用の軽減というのがですね、これは社会福祉協議会

ではなくてですね、いわゆる特養等を経営というかですね、持っている社会福祉法人等がです

ね、社会福祉法人とはいろいろ税金面とかですね、いろいろ優遇があるわけでございますが、

そういった福祉の立場から考えて社会福祉法人が自主的にその入所者への軽減等の制度がある

ということでございます。これにつきましては、県とか市のほうで補助する中でこういった入

居者への軽減措置がございますので、そういったものを積極的にですね、ＰＲする中でご利用

いただきたいというようなことでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私の質問したのは社会福祉協議会と社会福祉法人ですね、そのことは承知しているわけです

が、その他のサービス利用について、低所得者対策を提案しておるわけで、その点についての

答弁をお願いしたいということであります。 

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） 

 基本的には、介護サービスを受けるときには１割負担ということが大原則になっているわけ

でございますが、制度上はこういった社会福祉法人等の軽減の制度の中で入居者等は受けるわ

けでございますが、そのほかにつきましては当然、先ほど亀山議員のほうから出てきました、

いわゆるホテルコストですね、入居者、入所の費用とそれから食事の費用の軽減、これにつき

ましては所得制限というかですね、低所得者につきましては軽減の制度があるということでご

ざいます。そのほかにつきましては、サービス利用の点ではございませんが保険料については

ご承知のように消費税がアップした中で、通常の標準保険料の０．というか５０％のところが

４５％に現在、軽減されているというような状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 その他のサービスの利用に関して県内では都留市、韮崎市、甲府市などで減免策を講じてお

ります。都留市の実績を見ますと平成２４年利用が２２人、平成２５年の利用が２３人、平成
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２６年利用が１７人となっています。笛吹市で実施すれば救済できる人は都留市以上になるの

ではないかと思います。他市の実施状況を部長はどのようにお考えになっているか、伺いたい

と思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 渡辺議員の再質問にお答えします。 

 他市の状況について現在、十分把握している状況にございませんので確認を取りまして検討

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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、関連質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は午後１時半からといたします。 

休憩  午後１２時０８分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは一般質問を続けます。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問をいたします。 

 不退転という気持ちでやりたいんですけども、私は粛々とミズベリング構想、ＮＴＴ用地獲

得について、２点質問をいたします。 

 箱物行政見直し、尊い税金は有効に活用し市民参加による行財政改革に取り組むとして市民

の声を一身に結集し７万２千の市長となって３年が経過します。 

 ５大プロジェクト再検証に当たり中止、見直し、継続と的確な判断を下し執行されたことに

私は評価するところでございますが、本年１月、市議会全協におきまして執行部から国土交通

省補助事業であるミズベリング構想事業推進が提示され、市では市内各地区で市民ミーティン

グを開催し、市民にご理解をいただく中でＮＴＴ用地を購入し、その上でのミズベ公園計画で

あると示されました。検討委員会を立ち上げ、現在に至っております。果たして市民は理解し

ているのか。現在の執行部の事業推進に疑問を感じます。 

 市民の声が届き誕生した倉嶋市政、残り１年、市民目線の行政を執行するのかお伺いいたし

ます。 

 １点目、ＮＴＴ土地活用プロポーザルはの成果について。ミズベリング事業推進の核として

計画されているＮＴＴ用地活用のプロポーザルが８月２１日、経営政策部により開催されまし
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た。その成果と結果をお伺いいたします。 

 ２点目、誘客施設に戦国ミュージアム建設導入するのかについてでございます。本市で推進

しているミズベリング構想は市民の賛同を得ているものと理解しています。構想の核に計画さ

れている誘客施設「戦国ミュージアム建設」が頭から離れない市民が圧倒的に多いです。当局

では年度内に整備内容を具体化し、そしてミズベリング構想、ＮＴＴ用地土地取得は市民目線

の厳しい審判がくだされると、これまでの投資が無駄となります。３年前の現状を見るとき事

業推進が危惧されますが、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにＮＴＴ用地活用プロポーザルの成果についてですが、５月末から７月末日まで市で

は石和温泉地域における誘客拠点施設整備・運営に関する業務委託を行うための提案を公募し

ました。公募には５社からの応募があり、バラ園、ミニ遊園地、日帰り温泉、芸能人ミュージ

アム、飲食物販を中心とした施設が提案されました。８月２１日に議会、マスコミオープンの

中でプレゼンテーションを実施し、その後開催された選定委員会において風林火山・三船ミュー

ジアムが最優秀提案に内定いたしました。この施設は言うまでもなく「世界の三船」のミュー

ジアムであり、そのインパクトや国内外への発信力は計り知れないこと。国内のトップクラス

のチームが整備運営に当たるため精算性、集客効果を大いに期待できるものであることなどプ

ロポーザルの成果は上々であったと考えております。 

 次に戦国ミュージアム建設の導入、ＮＴＴ用地活用土地取得における市民の厳しい審判につ

いてでありますが、ＮＴＴ用地を購入し観光の誘客拠点施設として活用することは、ミズベリ

ング構想を議会や市民の皆さまにお示しした時点からご説明をしてきたところであります。こ

の構想はＮＴＴ用地取得を前提に成り立っており、これまでもＮＴＴ用地購入に反対というこ

とは、ほとんど聞いたことはありませんでしたので、市民の皆さまもご理解いただいているも

のと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 昨日、代表質問、そして今朝の新聞と不退転の決意でやっていくということを市長から表明

されております。その言葉がですね、市民とちょっとかけ離れていて、今朝も私も２、３点の

方から電話がありまして、私たちの気持ちはどうなっているのかということでもってですね、

今日の一般質問の冒頭にまず、再質問したいと思います。 

 １点目、副市長にお伺いします。 

 ３月当初予算審議におき、戦国ミュージアムを白紙として調査費を可決しました。６カ月後、

三船ミュージアムとなり再浮上し、市民の賛同は得られるのかお伺いいたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 戦国ミュージアムというのはもともとですね、例示として示しただけのことであって、その

戦国ミュージアムを造ると言ったわけでもなんでもありませんので、その点は誤解のないよう

にお願いをいたしたいと思います。 

 三船のミュージアムにつきましては、プロポーザルで応募いただいた５社を審査をいたしま

して、最優秀が三船のミュージアムになったとこういうことでありますので、戦国ミュージア

ムが三船ミュージアムになってまた出てきたと、そういう事実ではありませんのでそのへんは

ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 副市長はよくですね、理解はされている理解はされていると、今、経営政策部の部長も答弁

しましたけども、まったく理解はされていないんですよ。だから困っている。私たち議員はみ

んな困っていると思う。帰れば。そこでもって市長にお伺いします。 

 期待されて、倉嶋市長、うんと応援していただいた２万２千という尊い市民の声があります

が、今、倉嶋市長はこの尊い２万２千人の声に、方たちがですね、この事業に賛同しているの

か、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 ３年前、私が市長になった、それは事実でございますし、現にここに市政を担当させていた

だいているわけであります。私の出すべき担当業務は大変広い分野にわたっていると思ってお

ります。市民生活ももちろんございます。しかしまた一方で、重要な仕事としてはこの産業振

興、農業をどうするか、観光をどうするか、これも大変大きな仕事だというふうに思っており

ます。 

 今回のこのいわゆる三船ミュージアム、ＮＴＴ跡地のグラウンド跡地の利用、これも私は産

業政策の見地から絶対に外せない仕事だというふうに考えて今まで取り組んでまいりましたし、

今後もこの件は大変、大事な仕事だということで昨日の代表質問に対する答弁の中でも私の思

いはるる述べさせていただいたところでございます。市民の理解を得られていないというのは、

私はこれはもう認めざるを得ないところだと思っておりますけれども、じゃあ理解が得られて

いないからさっさと全部、引き下がるかというわけには私はまいらないと考えております。繰

り返しになりますけれども、この笛吹市の中心市街地の中心的な観光地の真ん中にある土地を

どう活用していくか、これも私の責務だというふうに認識しております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 

 市長の答弁は非常に簡単明瞭にはっきりと分かります。でも市民、住民、ちょっとですね、

まだまだ離れている部分は非常に多い。ここでもって見直すべきというときにですね、いった

ん足を止めて考え直すことも必要ではないかと思います。市長に再度お伺いします。ＮＴＴ用

地活用は一度白紙に戻して腰を落ち着けて、次世代の若者たちのために３０年４０年先を見据

えて市民とともに再検討すべきと考えますが、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 白紙にということでありますが、今申し上げましたように大事な土地でありますので、この

土地はなんとしても生かしていきたいと、こういうふうに思っております。そのために理解の

進んでいない、いわゆる三船ミュージアムにつきましては、誘客施設については予算案を切り

離して、切り離したわけでございますので、こちらのほうはこちらのほうでこれからわれわれ

としては市民の理解を得るべく努力いたしますけれども、この土地の問題についてはぜひ皆さ

ま方の議員の皆さま方、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 事業というものは計画、立案、そして検討委員会、いろいろ立ち上げながらですね、予算の

枠組みを決めてから、議会に諮りながら皆さんに問い掛けるものではないかと私は思います。

そこで昨日、不退転の中でやっていくと。事業を推進していくという答弁の中ですね、残り１年、

不退転でこれを推進されると非常に不信感抱く住民が多いかと思います。ではですね、ＮＴＴ

土地活用に三船ミュージアム建設は不可欠とするならば、市長、粛々とですね、真を問う、職

を賭して真を問うなんてことは考えられるんではないか、正々堂々と清く正しく美しく、この

事業を推進できるようなことも考えられると思いますが、いかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 私としても粛々と清く正しく美しく、この事業を推進してまいりたいと考えています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございました。これ以上、話をしましても前へ進むのは離れるばかりでございま

すから「身を捨てて浮かぶ瀬もあれ」という文句がございます。きっと僕たちの議員の昨日の

代表質問、それから一般質問と、これから続く、通じながら市民の方たちに通じていくもので

はないかと思いまして２問目の質問に入ります。 

 ２点目、活力あるまちづくりスポーツ振興をについてお伺いいたします。 

 市営総合運動場建設計画についてお伺いします。 

 平成２５年、２６年に市体育協会から市総合運動場建設要望書が市と市議会に提出され、市
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当局は市民の皆さまに意見を聞き、検討委員会を設置したいと前向きに答弁されて１年が経ち

ました。当局は昨年の高校生によるロードレース、ソフトボール大会、それから毎年行われる

ゲートボール全国大会、石和温泉旅館協働組合による主催による全国シニアソフトボール大会

と。そして昨年からのトレイルライン、限られた施設で環境を活用して誘客を図り活力あるス

ポーツ振興で地域に寄与しております。子どもたちから高齢者までコミュニケーションと健康

促進にも運動場建設は不可欠と考えますが伺います。 

 ２点目、運動場建設検討委員会設置状況についてお伺いします。 

 県議会におかれても県民の球技団体９万６千人近い署名を添えての要望に対し７月１１日、

長野県総合球技場を視察し、県教育委員会でも限られた財源で必要性を判断し方向性を出すと

しています。本市におかれても２０１８年国体、２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催を視野に選手、役員、応援隊を考え検討委員会にプロジェクトチームを設置し、球技場

兼練習場を建設融資計画を立案し、スポーツ省補助事業を活用する中で国・県と連携して互い

に負担の少ない財源確保になり、事業の推進を即急に図るべきと考えますが伺います。 

 ３点目、春日居スポーツ広場総合整備計画についてお伺いします。 

 １としまして野球面、ソフト面内野、土の入れ替えについてお伺いします。 

 春日居スポーツ広場は一宮桃の里公園、スポーツ公園、御坂花鳥スポーツ公園とともに少年

野球、ゲートボール、グラウンドゴルフ、ソフトボール等、地域の団体をはじめ県内外の球技

団体から活用されています。建設から１７年が経過し、両面内野の土が掘れて競技場は危険が

伴っております。専門的な土を提供して受益者による修繕が考えられますがお伺いいたします。 

 ２点目、ソフト面防護ネットと駐車場整備についてお伺いします。 

 ソフト面防御ネット設置は合併以来、体協を通して当局に要望してきましたが現在も計画さ

れておりません。北側には広い駐車場がありますが、ボールが直接車に当たるため少年野球で

応援に見える父兄、市町内外から訪れる選手は駐車場できずＪＡ笛吹岡部共選場前に駐車する

のが現状でございます。ソフト面に防御ネットを設置し北側駐車場を整備して来場者に安心・

安全なスポーツ広場を提供すべきと考えますが、伺います。 

 ３点目、テニスコート改修についてお伺いします。 

 １７年前のコートづくりでは耐用年数もありますが、現在のスポーツシューズでは適用でき

なく、いったん破れると歯止めがききません。修繕しても同じことを繰り返し、修繕費がかさ

むばかりです。事故が起きる前に利用団体と協議をして対応すべきと考えますが、いかがでご

ざいますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに市営総合運動場建設計画と運動場建設検討委員会設置状況につきまして、併せてお

答えをいたします。 

 総合運動場の建設については、関係諸団体から建設に向けた要望書が市および議会に提出を

されております。その要望をもとに現在スポーツ施設検討委員会を設置し、検討を進めている

ところでございます。２０１８年冬の国体、また２０２０年の東京オリンピックの開催を視野
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にということでございますけども、市といたしましては県におけるスポーツ施設整備の検討の

動向を踏まえながら、新たな施設の整備につきましては既存のスポーツ施設の活用を含めた中

で総体的に検討、協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に春日居スポーツ広場総合整備についてでございます。 

 春日居スポーツ広場は平成９年に建設され、平成２６年度の延べ利用人数はグラウンドが１万

１千人、テニスコートが約５，３００人と大変、多くの方がご利用をいただいている施設です。 

 グラウンド内の土の入れ替えにつきましては、現段階では全面的な整備についての検討には

至っておりません。グラウンド整備については、施設の利用者が適切な管理を行っていただけ

るよう指導を行うとともに必要な資材等については、提供を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ソフト面の防球ネットにつきましては、少年野球やソフトボール使用時にはボールが場外に

飛び出してしまうため、防球ネットの設置は必要と考えております。また北側駐車場につきま

しては当面は現状のまま駐車場として有効に活用していくため、日常的な維持管理を適切に行っ

てまいりたいと考えております。テニスコートの改修につきましては毎年、破損箇所を補修す

ることによる部分的な修繕を繰り返し行っている状況でございますので、全面的な改修あるい

はそれに準じた改修を検討してまいりたいと思っております。 

 いずれにしましても教育委員会が所管する施設は多くの課題を抱えておりますので、大きな

改修等については防災面や安全性、緊急性などを勘案する中で計画的に取り組んでまいります。 

 今後も春日居スポーツ広場を含むスポーツ施設につきましては、日常的な維持管理を適切に

行うことにより、利用者が快適にスポーツを楽しんでいただけるように努めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 適切な答弁ありがとうございました。再質問をいたします。 

 スポーツはその時代を映す鏡と言われているスポーツ振興。これまで笛吹市では活力ある地

域間交流を育んできました。今、話題となっている水辺とミュージアム、それから建設に向け

た動きがございます。この土地の活用方法はこれから多分にあると思いますけども、教育委員

会でもですね、窓口を広げながら、住民の声を聞いてですね、その施設をもったいないものが

でき上がる前に、やっぱり住民がほしがっているものができるようなものを施策していけば土

地活用というものに対してはですね、市民の声は納得していくんじゃないかと思いますけども、

私たちも６月に全天候型ドーム３６５というものを提案しております。そんな活用を教育委員

会でも知恵を出してですね、何か推薦していく、今の検討委員会のほうに提言していくような

チャンスというか、機会はございませんか。 

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。 

 神澤議員につきましては、日ごろからスポーツ振興に熱意を持って当たっていただいており、
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さまざまなご提案もいただいておるところでございます。大変感謝を申し上げます。 

 ご提案の中にはすぐに対応できたものもあれば、なかなか実現が難しいものもございます。

今回のご提案のドーム型施設の整備ということでございますが、スポーツ施設という観点から

答弁をさせていただきます。 

 スポーツの競技場ということになれば野球やサッカー、ソフトボールといった競技を想定い

たしますとかなり広い面積を必要となります。また屋根もかなりの高さを必要とするというこ

とですので、今回のＮＴＴグラウンドの活用の中でそういったことを検討していくのはちょっ

と難しいだろうと。そういう中でゲートボールやフットサルなどがスポーツとしては対象になっ

てくるのかなというふうに考えられます。ただ１面や２面を整備しましても大会との開催は難

しいということになります。大会を開催して有効活用していくということであればそれなりの

やっぱり面積が必要だなというふうに考えております。ＮＴＴ用地のそういったスポーツ施設

への活用については、ミズベリング構想全体の検討の中で教育委員会としましても提案できる

ものは提案をしていきたいというふうに思いますし、またドーム型の施設、スポーツ施設につ

いての県内における整備状況や利用状況など調査・研究をさせていただきたいと思いますし、

またスポーツ施設の検討委員会の中でもそういった提案があったことに触れさせていただきた

いと思います。 

 さらに言えばそのＮＴＴ用地を、そのスポーツ施設として活用していくということについて

でございますけども、それについては現在、土地の取得については審議中ということでござい

ますので慎重に対応してい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） 

 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。話の中にそういうものを少しずつ少しずつ取り入れていきながら輪

を広げていっていただけると本当にそれが実になる可能性も大だと私は思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 中高生から一般、シニアまでスポーツ振興に本当に寄与しているスコレーセンター、テニス

コートは競技面が２面ほどですか、足りないためにですね、大大会、公式の誘致ができないと

いうことで競技団体が危惧しておりますけども、宿泊施設は整っており、要望を精査する中で

ですね、積極的に取り組むべきかと思いますけどもお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ちょっと確認させていただきますが、質問通告、春日居スポーツ広場のテニスコートの改修

という通告が出ておりますので。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 それを省くということですか。いいよ、議長、駄目なら駄目とはっきり言ってください。 

 スポーツ振興で。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 スポーツ振興ということで、の中であれば範囲内と認めます。 

 神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 

 お願いします。ありがとうございます。 

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） 

 スコレーセンターのテニスコート、石和中央テニスコートでございますけども、現在オムニ

コート１２面を持ち笛吹市長杯、山梨県高校総体、山梨県体育祭りなどの県内の主要大会が開

催されており、２６年度につきましては約３万８千人の利用があったということです。関東大

会や全国大会などの公式戦を開催するためには、聞くところによると１６コート以上が必要と

いうようなことが言われております。全国規模の大会における参加チームや試合数を考慮いた

しますと、現在の１２コートでは試合の消化が大変難しいというふうに伺っております。全国

規模の大きな大会の開催は全国からの多くのチームが参加いたします。役員、選手、家族など

たくさんの関係者が笛吹市を訪れ、観光面からの期待も非常に大きいということですので石和

中学校の４コートの活用を含めた中で、検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。議長すみませんでした。一応、スポーツ振興ということで取り上げ

て、私も表題はそうなっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 笛吹市のですね、ふるさと納税が６，７３３万円振られ、昨年をすでに３７１万円上回って

いると公表されて、職員も２名増員されました。増員の前に尊い納税をですね、計画性を持っ

て、遅れているスポーツ施設整備に活用し使途を明確に報告できれば納税者に意義あるものと

思いますがいかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 ふるさと納税の寄附金によるスポーツ施設の整備ということでございますけども、ふるさと

納税につきましては寄附金の使い道が、寄附者が指定をされているということでございます。

その中でスポーツ施設の整備を除く多額の寄附があるということであれば、教育委員会といた

しましても施設整備に活用をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 いろいろと便宜を図っていただきまして、ありがとうございます。本当に的確な答弁を、中

身ある濃い答弁をいただきましてありがとうございます。 

 スポーツ少年、中学生、高校生、体協とここの５月からですね、８月まで非常に大会が多かっ

たと思います。その中で雨宮部長ともどもですね、教育委員会では毎回毎回市民が活動する場
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所に表われて敬意訪問していたという中でですね、本当にご苦労を掛けますけども、これから

も市民のために汗水で一緒に知恵を出し合いましてやっていきます。これで私の一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を行います。 

 関連質問については、先刻のとおりであります。 

 関連質問はありますか。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 神澤議員の関連質問をお伺いいたします。 

 活力あるまちづくり、スポーツ振興を問うという中で特に市営総合運動場建設計画、あるい

は運動場の建設検討委員会の設置状況をお聞きします。 

 答弁の中で総合運動場の建設についてはスポーツ施設検討委員会を設置し、検討を進めてい

ると。新たな施設整備については、既存のスポーツ施設の活用を含めた中で総体的に検討協議

を進めてまいりたいという答弁をいただきました。前に、２年前ですかね、私も特に総合計画

にある身近なスポーツの振興ということで今度、屋外のスポーツ施設の構想というか計画づく

りはどうなっているかということですけれども、基本的に一歩も前に進んでいないような感覚

を受けます。じゃあいつまでに検討協議を進めていくんだとか、東京オリンピック、パラリン

ピックももう目の前へ迫っていると。誘致合戦も盛んだと特に私どもはスポーツツーリズムと

いうことで、スポーツでつくる人づくり、地域づくり、あるいは交流人口の拡大ということで

スポーツには力を入れていきたいというような感覚を持っていますので、ぜひこの検討協議は

いつまでにまとめていくんだとか、そういう検討委員会の内容を含めてですね、今後のスケジュー

ル等々ありましたらば、お答えをお願いしたいと思います。 

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） 

 保坂議員の関連質問にお答えをいたします。 

 スポーツ施設の検討委員会の現在の状況でございますけども、今年度に入りまして５月に設

置をいたしまして２回、これまで検討・協議をしてまいりました。その中で総合運動場の整備

構想、またそこまではなくて、いわゆる芝生の運動グラウンド、いろいろな考え方も出たわけ

ですけども、構想とすれば総合グラウンド運動場、そういったものが近い将来でなくて将来的

に全然希望がないということでは検討していっても価値がないということで、一応もしそうい

うことができるんであれば、どういう方向でやっていこうかというようなことで検討を進めて

まいりました。その中で当然、総合運動場ということになれば広い面積が必要になるというこ

とですので、既存の施設の活用を考えながら考えていこうという方向で現在進めております。 

 検討委員会のほうは年度内に、基本的には一定の方向性を出したいということで検討を進め

ております。その後スポーツ推進審議会、教育委員会等の審議を経て方向性が決まるというよ

うな形になろうかと思います。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 教育部長の考え方に私も同感をしております。まず、既存の施設をいかに有効利用できるか

ということで、天然芝、人口芝問わずですね、まず一歩、前に踏み出していただきたいと。ぜ

ひお願いしたいと思います。年内に一定の方向を示すということなので、ぜひ検討委員会の方々

にも頑張っていただいてですね、先ほど申したとおり大変なスポーツツーリズム、私も基本的

にシニアサッカーですので、ぜひサッカーグラウンド場とは言いませんけれども、まず既存の

施設をいかに利用していくかということを考えていただいて、あと総合運動場は４００メート

ルのトラックあれば中にどういうスポーツができるかというようなことを含めましてですね、

できるだけ早い機会に計画構想づくりを進めていただきたいと思います。 

 以上です。答弁は結構です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問ありますか。 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今のスポーツ総合運動場とかの計画ですけれど、公共施設再配置計画、これとの関連はどう

なっているのか、ちょっと示していただきたいと思います。 

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） 

 野澤議員の関連質問にお答えをいたします。 

 当然、現在、公共施設の再配置の考え方を進めているところでございます。そういった中で

新たな施設の整備をしていくという方向での検討でございますが、既存の各地域にある同じよ

うな種類の施設については、整理できるものは当然、整理をする。当然、その施設の利用状況

とか、場所の配置等を総合的に考える中で整理できるものは整理していく必要があるというふ

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） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 つまりスポーツ施設検討委員会ですか、それがなんか今の説明でもよく分からないんですけ

れど、公共施設再配置計画のほうのですね、コンサルに頼んでやっていると。このへんの関連

性をしっかり持ってやっているのか。それともそれぞれがやっているのか。そのへんがですね、

ちょっと見えないのでどういう関係の関わりのうちで今、スポーツの施設のほうも検討を進め

ているかということです。もう一度、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） 

 お答えいたします。 
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 スポーツ施設の検討委員会の中では、特にこの公共施設の再配置計画ということに現状では

重きを置いてやっているという状況ではございませんけども、これから何回か検討を重ねる中

で、当然そういった市の状況も十分委員さんに説明をしながら総体的に施設の再配置等につい

ても検討していきたいというふうに思っておりますけども、検討委員会の中では一応、総合運

動場の施設の構想、あるいは芝生の運動場等の考え方、そのへんを重点に置いて考えていると

いうことですので、申し訳ございませんが今の現状では関連性を深く持って検討しているとい

う状況ではございません。 

 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） 

 関連質問であんまり飛んじゃってはいけないので、一言だけ意見を言わせていただきます。 

 この公共施設再配置計画の非常に何をどういうふうに進めているか見えない。遅いと思いま

す。遅いと思うのは何をどうしているか見えないから遅いと思うんで、しっかり何をどこまで

やっているのか。なんかコンサルに丸投げしているんじゃないかとも見えるし、そのへんは関

連質問と外れますので答弁は入りません。そういうわれわれの感じを持っていますので、また

注意して対応をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 続きまして笛新会の神宮司正人です。通告に基づきまして質問させていただきます。 

 ２０１１年の１０月の中旬、当時中学２年生でありました大津市の中学校の男子生徒が飛び

降り自殺をいたしました。２０１２年の７月になりまして全国的に報道されるようになりまし

て一躍、社会問題に発展しました。 

 自殺した男子生徒は恒常的にいじめを受けていたと見られるが、学校側はいじめの存在を否

定し被害者の父親はいじめが原因だったとして警察に被害届を提出しようとしましたが、三度

にわたり受理されませんでした。 

 その後、調査で学校、教師、あるいは市教育委員会などの対応の不適切さが指摘をされるな

どして問題が紛糾された事件があったのは記憶に新しいところだと思っております。 

 それがまたしても起こってしまいました。いじめによる中学２年生の自殺の問題、今年の７月

５日、岩手県矢巾町の中学校２年生、村松亮君、１３歳が電車に飛び込み亡くなってから２カ

月になりました。 

 この間、この自殺と学校でのいじめの問題の背景が明らかになってまいりましたが、村松君

はご存じのように女性担任教師との交換ノート、あるいはいじめに対するアンケート等で女性

教師に幾度となくいじめによる苦しい胸の内を訴え続けてきましたが、その情報は誠に残念な
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がら他の先生方と共有されずに学校全体としての対応はなく、残念なことに最悪の選択を本人

がされてしまいました。 

 そこで本市における小中学校のいじめの対応、対策はどのようになっているのか質問をさせ

ていただきます。 

 まず冒頭の岩手県での中学２年生、村松亮君の問題を市の教育委員会としてどのように捉え

ているのか、お伺いをいたします。 

 ２つ目、市内小中学校でのいじめの実態は、市教育委員会としてどのように把握されている

のかお伺いをいたします。 

 ３つ目といたしまして、市内小中学校の対応はそれぞれの学校で別々な対応をしているのか

お伺いをいたします。 

 ４つ目といたしまして、このような問題に対し市教育委員会としての各学校への指導と対策

はどのようになっているのか、お伺いをいたします。 

 最後に今後の本市のいじめに対する対応・自殺の防止対策を徹底したものにする方策を示す

必要があると私は考えますが、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、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに、岩手県で起きたいじめの問題を市教委としてどのように捉えているかということ

についてですが、市教委といたしましても大変重く捉えております。いじめは児童生徒の心を

傷つけるだけでなく、生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。未然防止や早期

発見に努めることはもちろんのこと、万が一発生した場合には決して一人の教職員で抱え込む

ことなく積極的に学校内で情報を共有し、迅速で組織的な対応が重要であると考えます。今回

のような痛ましい事件を決して他人事と考えず、市内小中学校と連携していじめの防止に努め

ていきたいと考えております。 

 次に市内小中学校でのいじめの実態の把握についてですが、市教委では１学期末に市内小中

学校のアンケート調査などの結果を取りまとめ、いじめの実態調査を行いました。１学期にお

けるいじめの認知件数は小学校で１４件、中学校で１１件、合計２５件でありました。そのう

ち解消しているものが１４件、一定の解消は図られたが継続支援中のものが１０件、解消に向

けて取り組み中のものが１件というふうになっております。これらについては、解消したもの

も含めて、今後も継続して丁寧に対応していく必要があると考えております。 

 次に市内小中学校の対応方法についてですが昨年度、笛吹市ではいじめ防止対策推進法に基

づき、笛吹市いじめ防止対策基本方針を策定いたしました。各学校ではいじめへの組織的な取

り組み、未然防止や早期発見の手立て、いじめが起きたときの対応などを示した学校いじめ防

止対策基本方針を策定しております。具体的な取り組み方法や内容については、各学校の実態

に合わせて決められております。 

 次にこのような問題に対し市教委としての各学校への指導と対策についてですが、市教委で

は岩手の事件を受け、去る７月１３日に臨時校長会を開催し、いじめ等の対応についてすべて

の教職員が情報を共有するとともに、組織的な対応をするよう注意喚起を行いました。また１学
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期に把握したいじめの実態をもとに、各学校においていじめ防止や対応の取り組みがしっかり

と行われているか再確認しております。学校における問題は学校で迅速に対応することが早期

解決への一番の近道と考えます。市教委では笛吹市いじめ防止等連絡協議会を開き、関係機関

との連携を図っております。また常に学校へ注意喚起や情報提供、保護者および関係機関との

連携を指導しつつ、いじめや自殺の未然防止に努めていきたいと考えております。 

 次に今後の本市のいじめに対する対応・自殺の防止対策の徹底についてですが、先に申し上

げたように笛吹市いじめ防止対策基本方針において、すでに対応については示しております。

市内小中学校につきましても、各学校の基本方針に沿った取り組みが行われるよう指導してま

いります。 

 また、８月４日付で文部科学省より「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童

生徒の自殺予防について」という通知が出されました。これにつきましても８月２０日の学校

経営者会議において内容をよく確認の上、新学期の児童生徒の変化を見落とさず対応するよう

指導しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 適切な答弁をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日、私は教育委員会ですとか、笛吹市の学校はですね、非常によくきめ細かな子どもたち

との対話をされているというふうに私は考えて、常日ごろから考えておりますが、責任の問題

ですとかいろんなことでのあれではなくて、私は子どもたちの大切な命はね、救えるものであ

れば救ってあげなければいけない、そのシステムをもう一度、教育委員会のほうと再確認をさ

せていただきたいと思いますので再質問に入らせていただきます。 

 まず先ほどの答弁の中で、一人の教職員だけがいじめが発生した場合には対応するんではな

くて、抱え込むんではなくて大勢の学校内の先生方、複数の方々と情報を共有するということ

で、そのほか市内の小中学校とも連携するというふうなお話がありました。これは具体的にど

のような形でですね、先生方との情報を連携するのか教えてほしいんですが。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁はいかがでしょうか。 

 いかがでしょう。 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほども部長から答弁をいたしましたように、すでに各学校では１学期にすべての学校でア

ンケート調査を実施いたしました。その中でこの問題は解決をしたということや、まだこれは

継続中というふうなことの報告がありますので、指導主事を中心にして解決がなされていない

という学校については、学校訪問をして具体的に中身を聞いてそれにこういうふうな指導をし

たらいかがというふうなことで話し合い等を持っておりますし、いじめの問題は非常に目に見

えにくいということで、学校の教員がこれは解決済みというふうに判断をしても根の深いとこ
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ろでまだまだいじめが続いているというふうなことがありますので、保護者等も含めて普段か

ら連携を図っているということで、重篤な問題が発生したというときには当然、市の教育委員

会等へも掛けるわけでありますが、日常的にはアンケート調査等をもとに学校と連携をしてい

るところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 たぶん具体的な対話、それぞれの学校でね、されているんだとは思いますが岩手県の中学校

２年生、今回の場合ですね、アンケートも当然されています。それで交換ノート、これも先生

と直接やられてその答え、あるいは質問、それがすべてつまびらかにそれぞれ書いてありまし

たが、残念ながら受け取る側がいじめと受け取れていなかったのかというふうなこと、それが

またいじめと受け取れていれば先生方、ほかの学校の中でもってですね、情報が共有できた。

そんなふうに思いまして、この子は死ななくも済んだんではないかというふうに私は考えてい

ます。そのへんがですね、ぜひこの私たちの笛吹市にあっては、そういうことがあってはいけ

ないと思いますので、のちほどまた再質問でさせてもらいますが、それぞれの学校で対応して

いるというふうなこともありましたので、ぜひ気づきの部分で、先生よろしくお願いをしたい

と思います。 

 次にですね、今も先生おっしゃいましたが１学期末、アンケート調査を実施しましたという

ふうなこと、小学校では１４件、中学校では１１件で合計２５件のものがありました。そんな

中で一生懸命、先生対応してくれたんだと思います。解消が１４、一定の解消や継続支援中だ

というふうなものが１０件ありました。そしてもう１件は引き続いて対応していくというふう

なことを答えていただきましたが、いじめはいったんですね、解消した、先生も今おっしゃい

ましたが、また復活してくるというふうなことがあります。そのへんの対応はどんなふうにさ

れているのか、お伺いをさせてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 神宮司議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほども申し上げましたように、いったんいじめの問題が解消したと、解決したというふう

に思いがちなんですが、全校体制の中でこの問題を共有をしてある学年とか、ある学級という

ことに限定をしなくてですね、職員会議や生徒指導委員会と、これは毎月やっておりますので

そこに、例えばある学年のあるクラスでこういう問題があったと。当事者はＡとＢですという

ふうなことを報告をし合いながら、日常的に、まだまだ何が起きるか分からないというような

ことで、すべての教職員がそういった子どもたちに目を向けていくということはすでにいろん

な場で確認をしておるところでございまして、今後もそういったことで進めていきたいという

ふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 
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〇２番議員（神宮司正人君） 

 はい、ありがとうございます。そしてですね、このいじめというのはですね、一度解消する、

指導があった、そういうふうなことでもって子どもたちは解消していくんですが、だんだんこ

れはまたエスカレートすることもあります。逆に。いじめが今度は陰湿になって表に表われに

くいというふうなことで、いじめの件数、これに気づいてあげる先生方が分からないまま、い

じめは深刻になっていくというふうにも考えますので、ぜひ対応をよろしくお願いしたいと思

います。 

 また大津市のですね、中学校２年生男子の自殺の問題、これをきっかけに２０１３年、いじ

め防対推進法、これが施行されましたが矢巾町ではこれが機能しなかったと。本市でもいじめ

防対法を先ほど、に則って基本方針を策定したというふうなお話がございました。各学校の実

態に合わせて、これはつくりましたというふうなことで大変素晴らしいなというふうに思って

います。本市の場合はですね、まちなかのど真ん中にも学校がありますし、農村部のほうの学

校、あるいは少人数の学校が高い地域にはございます。それぞれの学校がそれぞれの対応をし

ていかないと、この問題は全部マニュアルを一括でもってですね、つくったからといって、そ

れぞれの学校には当てはまっていかないというふうに私は考えていますので、素晴らしいそれ

ぞれの学校の基本方針等をつくられたようですので、これはまたの機会で結構ですので、一度

提出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） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほどの答弁のとおり、各学校ごとのいじめ防止基本方針というものが教育委員会のほうに

全部そろっておりますので、また機会があればお渡しをすることができる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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 １学期末アンケートを実施しまして、約２５件の先ほどの内訳どおりの問題があったという

ふうなことの中で、実は文科省が８月の２５日、これは８月２５日の新聞ですけども、ここで

２０１４年度分の状況を再度見直して報告をやり直しなさいという通達が出たはずです。これ

でもってですね、報告やり直し、これは異例な文科省からの通達だと思いますが、本市ではい

かがでしたでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 お答えをいたします。 

 文科省が本当に異例でありますが、調査のやり直しというふうなことを各都道府県を通して

そういったことをやり直しをしなさいということが出たわけでありますが、学校現場はともす
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るといじめがない、あるいはいじめを認識をしないということがその学校の教育活動がうまく

いっているというふうなことに陥りがちでありますが、私どもは各学校の校長にアンケート調

査、ここにも各学校それぞれ低学年用、中学年用、あるいは保護者用というふうなものがあり

ますが、それに基づいて出てきたものはすべて挙げなさいということでこういう数になってい

ますが、議員ご指摘のとおりこれが、子どもがアンケートへ丸を付けたりするので、本当にこ

れはからかいであったのか、いじめであったのかという判断等も大変難しいと思うわけであり

ますが、一応出てきたものを信用して数を出しているということでありまして、見た限り、い

ろんな学校から出ておりますので、かなり信用度が高いというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 じゃあ、これは８月２５日ですから、まだそんなに日が経っていませんのであれですけども、

見直ししたところ、信用して数は出していないというか変更はしていない、なかったというふ

うに捉えてよろしいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 各学校に再度聞き直しをいたしましたが報告のとおりということでございますので、私ども

は再調査ということは考えておりません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 はい、ありがとうございます。一貫したですね、教育行政のほうが学校の細かい部分までつ

ながっているというふうに私は捉えますが、全国ではですね、このときの文科省の記事により

ますと認知件数がゼロ。そして多いところと実に８３倍の開きがある。こんなのは違うよとい

うふうなのが、気が付いたものが文科省だと思います。それで再調査をしなさいというふうな

ことになったんだというふうに私は思っています。 

 それからですね、大切な、少子化の中でこの子どもたちは大変な宝物と。日本の国、笛吹市

の宝物。この子どもたち、児童生徒をですね、一人でもいじめから守ってやらなければいけな

い、そんなふうに思っています。それで対策をしているんですけども、いじめられた子、一度、

いじめられた子はですね、自尊心が傷つく、なかなか立ち直れない。また人間不信になりがち

でもってですね、元気な様子はしててもなかなか自分でもって認めて、仲間に入っていこうと

はしないというふうなこともあるかと思います。それで子どもたちの傷が残っている限りは、

この問題を解決して、いじめがなくなったよというけども、子どもたちのハートの部分がです

ね、傷んでいればですね、いじめがなくなったというふうに思っていませんので、ぜひあとの

フォロー、これも各学校でそれぞれ対応していただけるようにしていただければありがたいと

いうふうに思っています。 

 またそれと子どもたちの問題も少なくてですね、少子化の問題もありますが、実は私たちが
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育ってきた環境と違いまして、非常に今の子どもたちはナイーブ、もう少し頑張ればしっかり

した大人になっていけるというところで傷つきやすいというのもあります。それでもってです

ね、そんな中で対応していく先生方も大変なご努力をいただかなければならない時代の先生方

だと思っています。日本の教員は世界中で一番忙しいというふうなものの本にも書いてありま

すし、先生方が余裕がないのも事実ですが、先ほども、先日、昨日ですか、昨日の議会でも話

が出ていましたが、本市の先生方は実によくやっているんですが、心の、先生方も今度は心が

傷つくというふうなところもあろうかと思います。先生方が痛んでいれば子どもたちもしっか

りした指導、対応ができないのかもしれません。それでもって子どもたち、先ほどの心の痛ん

だ子どもたちのために、また先生方と一緒になって臨床心理士、あるいは社会福祉士、これら

の方々の力を借りてですね、先生と一生になってチームを組んで子どもたちのフォローアップ

をしてあげるとか、また先生方もカウンセリングを受けるとか、いろんなことで活用があると

思いますが、そういうことを市のほうではどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 議員ご指摘のとおりでありまして、先ほどから私も答弁をさせていただいておりますように

いじめを受けた子、この子どもに対してのフォローというのは保護者、それからクラス全体が

一緒になって当然フォローをしてくわけでありますが、私どもは幸いなことに各学校にスクー

ルカウンセラー等々も配置をされていますので、カウンセラーにもいろいろお願いをしたりと

いうふうなこともありますし、午前中の保坂議員の質問の中にもありましたようにふえふき教

育相談室、ここに相談員がおりますのでここへの相談件数もかなりありますし、あるいは不登

校の子ども等につきましても家庭訪問等をしながら心のフォローをしているというようなこと

で、学校やそれから相談室、それから教育委員会、保護者、地域、地域も市民児童委員等を中

心にしてフォローをしているというところでございます。今後もなお一層、そういった連携を

強め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） 

 はい、ありがとうございます。できるだけですね、本当は、午前中だったんです、保坂議員

のところで臨床心理士の話とか出てきましたが、そういう先生方を活用して本当に、すべての

学校に配置しろということでは僕はないんですけどね、ある程度の大きなところ、あるいは問

題のあるところには、学校にはどんどん校長先生方と連絡を取りながら、ぜひいじめは隠さな

いで表に出した数字に対して、先生方が対応してほしいというふうに私は思っていますのでよ

ろしくお願いします。 

 いずれにいたしましても子どもさんたち、本当に先ほどから何回も言いますが日本の宝、国

の宝、市の宝だと思っていますので笛吹市がですね、ぜひいじめ、いじめはあるけどもすぐ対

応できる。そんな日本一、笛吹市のモデルがいいよというふうなくらいになってほしいと思っ

ています。日本一いじめの少ない、いじめのない市と言いますか、子どもたちが元気で明るく

活躍できる市、また子どもやお年寄りの大切にするまちというふうなことで、その宣言がです
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ね、市長に今度していただけるような、そんなまちになっていただきたいというふうに思って

います。これは答弁結構ですのでよろしくお願いします。ぜひこの笛吹市から子どもさんたち

の命は絶対に守っていくというふうなことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に教育委員長さんのほうでですね、子どもの命に関わる所見をいただければありがたい

ですけど、よろしくお願いいたします。 

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） 

 神宮司議員のいじめの質問に対しましてですね、私どもの教育委員会の雨宮教育部長、それ

から再質問に対しましてですね、教育長の答弁のとおりの対応、対策を行っているわけでござ

います。 

 委員長といたしましてはその答弁の中で、日ごろの活動は皆さまにご理解をいただけたと思っ

ておりますけれども、委員長といたしましてはいじめ、あるいはいじめから自殺に及ぶ防止対

策、それは最重要事業であると思っております。またその対応をそのように位置づけておりま

す。特にですね、学校と教育委員会のですね、問題、課題に対する共有はもう努めて、努力し

て共有をいたしております。また迅速に対応する。それもみんなで申し合わせをいたしており

ます。タイミングのいい、タイミングを逸しない対応がやはり今の防止対策になるのではない

かということにですね、強く、努力をいたしているところでございます。 

 したがいまして職員の一人ひとりがですね、自分の役割を十分に果たして、そして一人で対

応する難しさというものがありますし、またそこに何か穴があるのではないか、漏れがあるの

ではないかということを考えますと本当に組織力が非常に重要になってまいります。私は一丸

となって組織が機能できるように、図られるように日ごろの努力をいたしております。 

 また教育委員でございますが、非常に皆さんが活発に発言を行いましてそのいじめ対策、そ

れから予防に関しましてもですね、大変多くの発言をいたしております。これは重要ですから

当然のことであります。 

 私はこれまでですね、保健、医療、福祉の県行政の分野で、また専門の食農団体の長といた

しましてですね、十分その命に向かう仕事に携わってまいりました。私はその命をですね、本

当に、それでも生きる、生きるですね素晴らしさ、命、それでも、それでも生きる、それでも

というのはどんなにいろいろなことがあってもですね生きる力、そして生きる強さをですね、

私は教育していくことはとても大事であるというふうに思っておりますので、この教育委員会、

あるいは教育の場におけるこの活動につきましてはですね、大変教育の役割は大きいと思って

おります。私は極めて日常の業務、職員、学校でも教育委員会でもそうですけれども、職員を

見つめると言いますか、関わる機会が大変ございます。そしてその関わる都度を持っておりま

すことは非常に多忙でございます。ですけれども多忙の中でもですね、前向きに積極的にその

活動が行われているということを私は確認をいたしております。大変私は努力していただいて

おることに敬意を表しているわけでございます。 

 このたびですね、４月の新教育委員会制度の改革がございましてですね、４月から総合教育

会議というものが開催されました。もう２回目を経過しておるわけでございますが、それは市

長招集による会議でございます。その中で教育ですね、大綱ですね、教育大綱の策定がござい

ます。また教育に関する会議、私ども今まで教育委員会で行ってきたものに対して、それプラ
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ス一般行政が加わっていくわけでございます。ですから私は幅広く地域の皆さま方にですね、

教育のご理解をさらにいただける組織となると思っております。 

 いずれにいたしましても、教育委員会が今後ともたゆまぬ努力を行っていくということをで

すね、重ねて活動に結び付けた対策を行っていきたいという姿勢をもちましてですね、市議の

皆さま方にもお力沿いをさらにいただけますようにお願いいたしまして、答弁になりましたか

どうかですが、答弁として終わらせていただきます。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたし

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） 

 どうもありがとうございました。教育委員長のほうには通告もなしに振りまして、本当にあ

りがとうございます。 

 これだけ熱心にですね、いろんなことでもって対応していただければ、先ほどからお願いを

しましたように笛吹市からいじめによる子どもたちの大切な命、これは必ず守れるというふう

に私は確信を持ったところです。ぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。ありがと

うございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、神宮司正人君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を行います。 

 質問内容については先刻のとおりであります。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は１５時からといたします。 

休憩  午後 ２時４７分 

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

再開  午後 ３時００分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 それでは議長の許可をいただきましたので、通告に従いましてこれより一般質問をさせてい

ただきます。１３番の中川秀哉でございます。 

 今定例会には、生活困窮者自立支援制度の取り組みと今後の課題についてを質問とさせてい

ただきます。 

 平成２７年７月の厚生労働省社会援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室が作成しました。

生活困窮者自立支援制度についてによりますと平成２６年の被保護世帯数、被保護人員、保護

率の年次推移として生活保護受給者数は約２１６万人と言われております。また別の資料でご

ざいますが、全国の動向といたしまして平成２７年３月末の時点での被保護世帯数は１６２万
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２千世帯。被保護人数は２１７万４千人と保護率は１．７１％と言われております。また県内

におきまして２７年３月末における被保護の世帯状況は５，３１１世帯。保護人数数は６，

８１２人、０．８２％と言われておりまして年々、前年同月よりも増加している傾向だそうで

す。こうした背景から生活困窮者自立支援法が本年４月から施行されました。本制度につきま

しては、仕事や健康などで深刻な問題を抱えた人を生活保護に至る前に支え、新たな人生への

挑戦を後押しする法律であります。生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を

踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに生活保護から脱却した人が再び

生活保護に頼ることのないようにすることが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者

対策の一体実施が不可欠であると思います。 

 また現在、生活保護を受給していないが生活保護に至る可能性がある方は自立が見込まれる

ものといたしまして、全国で社会福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない方は高齢者等も

含めた中で年間４０万人と言われております。本制度の意義は生活保護に至っていない生活困

窮者に対する第２のセーフティネットを全国的に拡充し、包括的な支援体系が創設されるもの

といたします。この本制度の目標といたしましては、生活困窮者の自立と尊厳の確保である。

本制度では本人の内面から沸き起こる意欲や思いが主役となり、支援員がこれに寄り添って支

援をする。また本人の自己選択・自己決定を基本に、経済的に自立のみならず日常生活自立や

社会生活自立など本人の状況に応じた自立を支援する。また生活困窮者の多くが自己否定感、

自尊心の感情を失っていることを留意し、尊厳の確保に特に配慮するものであると。さらに生

活困窮者支援を通じた地域づくりが大事であると。生活困窮者の早期把握や見守りのための地

域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに働く場や参加する場を広げてい

くことが大事である。生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ、主体的な参加に向か

うことは難しい。支える、支えられるという一方的な関係ではなく相互に支え合う地域を構築

することが目的だということでございます。 

 そして新しい生活困窮者を見守る支援の形といたしまして１つ目には包括的な支援、２つ目

に個別的な支援、３つ目に早期的な支援、４つ目に継続的な支援、最後に分権的、創造的な支

援とされております。 

 厚生労働省では、生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口になること。さ

らに生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析し、その課題を踏まえた自立支援計画を

作成することなどの支援を行うこと。さらに関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認な

どを行うことなどが制度の概要となっているということでございます。 

 ただし自立支援事業の実施、住居確保給付金の支給については社会福祉事務所設置自治体が

必ず実施しなければいけない必須の事業としておりますけれども、その一方、他の事業につい

ては地域の実情に応じた実施する、いわゆる委任事業とされております。そこで本市では本年

４月より直営方式で、保健福祉部生活援護課で支援窓口を設置していると伺っておりますが、

これまでの取り組みと今後の課題について以下のとおり市当局のご見解を伺います。 

 １番目に新規相談受付件数の推移と相談員数の適正について。 

 ２つ目に関係機関、関係事業との連携について。 

 ３つ目に任意事業に対する取り組みについて。 

 ４つ目に各種事業での今後の課題について。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに新規相談受付件数の推移と相談員数の適正についてでありますが、本年４月から始

まりました生活困窮者自立支援制度に基づく相談受付件数は４月が１３件、５月が１１件、６月

が２１件、７月が１２件、８月が９件の合計の６６件となっております。自立支援計画の作成

を要するケースについては、そのうち１件でありました。また自立相談支援事業については主

任相談支援員、相談支援員、就労支援員の３職種、各１名の計３名体制で国の基準を満たして

おるところでございます。 

 次に関係機関、関係事業との連携についてですが自立相談支援事業では社会福祉協議会、ハ

ローワークおよび庁内の関係部署の担当者で構成をされました支援調整会議において、生活困

窮者の状況に応じた支援を行っております。またＮＰＯ法人フードバンク山梨、ＮＰＯ法人山

梨ライフサポートなどの民間団体と連携し支援を行っております。 

 次に任意事業に対する取り組みについてですが、任意事業については今年度は住居のない生

活困窮者に対して一定期間、宿泊場所や衣食の提供等を行う一時生活支援事業を行っています

が現在のところは利用実績はございません。今後、生活困窮者の自立促進に必要な他の任意事

業の実施につきましても検討してまいりたいと考えております。 

 次に各種事業での今後の課題についてですが生活困窮者は借金、健康、障がい、仕事、家族

関係など多様で複合的な問題を抱えた相談者が少なくありません。よって１つの支援事業で問

題が解決できずに複層的な支援が必要であります。より一層、関係機関との連携が必要である

と考えておりますので今後も努力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） 

 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。まさに始まったばかりの新しい制度でございますけれども、先ほど

も申し上げましたとおり第２のセーフティネットということで生活困窮者となる前にですね、

もう一度自立していただくということで、この制度ができたとはいしております。特に平成１９年

度のリーマンショックの中ではですね、その当時、約１１０万の保険世帯のうち約５０万人弱

がですね、５０万世帯が高齢者世帯。さらにその他の世帯として約、若い世帯ですね、５０歳

以下の世帯が１１万世帯あったということでございます。それから平成２７年の４月には全体

で１６０万世帯のうち約７９万世帯が高齢者、そしてその他の世帯が２７万ということで倍以

上に増えている現状からしましても、この制度の必要性が求められていると思います。 

 先ほどのご答弁の中で４月以降の相談件数が約６６件あったということでございますけども、

その中の内訳についてお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。４月以降の相談の内容でございます。 

 生活困窮の相談、いわゆる借金ですとか、それから病気による労働ができない、仕事ができ

ないといったような関係の生活困窮の相談が１０件ございました。それから住宅の確保につい

ての相談が３件ございました。それから離職等の関係で就労の支援をしてほしいという相談が

１６件ございました。それから一時的な食料の確保ということで、フードバンクのほうへつな

いだ件数が２６件ございました。主なものはそのような状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。やはり相談の内容もさまざまという中で、やはり景気のよろしいと

きにはですね、いろんな部分で高齢の方での雇用も進んでいる中で、景気が悪くなった途端に

解雇されるというケースの中ですぐ生活保護という相談に陥るケースがあるということでもご

ざいます。そういった中で、今回のケースでですね、さらに生活保護ということに至った方が

どのくらいあるかということもちょっとお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 ６６件の相談があったわけでございますが、実際、生活困窮ということで５件のケースが生

活保護のほうへ相談のほうが動いたという状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。全国平均で見ましても、山梨県といたしましては４７都道府県のう

ちから、下から数えたほうが早いというような状況で８番目ぐらいというような資料もござい

ました。やはり自立していくということの喜びをですね、感じるために、やはりこの就職支援

ということが大事だと思います。 

 先日も、私もある相談をさせていただく中でですね、まず窓口へお連れする中で登録をして

いただくということから就職につながったというケースもございました。やはりその窓口に行っ

ていただくということがまず第一だなということだと思います。そこにはやはり見守りのネッ

トワークという部分が大事かと思われますけれども、今現在、市の状況の中でいろんな団体の

皆さまにもご協力いただいているということでございますが、やはり地域の見守りということ

であれば各自治会もですね、含めた、また民生委員さんも含めたそういった窓口の情報発信と

いうんですかね、が必要かと思われますけども、これについてお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小宮山福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（小宮山和人君） 

 お答えいたします。 

 地域と言いますか、社会福祉協議会等も含めてですね、見守りというか相談を受け付ける環

境というものは少しずつ整ってきているということでございますけども、さらにこういった生

活困窮者の自立支援の制度についてもですね、アナウンスを地域に向けてもですね、民生委員

さんを通して行っていって、気軽にですね、早めに相談に来ていただけるような体制を整備し

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） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。本当、冒頭にも申し上げましたけども、この制度は本当に４月に始

まった制度で臨時という状況もございます。今後さらに進めていくという中におきまして、先

ほどありましたけども、任意事業への取り組みということも必要かと思います。ご答弁の中で

はニーズによってですね、今後検討していくということでございました。その中では先ほどご

答弁にありましたけども、一時生活支援事業ということがございますけれども、そのほかにも

終了準備の支援事業、これにつきましては各種、税の減税対策とかそういったことにもつなが

るというふうにも聞いてございます。また家計の支援、相談の支援事業、さらにはお子さんの

ですね、学習支援事業ということもあると聞いてございます。ぜひまたそういった部分もです

ね、情報発信をしていただく中で、本当に笛吹市で生活してよかった、また本当に安心して税

が納められるというような笛吹市になっていただくために、今後とも私たちも頑張って訴えて

まいりますので今後とも市の対応をお願いしたいと思いますけども、最後にこの１点、もう一

度、任意事業についてですね、お話をちょっといただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 任意事業につきましては今、中川議員からご紹介いただいたような事業があるわけでござい

ますが、４月からの設置まもないというところで、いくつかの先ほど言いました一時生活支援

事業、特にホームレスの方などの場合、これから寒い時期に向かいますと実際にわれわれも把

握、あるいはご本人のほうからの申し出もあって、活用がされていくんではないかというふう

に思っておりますし、また子どもさんへの学習支援事業につきましても以前にも答弁の中でお

答えをしたのかと思いますけれども、市内にあるＮＰＯ等と協議をしながらそういった取り組

みについて検討していきたいというふうに考えております。 

 また家計相談等につきましては、その家庭における家計管理に関する相談指導ということで

ございますので、先ほど中川議員のご質問の中でもありましたように本人の自主性と言います

か、自発性と言いますか、そういったものを促しながら取り組みのほうは検討していきたいと

いうふうに考えております。 

 就労準備につきましても早い段階からそういった訓練、就労に結び付けられるようなネット
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ワークをつくっていくということが重要だと思いますので、ハローワーク等々とも協議をしな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。最後となりますけども、実は以前ですね、平成１８年でしたでしょ

うか、私も質問させていただく中でその当時は灯油の高騰ということもございました。高齢者

向けですね、これから寒い冬に向かう中で灯油代が高くなるということで、福祉灯油制度とい

うものをお願いした経緯がございました。また今、こういった状況の中でですね、今回、春先

の商品券のですね、プレミアム商品券の発行ができて、また年末にも実施されるということも

ございますけれども、やはりまだ生活困窮されている世帯も多くなってございます。前回につ

いては高齢者の世帯という向けで約６００万円のですね、予算をいただいたと思いますけれど

も、こういった部分についてもぜひ今後もですね、福祉部のほうでもご検討いただく中でです

ね、お願いしたいと思いますけども、これについて１点お願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 ご質問にお答えをいたします。 

 今回の生活困窮者自立支援法が先ほど質問の中にもありましたように、第２のセーフティネッ

トというふうなところの意味合いで制度化されたということでございます。これは今、ご質問

のありました以前にあった福祉灯油代とかですね、あるいは今回のプレミアム商品券の活用と

かというふうなことと直接的に結びつくものではございませんが、視点としてセーフティネッ

トの考え方というふうな中で対応は考えられるかなと。その１つが先ほどの一時生活支援とい

うふうな事業に結びついてくるのかなと思います。なかなかプレミアム商品券や灯油代等を市

単独で実施するというのは難しいところもございますので、この冬のホームレス等の対応につ

いて状況を見ながら、先ほどの一時生活支援事業等で対応できればというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 質問内容については、先例取り決めのとおりであります。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 
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 続きまして一般質問、８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 誠和会の中村でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、質問に入らせていただきます。 

 本日最後の登壇になります。長時間、皆さん大変お疲れだとは思いますが、今、台風も接近

しているようです。今少しの辛抱です。お付き合いをよろしくお願いします。 

 はじめに今年の夏果実（桃、ブドウ）の総括と減収による対応策について、お尋ねをいたし

ます。 

 今年の夏は猛暑、酷暑、炎暑、そのあとにこんちくしょうと付けたくなるような異常な暑さ

でした。日本一の桃とブドウの郷の農家も大変苦慮いたしました。６月下旬に早生の桃の出荷

が始まり、順調に推移し例年より１週間くらい早く大いに期待を寄せたところでありました。

しかし７月に入った途端、白鳳等の主要な収穫期に１０日余り曇天の日が続き、そのためか、

もちろんいろいろ要因はあるとは思いますが味、品質の低下、落下割れ等が生じ桃農家にとっ

ては大変厳しい作柄でした。私のまわりでもあいさつが「今年の桃は駄目じゃんな。俺のとこ

ろは量が去年の５、６割しか獲れんけんど、おまんのところはどうだ」というのがあいさつ代

わりの言葉でした。 

 またブドウ農家も今盛んに出荷されているわけですが、早いデラウエア等は種が入ってしまっ

たという話も聞いております。また黒系のブドウも、場所によっては色づきが悪く大変苦慮し

たとも聞いております。 

 こういう状況を踏まえた中で私の地元の共撰所では出荷量が桃は出荷量が昨年比の７７％、

単価は昨年比の１１０％くらいで、売り上げは昨年比８５％くらいじゃないかと聞いておりま

す。そこで以下の質問をさせていただきます。 

 今年の桃、ブドウの出荷量、売り上げ、金額状況は市ではどのように捉えているでしょうか。 

 また本市において今までに災害認定を受けた事例、その対応策はどのようなものがあったの

かお尋ねをいたします。 

 次に果樹共済の仕組みと本市における加入率は、どのようになっているのかお尋ねをいたし

ます。 

 また減収による農家への貸付制度等は、ＪＡとの連携の中で利子補給等は行う考えはあるの

か。以上をお尋ねをいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに本年の桃、ブドウの出荷量、販売状況等についてですが、ＪＡからの情報によると

本年の桃、ブドウの生育状況については７月の長雨やその後に続く高温・乾燥により着色障害

や果肉障害が目立ち、昨年に比べると収穫量・販売額ともに減となる見込みであります。ＪＡ

笛吹調べでは桃の出荷量は前年比２２％減、販売金額１３％減でありました。ブドウについて

は、これから秋に向けて実績が明らかとなりますが、桃と同様に悪天候による減収が予測され

ます。 
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 次に過去の災害認定事例およびその対策についてですが平成２５年４月の凍霜害、平成２６年

２月の大雪被害を認定いたしました。この対応としては、地元の２つのＪＡが被災農家に対し

て生活資金を無利子で貸し出しをしており、利子相当額を市とＪＡが折半して支援をしており

ます。その他、平成１８年、１９年、２１年度に降雹による被害認定、２４年度台風による被

害を認定し、それぞれ薬剤散布相当額を市とＪＡが折半して支援をしております。 

 次に果樹共済の仕組みと本市における加入率についてですが、農業共済制度は農家が掛け金

を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営

を守るという農家の相互扶助を基本とした共済保険の制度です。特に農業は他の産業と違い自

然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに、場合によっては極めて広

範囲に発生するという特性があることなどから国も一緒になって運営をしています。このため

保険掛金の半分については国が負担しております。果樹共済の種類は、果樹の永年性作物とし

ての特性から年産ごとの果実の損害を対象とする収穫共済と将来にわたって果実を生む資産と

しての樹体そのものの損害を対象とする樹体共済の２種類があります。加入資格は、減収総合

方式ではブドウ・桃・スモモ・柿ごとに５アール以上の栽培者、暴風・ひょう害・凍霜害など

の特定危険方式ではブドウ・桃・リンゴは２０アール以上、スモモは１０アール以上の栽培者

となっています。 

 本市の加入状況については全体の加入率は約２３％であり、２７年度産で引き受け延べ戸数

は２，０１３戸、ブドウ２４０ヘクタール、桃３４０ヘクタール、スモモ３５ヘクタール、柿

１０ヘクタール合計で６２７ヘクタールとなっております。加入率の向上のために市でも加入

面積１０アール当たり１千円を補助しており、補助金額は６２７万１千円となっております。

またＪＡ笛吹も１０アール５００円を補助しています。今後もＪＡとともに加入率向上に向け

て進めてまいります。 

 次に今年度の悪天候による農家所得減収対策についてでありますが、地元２ＪＡと共同して

被害状況の把握をするとともに、支援が必要とされる場合については速やかに支援を検討して

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。 

 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。ただいまの部長の説明の中でこの災害ですけども、本当に２年に

１回、３年に１回ぐらいの割合で訪れているんだなということが改めて分かりました。その中

で果樹共済の加入率の２３％ですか、本当に低いなというふうに驚かされました。農家の皆さ

んも自分の身は自分で守るというのがもう第一の鉄則だと思います。そういう中で加入率向上

に向けて、またＪＡとも連携でもありますけども、どのような対応をしているのか、分かった

らお願いします。 

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） 

 お答えをいたします。 
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 おっしゃるとおり農業は自然との闘いということでありまして、ここ数年、毎年異常気象が

続いておりまして、栽培農家の方々には大変ご苦労であるというふうに感じております。その

ために私どもが果実共済に加入した万が一のための果実共済、共済に加入して備えるというこ

とが大事であろうと考えております。市では少しでも加入に対して応援をするために１反当た

り１千円を補助をしております。またその金額については総面積で６２７．１ヘクタール。６２７万

１千円を支出をしているところです。またＪＡについても１反当たり５００円を補助している

ということでありますので、今後も加入の必要性など広報等に励むとともに共済制度の継続を

して加入の促進を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。ぜひ１件でも加入率が伸びるようにお願いしたいと思います。 

 また減収による貸付等を今、ＪＡとちょっと模索をしているというようなお話ですけども、

この貸付制度というのはどんなようなものがあるのか。またなんか特徴のようなものが分かっ

たら教えてください。 

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） 

 お答えをいたします。 

 現在、ＪＡとも相談しながら３つの資金の融資の方法があると聞いております。その１つが

ですね、山梨県の資金を利用して市町村が被害認定をした場合の部分と、その場合には減収率

が３０％以上、それから損失額が１０％以上の場合が対象になるということであります。この

場合に利子補給を市町村が２分の１、県が２分の１ということで無利子となるということであ

ります。補償料を融資機関、金融機関が負担するということで経営の安定の経費、農業施設等

の復旧経費に使途が決められているというものが１つでございます。 

 次に単位農協、独自の災害資金ということで昨年と比べた農業収入が減収、減少した農家を

対象に市が２分の１、ＪＡが２分の１を補てんして無利子とするということになります。使途

は生活資金、経営安定の経費などに定められているということになります。 

 ３つ目がＪＡの農業災害融資ということでＪＡの統一版になりますけれども、市町村が被害

認定をして利子補給が確実な場合が対象になるということで、利子についてはＪＡと市町村が

負担をすると。補償はＪＡが負担するということで、県と同じ農業関係に使途が決められてい

るといった３つの資金のパターンがございますので、ＪＡまた県と協議しながら農家にとって

は有利な資金のほうの選択を検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。今の部長の答弁の中で３種類の融資制度があるようですけども、

もし今回の減収による中でＪＡ、農家の皆さんから声が上がったときにどの制度がどうなのか、
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そのへんのことはちょっと使えるのかというようなことは分かりませんけども、１つ、もしこ

の制度が使えるときにはもちろんお金のことですけども、借りやすいこともぜひ考えていただ

きたいと思います。 

 またここで農家の皆さん、秋になって農薬資材の支払い、またそうもこうもしているとすぐ

寒くなります。そして暮れを迎え正月と生活資金も必要になり、融資を期待する農家も出てく

るんじゃないかなというふうに思っています。日本一の桃とブドウの郷を維持していくために

もぜひ行政としての手助けをお願いしたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 次に笛吹市の防災対策について伺います。 

 この問題は今まで多くの皆さんが質問に応じていますが、改めてお尋ねをしたいと思います。 

 東海地震の発生が予測され南関東直下型地震も含め、いつ起こってもおかしくないと言われ

ております。本市も地震防災対策強化地域の指定を受けて、すでに３７年が経過しております。

４年前の３月１１日に発生した東日本大震災は、私たちが今までに経験をしたこともないよう

な揺れで体が止まらず歩くのも難しいような状況は、今もなお記憶に鮮明に残っております。

市でもこの地震に対応して新たに地域防災計画の見直しも行ったところであります。 

 地震災害は台風災害と違い、広域的な被害が想定されております。毎年、地域防災計画に基

づいた東海沖を震源域と想定した防災訓練を毎年９月１日を中心として市内全域で実施してお

り、今年は８月３０日に行われました。従来の防災訓練は各行政区ごとに避難訓練、消火訓練、

炊き出し訓練、救護訓練などを中心に行ってきましたが、昨年からは各町１カ所での避難所訓

練ということで市内３５カ所の指定避難所で順次各行政区、いわゆる自主防災組織と合同で市

民の安否確認と避難所開設訓練を行っております。そこで実施した防災訓練などについて、以

下について伺います。 

 今年、実施した防災訓練の検証、参加者数・特徴も含めてどのようであったか伺います。 

 次に各行政区の災害対応の指導はどのようにしているのか。各区では台風災害は経験がある

が、予期されている地震発生時に対応した活動ができると考えているのか伺います。 

 これは災害発生後、救援の来るまでの３日間は各自の対応が予測されているが実際の対応を

予測しているのか、また指導者不足ではないのかとは思いますが、そのへんはいかがでしょう

か。 

 避難所の運営については市役所職員の配置がすべてに配置できないので、行政区長を中心と

した自主防災組織での運営を防災計画でも説明していますが、災害発生時に避難所の開設運営

が今、災害が発生したときに対応できると考えているでしょうか。 

 市は社会福祉協議会等との連携のもと、災害ボランティアの育成強化に努め災害ボランティ

アの登録を推進するとしているが、現状はどのようになっているのか伺います。 

 また災害時要援護者支援対策は平成２０年度から登録に取り組み、今年度行政区長と民生委

員さんの協力をいただく中、新たな登録と再登録、確認の今、取り組みをしておりますが現状

と問題点、登録状況を伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 
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〇総務部長（前田一貴君） 

 台風の影響で大雨になりそうですけども、災害が発生しないことを祈りつつ、ただいまから

答弁をさせていただきます。 

 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに今年、実施した防災訓練の検証についてですが、今年度の防災訓練の特徴としまし

ては共助の部分で近隣住民による安否確認の確立を最重要課題として、各自主防災組織で実施

していただきました。また、昨年度から行っている避難所開設訓練を市内６カ所で実施したと

ころであります。避難所開設訓練では実際に避難所を開設し自主防災組織、施設管理者および

市職員が協力し避難所受け入れ訓練、応急手当講習会、非常炊き出し訓練、指定避難場所開設

学習会、初期消火訓練等の訓練を実施したところであります。今回の総合防災訓練への参加人

数でありますが市内全体で１万２，４１５人、これは市職員を含んでおりませんけども、この

方々に参加をいただきました。 

 この訓練により自主防災組織の強化、ならびに訓練に参加した皆さまの防災意識の高揚につ

ながったものと考えております。また、市職員についても住民の皆さまと一緒に協力して行う

訓練により実践的な訓練内容になったところであります。現在、訓練に参加された行政区役員

および市職員から訓練の反省点などの意見を求めており、これらをもとに訓練の検証を行い課

題等を洗い出した中で、来年度以降さらに充実した防災訓練が実施できるよう努めてまいりた

いと考えております。 

 次に各行政区の指導、地震発生時に対応した自主防災組織の活動についてですが、各行政区

に対しては、各支所単位での区長会において説明を行うとともに避難所開設訓練を行う行政区

については、区会等に担当職員が出向き説明を行ってまいりました。共助の精神に基づく自分

たちの地域は自分たちで守るという取り組みは、地域ネットワークによる自主防災組織の果た

す役割が重要であります。阪神淡路大震災における教訓として、倒壊家屋に閉じ込められた人

のうち約８割が家族や近所の方々により救助されたと報告されていることからも、今回の訓練

では近隣住民の安否確認の確立を最重要課題としたところであります。今後も地震発生時に適

切な活動ができるよう、市と各自主防災組織が連携しながら組織の強化に努めてまいりたいと

考えます。 

 次に避難所の開設運営が適正・的確にできるかについてですが、昨年度から適正な避難所運

営が実施できるよう避難所開設訓練を取り入れているところであります。しかしながら実際の

災害時にはさまざまな想定外の事象が発生することが考えられるため、この訓練を行うだけで

適正・的確な運営ができるとは言えません。これらの訓練とともに過去における大規模災害の

実例などを踏まえて、その運営方法等について研究を進め、区長会等の中で理解を深めていた

だきながら自主防災組織、施設管理者および市が連携して適正・的確な避難所運営ができるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 次に災害ボランティアの育成強化および現状についてですが、平成２６年２月１４日に発生

した大雪災害の際に笛吹市社会福祉協議会、災害ボランティア団体、市が協力して雪害ボラン

ティアセンターを立ち上げ運営を行いました。この活動をその後も継続し、笛吹市ボランティ

ア連絡会を中心に災害救援ボランティアセンターの設置、運営の訓練を市内のボランティア団

体に呼びかけ実施しております。訓練を通じ災害ボランティア団体の育成強化、活動の推進を

図ってまいりたいと考えております。 
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 次に災害時要援護者支援対策の現状と問題点、登録状況についてですが、災害時要援護者の

登録につきましては、平成２７年２月上旬に１万５３３名の対象者に同意確認のための通知を

郵送し４，８１８名の方から支援の必要性と情報開示に同意をいただき、この同意をもとに５月

中旬以降、市内７町において区長会、民生委員会の合同会議を開催し地域での支援者確認、登

録票の作成のための臨戸訪問を依頼するとともに、新たに支援の必要な方の掘り起こしと登録

への誘導をお願いしたところであります。 

 登録票の提出につきましては９月末までのご報告となっておりますので今後、台帳の調整を

行い、各行政区へ最新の情報提供を行ってまいります。 

 なお、今後の課題としては今年度実施した一連の作業を次年度以降も継続しながら常に要援

護者の実情に即した名簿の見直し作業を実施するとともに、防災訓練においても要援護者に対

する救援訓練が実施できるよう働きかけていくことであり、それには地域防災組織による継続

性のあるご支援・ご協力が不可欠であります。また本事業のより一層の周知を行うために、さ

らなる広報活動を進めていかなくてはならな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。 

 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。この避難訓練ですけども、私の住んでいる行政区では本当に区民

の皆さんが防災に対しての取り組みが高くて、毎年数多くの人が集まってくれます。そしてま

た、そういう中で今年は区長さんに話を聞いたところ１８０人くらい集まった中で避難訓練を

行いました。また、有志の中で私のところでマップも本当にお金をかけなくて細々としたもの

ですけども、マップの作成なんかもしております。また今年、私も参加した中で感じたことが

もう少し一歩踏み込んだ避難訓練をしてもいいのかなというのは思っておりました。 

 そういう中で災害発生後３日間を予定して地域の、また市民のみでの共助、安否確認、避難

所開設・運営を行うというようなことですけども、訓練が２年目では約半数の避難所での訓練

は行いましたが、各行政区の自主防災組織が自主的な避難所開設運営は今状況では難しいんじゃ

ないかなというふうに感じております。いつ起きてもおかしくないと予期されている中で数年

かけての防災訓練計画で果たしてよいのか。早急な全域での指導、また徹底が必要じゃないか

と思いますが、そのへんの計画、またどのようなお考えなのかお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 避難所のですね、開設、またその訓練についての考え方なんですけども、指定避難所につき

ましては発災した場合ですね、必要に応じて、まずはその避難所が安全であるかどうか確認し

た上でですね、市が職員をその場所に派遣いたします。できる限り速やかに開設する。ですの

で３日ということに捉われなくてですね、市の対応、対策、市の職員の体制が整い次第、速や

かに開設するということになります。 

 また避難所の運営につきましては、市の職員がですね、関わりながら、その避難場所に避難
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してきた行政区の代表の方、それから施設の管理者、それから避難されている方の代表といっ

た方でですね、まずは組織をつくっていただく。その組織の中でですね、適切な運営ができる

ように努めていくということになります。その中で各自主防災組織につきましては、まずはで

すね、発災後の地域におけるですね、安否確認、あるいは救出・救助といったですね、まず共

助の部分についてご理解を深めていただきたいというふうに思っております。 

 そういったですね、体制を強化いただけるようにですね、今後の訓練についてもですね、市

としても努めてまいりたいというふうに考えております。 

 それで指定避難所のですね、開設訓練につきましては、今後もですね、順次、計画的に実施

はしていくんですけども、議員ご指摘のとおりですね、なかなか全域をいっぺんにというのが

難しい面がございますので、そのへんはですね、別途ですね、その開設運営についての学習会

などをですね、開催しながらですね、広く理解が得られるようにですね、努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。また今年初めて行った図上訓練での被害状況の収集は職員からの

情報のほか各地域からの情報も必要だとは思いますが、どのような方法で収集訓練は行ってい

るでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 被害状況のですね、情報収集についてございますけども、今年の防災訓練におきましては市

のですね、災害対策本部の初動班、それからですね、各現場指揮本部の総務班がですね、情報

の分析整理をする訓練を実施したところでございます。 

 また各行政区からはですね、今年から新たにですね、被害状況報告の新しい書式を設けまし

て、それを活用する中で地域からの被害状況の伝達を行うという訓練を実施したところでござ

います。 

 内容については参加人数の報告程度だったんですけども、こういった書式を使うということ

をご理解いただいたところでございます。その訓練におきましては、まず各家庭から組長さん

に、それから組長さんから区に伝達をしていただいて、最終的に市にですね、報告を挙げてい

ただくということで実施したところです。 

 今後につきましても、この様式を活用しながら地域からの情報収集といったところに努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 次に現在、災害ボランティア団体との連携というのはどういうふうになっているでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 災害ボランティア団体との連携についてですけども、笛吹市ボランティア連絡会というのが

ございまして、それとですね、市社会福祉協議会が中心となってですね、災害救助ボランティ

ア関係社会というのが開催されております。それにですね、市の関係職員も参画いたしまして、

そういった関係の意見ですとか情報交換を行っているところでございます。 

 今年度につきましてもそういった関係団体がですね、２回ほどですね、集まりまして打ち合

わせ会等を行ったところでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 本市にも阪神・淡路大震災や東日本大震災でボランティアとして避難所運営の経験のある人

たちがボランティア連絡会を立ち上げ避難所開設支援班として活動しており、４年目を迎えて

いるわけですが、そのような団体との連携はどのようになっているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げました災害ボランティア団体の中にはですね、今、中村議員がおっしゃった

とおりですね、過去のですね、阪神・淡路大震災等のですね、ボランティア活動を行ってです

ね、そういった経験を積んだ方々もいらっしゃいます。そういった方々もですね、先ほど申し

上げたボランティア連絡会ですとか、災害救助ボランティア関係者打ち合わせ会等に入ってい

ただいておりますので、そういった方々とですね、特にですね、連携を強化する中で活動を実

施したいというふうに考えております。 

 なおですね、１０月にはこれも社協とですね、ボランティア連絡会を中心に開催されるんで

すけども、災害救助ボランティアセンターの運営訓練というものもですね、実施されることに

なっておりまして、市の関係職員もですね、そちらに参画する中でそういったノウハウをです

ね、強化してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 ありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきますが、災害はいつ襲ってくる

か分かりません。一刻も早く十分な備えの防災対策をお願いして、質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、中村正彦君の一般質問を終了します。 

 引き続き、関連質問を行います。 
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 質問内容は、先例取り決めのとおりであります。 

 関連質問ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本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。 

 次の本会議は明日９日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ４時０３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２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、古屋始芳君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 昨日に引き続き「一般質問」を行いますが、その前に昨日の神宮司正人議員の一般質

問、いじめから子どもたちの大切な命を守る対策の徹底の中で、文部科学省のいじめ再調査に

関する坂本教育長の答弁に誤りがあったということで、訂正の申し出がありましたので坂本教

育長の発言を許します。 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 昨日の笛新会、神宮司議員のいじめに関する再質問のうち平成２６年度児童生徒の問題行動

等、生徒指導上の諸問題に関する調査の一部見直しについてに関する答弁について訂正をさせ

ていただきます。 

 昨日は答弁内容、再調査を行った結果、笛吹市では認知件数の変更はなかったというふうに

申し上げましたが訂正させていただきます。再調査を行った結果、笛吹市では小学校１校で５件

の認知件数の増加が認められました。結果として小学校は４４件が４９件、中学校は１５件が

１５件で、計といたしまして５９件が６４件となりました。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 一般質問を再開いたします。 

 それでは１０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 おはようございます。笛新会の野澤今朝幸です。 

 今日は時候のあいさつで蛇笏さんの「芋の露 連山影を正しうす」、初秋の句ですけれど、

用意してきたんですけれど、とてもそういう雰囲気でなくて、それよりもなんか明日の朝まで

に３００ミリくらいの雨量が予想されるということですので、災害の発生のないこと、あるい
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は農作物、特にブドウ等に被害のないことを願いつつ質問に入ります。 

 では議長の許可を得ましたので、提出した通告に従って質問させていただきます。 

 地方自治体の仕事は私が言うまでもなく大きく分けて物を造る事業、例えば総合会館とか、

あるいは道路とかスポーツ公園とか、そういうふうに物を造る事業、また今、市民の注目の的

になっている三船ミュージアム、こういうものもいわゆるハードな建設整備事業がありますけ

れど、それと併せて非常に重要なのは条例とか計画、構想とか宣言、例えば宣言では倉嶋市長

になって日本一桃源郷、こういうことの宣言がありましたけれど、計画では今の公共施設再配

置計画、こういうものが重要で、こういうもの、いわゆる制度設計というふうに呼んでいいか

と思いますけれど、笛吹市もですね、全国の自治体と同じようにこの間、戦後、国が単一的な

ですね、全国一律的な事業推進によって、いわゆるこのハードな整備事業というものはほぼ一

定の水準に達しているかと思います。そういう中で、むしろ先ほど申しました制度設計、こち

らのほうが重要になってきている状況かと思います。とりわけ私が言うまでもなく財政的な、

非常に苦しい状況にきている、今後ますます苦しくなることは目に見えているわけで、こうい

うことを考えますと、ハードな事業の整備というよりも制度設計がとりわけ重要かと思います。

こういう中でです、今回の質問ではこの制度設計に関わる２つの質問をしたいと思います。 

 まだまだここ３年間の倉嶋市政を見ていると、この制度設計に対する問題意識、こういうも

のはまだまだ弱いような気がします。そういう観点からも、以下２つの制度設計について質問

させていただきます。 

 まず１問目は、常設の住民投票条例の制定についてということであります。 

 地方自治体にあってはどのような政策目的のもとに、具体的にどのような施策・事業を実施

していくかということも重要ではありますが、むしろそれ以上に民意をいかに反映したもので

あるか、言うまでもなく主権者は市民でありますので、そういうことから民意を反映している

か、そういう点の観点が非常に重要かと思います。市民自治の問題に関わります。民意の反映

という観点からしますと常設の住民投票条例、こういうものを設計していくことがこの間の笛

吹市の経験からして、この間というのは今の三船ミュージアムのことではありません。この間

というのは、前の市長のときかな、とりわけアリーナの経験からして不可欠ではないかと。ご

存じのようにそういう中で倉嶋市政は誕生したということ。とりわけこの住民投票に関わると

ころは、アリーナの住民投票に関わる争点のまさに確信的なものであったと、この認識は共有

できるとかと思います。 

 それで具体的に３点ほど質問したいと思います。 

 まず第１に国政への、これは国民の参政権となりますけれど、国民の参政権と市政への、今

度は市民の参政権、この制度としての根本的な違い、これを市長はどのように理解しているか、

認識しているか、この点についてお聞きしたいと思います。 

 ２点目は、アリーナ建設問題で民意を反映することができなかった地方自治法による直接請

求、これは条例の制定の直接請求であったわけですけれど、この制度的な欠陥をどこに見てい

るか、これは市長の認識を伺いたいというふうに思います。 

 さらにそれを受けて投票実施を必至とし、必ず投票を実施するという条項を組み込み、さら

に可決された場合はそれを尊重すると。尊重義務を課する、こういうふうなものの中に謳って

いる常設の住民投票条例、この制定はですね、先ほど言いましたけれど、倉嶋市政誕生の経緯

からして、倉嶋市政のむしろ倉嶋市長の一つの、しなくてはならない、重要な責務であろう、
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使命であろうというふうに見ていますけれど、このへんについての市長の認識を伺いたいと思

います。 

 以上、３点についての答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 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、国政への国民の参政権と市政への市民の参政権との制度としての根本的違いにつ

いてですが参政権とは国民が主権者として直接的、または間接的に政治に参加する権利であり、

選挙権・被選挙権などが代表的なものであります。国政への参政権と市政への参政権との大き

な違いは自治体の場合、地方自治法による直接請求制度、監査請求・住民訴訟制度などの直接

民主主義的な制度が設けられているところにあると考えております。 

 次に地方自治法による直接請求の制度的欠陥についてですが、地方自治制度では選挙によっ

て議会議員および首長を選ぶことによって、地方行政に参加する間接民主制が原則となってお

り、その例外として直接請求の制度が設けられていると考えます。よって、直接請求の制度は

一定の条件のもとに住民自らの意思で条例の制定、または改廃について議会における議決を請

求し、議会の審議に委ねることができるものであり、あくまで最終的な決定権は議会が持つも

のであることから、制度的な欠陥とは言えないと考えております。 

 次に常設の住民投票条例の制定についてですが、住民投票条例の制定については住民投票に

内在する論点、メリット、デメリットはないかなどの視点から十分検討する必要があると考え

ております。特に常設型の場合は一定の条件を付したとしても、対象事案について十分な議論

がなされないままに住民投票が行われるという可能性も否定できないところであります。まず

は議会制間接民主主義が十分機能するように、執行と議会がお互い努力することが重要と考え

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） 

 先ほどの答弁でですね、国への参政権、自治体への参政権、部長の言ったとおりで一番の違

いは直接的にですね、政治に関われる、ここが地方の、地方自治体の国との違いです。国の場

合は言うまでもなく代議士を選んで、それ以上の国民の投票権ありません。憲法改正に至って

もですね、事前に両院の３分の２が賛成した上での国民投票ということですので、これも議会

を経由する。それに対して地方の場合は直接的にですね、条例の場合は言うまでもなく５０分

の１、監査請求も５０分の１、住民監査請求って１人でもできるものもありますけれど、こう

いうところにあるわけで、これは地方自治法を見れば分かるように住民のこの権利はですね、

議会あるいは執行機関以前に、章でいうと第５章に、６章、７章に先んじて第５章で述べてい

る、それだけ重要なことであります。１番目に関しては認識は同じです。２番目のこの問題に

対してですね、先ほど直接請求は部長の言葉では例外としてということですけれど、これは例
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外というよりも補完という言葉のほうが私は適切かというふうに思います。制度的欠陥ではな

いと言っていますけども、もちろん法の安定性から言いますと今、しっかりそういう形で法律

間の矛盾はないわけですけれど、これはご存じのように片山さんがですね、内閣、総務大臣の

ときにこの直接請求の一番の問題は５０分の１の、笛吹市で言うと市民ですけど、市民の連署

があっても議会で否決されるということであるから、これはなぜ市民がですね、署名までして

直接請求をするかというのは、それは議会が、今の議会が市民の感覚とずれているから請求す

るわけで、それをまた議会で通すなんていうことは論理的にこんなものは無理なですね、条項

だということで、片山さんのときにそれを直そうとしましたけれど、いわゆる地方６団体がで

すね、われわれもその地方６団体の一員ですけれど反対したというようなことがあります。 

 ただ、これはこんなことをしていたら市民とのずれ、これは解消できない。それをわれわれ

がですね、あらゆることが、アリーナもそうですけれど、選挙のときの、選挙の当日も、前の

前の選挙ですね、争点になってもいない。そしてあるいは、仮に荻野市長を支援した人だって

荻野市長が掲げている政策を全部支持しているわけでもない。これは当たり前のことですよね。

そういうことを考えると、時の争点に関してはやはりしっかり、市民の意向を問う住民投票が

必要だと。なぜ常設が必要かと言いますと、その都度やるというのは今みたいに議会に必ず否

決されます。必ずというのはちょっと言えない。 

 ちなみに１９７２年から２０１３年までにこういう条例を、うちのアリーナと同じ条例が全

国で１９３件出ていて、そこで可決したのはわずか１３件。屍累々という感じです。うちのア

リーナの建設問題もしっかりそこに票に入っていましたけれど、そういうことですので、これ

について、やっぱり倉嶋市長の当時のですね、自分も署名しながらやった、そのときの自分の

思った考えとかいろいろあると思いますので、ぜひ倉嶋市長の生の声をこの点について聞きた

い。つまり常設の住民投票条例、これへの制定の意思についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 野澤議員の再質問ですが、たしかにあのころ、常設の条例がというようなことは話題にのぼっ

たことはありますけれども、私の記憶ではそんなに深く、これについて詰めた議論をしたとい

う記憶はないし、私自身もその点については公約にも持っておりません。 

 先ほど片山元総務大臣のお話も引用されましたように、なかなかこの難しい面がある。単純

にその６団体が反対したからと、反対したにもやっぱりそれなりの理由があるし、またこれは

議会がある意味、直接にしっかりと問われていくという、議会自体が問われる、こういうテー

マだというふうに思っております。あのアリーナ選挙といいますかですね、あれは、アリーナ

選挙じゃないです、ごめんなさい。住民投票条例の否決というのは、別に条例が常設化される、

常設の条例があるかないかという問題とは私は違うのではないか。はっきり言えば署名が物語っ

ている民意と、そして議会の判断とがずれたということで、これはあまり良いことではないわ

けでありまして、議会の存立ということからすれば、議員の皆さまが本当に民意を、声なき声

に耳を傾けているかと、そこのところが私は問題だったのではなかろうかというふうに思って

おりまして、常設の住民投票条例というのはなかなか私にとってもエキサイティングなテーマ

だとは思いますけれども、今すぐこれについて、市政の重要課題として取り上げるべきテーマ

であるとは考えておりません。むしろ議員の皆さま方がどのような形で、この問題に対峙して
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いくのかということを見守っていきたいなと、このように感じております。 

 以上で答弁とします。 

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） 

 極めて残念です。そういう言われ方をするんじゃないかというふうに思いました。 

 そして市長に１つ言っておきますけれど、常設の住民投票条例があるのと今回のアリーナの

個別の条例、全然違いますからそこはしっかり勉強していただきたいと思います。なぜ常設が

必要かということが理解できていないような答弁でしたので、付け加えておきます。 

 それで議員がたしかに決めることですので、また今回もアリーナのときは住民投票をやらな

くていいという議員までが今回は住民投票をしたらと、三船ミュージアムで、そういう発言も

ありますので、ぜひ議員の提案としてこれは出していきたいというふうに考えています。議会

で賛同を得られるかどうかは別としてですね、同僚の議員でもそういう心、考えを持っている

人がいますので。 

 時間がないので、すみません。時間のあれが下手なので。皆さんに配った資料は事前に議長

から許可を得ていますのでよろしくお願いします。 

 端折って話します。この図ですけれど、大まかに書いてありますけれど、戦後すぐは非常に

一人の人間の生活の保障ということを考えると自助が中心で、そしてまわりの近所、隣三軒両

隣、こういうところで生活が保たれていたと。戦後すぐは公助なんていうものはほとんどない

という状況が、これ現在、２０１５年なっていますけれど、２０００年くらいがピークだった

と思います。それまでに高度経済成長より公的公助、まわりの赤いところですね、そしてそれ

ぞれの個人の自助と、これは個人といっても家族も含めてですね、そういう力が増して、非常

に一人の生活の保障するという、生活を保障するという意味では安定したという。その中でた

ぶん共助、隣近所、こういうものは非常にむしろ解体してきたということと思います。 

 今後を見渡したところ、２０００年以降そういうふうになっているんですけれど、国の借金

が１千兆円以上、ＧＤＰの２年分、そういう中。そして家族もですね、家族形態も完全に今、

笛吹市で見ますと独居老人、あるいは高齢者の夫婦世帯、それに母子家庭、父子家庭、こうい

うものは４分の１にも達しているというような状況です。そうすると自助のところもほとんど、

それは全体としてですよ。力がなくなってきている。そうすると、今のままでいきますとこの

右、左下のような感じになっていくと。これがさらに小さくなることは明らかです。今の。そ

ういう中で、もし市民の生活、そういうものを安定させるとしたら私は共助、この力しかない。

ここは可能性があろうと。そういう意味で共助社会、ボランタリーな社会、こういうものが必

要でなかろうというふうに思っています。 

 いちいち分けませんでしたけれど、この点についてご回答をお願いします。 

 すみません、質問はそこを読んでいただいていると思いますので。すみません。再質問をちょっ

としたいんで、すみません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ちょっと確認ですけどね。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 それじゃします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 質問内容の確認ということで。はい。 

 それでは、暫時休憩とさせていただきます。 

 再開は協議終了後ということで。 

休憩  午前１０時２５分 

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

再開  午前１０時３３分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤議員の質問を再開いたします。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 失礼しました。表題も読まずに。 

 共助社会の形成についてということで質問しています。 

 自助・共助・公助の歴史的変遷、そして共助の形成強化、さらに具体的にどうか、これにつ

いてお答えいただけます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに歴史的変遷ということですので、それについてお答えをさせていただきます。 

 日本には古くから共助の仕組みとして組・合力・結と呼ばれる地域共同体・相互扶助の心が

ありました。これらは主に小集落や自治単位において、費用や期間ともに一人では手にあまり

多数の労力が必要な作業等に協力し合い、相互扶助の精神で共同作業を行う制度であり、必然

的に成り立つコミュニティとして存在しておりました。しかし、時代とともに社会情勢の変化

や市民の生活環境や形態も変化をし、コミュニティの崩壊、地域格差、孤立化などに直結し、

相互扶助の心が希薄した社会をつくり出している現実があります。また行政でも高度経済成長

期には多くの公共サービスが市民に提供され、コミュニティの希薄さが進む結果になったと感

じております。 

 さらには各自治体において人口減少や財政難などで画一的な公共サービスができなくなり、

自治体が自ら行う地方分権が推進されてまいりました。現在は多様化する地域課題を解決する

ために公共が見直され、あらゆる主体が協働で担う新しい公共が必要とされております。今後、

市でも多くの事業を進めていく上で協働が重要と考えております。 

 次に共助の形成強化についてですが、市民が住み慣れた地域で快適な生活を送るためには一

人ひとりが自らの責任と努力により行動して解決すること、すなわち自助が基本であります。

市民が共に支え合い助け合うことによって安心した心豊かな生活を送ることが共助であり、自

助や最も大切な共助によっても解決できない場合の公助があります。少子高齢化社会と市民の

多様化したニーズ社会の中で市民がそれぞれの持てる限りの能力を生かすことが重要であり、

自助・自立を第一としつつも自助、共助、公助のバランスの取れた政策を検討していく必要が

あります。また公助について財政上の制約がある中で、地域の課題に対応し活性化を図ってい

くためには、共助の精神によって市民が主体的に支え合う活動を促進することで活力ある地域
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にしていくことが必要であると考えます。 

 次に共助社会の形成について具体的な制度設計の必要性ですが、共助社会形成のためには市

民が一定の公共を担うことが求められており、行政と市民が地域の現状、課題などについて情

報を共有し、知恵と工夫を持ち寄り協働のまちづくりを推進していくことが重要と考えます。

今後、市民とともに地域課題、目的を確認し役割分担をしながら課題解決をしようとする取り

組みを支援できる体制の構築を検討していきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 私のほうからですね、今の答弁でありますが、この中の公助の歴史的変遷、共助の形成強化、

具体的制度設計という文言が入っていましたので、今の答弁は有効とさせていただきます。 

 以上で野澤今朝幸君の一般質問、持ち時間終了しました。 

 関連質問を行います。 

 関連質問については、質問内容は先例取り決めのとおりでありますので順守の上、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。 

 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。 

 はじめに無駄にしない、ツケ回しをしない税金の使い方について質問いたします。 

 国税庁のウェブサイトによれば国や都道府県、市区町村では私たちが健康で文化的な生活を

送るために個人ではできないさまざまな仕事、公共サービスなどをしており、このような公共

サービスや公共施設を提供するためには多くの費用が必要となることから、その費用をみんな

で出し合って負担しているのが税金だとしています。 

 そして豊かで安心して暮らせる未来のためには、公平な租税負担と給付の関係について私た

ち一人ひとりが考えることが大切であり、人口減少、少子高齢化が進む今後の税制の構造改革

の必要性に触れています。 

 今後、財政規模の縮小が見込まれる中で、歳入が減少していけば歳出を絞らざるを得ない状

況は容易に想定できます。その場合、経常コストの圧縮とともに普通建設事業費の抑制といっ

た対応は不可避となるでしょう。また公共サービスの担い手を広げるか、自治体の仕事を絞っ

ていくか、人口や税収の縮小に応じた対応に切り替えていかなければなりません。笛吹市の財

政規模は今、目に見えているような３５０億円ではなく、もっともっと小さくしなければいけ

ないこと。民間にできることは民間にやっていただくこと。新たに税金を投入してストックを

抱える場合は、その政策効果はもとよりライフサイクルコストの試算や採算性、将来的な人口

規模に応じた対応という視点、観点が不可欠です。 
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 私たち地方自治体の議会議員は、その自治体の税金が公正かつ適切に使われるようチェック

し、意思決定し必要に応じて改善を提案していかなければならないものと考えます。そこで倉

嶋市政で貴重な税金を無駄遣いしたり、将来にツケ回ししたりすることのないような市政運営

を実行していただくために以下、質問いたします。 

 まず第３次行財政改革大綱では、公共施設の将来を見据えた適正な施設配置や組織体制の再

編、説明責任と情報公開、行政評価システムによる仕組みづくりなどのキーワードが列挙され

ています。こうした中で、本庁エリアでの業務と八代庁舎での議会関係業務は距離の離れた庁

舎間を議案審査等のために、定例会等のたびに多くの職員が車両で移動している状況です。こ

れは職員人件費や時間的なコスト換算からみれば、税金の節約のためにもなんらかの対応が必

要であると考えますが、市の対応について伺います。 

 次に行財政改革の観点から各種団体等の補助金等も一律カットしてきています。例えば年間

１０万円の補助金を受けて活動している団体が１割カットで９万円の補助に減額となることも

市の財政が厳しいという理由でやむを得ないとやりくりして活動しています。その一方でスコ

レーセンターの外壁改修やリニアの見える丘、市営住宅の建て替えなど長期的に見れば過剰な

税金投入とも思われる事業を複数、推し進めています。こうした市政運営は矛盾しているとも

考えられ、市民への説明責任が必要であると考えますが市の見解をお尋ねします。 

 次に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

組んでいきたいという昨年９月議会での答弁がありながら、前回６月議会の答弁では住宅マス

タープラン、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に

ついて、倉嶋市長は予算化の段階で判断するとして進めようとしています。想定している同住

宅の総事業費はどれくらいを見込むのか。また、ライフサイクルコストはどれくらいとなるの

か伺います。 

 また本市の市営住宅の維持管理費、家賃収入について過去３カ年の実績を伺います。 

 次に住宅施策として家賃補助という方法がありますが、これについては６月議会で「莫大な

費用の割に効果が上がらない」と答弁されました。具体的に検討された内容を数字で示し、建

て替えのメリットがあるという根拠の説明をお願いします。 

 最後に公共施設マネジメントの観点からは、市営住宅の新規建て替え事業はやってはいけな

い新規事業の可能性が大きく、今からでも見直しを図るべきと考えますが見解を求めます。 

 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。 

 はじめに本庁エリアでの業務と八代庁舎での議会関係業務についての対応についてですが、

議員ご指摘のとおり主に市議会や監査関係業務につきましては職員が１０分ほど掛けて車輌移

動し対応している状況であります。これは本市の庁舎環境全般に言えることでもありますが、

建物が複数に分散し職員の業務のみならず市民の皆さまにもご不便をお掛けしているところで

す。このことからもできるかぎり市民の皆さまにご不便をお掛けしないように、窓口体制を市

民窓口館、保健福祉館、本館等に整理をいたしました。八代庁舎にある議会関係、監査関係等
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の業務につきましては、現状の本市の公共施設環境から本庁エリアへの移転等は、当面は困難

な状況であります。 

 次に行財政改革の観点からの補助金カットと長期的に見る過剰な税金投入の矛盾、市民への

説明責任についての見解についてですが、自治体の人員削減や経費削減など効率的行財政改革

は自治体経営の考えのもとに立って推し進めていく事柄であり、市民の皆さまにもその一端を

担ってもらうことが必要となってまいりました。しかしながら、自治体運営を進めるには常に

長期展望に立った考えで自治を進めることが重要であります。このため一定の行為を見たとき、

行財政改革の名のもとでの補助金削減と単年度支出だけを見たときの施設投資は、一概に比較

できるものではないと考えます。今、全国的にも問題となっている施設の老朽化対策や事業用

地の賃貸借による費用の増大化は行政の大きな課題であります。現段階での費用投資が長期的

な考えに立ってみると総合的な経費削減に大きく寄与する事業もあります。 

 以上のように行財政改革では長期的コスト削減に立った考え方を進めることが肝要であり、

そのようなことから勘案すると補助金の削減と長期的コスト削減が試算できる施設整備や改修

は、なんら行財政改革の観点からも矛盾するものではないと考えます。 

 次に四日市場住宅の総事業費およびライフサイクルコストについてですが、予定する建物規

模は単身用が２４戸、世帯用が９戸で集会場とエレベーターを設置する予定であります。建設

費用は土地の購入を含め６億９５０万円を見込んでいます。当団地の建設費および７０年間の

維持費用の総額は１１億８，０４０万円になります。建設費は国庫補助金を除いた起債の元利

償還などであり、維持費は大規模改修を含む７０年間の運営費になります。また歳入は１１億

４９０万円になります。家賃低廉化助成にかかる補助金及び交付税が５億４，５９０万円、使

用料収入が５億５，９００万円の合計であります。収支につきましては７０年間で７，５５０万

円の赤字であります。単年度では１０７万円の赤字ということになります。 

 次に市営住宅の維持管理費、家賃収入の過去３年間の実績についてですが、維持管理費は人

件費を除いて平成２４年度が９千万円、２５年度が１億６４０万円、２６年度が１億５７０万

円となっています。家賃収入は平成２４年度が８，５９０万円、２５年度が８，３９０万円、

２６年度が８，５８０万円となっており、３年間の収支は大規模改修分の国庫補助金を含むと

３年間で３，７００万円の使用料の余剰金が出ています。 

 次に家賃補助についての具体的な検討と建て替えのメリットについてですが、新四日市場団

地に集約する予定の四日市場、広瀬、長塚の各住宅に現在入居している世帯に家賃補助を実施

した場合、新四日市場団地の近傍同種の民間家賃の推計額は９万７，１００円であり、これに

対して使用料は月額２万３，３００円のため、月額７万３，８００円の差額が生じます。この

額を２４世帯に給付すると１年間で２，１２５万円が必要となります。一方、建設した場合は

ライフサイクルコストで計算したとおり年間の負担額は１０７万円であり、建設するほうが有

利と考えます。 

 次に市営住宅の新規建て替え事業について見直しを図るべきとのご指摘についてですが、公

営住宅法において地方公共団体は低所得者の住宅不足を緩和するため、必要と認めるときは公

営住宅の供給を行わなければならないとしています。当市の公営住宅は老朽化が進み、特に木

造一戸建ては築後６０年経過するなど、早急に対応すべき時期にあります。市営住宅長寿命化

計画においては、これらの木造住宅はすべて用途廃止か建て替えを実施することになっていま

す。四日市場への集約建て直しについては単身高齢者等の増加を考慮し、入居者の生活の利便
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性や集約戸数を考え併せたとき最善であると判断したものでありますので、引き続き建設に向

けて努力したいと考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 まず、じゃあはじめに議会と庁舎が分散している件でありますけども、これについては具体

的にどういった対応をしていこうというような検討がなされているのかどうか、この点につい

てお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えはいかがでしょうか。 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 八代分庁舎の、直接的には八代分庁舎の問題ではございますけども、今、事務組織の再編に

ついても検討を進めておるところでございます。ただ、この議会関係業務がですね、物理的に

どこの場所で実施するかというところまでは、現在はまだ検討はしている状況ではございませ

ん。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 課題は多々あろうかと思いますけれども、委員会審査を本庁の会議室で行うとかですね、な

んかそういった少しずつ、なんらかの打開策を検討して実践に移していくということも必要で

はないかなというふうに考えております。 

 それから補助金の減額と、それから長期的な展望に立っての設備投資、なんら矛盾しないと

いうことでありましたけれども、それぞれ事業をやはりよく検討していく中でですね、長期的

に見ればということが単年度の当初、単純に比較して私も申し上げているわけではなくてです

ね、やはりその内容、どういったものをやはり整備していくのかというときにですね、事業の

執行の仕方も含めて、これは重要な観点でありますし、そういったことを片や補助金頼みで活

動するということを推奨しているわけではありませんけれども、毎年毎年補助金のカットとい

う状況にある市民の市民感覚として、これはやはり丁寧な説明が必要だなというふうに感じて

おります。そして住宅になりますけども近傍の家賃の平均９万７，１００円。これはどういっ

た計算で９万７，１００円という数字が出てきているのか、もう一度、確認をお願いします。 

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。 

 近傍同種の家賃というのはですね、それぞれ、たまたま四日市場住宅付近の近傍同種の家賃
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でございまして、それぞれその中で例えば今現状、例えば３ＬＤＫ、３ＤＫ、そういったタイ

プのものがほかに、民間であった場合にはその金額が、その付近での近傍同種になります。当

然、場所が違って、それが四日市場であって、上平井団地であったりですね、あるいは八代の

高家団地とかがあれば、またそれぞれの地域において近傍同種の家賃は違ってきます。基本的

には、そこにある公営住宅の広さ、何ＬＤＫとかですね、ＤＫとかそういったものがそれぞれ

反映してくる数字となっております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ちょっとこの家賃の比較、近傍同種ということですけども、差額７万円というところがこれ

は現状と比較をするということになるわけで、これが２万３，３００円というのは新たに建て

替えをした場合も、この程度の家賃という理解でよろしいんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほどお答えしました２万３千、ちょっとお待ちくださいね、２万３，３００円ですか、そ

の家賃については今度新しく建てたそのときの公営住宅の、例えば３ＤＫ、あるいはそういっ

た広さのものでの家賃を想定しております。現状ではございません。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そこの家賃の差額がですね、公共サービスといえば公共サービスなのかもしれませんけれど

も、やはり家賃補助というふうな場合で、これを例えば試算すると、どの程度になるのかとい

うことも検討されておるでしょうか。 

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） 

 先ほどの家賃補助、先ほどの答弁にもありましたけども、先ほどの数字のとおりでございま

す。その差額ですね、月額７万３，８００円になりますので、それを単純にですね、２４世帯

に掛けて、それを１２年間、そしてそれを掛けた金額が、１２カ月で掛けた金額が１年間の２，

１２５万円と、これから建てようとしている戸数、それ掛ける、その差額分の額をそのまま当

てはめておりますので、そういう結果でございます。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 家賃補助という場合にですね、たしかに公営住宅も１人当たり平米数が、基準があって、そ
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れに基づいて、どういった間取りでそれを設計していくかというところは市のほうでどういっ

た住宅を提供するか。先ほどあったように単身者、あるいは高齢者世帯へ向けというふうな形

で、間取りによっても変わってくるとは思うんですけれども、単純に例えば家賃補助としてで

すね、月額５万円補助するとしてですね、その９万円と今度、建て替えた場合２万３千円とい

うところの比較というのは、ちょっとやはりかなり差が開きすぎていて、逆に言うとそういう

公営住宅の提供の仕方として果たして適切かどうかというところがですね、今の価格で見てい

るわけなので、今後もそういった近傍同種の家賃がですね、９万円台でいくというふうにも言

えないわけで、見直しも図っていかなければならない。そうするとですね、その場合の比較と

して、ある程度変動する部分は考慮しないとしても家賃補助でストックを抱えないでやってい

く場合、これ仮に年間３０万円で、想定している戸数は当初３３戸と言っていましたので、こ

れで１年間やっても１千万円程度です。だから今後、大きなストックを抱えてやっていくとい

う方法と、それから家賃補助、あるいは借り上げというところをやはりミックスしてやってい

くべきだと思うんですけれども、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） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほどから家賃補助ということで言われておりますけども、まずは今回の建築が建て替えと

いうことがございます。新規に入居者を募集して、そこで新たに造っていくというものではご

ざいませんので、当然、言い方が悪いかもしれませんけども、住宅に困っている低所得者の方々

のために自治体としては、国と一緒ですけども、必要であれば住宅を用意するというのが責務

だと考えております。その中でそういったものをやはりその地域で住んでいくとなると、それ

だけの金額がかかってくるのかなということが考えれますので、その差額だけを払っていくと

いうのは、なかなかその場所では住めなくなってしまうということがございますし、また当然、

近傍同種の家賃と言いましたけども、それは年々、やはり住宅というのは古くなってきますの

で、だんだん変動してきます。ですからそれはそれで毎年毎年、当然家賃補助がですね、金額

が違ってくるはずですけども、ただそこの場所でもってすべていく、住めれるというようなこ

とをまず前提として考えていく必要があると考えております。 

 それから先ほど出た借り上げ住宅とか、それからまず私どもが考えたのは建て替えである直

接建設方式、それから家賃補助も考えました。それから先ほど言いましたように借り上げ方式、

それも考えてみましたけども、すべていろいろなことを考えた中でやはり直接の建設方式が私

どもの市の中での１団地の規模としては、一番ベストということで判断したわけでございます。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ベストな判断ということでありますけれども、市長、これは市長としてもそのようなお考え、

あるいは市長のほうから建て替えようというようなご指示があったと、そういうふうなことは

ないんでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 指示か、それとも担当の提案だったかというのはちょっと定かではありませんけれども、し

かしいずれにしろ私もこの方針については、笛吹市としてこれでいくべきであるとこういうふ

うに考えています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 もったいないですね。どう考えても新たにストック抱えて７０年見ていくというのは不合理

だというふうに私は思います。少なくともそういう意味で価格以外の民間物件の実態的な調査、

こういったものもされて検討されているのかなと思いますけれども、されているんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 当然、志村議員の再質問にお答えいたしますけども、それぞれの先ほど言いましたように近

傍同種の家賃というのはあくまでも基本になりますので、それぞれの土地価格とかですね、い

ろんな民間の住宅の当然、家賃とかそういったものはですね、いろんな場所でもありますので

参考にさせていただいております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 住宅政策が戦後始まって８期ぐらい、５カ年の計画をつくってですね、ずっとやってこられ

ました。国としても地方公共団体としても。そして住宅基本法、今はセーフティネット、ある

いは高齢者の安心関係のそういった法整備もされてきて、これはやはり民間物件の利用、行政

評価でもそのように管理総務課で記述しています。やはり今後、ストックを持たないでいかに

するかということを考えていく必要があると考えていますけども、今後も長寿命化計画に則っ

て建て替えをどんどんやっていくんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほどからちょっと話してございますけども、基本的には建て替えということがやはりコス

ト的にはよろしいかと思いますが、ただその場所にその場所に造っていくというものではござ

いません。基本的には統廃合、それをしていく必要が絶対あると思っています。これは公共施

設も再配置も合致するところでございますけども、その中でやはり当然、将来的には建て替え

していく住宅の戸数は、戸数といいますか、棟数ですね、団地の数は統廃合してきますから減っ

てきます。あくまでも先ほどから言っておりますが、借り上げ方式のものについてはそれを補
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完する意味で、やはりこれからも考えていく必要があると思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 順序からいって公共施設総合管理計画が先です。建て替えはあとです。私はそれを強く申し

上げたいと思います。 

 続いて２問目の質問に移ります。地域の自治力アップ支援について伺います。 

 人口減少と少子高齢化に伴い、行政の役割も「あれもこれも」から「あれかこれか」の時代

に突入しました。将来を見据え市民生活の身近な地域のコミュニティ、町内会自治会、いわゆ

る行政区の自治力の向上が協働の時代の地方自治のあり様であると考えられます。 

 こうした中で自治力アップを支援する取り組みを継続的に行うことで、持続可能な笛吹市の

まちづくりを実現していく必要があると考えます。そこで、本市の施策についてお伺いします。 

 まず行政区の公民館や集落センターは、災害時に指定避難所へ向かう前段階の一時避難所と

なっています。また毎年の防災訓練等の会場にもなり、集落の拠点として地域活動にも活用さ

れております。耐震改修のための診断費用等の予算措置はコミュニティ施設の改修や建て替え

の補助等の対応を平成２３年第１回の定例会で取り上げて以来、ようやく一歩前進したものと

捉えております。今後、防災の拠点、自治の拠点としての地域施設を一層、盤石なものとして

いくために市の対応が必要と考えますが、市の見解を伺います。 

 次に自治力アップと地域施設の稼働率アップのために、可能な行政の事務事業を公民館や集

落施設で行うことも一案と考えますが、この点についても見解をお尋ねします。 

 次に防災訓練の課題と反省を生かし、訓練内容も少しずつ確実に深化・前進していると思わ

れますが、いざというときの共助の成否のカギは地区の主体的な取り組みにかかっていると言

えます。その意味で避難所開設・運営訓練は有効な取り組みの１つと考えられます。そして地

域防災計画をベースとした災害発生時の対応に備えるためにも、行政として訓練の際に想定・

実施しておいてほしい項目を明示し、地域ごとにそれを加除修正して自治会単位ごとのマニュ

アル作成を行うことが望ましいのではないかと考えます。その上でそこにどのような団体や組

織が参画し、そのような連絡調整を行うのかなど具体的な検討ができるような支援が必要と考

えますが、市の対応はいかがでしょうか。また、防災マップづくり１００％を目指しています

が、現在の状況と単なるマップづくりに終わらせない前述したような内容を訓練手法とともに

導入していくような試みはなされているか、お伺いします。 

 次に地域自治の防災組織の一翼としても期待される消防団活動、地域や事業所等の協力と理

解のもと多くの消防団員が生業を持つ中で従事されています。その活動基盤として、資機材や

団員待避所（詰所）の充実が図られている一方で、団員手当や分団交付金等の減少が続いてい

ます。消防団の部の統廃合の進捗状況と今後の非常備消防の予算措置の考え方、地域の自治力

向上に資する団員の役割についての見解を伺います。 

 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 
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〇総務部長（前田一貴君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに公民館や集落センターを防災、自治の拠点として盤石にしていくためには市の対応

が必要とのご指摘についてですが、行政区の公民館や集落センターは防災の拠点、自治の拠点

として活用されております。しかしながら耐震化されていない施設が多数存在しており、現状

ではその改修やリフォーム等の対応は行政区にお願いしているところであります。また、耐震

化されていない施設が多数あることから、市がすべての施設の大幅な改修、耐震化を実施する

ことは困難であると考えております。 

 次に自治力アップと地域施設の稼働率アップのために、行政の事務事業を公民館や集落施設

で行うことについてであります。 

 現在、本市の行政組織のスリム化や事務事業の効率化などを視野に本庁および支所の組織機

構の見直しを検討しているところであります。こうした中で公民館や集落施設を利用させてい

ただくことが、必要かつ有効である一部の事業については現在も施設をお借りして実施してお

りますが、行政の事務事業を公民館や集落施設で行うことは考えておりません。 

 次に、自治会単位ごとの防災マニュアル作成支援および防災マップ作りの現状と活用につい

てですが、今回の防災訓練では各行政区には自主防災組織防災訓練メニューをお示しする中で

一時避難場所への避難参集訓練、一時避難場所運営訓練、地域の状況を把握し情報共有する取

り組み、消火訓練、救助・救援訓練、炊き出し訓練、情報伝達訓練をお願いしており、各自主

防災組織ごとに自主的に訓練内容を決めていただいております。自治会単位ごとのマニュアル

作成については自助・共助による自発的な防災活動を促進し、地域における防災力を高めるた

めにも有効なものと考えますので、自発的な取り組みを後押しするために必要に応じて積極的

に支援してまいりたいと考えます。 

 次に自主防災マップにつきましては、地域内での災害対応や防災に必要な機材の位置や避難

場所など有事に役立つ情報を地域住民に周知するためのルーツであり、またその作成に多くの

住民が直接携わることで防災意識が高まり、地域防災活動が活発になるものと考えております。 

 現在、市内１３地区で作成されておりますが、今後もその作成方法や作業手順などの指導を

積極的に行うとともに、整備にかかる物品などの経費を自主防災組織整備費補助金制度で補助

することにより全地区の整備を目指してまいりたいと考えます。また、作成した内容について

防災訓練等を通じて毎年見直すなどの指導助言を行ってまいりたいと考えております。 

 次に消防団の部の統廃合の進捗状況と今後の非常備消防の予算措置の考え方、地域の自治力

向上に資する団員の役割についてですが、消防団の部の統廃合の進捗状況については御坂地区

で５地域、一宮地区で４地域、境川地区で１地域が統合しております。以上の１０の地域の統

合により１３の部が減少しております。 

 次に非常備消防の予算措置の考え方ですが、団員手当については条例により手当てが定めら

れておりますので、必要な予算を確保するとともに分団交付金については経常的な通年分団運

営経費を積算の基礎とし、必要な予算措置を行いたいと考えております。 

 次に地域の自治力向上に資する団員の役割についての見解についてですが、消防団員はほか

に本業を持ちながら自らの地域を自らで守るという郷土愛護の精神に基づき、消防・防災活動

を行っていただいております。また消防団は地域における消防防災体制の中核的存在であり、

地域住民の安心・安全の確保のために果たす役割は、ますます大きくなっていると考えており
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ます。 

 なお、地域の消防防災力の充実・強化を一層推進するために、消防団活動に深い理解と協力

をいただいている事業所に対し、消防団協力事業所表示証を交付する制度を本年５月から設け

たところであります。 

 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。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 公民館集落センターの改修の関係、この支援ですけれども、行政区が自主的に行うべきもの

でありますけれども、やはり困難な中でもある程度、次元的にですね、これは以前にも申し上

げたかもしれませんが、次元的に今、手を挙げていただいて耐震改修、あるいはリフォーム等

をしたいという場合へのこの補助の対応、これをぜひ検討していただきたいと考えていますけ

ども、倉嶋市長、以前にも市長にも直接お話しした記憶もありますが、いかがですかね。 

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） 

 耐震化もそうですけども、公民館の改修等につきましてはそれぞれ交付している交付金の関

係、それからコミュニティの助成事業等がございますから、そちらのほうで対応しております

けども、耐震化につきましては非常に市内、箇所数が多いということもございますから、今後

の課題ということで、住民の方が避難していく避難所になっているようなところについても、

そういうことも検討していくということも必要かなというふうには、今のところ考えていると

いう状況でございます。いつまでというようなことはちょっと今、申し上げられませんのでご

理解いただければと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 マップ作りも１００％には、まだまだ先は長いわけですけども、どうして作らないんでしょ

うかね。この原因、どのように捉えていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 市ではですね、１００％、マップ作りが行われるということを目指して行っているわけです

けども、やはりこのマップ作りというのはですね、それぞれ地域の皆さんのですね、防災意識

への高まりとか、そういったものが欠かせないものだと思っております。ですので今後も市と

いたしましてもその防災の意識を高めていただくことについて努力をするとともにですね、そ

のマップ作りに対する直接的な支援みたいなものもですね、今後さらに強化していかなければ

ならないというふうに考えております。 
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 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 具体的にですね、結構区長さんは毎年役員、変わられたり、消防団についても部の役員も変

わるわけですけども、両方の接点をうまく生かして毎年度、冒頭の区長会でお願いするという

ことはできないでしょうか。 

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） 

 いろんな各自治会、役員さんそれぞれ任期もいろいろなものがあるかと思います。１年交替

というのがほとんどのように聞いたりもいたします。ただ防災等につきましては、そういうわ

けにもいきませんから、できるだけ役員とか指導しているような立場の方については何年かし

ていただくというのが非常に良いことだとは思いますけども、地域の事情によってもかなり違

うかと思います。防災マップ等についても、先ほど課長のほうで申し上げましたようにそれを

作ることによりまして意識の高揚、それから各地区での拠点となる整備・備品等についても理

解していただくというようなこともございますから、できるだけそういう方々の連携を取れる

ように、担当のほうでも指導・助言を徹底して行っていくようなことで進めたいとは考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 最後にですね、税金を有効に使うために住宅建て替えを見直すことを求めて質問を終わりま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君の一般質問は持ち時間が終了しました。 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 

 引き続き、関連質問を行います。 

 質問内容は、先例取り決めのとおりであります。 

 関連質問はありますか。 

 １９番、前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 先ほどの答弁の中でですね、消防団の統廃合につきましてですね、御坂が５地区、そして一

宮が４地区ですか、境川が１地区ということで、一宮に関して言わせていただきますとですね、

旧南地区は統合して、そして西、行政区２７地区ありまして、そういう中におきましてもまだ

まだ３分の２ぐらいが統合していないというような状況の中でございますけども、行政区が中

心になってですね、部も経営されていて、維持管理等々も交付金の中で賄っている。随時、機

械器具の整備等々もですね、あろうかと思いますけど、このへんの一宮に関しての進捗状況、

今後どういうふうな展開でいくのか、このへんをちょっとお伺いしたいと思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 関連質問にお答えさせていただきます。 

 分団の統合につきまして、特に一宮についてということでお答えさせていただきますけども、

議員ご指摘のとおりですね、計画と言いますか、に比較いたしましてまだまだ統廃合の進捗が

ですね、十分ではないとは感じております。今後もですね、一宮に限らずですね、統廃合が望

ましい地域につきましては、その方向でですね、市としても進めてまいりたいとは考えており

ます。 

 ちなみに一宮につきましては、２４ありました部をですね、最終的には１２部くらいにでき

れば一番理想的というふうに考えておりますけども、現在実際進んでおります統廃合が４カ所

ということでですね、まだまだ統廃合の必要の部分が多い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） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 なかなか行政区もありますので、ぜひそのへんもですね、区長さんを通じながらですね、進

めていただければと思います。 

 もう１点、最近のポンプ車登載車はですね、２トン以上の免許もですね、普通車の場合はで

きないというような話も聞いております。無資格になるか無免許になるのか、こういったこと

がないようにですね、このへんもですね、今後免許取得の際には補助なり交付金を出すのか、

このへんについてもちょっとお伺いしたいと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 今、前島議員ご指摘のこともございますし、もう１つはですね、今オートマチック車限定の

免許しか持っていないといったような団員がいるという実態もございます。そんな中で消防自

動車、マニュアル車のほうが多いという中でですね、不便を来たしているという部分もござい

ますので、そのへんの免許の取得に対する助成的な部分についてはですね、今後の検討課題と

いうことで市もですね、課題として今、捉えているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前島敏彦君。 

〇１９番議員（前島敏彦君） 

 大変、免許制度も変わって非常に難しいかと思いますけど、このへんもぜひですね、今、検

討ということのようでございますけども、市の消防車が、何かあってからでは困りますので、

ぜひこのへんもですね、いろんな話し合いの中でですね、そのへんも補助してあげていただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 笛新会の荻野謙一です。 

 通告どおり２問の質問させていただきます。 

 本定例会最後の一般質問者になりますけど、市民目線の立場から質問させていただきます。 

 その前に私ごとでありますが、今、私は右の耳が突発性難聴ということでほとんど聞こえて

いませんので、皆さん方にはお聞き苦しい点がございますと思いますけど、お許しお願いいた

します。 

 それでは１問目の質問に入ります。 

 市民に理解されているのか、かわまちづくり構想、ミズベリングについてでございます。 

 まさに行政主導で進められているミズベリング構想は笛吹市市民に周知、理解されているの

でしょうか。私は多くの市民には理解されているとは思えません。 

 なぜかと言えばいろいろな団体に参加している市民、一般の市民の人たちに聞くとたしかに

利害関係のある人たちは進めていただきたいという意見は多くあります。でも市民の多くは本

当に必要があるのか、そのようなミュージアム施設を建設することで笛吹市の経済効果が生み

出されるのか、将来の負の遺産にならないのか、笛吹市民の多くは疑問を感じています。市長

は多機能アリーナは年間維持費が８千万円かかる負の遺産であり、この三船ミュージアムは年

間７千万円の収益を生み出す善の施設と言っています。今に至っては、そういった問題ではあ

りません。特に今、全国を見ても箱物行政は国民アレルギーになっています。また他の議会で

も否決されています。このような社会現象の中、前市政での多機能アリーナ建設を巡って笛吹

市長は箱物行政に反対された立場で、現在に至っていることだと思います。そのときの思いは

どうされたのでしょうか。そのときの志はどこにいったのでしょうか。今までの答弁を聞きま

すと、もうその言葉は忘れられているようです。 

 本当にこの施設が集客・収益を生み２０万人、３０億円の笛吹市の経済効果があると倉嶋市

長は個人として本当に確信しているのでしょうか。私は何かに洗脳されているとしか思えませ

ん。そうであれば笛吹市民に理解できるように丁寧に説明した上で、是非の判断を住民投票で

決断していただくのが一番だと思います。 

 前市政の多機能アリーナ建設反対運動の中でも、倉嶋市長は住民投票条例を訴えたはずであ

りませんか。忘れたのでしょうか。思い出してください。市民の多くの思いと市民を代表する

議会を重く受け止めているのでしょうか。前市政に戻るのですか。市民の理解を得ない物事を

強引的に進めていく同じ道を歩むのですか。倉嶋市長は己を見失うことなく一人の市民、倉嶋

清次に戻り立ち止まり、よく考えていただけることを期待いたします。 

 それでは質問に入ります。 

 １つ、誘客施設の見通しの根拠について具体的、数字的に提示をしていただきたい。 

 ２つ、プロポーザルによる業者選定するまでの経過についてお伺いいたします。 
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 ３つ目、ＮＴＴ跡地買い上げ価格はいくらですか。取得交渉の中で、無償で提供していただ

ける案は出されたのでしょうか。例えば、あの施設を無償で提供していただいた場合は永久命

名権、これはｄｏｃｏｍｏミュージアムとかｄｏｃｏｍｏスタジアムとかＮＴＴミュージアム

とかいろいろありますけど、そういった観点です。 

 ４つ目、ＮＴＴ跡地買い上げが駄目になっても、国土交通省で進めている笛吹川のミズベリ

ング、かわべりカフェ・護岸階段工事は進むのかお伺いいたします。 

 ５つ目、ＮＴＴ跡地買い上げ活用について、住民投票で決める考えはあるのか。 

 以上５点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） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに誘客拠点施設の収益見通しの根拠についてですが、石和・春日居温泉郷には年間

３５０万人の観光客が来ております。また、今回の風林火山・三船ミュージアムのような著名

な人物の記念館での事例から見た施設への入場者から、安全的予測数値をとっても年間２４万

人の入場者を見込んでおります。この数値で試算しますと１０年間で１０億円の利益を得るこ

ととなります。この利益につきましては、市が初期投資金額を回収するまでは７対３の割合で

市に収益金の７割を納付する契約となる予定ですので、市が初期投資した７億円は１０年間で

回収できることとなります。さらに継続的に施設を続ける場合、投資以上の利益回収ができる

こととなります。 

 なお、この試算は通常の人物記念館での数値でありまして、さらに「世界の三船」といわれ

外国人に非常に人気の高い三船ミュージアムでは、新たな外国人観光客の訪問が期待でき増収

も見込めますが、その要因での数値加算は行っておりません。 

 次にプロポーザルによる業者選定するまでの経過についてですが、まずプロポーザル提案業

者数は５件、選考構成メンバーは副市長、経営政策部長、産業観光部長、会計管理者および外

部の専門的知識を有する学識経験者として県観光振興課長、県観光推進機構専務理事、山梨英

和大学参与、合わせて７名で構成しております。 

 会議回数ですが、事前に提案業者から提出されました提案企画書および専門業者が調べた提

案事業者の経営状況や類似施設の集客・採算状況の資料の提供を行い、事前審査をお願いして

おりましたので、選考会の開催は１回であります。 

 次に選定内容ですが、映画俳優 三船敏郎は世界的にも人気が高く、そのインパクトは国内

外への発信力として計り知れないこと。外国人観光客をターゲットとした忍者・サムライのイ

ベントを開催することにより年間２４万人の入場者数を見込めること。資金回収も確実性が高

く委託料７億円は１０年間で全額回収が見込まれるなど、極めて魅力的かつ現実的なプランで

あり、何よりこの提案が石和・春日居温泉地域への宿泊者増加に期待できる特色のある優れた

提案であったため、７名の審査員全員が風林火山・三船ミュ－ジアムを第１位としたことから

内定に至りました。締め切りから内定までの期間は２５日間で内定日は８月２５日であります。 

 次にＮＴＴ跡地買い上げ価格はと、取得交渉の中で無償提供の提案はされたのかについてで

すが、ＮＴＴ用地につきましては、これまでの交渉の中で５億円以内を上限として考えており
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ます。ＮＴＴ東日本が株式会社であることから無償提供という考えは最初からありません。 

 次にＮＴＴ跡地買い上げが駄目になった場合の国土交通省の事業についてですが、笛吹市が

計画しているミズベリング構想は石和温泉周辺の水辺付近の賑やかさを取り戻し、経済の発展

を促し地域を活性化させるものであります。国土交通省が提唱しているミズベリング事業も組

み入れながら、さらに事業効果の増大を狙っているものであります。ＮＴＴ用地の購入と利用

は笛吹市のミズベリング構想の中核をなすものですので、駄目になった場合の想定は行ってお

りませんが、購入できなかった場合には影響は大きいものと推測しております。 

 次にＮＴＴ跡地買い上げ活用について住民投票を考えているかとのご質問ですが、ＮＴＴ用

地活用は平成２６年度から継続して検討している事項であり、石和温泉活性化の起爆剤となり

得る観光の誘客拠点施設として有効に活用することにより最適な場所であります。また風林火

山・三船ミュージアムについても「世界の三船」というビッグネームを笛吹市が得ることによ

るメリットを考えると、もう二度と訪れることのない千載一遇のチャンスであり、逃すことな

くしっかりとつかみ取らなくてはなりません。今後も市民の皆さまに引き続き丁寧な説明を行

い、ご理解をいただく努力を重ねてまいりたいと考えています。 

 こうした中で、市民の声を代表している議会の判断をいただくことが適切と考えております

ので住民投票は考えておりません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 まず１つ目に再質問でございますが、年間２４万人誘客施設との笛吹市観光客集客数、先ほ

どもありましたけども２０万人、３０億円の経済効果等のこの因果関係はどうなんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 ２４万人、１０年間２４万人という数字は、これは事業者のほうで最低限の数字として見積

もったんですけれども、２４万人、１０年間入れば７億円の市に利益配分があるという数字で

あります。２０万人、宿泊者数を増やすというのは、これはこのＮＴＴ用地を活用することに

よって、また三船ミュージアムを建設することによって石和温泉の宿泊者数を２０万人増やし

たいというのが、このミズベリング構想全体の目的であります。そういう意味でありまして、

２４万人は事業者が提案の中で収益を上げて１０年間で回収できる数字が２４万人。２０万人

というのは石和温泉の宿泊者数を２０万人増やすという私ども行政側の目標と、こういうこと

であります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今の答弁だと誘客施設の２４万人と笛吹市の観光宿泊数２０万人増というのは、これはあく
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まで別のものと考えてよろしいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 これは完全に別のものです。２４万人は入場者数、２０万人は石和温泉への宿泊者数の増と

いうことです。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 その２４万人のうちの何人かは、その２０万人宿泊者に含まれているということでよろしい

ですね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 石和温泉はですね、宿泊者数が１１０万人、今おりますけれども、これを１３０万人ぐらい

に増やしたいというのがその２０万人ですね。そしてあそこには日帰り観光客も含めて、年間

３５０万の観光客が訪れますけれども、そうした方、あるいは近隣の方、これらの方々があの

ＮＴＴの場所に集まったとして、あそこで２時間ぐらいですね、過ごすことができたとして、

そうした方の中から入場者というのが２４万人いればいいと、こういう因果関係だと思います

けれども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それは当局の思いですから、それはそれでよいとします。 

 それでは笛吹市内でこのミズベリング構想誘客施設、収益１億は純利益を１億あげて７千万、

市へ負担して３千万は運営会社の取り分ということなんですけど、この笛吹市内で１億円の純

利益を上げている事業所なんて何社あるんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 何社ということは私はお答えできませんけれども、まったくこのミュージアム系というもの

はですね、事業として、今、笛吹市で行われていることないので、これは全国ベースで見てで

すね、こういうような有名人のミュージアムを造った場合にこのような利益が出てくると。そ

の根拠としては入場者数はこれくらい見込めて単価はこれくらいでと、こういうことでの提案

でございますので、笛吹市に何社あるとこういう問題ではなくて、新しい事業だとこういうご

理解をいただければよろしいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、この時代に会社が純利益を１億円あげるということは非常に至難な業でございます。そ

れを年間７千万円の市への利益配分するということ。その１億円の純利益を生み出す、なけれ

ばできません。この。それは本当に可能ですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 年間２４万人ですね、１０年平均で２４万人の入場者があればこれは可能とこういうことに

なります。提案事業者のほうの話ですと３５０万の観光客がそもそもいると。この中でのミュー

ジアムとこういうことになりますので、これがまったく観光客が、既存の観光客がいなくてで

すね、ゼロのところでやるというのはそれはもちろん難しいと思いますけども、まずはそれだ

けの人がいるというところから入るので、達成は可能だというふうに申して、私どももまたそ

こらへんも調べまして、これは実現可能だなというふうに判断をしたところであります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それも当局の思いですから、それは議論しません。 

 誘客施設本体の売り上げ、純利益、７億円回収するまで市が７０％、運営会社が３０％、配

分することは間違いないですね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 提案が５社からあったわけですけども、配分方法いろいろあったんですけれども、半々にす

るとかですね、あるいは６５％３５％にするとか、あるいは定額で回収できるようにするとか

あったんですが、この三船ミュージアムにつきましては７億円が初期投資なんですが、この７億

円を回収するまでは、これは１０年であれ１５年であれそうなんですけども、回収するまでは

市が７割の利益配分を得る。民間事業者側は３割。そして回収した後は逆に市が３割、民間が

７割とこういうことであります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 そういった中で、企業が利益を上げれば当然税金問題が出てきます。当然企業の利益が上が

れば諸々の税金が課せられると思いますが、その税金が当然その企業が支払いすることになる

と思いますが、それでよろしいですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 これは７億の初期投資で建物から何から全部建てますので、そしてもう最初から市のものに

なりますので、市のものにかかる税金というのはないんですけども、いろんなその他、民間事
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業者ですから運営の中で負担するものというのは出てくると思いますけども、それら運営費に

つきましても一切ですね、それは運営側が出すということになっております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 当然、建物等は、固定資産等はそれは市のものだから払わないですけども、会社が利益が出

た場合、会社は当然、税務署へ申告して収支のプラスが仮に１億５千万出れば、これは当然そ

れに対してのいろんな税金が掛かりますけど、その税金を差し引いた中で１億円、７千万円、

７０％３０％の配分となるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 ミュージアムの収益の中で発生する税金と、こういう意味でしょうか。それにつきましては、

そのミュージアムの中で対応すると、こういうことになると思います。会社の利益として得た

ものについては、それは当然、会社が払うとそういうことだと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 当然、いろいろ税金がきて会社なれば利益が出れば当然、税金払うと思いますけど、これ、

年間７千万円の配分をするということになると純利１億ではとても足りません。当然、純利２億

ぐらいの利益を出さないと笛吹市に７千万円の案分は出てこないと思います。そういった中で

そのへんをどういうふうにお考えでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 純利益が１億円で７千万円が市のほうへ配分される。そして１０年間で７億円が回収できる。

こういう仕組みですので、そのへんは私どもそのように理解をしております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 いや私が言っているのは１億円の純利益じゃないんですよ。ようするに市に７千万円入るた

めにはいくらの、会社が純利益を生み出さなければならないかと。そうなると２億ぐらいの純

利を生み出さないと、市に７千万円の利益配分が出てこないかどうかということを聞いている

んですよ。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 はい、お答えいたします。 

 収入からですね、諸々の経費等を差し引いて純利益というふうに思っているわけですけれど



 ２０５ 

も、その純利益が１億あれば市には７千万円の配分があるわけですから１０年間では７億回収

できると、こういうことです。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 いや私、言っているのは、聞いているのは全然違いますよ。１億円まるまる会社に残るには

純利益を、２億円ぐらいの純利益を出さないとそこから税金を払った中で１億残って、その７０％

いただけるということでは理解できますけど、今の見解だと１億円、収支して１億円利益出た

中で７０％ということにならないでしょう、計算的には。これは議論しても、当局のほうが詳

しいと思いますからそれはいいです。 

 あと運営会社の経常収支、この運営会社はいろいろな他の事業を展開している。ミュージア

ムは別法人するのか、それとも運営会社全体での収益事業にするのか、そのへんはどうですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 三船ミュージアムにおきましては、オプションの提案といたしましてですね、市のほうでは

一切負担をしないんですけども、あのミュージアムの中に喫茶をつくるという提案が含まれて

おります。この喫茶につきましては、建設費も当然民間が出すわけですから市の建物にはなら

ないわけですけども、区分所有というような形で喫茶部分があります。そこから生まれる利益

につきましては、５％と言っておりましたけれどもマージンがミュージアムへ入ると、こうい

う仕組みになって、こういうことも民間独自の事業としてあります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 私が聞いているのはこの運営会社、セディックインターナショナル、これはミュージアムは

別法人にするんですか。それともセディックインターナショナル、全体の会社の一部の運営事

業にするんですか。それを聞いているんです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 それは別の法人ということはまったく今回の中でない話でありまして、運営をわれわれが委

託をすると。もともと市の施設ですから、それを委託をするという形になります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 そうなるとですね、このセディックインターナショナル、この財務内容、私もよく分かりま

せんが決して順調満帆に進んでいる会社とは私は考えておりません。その中でこの戦国ミュー

ジアム、これ全体の運営となると収支計上、セディックインターナショナル、全体の収支計上
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が赤字になった場合は、これは市に、利益配分はどうなるんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 セディックインターナショナルの経営状況等につきましては、これは専門の業者に、応募い

ただいた５つの提案すべてについて調べてあるんですけれども、経営状況とかですね、財務状

況、あるいはこの事業を遂行する能力があるのかどうか、これはコンサルに委託をして調べて

ありまして問題なしということになっております。 

 それから赤字に、セディックが赤字になった場合にどうなるかとこういう話ですけども、こ

れは赤字になろうがなんであろうが、ミュージアムから発生している利益は市のほうへいただ

くと、こういうことになります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 これは運営会社全体で収支計上するということなんですけど、このミュージアムの中につい

て収支計上、市から誰か監査が入るんですか、どうですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 これにつきましては、当然委託料というような、どの部分ですか、民間の運営の部分でしょ

うか。運営の部分でしょうか。運営につきましては、これは民間にですね、委託をしておりま

すので、基本は民間のことですけれども、これはそうは言っても、なんと言うんですかね、私

どもがそもそも、なぜ市立にしようとしたかと。市の建物にしようとしたかということを考え

れば民間そのままですと、これは口が出せませんけれども、市のものを委託するという形です

から市がですね、いろんなことを監督できると、こういうことを期待してそういうシステムに

しているわけですので、基本はもう民間にお任せではありますけれども、市のほうでもチェッ

クをしていくということをしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 仮にこのミュージアムだけで、仮に１億円の利益が出たとしてもこの運営会社が仮にほかの

事業で１億円赤字になれば、これは利益はゼロです。その会社はどうやってこの利益配分７０％、

７千万円を支払うのかよく理解できませんけど、そのへんは当局でゆっくり考えていただいて

判断していきたいと思います。 

 そのほかに誘客施設本体、これは運営会社が利益配分で行うということでございますが、当

然、あそこは施設を造るとなると駐車場、樹木、植物、花、またそのほか物販施設等について、

この管理運営はどこがするか。またかかる費用はどこが負担するのでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 
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〇副市長（小林明君） 

 そこがまさにこのＮＴＴ用地の活用を今後どうしていくかというところでありまして、この

ＮＴＴ用地の活用の今、話題になっている三船ミュージアムというのはその１つのパーツなん

ですね。これについては民間に任せてやると、こういうことになるんですが、そのほかの部分

にいろいろ建てますけれども、それをどういう運営形態でやっていくのか、管理をどうやって

いくのか、それについて具体案を今後いろいろ私たちのほうでも考えますし、また検討会議の

ほうでも考えますし、いろんなことで市民の皆さんの意見ももらいますし、そういう中で具体

化していくということであります。 

 いずれにいたしましても、あの一帯は石和温泉に来た人、あるいは近隣の市と市民があそこ

へ親子連れで来てもですね、２時間ぐらいは楽しめる。こういう場所として活用するというこ

とが今回のＮＴＴ用地取得のですね、一番大きな目的でありますので、その管理形態というも

のもしっかり検討しながら、皆さんでご意見をいただきながらしていかなければならない。ど

うしてもあれ全体を管理するという業務はどこかがやらなければならないと、こういうことに

なろうかと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今まで施設については、市の負担は一切ゼロだと言っていますけど、結局最終的にはそのほ

かの施設、こういった管理がおそらく年間２千万円ぐらいかかると思うんですよ。そういった

中でやっぱり市民をごまかすような発言はやめてもらって、やっぱり正直に計画を立てていた

だきたいと思います。 

 それでは審査の中で専門業者に委託して事業の資力および信用、提案内容の妥当性について

評価を行ったとありますが、この審査の中で会社の経営状況、財務状況、反社会的関与がなかっ

たか。社会的秩序にとって、ついてという審査はこれはどのように行われたですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林副市長。 

〇副市長（小林明君） 

 先ほどの質問の続きでちょっと申し上げさせていただこうと思いますけれども、一切お金が

かからないというのはミュージアム開設後にですね。ミュージアムは民間がやりますから、そ

の部分について市はお金がかからないとこういうことでありまして、ミズベリング構想の説明

の中では、私も何回も言っているんですけれども、この全体の管理にですね、お金がかかる、

これは当たり前のことであって、それはもう最初から大体そのへんをですね、いくらだったか、

今ちょっと記憶にないんですけども、全体、ミズベリングの階段堤防から何から全部含めて２億

ぐらいのですね、管理費というものは見込んでいたと思います。それは当然のことであります。

その後のことについては、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） 

 そこの内定した業者につきましての財務状況、それにつきましてはわれわれのほうの調査、
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また提出資料等をコンサルに委託した中で、特に内容については問題ないということでありま

すけども、社会的秩序という部分で、そこにつきましてはわれわれとしてもその中でのコンサ

ルの分析の中には特にございませんでしたので、別の情報として確認はしておりましたけれど

も、そこにつきましては修正申告があったというところで承知はして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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 その社会的秩序にということなんですけども、この会社、一番の問題点はこの昨年、脱税９億

で起訴され追徴金４億円。これ４億円、５年遡って悪質とみなされ重加算税の支払いの経緯が

あります。一般の常識である企業であれば考えられることではありません。取引先等から社会

的制裁を受けるのが通常と考えております。 

 追徴金を支払いしたから問題にならないという発言は、行政当局として公共の事業をする事

業者として私は不適格な選択だと考えますが、そのへんはどうでしょうか。 

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。 

 行政として不適切というお言葉をいただいたわけですけども、われわれもその部分につきま

しては、情報を確認した時点でその内容等も調査、別に確認をしておりますけれども、その内

容そのものがどこにあったのかというところもちょっと含めて検討したところで、今回これに

関しましては問題ないのではないかということで、この提案業者の提案内容そのまま私どもの

ほうへの提案として受け入れたということでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 質問時間も減ってきますので急いでやりますけど、これ笛吹市内にもある会社がやはり９億

円脱税して４億円の追徴金を払いまして、今年かな、結局、取引先大手、反社会的、秩序に反

しているということで倒産しましたけど、そういった、やはりこういった脱税、企業が脱税す

ることは非常にこれは大きな社会問題でございます。そのへんはそれでいいとします。 

 その脱税についてなんですけど、この脱税について委員会の構成メンバーはこの運営会社の

脱税の件については知り得ていたんでしょうか。 

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） 

 この７名の審査委員がおったわけですけども、専門的な知見から出ていただきました市外の、

市役所内の関係者以外はそのへんにつきましては知り得ていないと。個人的に知り得ている部

分については分かりませんけど、われわれのほうから情報提供のほうはしておりません。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それは審査委員会がそのことを知らないということはこれは大きな問題で、これは審査のや

り直しに匹敵すると思います。それはそれでいいです。時間がありませんから。 

 あとＮＴＴの買い上げ価格ということの中で、代表質問の中で答弁があったとおり、まだこ

の５億円で決まったわけじゃない。まだ交渉中ということなんですけど、金額も確定していな

いこの状況の中で補正予算５億円出さなければならない。このＮＴＴ側でこの補正予算が仮に

も通ったら、もう新聞にも報道が出ていますが、５億円ってもう決まったようにＮＴＴ側はも

う考えると思いますが、売買だけはきちんと決まった上で補正予算に出すべきじゃなかったか

と思いますけど、そのへんどうですか。 

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。 

 ５億円につきましては、われわれがＮＴＴとの交渉の中で５億円以内という感触をつかんだ

ということでございます。ほかの予算につきましてもさまざま、予算をまず予算取りをした中

で、その中で実際の執行に当たっては進めていくという考えでございますので、５億円、それ

が今後の細かい調整の中で金額等も変わってまいると思いますけども、ただその５億円以内と

いうことでの予算取りということで、ご理解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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 それは今後、検討の課題になりますし、ここでは議論いたしません。 

 それで国交省の進めている川辺ミズベリング工事は今、あやふやな回答なんですけど、仮に

そのＮＴＴの買い上げが駄目になっても国交省の進めているこの川べり構想は進むのか、進ま

ないか、そこを１つお願いします。 

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） 

 答弁のほうにもさせていただきましたけども、この笛吹市のミズベリング構想の中に誘客拠

点施設、あそこの拠点施設を中心としたＮＴＴ用地の活用というところが、ミズベ公園という

形でかわまちづくり計画の中にも載せてあります。その計画等の変更等も含めてですね、影響

が出てくるんだというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 これは国交省でももう認可されていることですし、仮にこれを断ったとなると笛吹市の将来
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のいろんな事業を進めるときに非常にこれはマイナスになると思いますけども、そのへんよく

考えていただきたいと思います。 

 それから最後、住民投票で決めるのかということの中で、私は住民投票についてはわが日本

は間接民主主義のことである思想から市民が反対して決める、すみません、今後の市民の動向

を注視しながら・・・。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 持ち時間が終了しました。 

 時間の範囲内での答弁を求めますが。 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 ただいまの質問の言葉の中であれば住民投票という捉えたわけですけども、それにつきまし

ては先ほど答弁、これまでの答弁の中で答えたとおり議会制民主主義の中でですね、議会の皆

さんの審議をしていただいて、そこで決定していただくことがベストではないかというふうに

考えておりますので、住民投票をする考えはございません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 持ち時間が終了しましたので、以上で荻野謙一君の一般質問を終了します。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を行います。 

 関連質問について、質問内容については先例取り決めのとおりであります。 

 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、一般質問を終了いたします。 

 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１０日は、議案調査のための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１０日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は１１日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後１２時０７分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 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。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、長田消防長より欠席届が出され、これを受理しましたので報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第７５号を議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、総務常任委員会に審査を付託してありますので総

務常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 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、議長の総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので報告いたし

ます。 

 去る９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月９日、委員会を

開催し議案第７５号 「平成２７年一般会計補正予算（第２号）」について、全委員出席のもと

副市長をはじめ関係当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査に入る前の冒頭、副市長より風林火山・三船ミュージアム、以下、ミュージアムと言い

ますが、に関し、あたかも決定したかのような報道がなされたこと。また関連議案の取り下げ、

変更をしたこと。また進め方が強引であったことなど、これらについて配慮が足りなかったと

して深く反省しているとの言明がありました。 

 まず審査にあたり何点かの質疑・意見、それに対する答弁がありましたので主なものを報告

いたします。 

 副市長が今回、土地買収の補正予算のみにした点について、土地買収は市民の合意を得られ

ているが、ミュージアムは市民への説明不足であるためとし、またミュージアムがいいかどう

かは別として、土地買収に限っては議会の判断を仰ぎたいという旨の説明をしたのに対し、多

くの委員からはミュージアム建設を前提としている以上、それを切り離して土地買収だけを審

査することはできないとの立場からの発言がありました。 
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 この点に関し、委員からこの際ミュージアムの議案の取り下げではなく、建設を中止して白

紙に戻したらどうかとの意見に対し、副市長からすでにプロポーザルで業者も内定しているも

のを、この段階で取り消し中止するようなことは考えられることではないとの答弁がありまし

た。 

 観光振興のコンセプトに関して、委員からしっかりコンセプトを地元を中心に観光関係者で

練り上げて、事業を展開すべきではないかとの意見に対し、副市長からコンセプトはなくても、

まず動き出すことが必要だとの答弁がありました。 

 観光のコンセプトに関しては、他の委員より、コンセプトはないと副市長は言うがインバウ

ンド、外国人観光客の誘致というコンセプトで進めているのではないかとの指摘があり、また

観光のコンセプトと言うのなら、立地条件からＪＲを活用した首都圏西部を対象とした観光を

展開すべきではないかとの意見が述べられました。 

 またセディックインターナショナルの風林火山・三船ミュージアム決定は、出来レースでは

ないかとの委員の疑義に対し、副市長からプロポーザル実施以前からミュージアムのアイデア

だけでなく、バラ園などのアイデア等も寄せられ、そういう中でのプロポーザル実施であり、

出来レースではない旨の答弁がありました。 

 この件に関し、委員より「三船」の名前は、昨年の夏から秋にかけて早い時期に聞いている

との指摘がありました。 

 ５億円、平米当たり２万円という土地買収価格について、委員より５億円の買収価格は高い

のではないか。また、その根拠を示してもらいたいとの質問に対し、副市長は近傍の土地売買

の実勢で平米当たり４万８千円、また地価公示価格から見てＮＴＴが示した全体で１０億円は

無理のないところであるが、ＮＴＴの地域貢献、前身の公社という性格、また都市計画道路が

かかっているという点などを考慮してもらって５億円まで落としてもらったので、決して高い

価格とは考えていない旨の答弁がありました。 

 ＮＴＴ用地に関係する調査委託費７２５万円の使い道についての質問に対し、プロポーザル

審査のためのコンサルタントへの委託料として２０７万円、各種の検討委員会の資料代として

３２万円、交通量等の調査に２４５万円をすでに支出しているとの説明がありました。 

 この件に関して不動産鑑定は行わなかったのかとの委員の質問に対し、知り合いの不動産鑑

定士が無料で協力してくれ、また近傍の土地取引をしっかり調査したので、その必要はなかっ

たとの執行部からの説明がありました。 

 なお、コンサルタントの行った業務に対して、セディックインターナショナルの脱税の行為

の指摘がなかったこと、また極めて高い収益率４０％について何の言及もなかったことなど十

分な情報が審査委員に提供されたのかという疑問を呈する委員の発言がありました。 

 さらにセディックインターナショナルの脱税に関して、委員からそれは本来、審査の対象に

すべきものではないか、また脱税の事実を庁外の審査委員が知らなかったということでは審査

自体、白紙撤回ということにはならないかとの意見が出され、それに対して副市長より選考上

はどのように収益をあげられるかということが中心的な問題で、今回の選考に限っては脱税は

脱税として別の問題で、評価には影響ない旨の答弁がありましたが、委員からは疑問視する発

言がありました。 

 集客拠点施設の建設が駄目になったら、国交省から補助金が出るミズベリング事業が駄目に

なるようなことはないのかとの委員からの説明に対し、副市長から集客拠点施設ということで
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はなく、ミズベ公園ということでの国交省への申請であり、取り消されることはない旨の答弁

がありました。 

 以上が主な質疑・意見、それに対する答弁でありました。 

 次に、討論について報告いたします。 

 反対討論として、集客拠点施設ははじめからボタンのかけ違えがあり、関係者の熱意の結集

がないようなことでは活性化は望めず、反対するとの意見。また地元の意向が反映されておら

ず上物ありきの今回の計画には反対であるとの意見。また、このような大きな事業では、市民

の合意から始まるのが当然のことであるが、それがなされていないので反対であるとの意見が

述べられました。賛成討論はありませんでした。 

 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 

 それでは審査結果を申し上げます。 

 議案第７５号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」、賛成少数で否

決すべきものと決定。 

 以上で、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。 

 委員長はその場にてお待ちください。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は自席にお戻りください。 

 それでは議案第７５号を議題とし、討論を許します。 

 まず反対討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 また同じ人間の発言で聞くほうもちょっと大変かと思いますけれど、議席第１０番の野澤で

ございます。 

 議長の許可が出ましたので議案第７５号 「平成２７年度一般会計補正予算（第２号）」に

対する反対討論を行います。 

 この議案は、ご存じのように市の提唱するミズベリング構想における中核的事業と執行当局

が位置づける誘客拠点施設の建設用地のための、ＮＴＴ用地購入費５億円を内容とするもので

あります。 

 まず最初に誤解のないようにお断りしておきますが、笛吹市にとって観光振興は最も切実で

喫緊の課題である、こういう認識において私は人後に落ちることがないと自負しています。こ

れまで笛吹市の観光振興はどうあるべきかということについて、自分なりの具体的な提案を公

の場で表明してきたところであります。 

 私の属する笛新会が会派としてもこの間、ＮＴＴ用地の利活用に対して具体的なアイデアを

提示したところであります。 

 これから述べる反対討論が、観光振興の必要性を否定するという立場からなされるものでな
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いことをまずご理解いただきたいと思います。 

 さて論題のＮＴＴ用地購入についてでありますが、プロポーザルで内定した風林火山・三船

ミュージアムの建設整備に対し、市長は不退転の決意で臨むと言明していますので、そう言っ

ている以上、風林火山・三船ミュージアムはＮＴＴ用地購入の大前提であることは論を待たな

いところであります。逆に申しますと、仮にこのミュージアム建設を棚上げしてＮＴＴ用地の

購入についてそれだけの良し悪しを論ずるとしたら、それは市民を欺くものであります。 

 それでは私が本議案に反対する理由について、主な３つの理由について述べさせていただき

ます。 

 まず１つ目は主権者である市民の意向、またその代表である議員の意向にはまったくと言っ

ていいほど耳を貸さない建設計画であるという理由から反対であります。当初、戦国ミュージ

アムという構想が表明されたときから執行当局の一貫した姿勢は、議員に対しても市民に対し

ても理解を求めるだけのものでありました。私は執行当局がアイデア具体策を示すことになん

ら異議を唱えるものではありません。むしろそうしていただきたい。しかし、議員からのアイ

デアも、あるいは市民から寄せられたアイデアもミュージアムのアイデアと同じように広く周

知し、ミュージアムと同じ扱いの中で選考のため十分な討議を尽くす。そういう姿勢が内容以

前の問題として当然のことではないでしょうか、そこを問題にしているのです。 

 市長のミュージアム建設整備への不退転の決意は今後もその姿勢が変わることがない、この

ことを何より証明するものであります。 

 例えばＡゾーン、Ｂゾーン、駐車場の区別と面積の配分、これは誰が一体どこで決めたので

しょうか。図面が示されたとき、すでに決定状態にあり、意見などまったく聞こうという姿勢

はありませんでした。私は図面を示されたとき、本来プロポーザルをかけるということはＮＴ

Ｔ用地全体に対してアイデアを募るというものではないかと意見を述べましたが、しかしまっ

たく無視されました。また市民の皆さんから寄せられた集客拠点施設建設ゾーンであるＡゾー

ンへのアイデアがプロポーザルの中でどう生かされたか釈然としない当局の説明でありました。

市民のアイデアなどＡゾーンに限っては、最初から排除されていたのではないかと判断せざる

を得ません。そういう執行当局の体制が問題なのです。 

 ２つ目の反対の理由として、よしんば誘客拠点施設が必要であったとしても風林火山・三船

ミュージアムのコンセプトはこれからの笛吹市の観光が求めるべきコンセプトとは違うのでは

ないか。そう考えるところから反対するものであります。 

 ここで言うコンセプトとは方向ということの意味であります。風林火山・三船ミュージアム

のコンセプトは外国人観光客をターゲット、狙いとした観光行政の方向です。言ってみればイ

ンバウンドとも言えます。「世界の三船」というキャッチフレーズがこのことをよく表してい

ます。たしかに「世界の三船」というキャッチフレーズには、心を躍らされるものがあります。

しかし冷静に考えてみてください。「世界の三船」を展開するような立地条件には、残念なが

ら笛吹市はないことは明らかではないでしょうか。もしそういう展開が可能であるなら、それ

は東京や京都など国際都市で外国からの利便性の高い都市に限られるのではないでしょうか。 

 これは私のかつてからの持論でありますが、笛吹市は首都圏から近距離にあり、ＪＲ線、中

央自動車道で２時間足らずで来れる立地条件にあります。この強みをコンセプトにすべきだと

私は考えています。 

 四季折々にＪＲ東日本と連携して桃源郷行き列車を走らせ、１泊ゆっくりしてもらう取り組
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みとか収容能力が１万人とも言われるホテル、旅館の集積という強みを生かし、東京西部の市

や区と災害時援助協定を結び、それを契機に市民間の日常的な交流を図るとか、こういう笛吹

市の立地条件や観光施設の強みを生かす方向が、これからの笛吹市の観光振興のコンセプトで

あろうと考えています。 

 三船ミュージアムのコンセプトは、笛吹市のこれからの観光行政の道を誤らせるものだと思

います。 

 最後に３つ目の反対の理由ですが、それは今回のプロポーザルには納得がいかない、いろい

ろなものがあり、出来レースと言われかねない不透明さが拭いきれないという理由で反対しま

す。 

 プロポーザルも入札の一種である以上、フェアであることが最低の条件でありますが、例え

ば誘客拠点施設の用地をなんの根拠も示さず、示しようがないのかもしれませんが、用地とし

ては５千平米、延べ床面積を１，５００から２千平米とし、２万５千平米もある用地全体の可

能性を生かすプロポーザルを最初から排除し、ミュージアムのような、いわばコンパクトの誘

客拠点施設に合致させたようにしか思えません。また委員会審査の中で一部の委員が指摘して

いるように、三船の名前はプロポーザル実施の提案がなされるだいぶ前から、昨年の夏ころか

らすでに出ていたこと。選考審査のためにコンサルに委託料を２０７万円も払っておきながら

三船ミュージアムを提案したセディックインターナショナルの脱税の情報が選考委員に提供さ

れなかったこと。また４０％という極めて高い売上高、利益率が妥当かどうかという点につい

て情報が提供されず、選考の審査過程でも審査委員の話題すらあがらなかったこと。このよう

な事実を前に本当にフェア、公正なプロポーザルであったか、そういう疑念が拭いきれないの

であります。 

 東京オリンピックのエンブレムが疑念を持たれ、白紙撤回されたように今回の風林火山・三

船ミュージアムの内定も取り消し、白紙撤回すべきだと考えます。もしそうであるならミュー

ジアム建設整備を大前提とした、やはりＮＴＴの用地購入も白紙に戻すべきだと私は考えます。 

 以上、述べさせていただいた３つの主な理由によって議案第７５号 「平成２７年度一般会

計補正予算（第２号）」に反対します。 

 以上で反対討論を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 議案第７５号 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について、賛成の立場から

討論をいたします。 

 まず連日、各種マスメディアでＮＴＴ跡地購入、ミズベリング構想で市民説明不足、議会軽

視、費用対効果などなどその実効性について、るる報道されております。たしかにＮＴＴ跡地

を購入して三船ミュージアムを建設すれば黙っていても２４万人が訪れ、地域産業の活性化に

つながるとはさらさら申し上げるつもりはありません。慎重に慎重を重ね、吟味に吟味を重ね

さまざまな状況、条件を判断し結論付けなければなりません。 

 まずＮＴＴ用地購入に関し、もともとは長年、生い茂る雑草や雑木に対し防犯・防火面、ま

た駅の隣接地、温泉街の入り口としての景観面および労報橋のインフラ整備から再三再四、近
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隣や各種団体から改善要望が出されておりました。さらに一昨年暮れから太陽光パネル設置問

題が飛び出し、反対運動の末、地域でアイデアがあるのであれば約１年間待ちましょうとのこ

と。経済団体もいくつか知恵を出し合い、行政とも連携する中で本構想が出されました。三船

ミュージアムが最も理想ではないにしろ、それを核に誘客の仕掛けが、アイデアが出され、こ

のプランを契機に各種団体間で年代を超えた、真剣に未来を目指すべきところのまちづくりの

コンセプトが固まりつつあるところであります。 

 今回のこの時点での用地購入は三船プラスさまざまな付加価値を多くの市民で策定し、共有

するためにはある意味で必要であり、この機会を逃すことはその芽を摘みとることになり、今

後目指すべきまちづくりのモチベーション、すなわちわくわくどきどき感を大きく損ない、今

後も費用を伴う大型プロジェクトの実現も困難になり、市としての発展、地域の活性化に大き

なマイナスになると可能性もあります。そして買収価格も近傍の実勢価格の１２億円と比べる

と上限で５億円と交渉・調整され、あながち無駄な額とは言えません。 

 次に費用対効果の面、２４万人など根拠があるのか。企業の経営状況は磐石なのかの疑問が

出されましたが、複数の大手レコードエージェントの担当者ともヒアリングしました。ホール

セール、いわゆる団体旅行および個人旅行客に対し間違いなく旅程に組み込まれることができ

県下最大の石和温泉と日本一の果樹地帯を有するわが笛吹市にとって、滞留する施設や場所が

乏しいからこそ必ず立ち寄るプランをつくりやすいし、付加価値を多く付ける仕掛けによって

は２４万人という目標は簡単にクリアできるとプロの評価もあります。さらに委託先も企業で

あり、損をするような企業経営は考えられず一流の公告代理店、エージェント、企業ノウハウ

をフルに発揮し、飽きられない誘客のための運営も一面、期待できます。 

 そして今台風で栃木、茨城と大雨特別警報が発せられ甚大な被害が発生してしまい、異常気

象が通常気象になりつつあり、防災上の護岸対策も喫緊の課題となります。さらに地域の活性

化、笛吹市のあるべき将来像を考える上で私どもを取り巻く変化続ける経済をしっかりと分析

した上で、費用対効果や市民説明を果たしていかなければならないと思います。 

 地方経済もマクロ経済、ミクロ経済のもとさまざまな変遷、景気や価格変動、労働、雇用、

消費、生産等によって上下し、一人でも多く笛吹市を選んでくれる目的地選考を考える上で、

三船ミュージアムを見越しての用地取得は出来レースと主張する方も多くいますが、笛吹市は

山梨県のへそ、中心部であり武田家の歴史のへそ、こじつけではありません。さらに国策によ

るインバウンドの著しい増加、２０２０年オリンピック・パラリンピック開催、法改正による

バスツアーが１日５００キロメートルを越える旅程は困難になり、首都圏から長野方面は激減、

イコール山梨はまたとないチャンスであること。果物等も新しい笛吹独自の品種生産で生産額

アップが見込めること。山梨県自体も極めて積極的な誘客策を構築予定であることなど、さま

ざま変化しつつある変遷を考慮すると目的がすべて決まっていない用地購入は許されないとい

う考えよりも、今購入した中で市民の意見をしっかりと取り入れた付加価値を検討していくこ

とも理不尽とは言えないでしょう。 

 世の中も箱物は次世代にツケを残すからけしからん。借金も次世代に残すなという風潮もあ

ります。何もしない、いわゆる不作為も時には次世代に負のツケを残すこともあります。倉嶋

市政も果敢な自治体経営を目指すと言われております。企業の経営とは相違する面もあります

が低迷し続ける、逼迫し続ける、日の出が見えない、わがまちの将来像を考えた今、積極果敢

な自治体経営と、その熱い思いを説明し続けるよう努力も必要ではないでしょうか。 
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 以上の観点から、当該土地を購入することは著しく違法で不当かつ議論と説明不足と結論付

けることはむしろ不合理であり、購入後は今後さまざまな条件の下、慎重に慎重を期しみんな

でまちづくりのコンセプトをさらに確立し、わくわくどきどき感を醸成することを切に望みつ

つ、今日に至るまでの行政サイドのある種、三船ありきのトップダウンとも取られかねないマ

スコミ対応、議会対応、市民説明不足のおかげで本プロジェクトが現状況になったことの反省

も促し賛成討論といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて反対討論を許します。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 笛新会の荻野謙一でございます。 

 本定例会に出されている補正予算、議案第７５号、第２号について反対討論をいたします。 

 ＮＴＴ跡地買い上げにつきましては、この定例会において賛成することは私はできないこと

を以下、発言いたします。 

 定例会質問でも成島部長の答弁では、ＮＴＴ跡地買い上げ価格はまだ交渉中の段階であり、

５億円は確定したわけではないと答弁をいたしました。でも９日の総務常任委員会の会議の中

では副市長はほぼ決定金額で、あとは微調整だけであると発言。交渉中とほぼ決定との発言内

容には大きな誤差があります。行政当局の中でも考え、意見も統一されていないことがうかが

われます。また副市長の答弁も二転三転と変わり、議会を軽視しているようにうかがえます。

まさしくブレーキの壊れた車のように戦国・三船ミュージアム建設ありきで暴走するのでしょ

う。市長も代表質問の中で、答弁では不退転の決意で進めると発言されています。これはまさ

しくあとには引けない決意だと私は理解いたしました。 

 この１つの問題点は運営会社の支出です。副市長は脱税しても支払いを済ませれば問題ない

と何度も発言していますけど、その考えは一般常識とは違います。運営会社の代表者もどうい

う気持ちで社会秩序に反したことができたのか、常識ある企業であれば辛くても苦しくても税

金は支払いしているのであります。それが社会の秩序を守り社会から信用され、社会に貢献で

きることだと私は思います。ＮＴＴ跡地を購入し、その運営会社に任せることは私は疑問に思

います。まして本社は東京、他の事業もいろいろと運営しているようですが仮に戦国・三船ミュー

ジアムが１億円の利益を出したとしても、本社機能で１億円の赤字になれば会社全体では利益

ゼロでございます。どこからこの利益配分７０％、７千万円が出てくるのでしょうか。契約は

運営会社との契約であって、独立した戦国・三船ミュージアムとの契約ではありません。シミュ

レーションでは収益支出表が出されていますけど、これはまったく意味のない、ただの表です。

それを考えれば利益配分の７０％、７千万円は不可能であり、行政当局は運営会社に借金させ

てでも支払わせるという考えでありますようですが、それも疑問です。だからこそＮＴＴ跡地

購入はまずゼロベースから見直し、市民、各種団体、各企業との意見を幅広く聞き、また議会

等からの企画提案があれば交えた中で今後進めていくことを私は強く望みたいと思います。 

 今後議会での戦国・三船ミュージアム建設ありきのＮＴＴ跡地の購入は反対することを、こ

こで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。 
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 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 指名をいただきましたので発言いたします。 

 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について、賛成の立場から討論させていた

だきます。 

 今、反対討論も２名、賛成討論１名というふうな中で皆さんにもそれぞれの立場からそれぞ

れ反対、賛成の根拠になるものはご理解をいただけたかと思いますが、私はこの今回の提案に

つきまして、先ほどの上野議員と同じ立場からでございますが、笛吹市の産業構造をお考えい

ただきたいと思います。 

 笛吹市という地方自治体の基幹産業は一体なんでしょうか。皆さんが全国的に目を投じてみ

ればお分かりいただけるように燕三条は洋食器のまち、四国今治はタオルのまち、私どもの山

梨県でいえば旧中富町西嶋というところは手漉き和紙のまちだというふうに、それぞれの地域

でそれぞれ特色のある産業構造がその地域を成り立っている産業になっているはずです。 

 そういう観点から私どもの笛吹市を考えたときに、やはり世界中どこの人に聞いても、一流

の観光エージェント含め一般の人にお伺いしても、観光と農業のまちであると言わざるを得な

いんではないでしょうか。 

 そういう産業構造を持ったこの笛吹市が石和温泉という貴重な財産を、昭和３６年にこの地

で旧石和町が宝をいただきました。その昭和３６年から現在に至る５３年間の間、その宝を育

てるための、それを活用して市が豊かになるための行政が、自らが投資をするという発言をな

さった町長さん、石和の時代の町長さん、そして笛吹市の時代は市長さんになるわけですが、

私あえて首長という言い方を使わせていただきますが、石和町時代の首長が５人、笛吹時代の

首長が２人、ここにいらっしゃいます倉嶋市長までで２人目でございますが、７人の首長の中

で今回のこの提案をする、勇気ある提案をなさったのは倉嶋市長ただ１人だということを皆さ

ん、もう一度お考えください。これは決して７万２千人の市民を楽しくさせるためのものに、

あるいは福祉を充実させるため、あるいは教育を振興するためのものという、そういう理論で

この５億円近い予算を提出したのではないということ。これは非常に勇気のある発言だと思い

ます。 

 皆さんもご存じのようにわれわれ市会議員も市長も直接選挙で選ばれる。４年に一度は必ず

選挙しなければならない。そういう宿命を負った中で、７万人の中の観光業者といえども全体

で有権者のどのくらいを占めるかとか、自分を支持していただいた、特に倉嶋市長の場合は市

民団体のたくさんの皆さんのお力をいただいて当選なさったということをお考えになったとき

に、こんな勇気ある発言ができるもんでしょうか。 

 皆さん、今までお二人の方の反対意見が、一番よくお考えいただきたい、観光振興に反対し

ているものではないという、ここが傍聴の皆さんも同僚の市会議員の皆さんもご理解をいただ

いているところだと思います。でも手続きの順序が悪いとか説明がしていないとかという、本

当に枝葉末節、私流に言うと枝葉末節の言い方で反対だと。そしてそれの根幹が３年、約３年

前になりますアリーナ反対運動の根幹をなす考え方、無駄な投資をするな、箱物行政はいらな

い、これが今の日本の首長さんが抱える永遠のテーマではないでしょうか。その箱物はいらな

い住民の声に真っ向対抗して、箱物ではございませんという言い方、しかも市民の憩いの場で

も楽しみでも福祉でも教育でもありません。あくまでこの笛吹市、行政自治体である笛吹市の、
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とりあえずオリンピックまでの５年、それからオリンピックが過ぎてからのリニアが開通する

までの期間、そしてリニアが開通してからの山梨県笛吹市の立場、それぞれのことを長く考え

たときに、もうすでにわれわれの頭の中、東京オリンピックが過ぎたころにはおそらく笛吹市

も７万人を割っていると思うんです。人口は。リニアが開通するころにはおそらく６万人を割

るかもしれない。それはもう人口統計で明らかなんです。これはここにいらっしゃる議員全員

がいくら反対なされようと、どうしようと現実に２０年後には減るんです、人口が。人口が減

るということは納税者が減るということです。笛吹の財政が逼迫してくることは間違いない。 

 そういう中で、ついこの間の報道で皆さんもご案内のとおり山梨県知事、後藤斉知事もはっ

きりと公約を変更してまでも、定住人口１００万人は不可能ですと。一体、山梨県の人口１００万

人とほぼ同じ、これを維持するためにはクラインガルデンで滞在する人、日帰りで来る観光客、

宿泊で来る観光客、インバウンドも含めての総体的な山梨県へ訪れていただける観光客の、な

んとかという、私ちょっと名前忘れちゃって申し訳ないですが、それを定住人口に換算して経

済活動に置き換えると８５万人は絶対確保できますよという数字が、いわゆる観光客なんです。

ほとんどが。 

 今の上野議員の中にも出てまいりましたバスも、例の高速事故を起こしてからバスの運行基

準が非常に厳しくなって、１日５００キロを超えて運行できないという厳しい規制が設けられ

ました。この規制に当てはめますと名古屋から山梨へ来るときに、昔は制限のないときには安

いバスがあって、早朝出てきて富士山をぐるぐるまわってあちこち見てから石和へ来て泊まる。

あるいは下部へ行く。そういう状態のものがつくれたんですが、５００キロ目いっぱい走って

泊まると次の日のバスの運転手は体がもたないというようなことで、つい先般、山梨県と一緒

に関西・中京方面のエージェントへの販売活動を、観光振興のためにおやりになっていただい

た団体の方の話を聞いても、名古屋のエージェントの皆さんが異口同音に、行った先での交渉

ごとに石和は良いんだけども、お客さんが滞留する場所がないじゃないですかねと。皆さんご

案内のとおり富士河口湖町がすごく発展して、２０年前の石和温泉、逆だったんです。今と。

石和温泉のおこぼれを河口湖温泉がもらったという状況。今、むしろ逆の立場になりかけてい

る。こういう現実を考えたときに、河口湖は黙っていても湖と富士山があります。しかも世界

遺産登録が富士山なされた。これだけで十分、観光アイテムはもう。そのほかに久保田一竹の

美術館だとか、与勇輝さんだとかいろんな著名人の博物館が点在している。そうするとお客を

連れて来て、ぽんと放してもそこで１時間や２時間は遊ぶ場所がいっぱいあります。そういう

観光地に対抗していかなければならない。 

 皆さんご案内のとおり石和温泉、富士山見えますか。かの有名な版画家の萩原英雄先生が作っ

た「石和早春」という名前で富士山はこのくらいあるんです。このぐらい。頭がひょこひょこっ

て３つぐらいあって、でもそれは萩原英雄先生の版画だから、富士山が見えて誇張してあって

も誰も文句言いませんが、石和の町から富士山見えません。大蔵経寺山の高いところに登ると

富士山よく見えます。だけども、そういうところでありながら何か造らなければいけないとい

う思い、これがこのＮＴＴ用地を活用した観光客を楽しませる。そういう施設を造ろうという

思いからのこの今回の提案だと私は信じております。 

 ですからそういう中で今回のこの補正予算には非常に先行きの長い、息の長い笛吹市財政の

根幹を担っていけるような性格のものだと私は信じております。 

 なお、付け加えて申し上げますと先ほどどなたが、どっちの人が言ったか、不退転という決
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意、私が実はこの前の質問のときに市長に投げかけて市長も不退転の決意で取り組みますとい

うことをおっしゃっていましたので、そのことも含めてですね、私は今回もし仮に、まだ結果

は分かりませんが、仮にこれが賛成少数で否決でなったとしても形を変えてでもいいから市民

の反対している皆さんの気持ちに届くような説明なり、住民説明なりあるいはいろんな立場を

通じて広報なりを通じてですね、ご理解いただけるように一生懸命もう一度努力して、これを

反対になったからおしまいということではなくて、なんとか続けていただきたいなと。 

 最後になりますが、くどくなりますけれどもオリンピックまでの５年はなんとかなります。

そのあとのリニア開通までの１０年も、これも希望としては細くても続くと思うんです。その

あとの笛吹市の産業が、このまま観光を中心としたまちづくりが維持できるかどうかはこの施

設をいかに充実したものにしていくかということにかかっているような気がしております。 

 私も、私ごとで申し訳ないんですが、私のせがれにこの１２月に孫が産まれることになりま

した。そのわが自らの子や孫に安心して渡せる笛吹市、いっぱいお金の儲かる、税収がたっぷ

り入ってくる、できれば昭和町のように交付税の不交付団体になるぐらい豊かな市になって子

や孫が豊かに暮らせる福祉の充実、教育もたっぷりできる、それからもう世間でみんな見放さ

れた方でも笛吹市へ行ったらなんとか幸せな暮らしができそうだといって、子どもを産みに若

い人がいっぱい来るような、そういう夢のある笛吹市を、未来永久続く笛吹市を続けていただ

くためにもこれは不可欠だと私は信じております。 

 以上の理由をもって、賛成討論に代えさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続いて、反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 共産党の渡辺正秀です。 

 今回のＮＴＴ跡地を買い上げる予算ですね、これに対する反対の立場から討論を行いたいと

思います。 

 この間、風林火山・三船ミュージアムを中核とする当地の開発計画というものがありまして、

この風林火山・三船ミュージアムと、この土地の購入というのは一体のものでありました。と

ころが今、これを切り離した段階でこの土地の利用目的というのは、具体的な利用目的という

のはどうなるか分からないというものになってしまったわけでございます。ここですでに土地

の購入の原則、具体的な利用目的をもって土地を購入するということに対して、これは先行取

得ということになってしまいますので、これはとても現段階で認められるものではないという

立場でございます。 

 それから戦国ミュージアムと以前言っていましたけども、この風林火山・三船ミュージアム、

絶対に元が取れる、儲かると言ってきた人もいらっしゃいましたけれども、私は民間企業の経

営に関してはこれは素人であります。観光についてもやっぱりいろいろ考えますけども、やは

り素人でございます。そういうことで申し訳ないですけども、そういう分野に関しては判断能

力を、儲かるか、儲からないかということでの判断能力を持ち合わせないということを前提に

お話したいと思います。 

 私、一番問題としたいのはボタンの掛け違いであると思います。市当局は今回のこの風林火

山・三船ミュージアム、こういうものは産業政策であるというふうに言ってきました。産業と
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いうのは何かと言いましたら、これは担い手がいます。担い手と言えば今回については観光関

係者や地元の方、商工業者関係の方々でございます。経過から見ますと去年の早い時期からそ

ういう情報を、三船ミュージアムの情報を得ていていろいろ話し合ってきたと。そしてもう１月

の段階、早い段階で会派に対して説明をするんだと。このやり方についてもわれわれ異議がご

ざいますけども、そういうことがやられてきたわけなんですけども、そして市民ミーティング

という形になっていたわけです。 

 こうした中で、じゃあその情報が得られた段階でこういう情報もあるよということで、その

ことも含めてどのように、やはり観光関係者、活用していくのかな、発展していくのかな、こ

ういう問いかけもされてこなかった。私、産業政策というのは担い手があってこその産業政策

だと思います。この担い手が農業であれ観光であれ、私たちはこういう農業をやっていくんだ

とか、石和の観光ではこういう新しい展開をしていくんだ、こういうものがあって、これを支

援するのが行政ではないかと思うわけなんです。ところがそうしてこなくて東京の業者のうま

い話というとちょっと語弊があります、いい話を持ち込んでこれこそが起爆剤だということで

ですね、押し付ける態度、これがボタンの掛け違いの一番大きなものだと思います。 

 ほかにもボタンの掛け違いがあります。私、出来レースと言いました。そう、これは市民み

んなが知っています。東京の業者からこういう話があったということを副市長、言いました。

それから市民ミーティングでもなんでもこの戦国ミュージアム、こういう施設を造っていくん

だと。最終的に戦国という名前は取り止めましたけども、結局選ばれたものは実質的には戦国

ミュージアムでございます。こういうことで、最初からそこと打ち合わせをして、それを実現

したいということですべて進んできているわけで、これを出来レースと言って、私はこれを称

して出来レースと言っているわけです。これもやはりボタンの掛け違え、もしどうしてもそれ

がいい案だと思ったら、やっぱり観光業者やいろんな地元の人たちに紹介して、こんなもので

どうだろうかと、こういうふうにやるのが産業政策だろうと思います。 

 ほかにまた、先ほど出ました脱税重加算税という問題がありました。もちろん脱税重加算税

を科された業者が未来永劫、そこと契約をしてはいけないということではございません。法的

社会的制裁を受け、同時にそれを再び繰り返さないという、そういう保障があってであれば、

これは未来永劫契約しないということではございません。しかしそうしたことも含めて、選定

の基準として議論していかなければならないにもかかわらず、そのことを外部の委員になんら

教えることはなかった。そして昨日の話でも先ほど紹介されましたように問題ないんだという

ことを一人で決めてかかっている。こういうことでは本当に笛吹市の形が、行政の形が変わっ

てしまう。こういうやり方を持ち込まれては困るということでございます。 

 まともなボタンの掛け違いをしっかり正して、そして石和の観光の発展について進めていく

と、こういうことを求めまして今回のＮＴＴ跡地購入の予算については反対をいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 続いて反対討論を許します。 

 ６番、梶原清君。 
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〇６番議員（梶原清君） 

 誠和会の梶原です。 

 議案第７５号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」に反対の立場で討論を

行います。 

 本予算案は、ミズベリング構想に伴う水辺活性化事業のため公有財産購入費に５億円を計上

し２万５千平方メートルの土地を購入しようとする予算案であります。この土地は昨年、市長

から各会派の代表者に購入したい旨、連絡がありましたが具体的な利用目的が示されず、その

日のうちに断念したＮＴＴの所有の土地であります。 

 今回、市の説明はミズベリング構想に伴う水辺活性化事業のメイン計画である石和温泉活性

化のための集客拠点施設、風林火山・三船ミュージアムと駐車場のほか、これから検討すると

している直売所、土産品販売所、キャラクターショップやステージなどの用地として取得をし

たいとの説明であります。 

 私は以下の理由で、今回の用地取得に賛同はできません。 

 まずはじめに市が計画しているミズベリング構想は、昨年から検討され今年の３月３０日に

国土交通省からかわまちづくり計画に登録された事業であり、その事業の内容は国が実施する

事業として笛吹川の親水護岸整備と子どもの川流れ体験場所の整備が計画されております。ま

た市が実施する事業として近津用水への川床、鵜の見学施設、イルミネーション、ミズベ公園

の整備と道路の拡張が計画されております。 

 今回の議案となっている土地はミズベ公園用地ですが、当初の市の説明は武田風林火山・戦

国ミュージアムと駐車場、ミズベ公園の計画でありましたが、議会の同意が得られず３月の定

例会の会期中に戦国ミュージアムを誘客拠点施設と変更をし、表現を変え説明してきました。

この土地の利用の目的は、かわまちづくり計画にはミズベ公園と表記してあるのが実際は石和

温泉活性化の目的で風林火山・三船ミュージアムがメイン施設と直売所、土産販売、ステージ

であり、当初の用地内の水路を使ったミズベ公園とは言いがたい計画であります。 

 石和温泉の活性化のため誘客拠点施設なら、改めて観光振興施策として予算計上し議会、市

民の理解を得るべきではないのか、ミズベリングで言う水辺の人が集う賑わいとは目的、趣旨

が違うのではないかと思います。 

 また土地の取得に関しては、市が購入する目的は公共の利益増進のためであるが根拠法令は

土地収用法に基づく手続きが基本であります。市が示している計画は権利者が法人１社である

ので話が進みますが、仮に個人所有の土地であれば税の優遇等の問題で公園用地については当

然、県の認可である事業認定申請が必要になります。今の計画内容で収益事業や土地の利用の

４０％を占める直売所や土産販売所の部分の計画がはっきり決定していないことなどから、事

業認定は該当しないと思われます。 

 今回の購入は土地の先行取得に当たりますので、市の土地開発基金条例に基づく用地の先行

取得が適切であると思いますし、財源も収益的事業には特例債が９５％も充当することはでき

ないと思います。現在、市は土地開発基金現金保有が５億８千万円あり、土地もですね、４万

１千平方メートル所有で３億５千万、保有しております。このへんも土地の問題も含めて検討

の余地があるではないかと思います。今回の一般会計で行政財産としての取得は、不適切では

ないかと思います。 

 次に用地の中に鵜飼橋、松本線と八田線の都市計画道路の計画があるということです。用地
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内に旧石和町時代に都市計画道路、平成３年３月１５日告示されました幅員１２メーターの道

路計画等の２路線が計画されていますが、市側は古い計画で実現性がないため計画路線上には

建物を建築しないので問題はないとしていますが、しかし計画をされた路線に関係している地

権者の中には計画路線のため自己の、自分の計画を断念している人もいるように聞いておりま

す。市が計画している事業ですので、しっかりと計画変更などの手続きをとってから土地を取

得すべきではないでしょうか。 

 市側は計画変更には時間がかかると言っていますが、計画変更に伴う住民説明会や広聴会な

どの手続きにもまだ至っておりません。このまま進めるなら自己の計画を断念した関係する地

権者などにどのように説明するのか。場合によっては、それらの地権者から損害賠償請求もあ

るのではないかと思うところであります。 

 以上の点から時間がかかっても必要な手続きを取り、事業の確定をしてから市民にもしっか

りと説明をし、理解をいただいた上で土地取得をすべきだと思います。 

 以上のことから本議案、平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）には反対とすると

ころであります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 ほかに討論ありませんか。 

 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。 

 ただいま議案第７５号 「一般会計補正（第２号）」についての反対、賛成、それぞれの討

論をお聞きし、またその中で本案件に対する課題、問題点等が示されたと思います。私も、ど

ちらの立場の思いも理解をする中で討論させていただきますが、２点、この件についての課題

を挙げたいと思います。 

 １点は・・・。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 すみません。ちょっと確認ですが、反対討論ということでよろしいですか。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 はい。 

 １点は公共ストックの増加、もう１点は倉嶋市政の財政運営、この２点が課題としてクリア

されていない、私はこのように考えております。 

 ３月の議会で修正案を出した、そういう中で問題提起をしてきたリニアの見える丘、あるい

はＮＴＴの今回の用地取得、そして借地を購入してまで鉄筋コンクリート４階建ての大規模な

住宅建て替え建設、こうした財政運営をしているわが笛吹市は昨年度の決算で、今出されてい

る認定議案では３５０億円の一般会計予算規模、これは雪害関係を除いても約３００億円、７万

人の笛吹市にとっては、この財政規模は非常に大きなものであります。 

 比較する対象として例えば長野県の塩尻市、６万７千人の人口ですが一般会計の財政規模は

２５０億円から２６０億円です。笛吹市もこのくらいまで財政を絞り込んでいかなければなら
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ない状況にあります。そして何より笛吹市が今抱えている公共施設をこれからも維持し、また

更新していくために毎年１５．５億円の資金が不足します。こういう中で新規のストックを取

得する。これがどういうことかということを私たちはもう一度考えなければならない。このよ

うに思っています。 

 そして財政運営、先の一般質問で市営住宅四日市場団地の建て替えで家賃補助との比較とし

て参考に出てきた数字は近傍同種家賃９万７，１００円。実際の家賃設定は２万３，３００円。

この差額分を２４戸に給付するという比較でした。これは私からすれば、ややトリックがかっ

た答弁だったなというふうに感じています。また過剰な税金投入の事業では、補助金の削減を

毎年行っている中で市民が矛盾を感じるのではないかという指摘に対して、補助金減額と長期

的な視点での公共投資との比較で問題ないというややずらした答弁、こういった財政運営を認

めている中での今回の案件であります。 

 ミズベリング構想に位置づけたＮＴＴ用地活用、しかしこのミズベリング構想は非常に分か

りにくく、広い意味で地域振興として関連してはいますが、ミズベリング、観光振興、基盤整

備、この３つに分けて分かりやすく説明していく必要が３月の時点からあったと私は考えてい

ます。 

 そして、この用地活用とともにＮＴＴ用地を活用するのであればもっとこの資産価値を上げ

る努力、工夫が必要であったと感じています。そういう投資が今後必要になってくることは間

違いないと思います。もし活用するのであれば選択と集中、これで財政の運営を観光に、観光

振興のために使っていくという方針をしっかりと打ち立てて、市民の皆さまのご理解を得てい

く必要があると感じています。 

 また今案件から外されましたけれども、ミュージアムの提案、これ自体はさまざまな評価が

あるかと思いますけれども、優れていたものというふうに見ることもできると思います。しか

し公表以降、市民からの反発は非常に大きいものがあります。このような中で、この状況の中

での用地取得、これは再度仕切り直しをするべきであり、本当に必要でどのような活用をすれ

ばいいのか、熟議を求めたいと思います。 

 子や孫に持続可能な笛吹市行政を手渡していくために人口減少、高齢化、担税力人口の縮小

という中で、長い目で行政のあり方を市民を挙げて考えていく必要があります。私たち議会議

員はそういった視点で市の財政運営をチェックしていかなければならない、そういう責務があ

ります。 

 以上のような熟慮の末、本案には私は賛成致しかねる、このように申し上げまして討論とい

たします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 それでは、これより議案第７５号の採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は、否決であります。 

 それでは、原案について採決いたします。 

 議案第７５号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 少 数 ） 
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 起立少数であります。 

 よって、議案第７５号は否決されました。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日から２７日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これ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２７日までは休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は２８日、午後２時３０分から再開といたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午前１１時１２分 
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平成２７年笛吹市議会第３回定例会 

 

１．議 事 日 程（第６号） 

平成２７年９月２８日 

午後 ２時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 議案第６７号 笛吹市社会教育施設条例の制定について 

日程第 ２ 議案第６８号 笛吹市印鑑条例等の一部改正等について 

日程第 ３ 議案第６９号 笛吹市個人情報保護条例の一部改正について 

日程第 ４ 議案第７０号 笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸住宅条例の一部

改正について 

日程第 ５ 議案第７１号 笛吹市社会体育施設条例及び笛吹市学校施設の開放に関す

る条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第７２号 笛吹市働く婦人の家条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第７３号 笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正ついて 

日程第 ８ 議案第７４号 笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正ついて 

日程第 ９ 議案第７６号 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

              平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）に対する

修正案 

日程第１０ 議案第７７号 平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１１ 議案第７８号 平成２７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１２ 議案第７９号 平成２７年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第８０号 平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１４ 議案第８１号 平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１５ 議案第８２号 平成２７年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１６ 議案第８３号 平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 
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日程第１７ 議案第８４号 平成２７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１８ 議案第８５号 平成２７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第８６号 平成２７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第８７号 平成２７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２１ 議案第８８号 平成２７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２２ 議案第８９号 平成２７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第９０号 平成２７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第９１号 平成２７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２５ 議案第９２号 平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２６ 議案第９３号 平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２７ 議案第９４号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第２８ 議案第９５号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第２９ 議案第９６号 平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３０ 議案第９７号 平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第３１ 議案第９８号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第３２ 議案第９９号 平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３３ 議案第１００号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３４ 議案第１０１号 平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３５ 議案第１０２号 平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３６ 議案第１０３号 平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３７ 議案第１０４号 平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３８ 議案第１０５号 平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３９ 議案第１０６号 平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４０ 議案第１０７号 平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４１ 議案第１０８号 平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４２ 議案第１０９号 平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４３ 議案第１１０号 平成２６年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

日程第４４ 議案第１１１号 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 

日程第４５ 議案第１１２号 市道廃止について 

日程第４６ 議案第１１３号 市道認定について 

日程第４７ 議案第１１４号 変更契約の締結について（中央線石和温泉駅周辺整備事業

に関する施行協定） 

日程第４８ 同 意 第 ６ 号 牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 

日程第４９ 同 意 第 ７ 号 大口山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 

日程第５０ 同 意 第 ８ 号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任につ

いて 

日程第５１ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 

 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 

 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 

 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 

 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 

 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 

 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 

 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 

 １５番 渡 辺 清 美 １６番 亀 山 和 子 

 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 

 １９番 前 島 敏 彦 ２０番 小 林  始 

 ２１番 大 久 保 俊 雄 

 

 

３．欠席議員 

 

 （ な し ） 

 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 

 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 

 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 前 田 一 貴 

 会 計 管 理 者 遠 藤 正 文 市民環境部長 鶴 田 一 二 美 

 保健福祉部長 風 間  斉 福祉事務所長 小 宮 山 和 人 

 産業観光部長 飯 島  茂 建 設 部 長 河 野 正 美 

 公営企業部長 萩 原 幸 広 教 育 部 長 雨 宮 寿 男 

 総 務 課 長 須 田  徹 経営企画課長 小 澤 紀 元 

 財 政 課 長 雨 宮 昭 夫 消 防 長 長 田 正 夫 

 教 育 委 員 長 里 吉 和 子 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 

 代表監査委員 横 山 祥 子 
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 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   三 沢  久 

 議 会 書 記   小 林  匡 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午後 ２時５０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

 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。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、経営政策部長 成島敦志君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いた

します。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第６７号から日程第４７ 議案第１１４号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の９月３日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありま

すので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 まずはじめに総務常任委員会委員長、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９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１４日

ならびに１６日から１８日までの５日間の日程により委員会を開催し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、主なものを報告いたします。 

 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告いたします。 

 議案第６９号 「笛吹市個人情報保護条例の一部改正について」の審査においては、当局よ

り今回の条例改正は番号法が制定され、個人それぞれに付与される番号が特定個人情報として

保護する必要が生じ、そのための改正である旨の説明がありました。委員から個人番号に関す

る情報が漏れるようなことはないかとの質問に対し、当局より個人番号はそれぞれの機関が保

有し、情報を必要とする場合は符号でやり取りをする分散管理であり、情報が漏れるようなこ

とはないとの説明がありました。 

 その他として、多くの委員から個人情報に関して保護という面ばかり前面に出て、災害等の

緊急時の対応で必要な個人情報が得られないようなケースが危惧されるので、何らかの改善を

していく必要がある旨の意見がありました。 
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 次に議案第７６号 「平成２７年度一般会計補正予算（第３号）について」では、まず総務

部収税課所管ではその他として委員より、このごろ窓口対応が厳しく接遇も悪く、トラブルが

たびたび発生しているようだが、問題ではないかとの指摘に対し、当局より窓口対応には日頃

より十分注意するように徹底しているが、今回はトラブルが発生してしまった。今後は保険証

がらみのトラブルも多いので、国民健康保険課と連絡を取り合い、より柔軟な対応を行ってい

きたいとの答弁がありました。 

 また職員１人で対応に当たるということもトラブル発生の原因となっているのではないかと

の委員の指摘に対し、２人で対応する体制が望ましいことは分かっているが、職員の人数が限

られているので難しいときもあるとの答弁がありました。 

 総務課所管では、火の見櫓撤去補償費７万３千円の基準はどうなっているのかとの委員から

の質問に対し、当局より県の基準に従って補償されているとの説明がありました。その他とし

て、複数の委員から支所機能の縮小に対し異論が出たのに対し、当局より行革による縮少だけ

を進めるというのではなく、地域のコミュニケーション行政が大切であるということを念頭に

置きながら、市職員ＯＢの活用なども考えたいとの答弁がありました。 

 管財課所管では、当局より喫煙スペース工事について、本館、市民窓口館、それぞれ１カ所

に庁舎の外側に主に目隠し工事をするものであり、経費がそれぞれ３２万４千円、６２万円か

かるとの説明に対し、委員より公共施設の敷地内では禁煙というのが時代の流れであり、この

工事は問題である旨の発言がありました。 

 その他として、今回のＮＴＴ用地の取得に関して委員より行政財産を取得する場合、不動産

鑑定に出すかどうかの基準として、面積とか金額とかあるのかという質問に対し、当局より評

価額が一応の基準になっているが、事業課に任せているので、今後はその点をしっかり徹底し

ていくようにしたいとの答弁がありました。 

 また委員より暴力団対策として買収した土地について、ごみが投棄されるなど管理されてい

ないのは問題であるとの指摘に対し、土地開発基金で普通財産として取得しており、今のとこ

ろは具体的な利用計画がないが、当面はしっかり管理していきたいとの答弁がありました。 

 財政課所管では、委員からの基金繰入金がどうして９億１千万円のマイナスになったのかと

いう質問に対し、当局より１７億円の繰越金が確定したので、当初予算編成時に予算化した基

金繰入金を減額し、財源更正したとの説明がありました。 

 また国庫補助金５，７００万円の内容について、委員より説明を求めたところ当局より補助

率が１００％の事業に充てるものであり、地域創生に関わる事業で全国に先駆けた医療・介護

連携システムや地域子育て情報システム構築に４，６００万円、石和温泉駅周辺整備事業のオー

プニングイベントとして、プロジェクションマッピングに１千万円となっているとの説明があ

りました。 

 情報政策課所管では、マイナンバーに関わる国庫補助金について委員より国からの補助金が

足りず市の持ち出し分はどれくらいあるのかとの質問に対し、当局は平成２６年から２８年の

３年間で総額１億３，５００万円の支出があるのに対して、国からの補助金は９，９００万円

で３，６００万円の持ち出しになっているとの説明がありました。 

 また、委員よりシステム改修改良事業の１，３５０万円の増額補正の内容は何かとの質問に

対し、当局より１人１台パソコンに統合するための２５０台分のライセンス料であり、１年前

倒しすることによって構築作業にかかる経費を節約できるので、今回の補正に組ませてもらっ
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たとの説明がありました。 

 経営企画課所管では、ふるさと納税のお礼の品の増額補正に関連し、多くの委員からＪＡに

委託している桃について、現品をしっかり確認すること、個数、品種、送付の時期等に工夫の

余地があること等の指摘があり、これに対し当局よりまだ２年目で十分なチェック、検討がで

きていないので、次年度に向けてしっかり取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 また、企画費の全国移住ナビ用ＰＲ動画作成委託費１３０万円増額補正に対し、委員より移

住情報は多くの自治体で発信しており、実際の移住に結びつくかどうかは窓口をはじめ自治体

の受け入れ態勢にかかっているとの指摘に対し、当局より来年度から一元的に移住に対応でき

るよう考えているとの答弁がありました。 

 その他としてＮＴＴ用地買い取り費の補正予算、議案７５号が否決されたことについて、市

長に対し多くの委員が三船ミュージアムの件を白紙に戻さなければ今後、ＮＴＴ用地の買い取

りは一歩も進まない旨の意見を述べたのに対して、市長は三船ミュージアムも含め、今でも決

意としては不退転の気持ちである旨の答弁をしました。 

 市民環境部戸籍住民課所管では、その他として委員から個人番号の事務に関して、通知書や

カード交付の窓口対応や問い合わせへの対応は大丈夫かとの質問に対し、当局より１０月から

３月まで臨時職員を５名雇い、また問い合わせには正職員、臨時職員一体となって対応すると

の答弁がありました。 

 市民活動支援課所管では温泉管理運営事業費として３０２万４千円計上されたことに対し、

委員よりみさかの湯、ももの里温泉緊急修繕料とみさかの湯女湯 ドライサウナ室天井板修繕

費が同額の１５１万２千円であるのは、どういうことかとの質問に対し、みさかの湯男湯 ド

ライサウナ室天井板改修にすでに１５１万２千円を支出しており、一方はその使った修繕費の

補充の計上であり、また女湯のほうは男湯と同じ改修を予定しているので、その計上であると

の説明がありました。 

 また、当局より結婚相談事業の１７万５千円の増額補正について、日本一早い花見の会場で

胎内市との協働で実施をした婚活パーティの全国発表のための費用であるとの説明があり、こ

れに対して委員より、この婚活パーティの成果はどうであったかとの質問があり、当局より５組

成立したとの説明がありました。 

 次に議案第９３号 「平成２６年度一般会計歳入歳出決算認定について」に関する主な質疑、

意見とそれに対する答弁を報告します。 

 まず、総務部において税務課所管では、入湯税特別徴収交付金２００万円に対して、現年度

未納金が１，６００万円もあるが、交付金との関係をどう考えているのかという質問に対し、

当局より納付していただいた税額に対し２％を交付しており、未納の分には交付していないと

の答弁がありました。 

 また、資産管理事務の委託料のうち航空写真撮影業務委託料について、委員よりどのような

委託の仕方をしているのかという質問に対し、当局より随意契約を結んでいる旨の説明があり

ました。委員より地域の中にそういう業務ができる業者があると思うが、そこに委託するとい

う考え方はないかとの意見に対し、長年の実績により市内の状況に精通しており他の業者では

替え難いものがある旨の答弁がありました。委託料については、国土交通省の基準単価を用い

ているので、割高になるようなことはない旨の説明がありました。 

 その他として、たばこ販売業者組合販売促進補助金に関して当局から他市の動向を踏まえ、
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平成２９年度から廃止していく方向であるとの説明に対し、委員から他市が廃止するから同じ

ようにするというのでは駄目ではないかとの意見が出され、この意見に対し当局よりたばこ販

売業者組合とよく協議していくとの答弁がありました。 

 収税課所管では、委員から大口滞納者の対策はどのようにしているのかとの質問に対し、当

局から先般、滞納額１００万円以上のホテル等を対象に訪問を行い、１３軒中１０軒について

は今後、大きな災害等発生しなければ完納できるとの確認をしているとの答弁がありました。 

 また委員から５年消滅時効はどのような状況で起きているのかという質問に対し、当局から

休業、経営不振等で資力の回復が見込めず、差し押さえに至らない場合であるとの説明があり

ました。また５年時効にならぬように職員一丸となって努力しているとの答弁がありました。 

 また、委員からの滞納の回収が遅れている主な原因は何かとの質問に対し、当局より合併当

初における旧町村からの滞納の持ち越しが主な原因であり、滞納処分にあたる職員の不足もま

た要因となっているとの答弁がありました。 

 総務課所管では、消防施設整備事業の備品購入費５，２６０万円の消防車輌購入について委

員より入札か随契かとの質問に対し、当局より入札を実施しているとの説明がありました。 

 また公有財産購入費４２０万円の支出について、委員より消防団詰所の用地購入費とあるが

用地の確保は各区でするのではなかったかとの質問に対し、当局より地元の区より寄附金とい

う形で購入費はいただいている旨の説明がありました。また、当局より防災体制整備事業の委

託料における平成２７年度への繰越明許費６８８万円のうち２８０万円は、県のドクターヘリ

ポートの実施計画委託の予算であったとの説明に対し、委員から率先して用地を見つけて実現

できるようにとの意見が出され、当局から用地選定に努める旨の答弁がありました。 

 また自衛官募集事業について、委員から法定受託事務かどうか、法定受託事務なら国からそ

れに必要な金額がくるのが原則ではないかとの質問に対し、当局から法定受託事務であるが受

託事務以外の部分については市の単独事業として実施しているもので、国からの収入４万６千

円に対し１０万円の支出となっているとの答弁がありました。 

 次に経営政策部における財政課所管では、委員より実質単年度収支の赤字の原因は何かとの

質問に対し、雪害対策に対する財源負担の財政調整基金取り崩しに対し２６年度中に積み立て

直すことができなかったことが主な原因であるとの説明がありました。繰上償還については、

１０年目の借り換えよりも償還のほうが有利であったため、５本で３億８千万円の償還を行っ

た旨の説明がありました。 

 また、委員よりゴルフ場利用税交付金が昨年に比べ大きく減少しているが、その原因は何か

との質問に対し、当局より利用税自体が低くなっていることと利用者数の減少によるものであ

るとの説明がありました。 

 また委員より普通建設費が３４．２％と大きく伸びているが、新規事業もあったのかという

質問に対し、当局よりほとんど継続事業によるものであるとの説明がありました。 

 その他として、委員より補正予算のあり方について執行率を上げるための補正も見受けられ

たようだがとの意見に対し、当局より緊急やむを得ないものに限って補正しているとの答弁が

ありました。 

 情報政策課所管では、ネットワーク運用管理事業について委員より庁内ネットワーク運用管

理サポート保守料３，０８７万円で、どんな業務を業者はしているのかという質問に対し、当

局より１人１台パソコンの管理保守であり、常時３名くらいが関わっているとの説明がありま
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した。その積算の根拠については、国交省の基準によって１人１日３万から５万円となってい

る旨の説明がありました。 

 また、委員よりいずれの備品購入も落札率が高いようだがとの指摘に対し、当局よりすべて

入札で購入しており、執行率がそのまま落札率ということではなく、大きな差額が生じた場合

は減額補正しているので、執行率は高くなっているとの説明がありました。 

 その他として、複数の委員より証明書等の交付の今後の方向としてコンビニ交付が中心になっ

ていくことに対し、異論が述べられました。 

 経営企画課所管では、八千蔵地域等整備事業に関して委員より全部買い上げでなく一部買い

上げとの説明だが、地元との信頼関係は大丈夫か、またその方向転換は４市で合意できている

のかとの質問に対し、当局よりこのところ地元とは何回か話し合いをし、しっかりコミュニケー

ションができており、一部買い上げで認識されているとし、また４市についても市長たちはそ

ういう方向で認識しているとの答弁がありました。これに対し、委員より地元の要望をよく聞

いて進めてほしいとの意見、また４市共通のものがあるなら当初計画どおり全部買い上げとい

うことで進んでもらいたいとの意見がありました。 

 また、石和地域における地域活性化に関する調査委託料６００万円について、委員よりその

調査内容はどういうものかとの質問に対し、当局よりミズベリング構想に向け観光客のニーズ

調査や基盤整備の検討を行う調査であったとの説明がありました。 

 また、多くの委員よりデマンドバスや市営バスなど公共交通のあり方について、経費とサー

ビスとの関係から多様な意見が出されたのに対し、当局よりこの間いろいろ試みているが、す

ぐ解決できるようなものではないので、交通会議や専門家の力を借りて公平と無駄のない公共

交通のあり方を前向きに進めていきたいとの答弁がありました。 

 その他として委員よりＮＴＴ用地や誘客拠点施設に関し、今後どのように進めていくのかと

の質問に対し、当局より１０月臨時会ということは考えておらず１０月８日に市民への経過を

説明し、市民からの意見を聞く会合を考えているとの答弁がありました。 

 消防本部所管では、消防車輌購入事業の車輌購入費６７８万円について、委員より１００％

の執行率で差金が生まれなかった理由は何かとの質問に対し、当局より見積り段階で業者と情

報のやり取りをし、適正な予算計上をしている結果であるとの答弁がありました。これに対し

て、委員からもっと競争性を持たせるべきではないかとの指摘に対し、当局より今後、競争入

札を取り入れていくことも考えていきたいとの答弁がありました。 

 また救急通信事業におけるビデオ喉頭鏡、ＡＥＤ等の購入費６７０万円について、委員より

医療機器は実勢価格が大きく違うことがあるので、他の医療機関とか他の業種の取り引きも参

考にして購入すべきであるとの意見に対し当局より見積り、予算計上、一般競争入札という手

順は踏まえているが、今後、他の実勢価格も参考にしていきたいとの答弁がありました。 

 次に市民環境部の戸籍住民課所管では、委員より戸籍事務に関わる備品購入費１，０８３万

円の執行率が９９％と高いが、どのような形で購入したのかとの質問に対し、当局より随意契

約であり、情報政策課と十分協議して購入しているとの答弁がありました。 

 その他として委員より証明書等の交付がコンビニ中心になっていくことに対して、そういう

方向が果たしていいのか、また市民と市役所のつながりが薄れるのではないかとの意見があり

ました。 

 市民活動支援課所管では、なごみの湯に対して委員より２，５００万円の赤字経営に対して
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今後検討していく必要があるのではないかとの質問に対し、当局よりなごみの湯はもともと福

祉目的で造られた施設なので赤字改善は難しいが、福祉総務課との協議の中で今後の方向性を

出していきたいとの答弁がありました。 

 また委員より、なごみの湯の機械設備保守管理料８８０万円は月々７０万円以上になり、高

すぎるのではないかとの指摘に対し、当局より機械設備の保守・管理だけでなく日々のごみ処

理や清掃も含まれており、適正な委託料であるとの説明がありました。また、地域振興推進事

業の執行率５２％と低いことに対して、委員よりその原因は何かとの問いに対し、当局からは

この事業が過渡期にきているのではないかとの答弁がありました。 

 なお、これに関し委員からは芦川プラスに対する住民監査請求の件が応募数の減少に影響し

ていると考えられるとの意見がありました。 

 各支所所管では、春日居支所における地域間交流事業に関して、委員から一般財源２８０万

円を充てているが、交流の評価をどのようにしているのかとの質問に対し、当局より佐渡市相

川地区からの海産物と笛吹市の果物を相互に販売するなど、交流の成果が生まれているとの答

弁がありました。 

 以上が主な質疑・意見、それに対する答弁でありました。 

 次に討論について報告します。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算について」に対して、反対討論とし

て公共施設の敷地内での喫煙は禁止する方向が時代の流れであり、今回の喫煙スペース確保の

ための工事に関わる補正予算は適切ではないとの意見がありました。 

 なお、当議案第７６号の採決結果は、管財課の喫煙場所確保のための１００万円余りの予算

については適切ではないと認められ削減すべきですが、その他の予算については妥当であると

認められますので、否決ということではなく、全委員一致で本会議において委員提案により修

正案を提出することを前提とし、修正して可決すべきものと決定しました。 

 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６８号 「笛吹市印鑑条例等の一部改正等について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 

 議案第６９号 「笛吹市個人情報保護条例の一部改正について」、全員賛成で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）についてのうち、総務常

任委員会担当項目について」、全員一致で修正し可決すべきものと決定。 

 議案第９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、総務常任

委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものとして決定。 

 なお、議案第７６号の修正内容は２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費における事

業名 庁舎等喫煙スペース工事に関わる３２万４千円および市民窓口館維持管理事務の１１節

需用費１１７万円のうちの喫煙スペース工事に関わる６２万円、合計９４万４千円の減額補正

であります。 

 すみません。飛ばしましたからもう一度。すみません。最初から。 

 なお、議案第７６号の修正内容は２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費における事

業名 庁舎等維持管理事務の１１節需用費７１万３千円のうちの喫煙スペース工事に関わる
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３２万４千円および市民窓口館維持管理事務の１１節需用費１１７万円のうちの喫煙スペース

工事に関わる６２万円、合計９４万４千円の減額補正であります。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」および議案第

９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」につきましては、各常任

委員会に分割付託してありますので３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 

 それでは、議案第６８号および議案第６９号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６８号および議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から

審査結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 それでは、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９月３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１４日

ならびに１６・１７・１８日までの５日間の日程により、全委員出席のもと関係当局の出席を

求め開会し、審査をいたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑等について、報告いたします。 

 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告をします。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において地域活性化・地域住民生活緊急支援事業での医療・

介護連携システムの委託先と委託方法はとの質問に対し、システムの開発業者が東京大学と共

同開発し、それぞれの地域に合った提案型方式で、先進事例として千葉県柏市で導入している

業者を考えているとの説明があり、市内の介護施設はすべてシステムに入ってくるのか、病院

との連携はどうなるのかとの質問に対し、市内の介護施設と病院の連携を考えているとの説明
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がありました。地域子育て情報システムについても、連携システムが有効的に使っていけるの

ではということで同じ業者を考えているとの説明がありました。 

 児童課において、子育て世帯臨時特例給付金事業費の補助金返還の理由は何かとの質問に対

し、補助金の決定は概算で８，１６１人に１万円交付する見込みであったが、交付が確定した

のが８，１３１人で３０人分が返還が確定したためとの説明がありました。 

 保育課において、春日居西保育所運営事業で電子オルガンの購入費が安価ではないかとの質

問に対し、現在、電子オルガンが５台、ピアノが１台あり、そのうちの１台が故障し買い換え

るものだが、保育士と相談し適切なものを選定しているとの説明がありました。 

 介護保険課において、議案第７３号の条例改正において介護施設で利用定員の見直し等で市

内の対象施設はあるのかとの質問に対し、小規模多機能型居宅介護は２施設。認知症対応型共

同生活介護は５施設。地域密着型介護老人福祉施設は４施設。認知症対応型通所介護は１施設

が該当するとの説明がありました。 

 健康づくり課では、春日居福祉保健センター管理費の街灯の修繕はＬＥＤにするのかとの質

問に対し、水銀灯が漏電しており水銀灯のままで修繕を行うとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において寺尾地域周辺整備事業での上寺尾の用地取得が相

続問題で遅れているが見通しはどうかとの質問に対し、この事業内の１筆は所有者が昭和３１年

に死亡しているため、相続人が３３名で手続きに時間を要しており、年度内には手続きの完了

を目指しているとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、議案第７７号の「国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」の審査

において、一般被保険者国民健康保険税現年度分の徴収率を９１％と見込んでいるが、徴収率

はどうかとの質問に対し、収税課と連携して収納に当たり収納率は年々上昇している。平成２５年

度は９１．３％、２６年度は９１．７％の徴収率となっており、２７年度は９２％を目標にし

たい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体育施設整備事業のいちのみや桃の里体育館防水

改修調査業務の委託料の内容はとの質問に対し、雨漏り個所が特定できないため、どのような

修繕方法が良いか検討するために５０万円の委託料としたが、具体的には全面屋根を覆うカバー

方式とか、ウレタン防水方式など調査結果で検討したいとの説明がありました。 

 また中国天津市教育委員会交流事業は、どのような交流を目的としているのかとの質問に対

し、協定内容としては次世代のリーダーとなる生徒の交流、スポーツや文化の交流、天津市教

職員の交流研修、また観光への結びつきも行っていきたいとの説明がありました。 

 学校教育課において、英語教育強化地域拠点事業での英語の授業内容はとの質問に対し、小

学校では３年生から５年生が英語に慣れ親しむ外国語活動を行い、６年生については中学校の

授業内容に近い形で行う。中学校は全学年でコミュニケーションを中心に英語での授業を行う、

高校生でも同じように行っている。笛吹市では春日居小学校、春日居中学校、笛吹高校の３校

が指定校となっているとの説明がありました。 

 生涯学習課において。議案第６７号の審査において社会教育施設で今まで無料だった、有料

となる施設があるのかとの質問に対し、学びの杜みさかをはじめ、すべての施設で施設規模に

より有料となるとの説明がありました。 

 使用料の改定で使用料収入はどのくらい増えるのかとの質問に対し、平成２５年度の実績で

比較すると社会教育施設が７３０万円が２，６３０万円に、社会体育施設が７６０万円が２，
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５９０万円に、学校開放施設が２４０万円が６４０万円になるとの説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において福祉事務所事業で災害用軽トラックと雪害用除雪

機を購入したが、どのような活用と保管をするのかとの質問に対し、県からの大雪災害による

見舞金１５０万円で購入した。保健福祉部には軽トラックがなく、災害時や防災訓練などに使

用できるよう保健センターに保管してある。除雪機は２台購入して１台は保健福祉部、もう１台

は管財課で保管をし、大雪では使えないが、５センチメートル以上の積雪の際、市民が滑らな

いように庁舎まわりの除雪を中心に考えているとの説明がありました。 

 また、障害者認定が増加しているが２６年度の傾向としてはとの質問に対し、支援学校の卒

業生の申請も増え、障害者認定も年々少しずつ増えているとの説明がありました。 

 また、虐待防止対策事業について詳しく説明を求めたところ、２件あったがそのうちの１件

は経済的虐待を受けているケースがあったとの説明がありました。 

 児童課において、地域ぐるみ子育て支援事業において、子どもまつりの補助やほかからの支

援はあるのかとの質問に対し、以前は県からの補助金があったが終わってしまい、支援はなく

市の事業として行っている。乳幼児の祭りがないので大変好評であったとの説明がありました。 

 保育課において、保育所施設整備事業で御坂北保育所門扉・駐車場改修工事の目的とは何か

との質問に対し、平成２６年度からの指定管理化に向けて事前に必要な施設整備を行ったもの

である。前年度、途中からの設計に入ったため工事は繰越事業となってしまったとの説明があ

りました。 

 なお、保育園児を送迎する道路が狭く一方通行となっているが、事前に地元に相談をしても

らえば、もっと良い対応がとれたと思うので今後の参考にされたいとの意見がありました。 

 生活援護課において、生活保護費支給事業で生業扶助費の内容はとの質問に対し、生業扶助

費は７７万円扶助を行い、高校生４人に就学費と２名にフォークリフト等の資格取得費用の支

給を行ったとの説明がありました。 

 また葬祭扶助費の内容はとの質問に対し、葬祭扶助費は１３３万円で１５件あり、葬祭料と

文書料等として支出した。葬祭費の上限は１８万円ですが、本市では棺桶、骨壷、病院と火葬

場の送迎等を６万円で業者にお願いしている。ほかに安置所使用料、死亡診断書料などがあり、

僧侶への報酬は生活保護費の対象ではないとの説明がありました。 

 高齢福祉課において、二次予防事業の７７８万円の教室を開催した委託料も全体の中に含ま

れているということだが、委託先、開催しているのはとの質問に対し事業の委託先はアルカ、

フィッツの２事業者に運動機能向上事業をお願いしている。また、県歯科衛生士会に口腔機能

向上事業を委託しているとの説明がありました。 

 また、家族介護支援事業における扶助費の介護慰労金支給事業について２００人に支給して

いるようだが一律支給しているのかとの質問に対し、在宅介護はショートステイなど宿泊した

月を除き月に１万円ずつ支給し、２６年度は２００人に支給したとの説明がありました。 

 介護保険課において、介護認定審査会事業の認定支援システム保守サービス事業委託はどう

いうものかとの質問に対しハードウェアの保守委託、システム運用保守委託、サーバーのディ

スプレイに伴う仮想化の作業委託、システム導入委託、認定申請書のレイアウト変更作業委託、

２７年度改正対応委託の６件の委託を合わせた金額になっているとの説明があり、改正のたび

に委託が発生するのかとの質問には、改正があるとその都度、掛かってくるとの説明がありま
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した。 

 健康づくり課において、救急医療事業の状況はとの質問に対し、在宅当番医制の１次救急は

市内２３の医療機関で実施している。利用者は１，１３６人あり、委託料として市の医師会に

支払っている。休日夜間救急診療の第２次救急は市内３病院で４，３０９人の利用者があり、

負担金として県に支払っている。小児救急は小児救急センターが甲府と富士東部にあり、県医

務課が事務局になっているとの説明がありました。 

 また母親学級等健康教育事業で食育教室を開催しているが委託先はとの質問に対し、食育教

室は、正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着を目的として、食生活改善推進員さんに６０万

円の費用で委託し、主に小学生を対象にした子ども食育教室を３８回開催し、延べ１，７５３人

が参加しているとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において、し尿処理施設整備基金に積み立てしているが砂

原に造るのかとの質問に対し、クリーンセンターは指定管理を導入しているが老朽化が進んで

おり、修繕をしながら運営を行っている。下水が普及してきているが峡東３市とも施設が老朽

化しているので、３市で検討しているとの説明がありました。 

 衛生対策事業の自動車騒音常時監視業務はどのような理由で行っているのかとの質問に対し、

市内１０カ所で終日観測している。平成２４年以前は県が行っていたが、平成２４年度から市

で行っている。騒音が高いところでは、防音壁などの対策も必要になるではないかとの説明が

ありました。 

 国民健康保険課において、国保税の収納率が上がってきているが県からの指導が要因か、ま

た、短期証交付枚数が減っている要因はとの質問に、収税課と努力していく中で臨時徴収員等

を配置してきた結果、収納率が上がっており悪質滞納者には厳しく対応しているとの説明があ

り、短期証交付が減ってきているものだと思われるとの説明がありました。 

 また、雪害の減免件数はどのような結果だったのかとの質問に対し件数は３７件、２３０万

円の減免であ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、芦川小学校屋内運動場耐震改築事業での執行率

が低いのはどうしてかとの質問に対し、備品の執行率については、体育館のカーテンを備品で

なく工事費に含めたためであり、役務費は、河川法の協議が整わず、擁壁の改修については確

認申請まで行えなかったために執行率が低くなっているとの説明がありました。 

 小中学校施設計画改修事業はいつから行っているかとの質問に対し、平成２６年度から実施

している。それ以前については、維持管理事業で行っていたとの説明がありました。 

 学校教育課において、外国語指導助手設置業務のＡＬＴの配置状況はとの質問に対し、ＡＬ

Ｔはすべての中学校に１名ずつと小学校は石和南小学校に１名の合計６名おり、石和地区の小

学校は石和南小のＡＬＴがまわっており、ほかの地区の小学校は地区ごとに中学校のＡＬＴが

まわっているとの説明がありました。 

 また、給食調理業務委託について、直営と違う点があるのかとの質問に対し、給食の献立は

市の栄養士が作成し、それにより給食を作っているので特に問題はない。業務委託は石和西小

発足時から、日清医療食品に安価で委託しているとの説明がありました。 

 生涯学習課において、公民館条例で設置されている公民館とそれ以外の地区公民館で事故な

どの補償はどのようになるのかとの質問に対し、公民館ごとに保険に加入をしているが、公民

館の事業計画の内容により、市の総合賠償保険の対象となるとの説明がありました。 
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 文化財課において、埋蔵文化財発掘調査事業の空中写真撮影はその都度行っているのか、ま

た撮影方法はとの質問に対し、必要に応じて一番安価で行えるドローンで撮影しているとの説

明がありました。 

 また、境川中間ごみ処理施設埋蔵文化財発掘事業の委託料は高額だが内容はとの質問に対し、

非常に膨大な量であり、重要な発見もあったので報告書作成のための整理作業もボリュームあ

るものとなった。また発掘調査の着手が遅れたため、繰り越しとなった。資料の公開は春日居

郷土館の常設展の一部に展示し、土偶も市のホームページに載せ、愛称を付けようと思ってお

り、地元の境川の施設の中で公開していただければと思っているとの説明がありました。 

 図書館において、図書館利用者カード再交付は何名かとの質問に対し、図書館カードの交付

枚数は７万３，４４０名でそのうち市民は５万１，５３１名、昨年度中にカードを利用しての

貸し出しは１万５２０名、そのうち市民は８，５６１名でした。昨年中に４５３名がカードを

なくし、再交付を行ったとの説明がありました。 

 最後に、今議会中に教育厚生常任委員会で行った教育委員会に関わる現場視察についてご報

告を申し上げます。 

 去る９月１８日に、校舎改築工事をしている石和中学校を視察をしてまいりました。２６年

６月に着工してから１年３カ月が経過し、改築工事もほぼ完成し廊下等も広く、授業をする上

でよく考えられて造られていると感じました。また新築された校舎内での清掃が盛んに行われ、

外構工事が終了次第、使用していく種の説明がありました。また、地域密着型特別養護老人ホー

ム、一宮町のエレガローザいちみやの視察も行ってまいりました。 

 なお、平成２７年請願第２号 「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」の提出を

求める請願書については、継続審査となりました。 

 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第６７号 「笛吹市社会教育施設条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定。 

 議案第７１号 「笛吹市社会体育施設条例及び笛吹市学校施設の開放に関する条例の一部改

正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７２号 「笛吹市働く婦人の家条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第７３号 「笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７４号 「笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部改正ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）についてのうち、教育厚

生常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７７号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７８号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第７９号 「平成２７年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８０号 「平成２７年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、教育厚生

常任委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９４号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９５号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９６号 「平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９７号 「平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今の委員長報告を聞きまして、正確にメモできなかった、金額についてはメモできなかった

んですけども、何か社会教育施設、あるいは社会体育施設の利用料の変更で利用料収入が数倍

に増えるかのようにちょっと聞いたわけなんですけども、いきなりなもので、聞いたもので通

告もしてありませんけども、そのような利用料収入が増えるということについて危惧の声はな

かったのか。あるいはその数字が正確なのか確かめることはなかったのか伺いたいと思います。

何分、私もしっかりメモできませんでしたので、そんなことでお聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中村委員長。 

〇８番議員（中村正彦君） 

 生涯学習課のところのあれですよね。使用料を先に・・・。 

 先、金額のほうをちょっと、数字のほうをよろしいですか。 

 社会教育施設で７３０万円が２，６３０万円。それで、社会教育施設。社会体育施設が７６０万

円が２，５９０万円。学校開放施設が２４０万円が６４０万円に、委員会の中でこのへんの問

題に対しましてこれといったあれはありませんでしたけども、市のほうの説明の中で、今まで

利用料を取っていないということで、時間当たりちょっと今、手元にありませんけど、時間当

たり１００円、２００円の、例えば学びの杜あたりは１００円、２００円の利用料になるとの

説明がありました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに質疑はありませんか。 
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 （ 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７６号および議案第９３号につきましては先

ほど申し上げましたとおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終

了後に討論および採決を行います。 

 それでは議案第６７号を議題とし、討論を許します。 

 まず、反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 笛吹市社会教育施設条例の制定に対する反対討論を行いたいと思います。 

 本条例案は社会教育施設の使用料の算定基準の統一化、施設の規模、内容に応じた適正化を

図るとしておりますが、実際の料金の設定はどうなっているかということでございます。 

 明らかに下がっているのはスコレーセンターの各部屋とホール、桃の里ふれあい文化館の多

目的ホールでございます。明らかにと言ったのは今回は時間当たりの値段、従来は多くが午前、

午後、夜間という分け方をしていたものですから単純に比較できないということでございます。 

 芦川の総合センター大会議室も下がっておりますが、これは２６年度決算では有料での使用

は決算書に記載されておりません。それ以外はほとんど実質値上げ、あるいは無料から有料へ

の変更です。施設名を１、２挙げますと桃の里文化館の各部屋、御坂農村環境改善センター、

学びの杜、八代総合会館、境川総合会館、花鳥の児童館等々でございます。 

 長らく市民の交流の場、市民活動の場として親しまれてきた、そして活用されてきた施設の

使用料の有料化および値上げが問題です。では従来、施設維持管理経費と使用料収入はどうなっ

ていたか。２６年度決算書で拾い上げることのできる施設、すなわち指定管理を除く施設の維

持管理費は３，０８３万円。使用料収入は１６９万円で経費の５．５％に過ぎません。減価償

却費を加えると４％以下となります。今回の値上げで、先ほどのお話では社会教育施設につい

ては３．数倍ということになりましたけども、このようなことは価格の改定幅から見て、私は

ちょっとあり得ないのではないのかなと。せいぜい１００万単位、指定管理施設も含めてすべ

ての社会教育施設でも、やはり数百万円以下の収入増にしかならないと思われます。わずかな

収入増のために市民活動を圧迫して何になるんでしょうか。むしろ市民の通常の利用について

は使用料を無料化し、市民の交流と市民活動の活発化を図るべきではないでしょうか。 

 このような形で使用料収入を増やす、あるいは節約する。これは的外れではないかと思いま

す。のちほどお話しますが、市としては本当に節約したり削っていくことがあるはずです。こ

のように市民活動を圧迫する、この今回の使用料の引き上げには反対いたします。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第６７号の採決を行います。 



 ２４８ 

 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６７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７１号を議題とし討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第７１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７１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７２号から議案第７４号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決です。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７２号から議案第７４号までは原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第７７号から議案第７９号までを一括議題とします。 

 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７７号から議案第７９号までは原案のとおり可決されました。 

 引き続き、議案第８０号を議題とし討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第８０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第９４号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第９４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第９４号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第９５号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第９５号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第９５号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第９６号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第９６号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第９７号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第９７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第９７号は原案のとおり認定されました。 

 引き続きまして、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） 

 ただいま議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報告

をいたします。 

 去る９月３日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１４日および

１６、１７日、ならびに１８日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 

 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 

 産業観光部所管では、農林振興課の農業用機械購入補助金にかかる内容について尋ねたとこ

ろ認定農業者、新規就農者、新規就農後継者を対象として農業に使う専用機械の購入について

補助するもので補助率が２０％、補助限度額が１０万円である。市の単独事業であり、当初予

算で５００万円、５０人分を計上していたが、とても好評であり４月の１カ月で予算を使い切っ

てしまったため、ここで追加補正するものである。今後は市ホームページ等でＰＲし、１０月

から申し込みの受付を開始する予定で進めているとの説明がありました。 

 次に、観光商工課の観光宣伝事業費にかかる石和温泉北口オープニングイベント誘客委託に

ついて詳細説明を求めたところ、観光物産連盟あるいは旅館組合へ委託する事業で、その内容

については旅館へ泊まる観光客の４人１部屋のグループ、団体について１人を無料にする。イ

ンバウンドに伴う観光客に対しキャラクターの小物をプレゼントするなど、誘客を増やす取り

組みを考えている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笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸住宅条例の

一部改正に伴う入居手続きの要件について詳しく説明を求めたところ、公営住宅入居の連帯保

証人を入居決定者の２親等までの親族を追加し要件を緩和するもので、決定者を本人として父

母および祖父母、子および孫、兄弟姉妹、その配偶者までを対象となるとの説明がありました。 

 次にまちづくり整備課の石和温泉駅周辺整備事業、オープニングイベント運営委託に伴うプ

ロジェクションマッピング映像製作費ほか１，５００万円の内容について説明を求めたところ、

石和温泉駅南北自由通路開通オープニングに合わせた事業の１つで、映像機器を使い駅舎をス
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クリーンに見立てて、笛吹市をＰＲするＣＧや映像を映し出すパフォーマンスで、オープニン

グを盛り上げたいとの考えを企画したものである。予算については映像作成が７００万円、機

器レンタルや運営費などが８００万円、映像を流す期間は３０日間を予定している。 

 なお、この計画については、警察との協議の中で駅前広場入口信号と映像が重なること、ま

た見学者が滞留するスペースがないことから、駅舎において行うことはできないこととなり、

当初の計画を変更し、駅の向いにあるイオンの建物を使って行うことになったとの説明があり

ました。 

 この計画に対して駅舎を使えないと意味がないこと、駅利用者および観光の集客等の分析お

よび計画が曖昧であること、費用対効果が期待できないことなどから、この計画および予算に

ついては到底認められないという意見が多く出され、この部分の予算を削除する必要があり、

議案第７６号 「一般会計補正予算（第３号）」については全議員一致で、本会議において議

員提案により修正案を提出することを前提とし、修正し可決すべきものと決定した。 

 公営企業部所管では、公共下水道特別会計のうち流域下水道建設負担金事業費の負担金につ

いて県による再算定は毎年あるのかと尋ねたところ、毎年あるもので各市町村で当初予算編成

を行う１２月ごろに概算額が出され、４月から５月になり具体的な事業計画が立った段階で再

算定があり、年度末の３月に実際の最終的な数値が決まるとの説明がありました。 

 また水道事業における水源の閉鎖について尋ねたところ、これまでに御坂・境川地域など上

水道の区域で１７の井戸を閉じているが琴川ダム、広瀬ダムからの送水管の一部に漏水が発生

した場合には復旧までに数日かかることも予想されるため、今後は予備的な水源の確保も図っ

ていく必要があると考えているとの説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 産業観光部所管では、芦川支所にかかる芦川農産物直売所指定管理事業 おごっそう家の状

況について説明を求めたところ、２６年度の売り上げは６，２３９万４，５６９円で前年度に

対し１０４．０７％と伸びており、河口湖方面より甲府方面の客が多く感じられるとの説明が

ありました。 

 次に農業委員会の耕作放棄地の現状について尋ねたところ、農家の高齢化、農業後継者が減

少しているため年々増えている。昨年、農業委員会で調査を行い農地面積が４，１０２ヘクター

ルに対し、耕作放棄地が約２６８ヘクタールで割合が０．６１％である。この耕作放棄地の問

題については、農地中間管理事業を活用するよう指導するなどの対応を取っているとの説明が

ありました。 

 続いて、農林振興課においては新規就農者支援制度について尋ねたところ、新規就農農業後

継者が毎年３０名程度、新規就農者が１０名前後、青年就農給付金受給者が２０名程度である。

今後の農業の担い手を考えたときに、特に農業後継者の維持を強く推進し、またあらゆる手段

を使って農業後継者、新規就農者を増やしていきたいとの説明がありました。 

 次に農林土木課では所管にかかる事業のうち繰越事業についての説明を求めたところ、事業

に伴う工事については、農繁期が過ぎた秋口からでないと現場に入ることができず、毎年１０月

末から翌年の３月末までの短期間において工事を行わなければならない現状がある。発注工事

については、年度内で仕上げるように努力している。 

 なお、２６年度から繰り越している事業は５本あるが、これらについては今年度すでに完了

しているとの回答がありました。 
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 続いて観光商工課については、観光イベント事業に伴う観光客数について尋ねたところ、２６年

度に石和温泉に宿泊した人数はインバウンド等の効果により１１０万人と増えており、石和温

泉および果実郷地域に訪れた人数が３５０万人と言われている。この事業に伴う各イベントの

人数等を集計し、また経済産業省の指針に当てはめた経済効果を分析したものを示したいと考

えているとの回答がありました。 

 建設部所管では、管理総務課において市営住宅の滞納者への対応についての説明を求めたと

ころ、滞納者に対しては本人および連帯保証人への通知、訪問による生活状況の聞き取りを行

い、分納誓約を取り交わすなど対応をしている。場合によっては明け渡し訴訟に発展すること

もある。なお、生活状況の聞き取りおいては、支援制度の相談に乗るなど他の部署との連絡、

連携を取りながら対応していくとの説明がありました。 

 次に、まちづくり整備課の木造個人住宅耐震診断支援事業について尋ねたところ、耐震診断

業務委託については、６０戸分の予算に対し５３戸の診断を実施した。補助金の交付について

は耐震改修設計補助を４戸８０万円、耐震改修補助を４戸３２０万円、耐震建て替え補助は

１１戸４４０万円であった。災害時に備え個人住宅の耐震状況を知ることが非常に大切であり、

今後も耐震啓発ローラー作戦などにより啓発を行っていきたいとの説明がありました。 

 続いて、土木課については道路維持、委託料、道路ストック総点検業務５，６００万円の内

容について説明を求めたところ、道路ストックとは道路に付随する施設、舗装、橋梁、則面な

どで、２６年度の実績については花田橋の橋梁、１－５号線、舗装および橋梁の長寿命化の点

検などを行った。この事業は補助事業で、この調査に伴い補修等を行う場合にはさらに補助が

つくため、緊急性などを考慮し優先順位をつける中で事業を進めていきたいとの説明がありま

した。 

 公営企業部所管では、業務課ならびに水道課においてはリニア実験線工事に伴う湧水量につ

いて尋ねたところ、湧水量は２４年３月の時点で毎分２０．１立方メートルであったが、だん

だん水量が減り、２５年の３月では１２．６立方となっている。今後の見通しでは９から１０立

方の湧水量を見込めるとの話を聞いている。この量は、広瀬ダムからの許可水量とほぼ同じ量

であるとの説明がありました。 

 次に下水道課の市営住宅の下水道の接続状況についての説明を求めたところ、市営住宅につ

いては、市が管理する建物であるので市が負担して接続する。ただし、市営住宅については老

朽化等による建て替え、廃止の計画があるので、所管する管理総務課と密に連絡調整し対応し

ていくとの回答がありました。 

 なお議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」、議案第

９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」および議案第１１０号 「平

成２６年度笛吹市水道事業会計決算認定について」には反対討論がありました。 

 以上、委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第７０号 「笛吹市営住宅条例及び笛吹市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３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」、全員一致で修正し可決すべきものと決定。 
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 議案第８１号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８２号 「平成２７年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８３号 「平成２７年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８４号 「平成２７年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８５号 「平成２７年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８６号 「平成２７年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８７号 「平成２７年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８８号 「平成２７年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８９号 「平成２７年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９０号 「平成２７年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９１号 「平成２７年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

正予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９２号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち、建設経済

常任委員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９８号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第９９号 「平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１００号 「平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０１号 「平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０２号 「平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０３号 「平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０４号 「平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
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 議案第１０５号 「平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０６号 「平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０７号 「平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０８号 「平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０９号 「平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１０号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成多数で原案

のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１１号 「平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１２号 「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１１３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１１４号 「変更契約の締結について（中央線石和温泉駅周辺整備事業に関する施行

協定）」、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７６号および議案第９３号につきましては先

ほど申し上げたとおりであります。 

 それでは、議案第７０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７０号は原案のとおり可決されました。 
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 続いて、議案第８１号から議案第９２号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１２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１２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本１２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８１号から議案第９２号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第９８号から議案第１０９号まで、および議案第１１１号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１３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１３案件についての委員長報告は、認定であります。 

 本１３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９８号から議案第１０９号まで、および議案第１１１号は原案のとおり認定さ

れました。 

 次に議案第１１０号を議題とし、討論を許します。 

 まず、反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 日本共産党、渡辺正秀でございます。 

 平成２６年笛吹市水道事業会計決算認定に対する反対討論を行います。 

 今もリニア御坂トンネル湧水は毎分約１０トン以上、日量１万４千トン以上、御坂の浄水場

の供給可能量の倍の水が轟々と金川に流れ出しています。もったいない話です。私たち日本共

産党議員団は御坂浄水場築造工事入札が行われる前から、この豊富で良質な湧水を使えば御坂

浄水場建設は必要ない。この湧水を使えばそれまでの国庫補助金などを返還しても５億円程度

で御坂浄水場より多量の水道水が確保できると提案してまいりました。２６年度で御坂浄水場

築造工事は完成しました。入札差金があっても約２５億円の建設費がかかりました。また年間

の経費は平均で１．２億円にのぼるということでございます。これは２５年度に水道課が試算

した数字でございます。 

 先ほど社会教育施設条例に対する反対討論でも述べましたが、市民生活や市民活動を圧迫す
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る使用料の値上げによる収入の増は、せいぜい１００万円単位でございましょう。リニアトン

ネル湧水を利用すれば建設費で２０億円も節約できた。年間経費で約１億円の節約がこれから

できます。笛吹市はなぜリニア御坂トンネル湧水利用を検討しなかったのでしょうか。行政は

一度走り出したら止まらないということでしょうか。節約の場が、これこそ節約すべき場では

なかったんでしょうか。一般会計からの出資金も増えました。今後も一般会計の補助金の増、

あるいは水道料金の値上げという形で、市の財政や市民負担に重く圧し掛かってくることを恐

れております。 

 以上、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。 

 （ 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１１０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１１０号は原案のとおり認定されました。 

 続きまして、議案第１１２号から議案第１１４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１１２号から議案第１１４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７６号を議題といたします。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」は９月１１日

の本会議において議案第７５号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」

が否決となったため議案第７６号 「一般会計補正予算（第３号）」の歳入歳出予算の総額を

はじめ、いくつか予算額に変更が生じることとなりました。 

 ついては笛吹市議会会議規則第４２条により、議長に委任していただくことですでにお手元

に配布してあるとおり、予算額の訂正表により計数の変更をいたし処理させていただきます。 
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 議案第７６号の審査に入りますが、本件に対しましてお手元に配布のとおり海野利比古君、

保坂利定君、北嶋恒男君、亀山和子君、上野稔君、川村惠子君、古屋始芳君から石和温泉駅周

辺整備事業にかかる修正案が、また野澤今朝幸君、荻野謙一君、岩沢正敏君、小林始君、私、

中川秀哉君、渡辺正秀君から庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案が提出

されております。 

 これについて、会議規則第１６条の規定に基づく修正案でありますので直ちに議題といたし

ます。 

 ここで、審議順序について申し上げます。 

 まずはじめに石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案について上程・質疑を行い、次に庁舎

等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案について上程・質疑を行います。 

 続いて石和温泉駅周辺整備事業修正案、次に庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業修正

案、そして原案の順に討論を行い同様の順序で採決等を進めてまいりますので、遺漏なきよう

お願い申し上げます。 

 それでは、これより石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案について提出者より説明を求め

ます。 

 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。 

 議長の許可をいただきましたので議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第

３号）」に対する修正動議について、提案理由の説明を行います。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」に対する修正動議 

 上記の動議を地方自治法第１１５条の３および笛吹市議会会議規則第１６条の規定により、

別紙のとおり修正案を添えて提出いたします。 

 厳しい財政運営の中で地方経済、観光農業等の活性化のための事業の自立については職員自

らが市民第一主義、市民目線を念頭に本当に市民のためになるのか、施策の必要性を厳しく選

択し、限られた財源を効率よく費用対効果を検証し効果的に推進すべきであり、表現方法を検

討しながら多くの市民に理解していただくことが必要であります。 

 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）については、石和温泉駅周辺整備事業オー

プニングイベント運営委託に伴うプロジェクションマッピング映像製作費ほか予算１，５００万

円が計上されており、本件は石和温泉駅南北自由通路開通オープニングに合わせた事業の１つ

であります。 

 この事業にあたって、警察との協議の中で駅前広場入り口信号と映像が重なること。また見

学者の滞留スペースがないことから駅舎を使って行うことはできなくなり、駅の向かいにある

イオンの建物を使って行うことに変更したとの説明がありました。この計画に対し、駅舎を使

わないと意味がないこと。駅利用者および観光の集客等の分析および計画が曖昧であること。

費用対効果が期待できないことなどの理由から、建設経済常任委員会において全員が反対し今

回の予算計上は見送りを求めて当該予算削除のため、提出するものであります。 

 平成２７年９月２８日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄様 
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提出者 

笛吹市議会議員 海野利比古 

   〃    保坂利定 

   〃    北嶋恒男 

   〃    亀山和子 

   〃    上野 稔 

   〃    川村惠子 

   〃    古屋始芳 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」に対する修正案 

 平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）の一部を次のように修正する。 

 １．第１条第１項中「１０億４，８３５万５千円」を「１０億４，０３５万５千円」に、「３５３億

９，１６０万５千円」を「３５３億８，３６０万５千円」に修正する。 

 ２．「第１表 歳入歳出予算補正」のうち歳入中１４款国庫支出金、２項国庫補助金の補正

額「８，３６７万２千円」を「７，５６７万２千円」に修正する。歳出中８款土木費、４項

都市計画費の補正額「２，４５５万円」を「９５５万円」に、１３款諸支出金、２項基金

の補正額「６億１，５７９万３千円」を「６億２，２７９万３千円」に修正する。 

 ３．補正予算説明書 歳入歳出補正予算事項別明細書を別紙のとおり修正する。 

 なお、歳入歳出補正予算事項別明細書はお手元に配布のとおりでございます。 

 以上、修正動議を出すもので提案理由といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 引き続いて庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案について、提出者より

説明を求めます。 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ただいま議長の許可を得ましたので、修正案の動議を説明いたします。 

 議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」に対する修正動議であ

ります。 

 上記の動議を地方自治法第１１５条の３および笛吹市議会議員規則第１６条の規定により、

別紙のとおり修正案を添えて提出します。 

 それでは議案７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」に対する修正案

でございます。 

 提案の理由を述べさせていただきます。 

 この修正案の中身につきましては、今回、補正予算に盛られました庁舎等および市民窓口館

維持管理事務事業に基づく喫煙所スペース工事予算本館３２万４千円、市民窓口館６２万円が

計上されております。本件については、職員の喫煙所確保のための工事であります。 

 今現在、ほとんどの公共的施設が敷地内の禁煙となっております。健康増進法第２５条に官
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公庁施設、学校、体育館、病院、集会所等、その他の多数の者が利用する施設を管理するもの

は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講じるように努めな

ければならないと防止について規定されています。 

 また本条の受動喫煙とは室内、またはこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わせ

ることを定義としています。 

 多数の者が利用する公共的空間は原則として全面喫煙であるべきであり、野外であっても子

どもの利用が想定される公共的空間では禁煙、喫煙防止のための配慮が必要であります。全面

禁煙を行う場所はその旨を表示し、周知を図るとともに来客者等にも理解と協力を求める等の

対応を取る必要があり、少なくとも官公庁や医療施設においては全面禁煙することが望ましい

と思われます。再度、喫煙については全庁で協議を行っていただきたいと思います。 

 総務常任委員会においても全員が反対することから、今回の予算計上は見送りすることを求

めます。当該補正予算から削除することの提案であります。 

 平成２７年９月２８日 提出 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄様 

提出者 

笛吹市議会議員 野澤今朝幸 

   〃    荻野謙一 

   〃    岩沢正敏 

   〃    小林 始 

   〃    大久保俊雄 

   〃    中川秀哉 

   〃    渡辺正秀 

 以上、お手元の資料を参考に修正案の動議といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 これより、質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより、討論を行います。 

 はじめに石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案について、討論を終結します。 

 続きまして、庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案について、討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案について、討論を終結します。 

 続きまして、原案について討論を行います。 

 討論はありませんか。 



 ２６０ 

 （ な し ） 

 原案について、討論を終結します。 

 これより議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」に対

する石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」に対す

る石和温泉駅周辺整備事業にかかる修正案は、可決されました。 

 続いて議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」に対す

る庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案について、採決いたします。 

 本修正案について、賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」に対す

る庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案は、可決されました。 

 引き続き、修正議決した部分を除く原案について採決いたします。 

 修正議決した部分を除く原案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、修正議決した部分を除く原案については可決されました。 

 なお、議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」に対す

る石和温泉周辺整備事業、庁舎等および市民窓口館維持管理事務事業にかかる修正案が可決と

なりましたので、議案第７６号 「一般会計補正予算（第３号）」の歳入歳出予算の総額をは

じめ、いくつか予算額に変更が生ずることとなりました。 

 ついては、笛吹市議会会議規則第４２条により議長に委任していただくことで処理させてい

ただきますのでご了解を願います。 

 続いて、各常任委員会に分割付託いたしました議案第９３号を議題といたします。 

 まず、反対討論を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第９３号 「平成２６年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、反対討論を行

います。 

 さて平成２６年度という年は、市民にとっては一層の負担増が進んだ年でありました。消費

税が１７年ぶりに引き上げられ、５％から８％になりました。その一方で年金の引き下げ、後

期高齢者医療の保険料なども値上げになりました。こうした中で女性、子どもの貧困が進み、

特に子どもの貧困は子ども６人に１人という貧困の状態で、これは社会的問題ともなりました。

年金暮らしの高齢者にとっても大変生き辛い年であったと思います。地方自治体はこうした市

民の暮らし、福祉をしっかりと支える責務があるものです。 

 ２６年度の決算は、歳入は前年度比で１３．７％増の３８３億５，３００万円。歳出は前年
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度比１２．７％増の３５０億６，９００万円という大型の決算となりました。他の類似団体と

比較しても突出した決算になっております。歳出を性質別に見ますと扶助費など増えているも

のの突出して増えているのは普通建設事業の３４．２％の増加です。前市政からの継続の事業

であるということもありますけども、しかし決算の大型をなしているというのは負担増に苦し

み、市民への手立てはなかったことを特に指摘したいというふうに思います。 

 典型的な施策として、これは決算の時点ですけども、指摘したいのは県の方針ではあるもの

の重度心身医療費窓口無料の廃止であります。特に子どもの重度心身医療費の窓口無料廃止は、

当該者にとって精神的にも、経済的にも大きな負担を強いられたことであるというふうに考え

ております。 

 先ほどの全員協議会の中で、特に子どもの重度医療費窓口無料の復活が関係部長から説明さ

れましたけども、このことは大いに歓迎したいと思いますし、当事者のお母さん、お父さんの

粘り強い運動と、それから議会での多くの人たちの議員の質問が実ったものと大変喜ばしいこ

とだと考えております。 

 そのほかに庁内や出先の臨時職員の雇用改善も進んでおりません。特に保育所の保育士、図

書館司書、保育所や学校給食の調理員など圧倒的に臨時職員で占められておりまして、正規職

員とほとんど同じ業務をしながら、給料やボーナスで差別されている状態が長く続いておりま

す。官自らワーキングプアをつくっているという状況ではないでしょうか。 

 水道関係の出資金も増えました。このことについては、先ほど渡辺議員から指摘がありまし

たので割愛させていただきますけども、やはり新しい事業をする際にはさまざまな視点から緻

密な精査をして、できるだけ支出を抑えていく、していくことが大事ではないでしょうか。 

 リニアの見える丘整備事業におよそ１，６６０万円使われました。何年かのちにはすべてト

ンネルで覆われてしまう予定になっておりますけども、これこそ不要不急の無駄な事業ではな

いでしょうか。 

 各種団体の補助金、負担金の出し方についても指摘したいと思います。さまざまな団体の活

動や運動を応援し、市民生活の活性化を図るために必要な補助金、負担金もあります。しかし

団体の活動の到達度や成熟度などを見極めながら精査することも必要ではないでしょうか。決

算を見る限り、そうした精査が著しく欠けていたことを指摘せざるを得ません。 

 また行革の名の下で各支所のスリム化も進みました。各支所にしっかりと人を配置し、周辺

の地域活性化を図るためにはしっかりとした配置をし、十分な予算を確保する、決算を確保す

ることは大事なことであり、これ以上の支所の縮小は認められません。 

 以上を述べて、議案第９３号の反対討論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 次に賛成討論を許します。 

 （ な し ） 

 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９３号の採決を行います。 

 本案に対する３常任委員長の報告は、認定であります。 

 本案は、３常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 



 ２６２ 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第９３号は原案のとおり認定されました。 

 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。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後５時５分といたします。 

休憩  午後 ４時５１分 

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

再開  午後 ５時０５分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 先ほど総務常任委員長の委員長口述の中に「喫煙」および「禁煙」という文言の訂正の申し

立てがありましたので、その部分のみ委員長より申し出を認めます。 

 野澤委員長。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 すみません、それでは先ほどの報告で喫煙スペース、これの工事に関わって３カ所ほどです

ね、口述のところで「喫煙」と「禁煙」の言い違いがあったみたいですけれど、どこかという

ことが非常に不明確なので、質疑のところでのそこに関わるところをもう一度読み上げます。

そして討論のところでのそこに関わるところを読み上げます。さらに修正内容としてのそこに

関わるところを読み上げますので、よろしくお願いします。すみません。 

 管財課所管では、当局より喫煙スペース工事について、本館、市民窓口館、それぞれ１カ所

に庁舎の外側に主に目隠し工事をするものであり、経費がそれぞれ３２万４千円、６２万円か

かるとの説明に対し、委員より公共施設の敷地内では禁煙というのが時代の流れであり、この

工事は問題である旨の発言がありました。 

 次に討論の箇所ですけれど議案第７６号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）

について」に対して、反対討論として公共施設の敷地内での喫煙は禁止する方向が時代の流れ

であり、今回の喫煙スペース確保のための工事に関わる補正予算は適切ではないとの意見があ

りました。 

 なお、議案第７６号の採決結果は、管財課の喫煙場所確保のための１００万円余りの予算に

ついては適切でないと認められ削減すべきですが、その他の予算については妥当であると認め

られますので、否決ということではなく議員全員一致で本委員会において議員提案により修正

案を提出することを前提とし、修正して可決すべきものと決定しました。 

 最後です。じゃあもう１つ。これは議案の修正内容ですけれど、議案第７６号の修正内容は

２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費における事業名 庁舎等維持管理事務の１１節

需用費７１万３千円のうちの喫煙スペース工事に関わる３２万４千円および市民窓口館維持管

理事務の１１節需用費１１７万円のうちの喫煙スペース工事に関わる６２万円、合計９４万４千

円の減額修正であります。 

 以上、修正し訂正します。よろしくお願いします。 

 



 ２６３ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいま、市長より３件の同意案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４８ 同意第６号から日程第５０ 同意第８号を一括議題とし、提出議案に対す

る要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は、恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任

に伴う同意案件３件であります。 

 はじめに同意第６号 牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について

でありますが、委員の辞職に伴い新たに委員として中村亮氏の選任について、地方自治法第

２９６条の４第１項および牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により、議

会の同意をお願いするものであります。 

 中村氏は新任であり、任期は前任者の残期間の平成３１年３月３１日までとなります。 

 次に同意第７号 大口山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任についてであ

りますが、委員の辞職に伴い新たに委員として小林貞夫氏の選任について、地方自治法第２９６条

の４第１項および大口山恩賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により、議会の同意

をお願いするものであります。 

 小林氏は新任であり、任期は前任者の残任期間の平成３１年３月３１日までとなります。 

 次に同意第８号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会財産区管理委員の選任について

でありますが、委員の辞職に伴い新たに委員として久保田眞吾氏、天野傳氏の２名の選任につ

いて、地方自治法第２９６条の４第１項および兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会条例

第３条の規定により議会の同意をお願いするものであります。 

 久保田氏、天野氏は新任であり、任期は前任者の残任期間の平成２８年１２月１９日までと

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。 

 これより日程第４８ 同意第６号から日程第５０ 同意第８号までの３案件を議題とし質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております３案件については、会議規則第３６条第２項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本３案件は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 

 これより１件ずつ討論、採決を行います。 

 まず同意第６号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第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、同意第６号は原案のとおり同意することに決しました。 

 続きまして、同意第７号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第７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、同意第７号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に同意第８号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第８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、同意第８号は原案のとおり同意することに決しました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第５１ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 
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 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年第３回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本市議会は９月３日から本日まで２６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

だき感謝いたします。 

 はじめにこの場をお借りし、今議会において特に議論となった２つの案件に関して、私の見

解を表明したいと存じます。 

 まず、ミズベリング構想に関してであります。 

 土地の利用と切り離して提案したＮＴＴグラウンド跡地の買い入れに関しては、その土地に

建設を内定した三船ミュージアムに対しまして多くのご質問・ご意見をいただき、厳しい判断

が下されたところであります。このことを重く受け止め、三船ミュージアムについては建設を

進めることは困難であると判断し、プロポーザルによる手続きを終了することといたしました。 

 しかしながら当該土地に関しては、笛吹市の今後の発展を考えるとき欠くことのできない重

要な土地であるため、これまで議員の皆さまからお寄せいただいたご意見を踏まえ、引き続き

購入に向けての手続きを進めてまいる所存であります。もちろんその利用に関しては、これま

で以上に市民や議員の皆さまのご意見を伺い、理解を得てまいります。 

 次に、いわゆる重度心身障害児の医療費にかかる窓口での取り扱いの問題であります。 

 これに関しましても多くの議員の皆さまから、ご意見をいただいたところであります。 

 結論を申し上げます。来年１月から窓口無料化を実施することを目指し、次期定例会に条例

改正案を提案する予定であります。関係者の皆さまのこの間のご労苦に思いをいたしつつ、議

員の皆さまにご報告申し上げます。 

 さて、本市は昨年大きな節目となる１０周年を迎え、笛吹市のさらなる発展に向け取り組ん

でおります。来月１２日には１１周年の記念式典を挙行し市政功績者、公職退任者の皆さまの

表彰を行う予定であります。また昨年初めて開催いたしました笛吹市民まつりですが、本年も

実行委員会の皆さまを中心に１１日に開催いたします。市内の企業や商店、市民活動団体のブー

スや太鼓、ダンスなどのステージ発表に加え、代表作「ｈｏｍｅ」でも知られＮＨＫ紅白歌合

戦にも出場経験のある木山裕策さんのステージが行われます。このようなイベントが定着する

ことにより、新たな市民協働の取り組みの創出が期待されるところでもあります。議員の皆さ

まも、市民とともにこれらのイベントにご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 さて、秋の観光も本番となってまいります。９月１日からぶどうＥＸＰＯ２０１５が開催さ
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れており、１１月２日のヌーボーで乾杯カウントダウン、１１月７日・８日のワインツーリズ

ム山梨など深まる秋の景色や味覚をご堪能いただく、趣向を凝らしたイベントが予定されてお

ります。県内外から大勢の皆さんにご参加いただけるものと期待しております。 

 秋はスポーツ、文化・芸術の季節でもあります。１０月１８日には富士河口湖笛吹フルーツ

ライドが行われます。自転車で石和温泉郷をスタートし、精進湖・本栖湖・西湖・河口湖をま

わり最終的に石和温泉郷に戻る全行程約１２６キロのコースを走るイベントです。さらに１１月

２９日には、石和春日居温泉郷富士山眺望トレイルラン＆ウォークが開催されます。 

 また１０月から１１月にかけて文化祭、芸術祭が市内各地域で行われ、市民の皆さまの日ご

ろの文化・芸術活動の成果をご披露いただけるものと楽しみにしているところであります。ぜ

ひご覧いただきますようお願いいたします。 

 笛吹市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてでありますが、笛吹市人口ビジョン

とそれを踏まえた総合戦略の取りまとめが大詰めを迎えており、現在、市民の皆さまなどで構

成される総合戦略会議に最終案の叩き台を提示し、検討を行っているところであります。今後

パブリックコメントを経て、１０月末日までには国に報告することを目指しております。 

 また行政報告でも触れましたが、来月５日にいわゆるマイナンバー法が施行となります。全

国民を対象にした制度が全国一斉にスタートすることから動き出しが遅れる市町村もあり、笛

吹市の場合、通知カードが市民の皆さまの手元に届くのが１１月中旬以降になる予定でありま

す。制度が円滑にスタートできるよう今後とも制度の周知に努めてまいります。 

 彼岸を過ぎ朝夕は、めっきり涼しくなりました。これからいよいよ本格的な秋を迎えますが

議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、

今議会の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３回定例会を閉会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

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

閉会  午後 ５時３９分 
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
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