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開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第４回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 実りの秋から一年の締めくくりの師走に入ったこの時期、郷土の誇れる俳人飯田龍太先生の

「くれなゐの実のことごとく師走かな」が思い出され、同時に一年の過ぎる早さも実感される

今日このごろであります。 

 今年は今のところコートもコタツもいまだに準備していない方も多く、穏やかな温暖な１２月

を迎えましたが地域経済はいまだ厳しい状況が続いており、所得が上昇しないことによる消費

意欲の低迷、顧客単価などによるインバウンドの恩恵の効果薄、忘年会等の予約の低迷、気候

不順による農業生産額の低迷などなど、隙間風どころか木枯らしが吹き荒れております。 

 本市としましても全国的な課題である地方創生に関し笛吹版総合戦略が取りまとめられ、早

い段階での具体的施策への取り組みと国からの補助金獲得のための一過性の部分に終わらせず、

笛吹市民のニーズに合った予算組み立てと、ただいま本市においても予算編成の重要な時期、

単に前年対比減、いわゆるマイナスシーリングの指示ではなく市民の要望の多い少ない、また

マクロミクロ経済を分析し、総合計画との整合性を反映させたメリハリの利いた予算編成を強

く望むものであります。 

 なお本日、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申し上げます。 

 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１９番 前島敏彦君および 

 議席第２０番 小林 始君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 
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 本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの１５日間としたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から１２月１８日までの１５日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「会議関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、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。 

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

 次に監査委員から平成２７年８月分から平成２７年１０月分の例月出納検査の結果について

報告がございました。 

 お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１１５号から日程第３３ 議案第１４３号

までを一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年笛吹市議会第４回定例会の開会に当たり、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等について申し述べ、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。 

 はじめにスポーツ・学校関係の話題について触れたいと思います。 

 先月末にアメリカヒューストンで開かれた重量挙げ世界選手権大会に市職員の中山陽介さん

が出場し健闘したところであります。 

 また１１月１日に開催された山梨県中学校総合体育大会の駅伝で、石和中学校が３連覇を成

し遂げ１１月２９日に関東大会に出場しました。今後、１２月１３日には全国大会に出場する

予定となっており、上位入賞を目指した活躍を期待するところであります。 

 次に全国的な課題への行政対応についてであります。 

 地方創生に関しましては、策定作業を進めてきた総合戦略を１０月いっぱいで取りまとめた

ところであります。県内自治体の中でも早期に策定しましたので、早い段階での施策への取り

組みに着手ができ、国の優先的支援も期待されます。今後この戦略の四本柱、すなわち結婚か

ら子育てまでの継続的サポート、地域産業の活性化と経済対策、安心して暮らせるまちづくり、

移住定住の促進を軸としてさまざまな施策を着実に進めてまいります。 

 マイナンバー制度につきましては、個人番号が記載された通知カードが郵送されたところで



 １１ 

あり、個人番号カードの申請をされた方に対しては来月から交付が始まります。各地でさまざ

まな問題が発生しているようですが、本市においてはセキュリティ面など万全を期すよう取り

組んでまいります。 

 国勢調査につきましては調査員、指導員等、多くの市民の皆さまにご協力をいただき調査を

行ってまいりましたが、現在は集計作業に入っております。速報値については、来年２月に総

務省から公表される予定となっております。 

 次に産業関係の動向について申し述べます。 

 はじめにミズベリング構想についてであります。 

 ＮＴＴ用地の活用に関しまして、市民の利用および産業振興のための総合的整備および周辺

交通網整備の素案の検討を行っております。 

 用地の取得につきましては経済活性化や市民の憩いの場など長期的展望に立ち、市が行うべ

き施策の礎をつくっていく上で必要な土地であるとの強い信念のもと、早い段階での取得に向

けた準備を行っております。 

 今後も引き続き市民の皆さまや議会のご意見を反映した利用方法について、煮詰めてまいり

ます。 

 さらにはミズベリング構想のソフト事業等を協議する１０の検討会についても随時開催し、

経済活性化策等幅広い検討を行っており、国の交付金を取り入れたイルミネーション事業など

実現可能なさまざまな取り組みの議論を行っているところです。 

 次に農業についてですが、今年は長雨による日照不足等もあり桃・ぶどうの生育に影響が及

び例年に比べ生産量が落ち込む結果となりました。農家経営の継続や生活に影響が及ばないよ

う、ＪＡが貸し出す農業対策資金について農家の方々が無利子となるよう補助金をＪＡに交付

する予定です。 

 また農業用機械等を購入する際の補助金につきましても要望が多いため、９月に続き今議会

に補正予算案を提出させていただいたところであります。雪害からの復旧については年度内に

すべての復旧工事が完了するよう取り組んでまいります。 

 世界農業遺産についてでありますが、国際連合食糧農業機関による認定を目指し峡東３市と

山梨県が一体となり、峡東地域世界農業遺産推進協議会が１０月に設立されました。来年４月

の申請を目標にシンポジウムの開催や地区説明会などを計画しています。認定に向けては地域

の盛り上がりが不可欠の要素とされていますので議員の皆さま、市民の皆さまのご理解をお願

いします。 

 差し当たり明後日６日、日曜日の午後１時３０分から甲州市の勝沼ぶどうの丘で世界農業遺

産認定を目指すシンポジウムが開催されますので議員の皆さま、市民の皆さまのご参加を呼び

掛けるところでございます。 

 次に観光に関してであります。 

 ニュースでも報道されましたが、本年１月から１０月までの訪日外国人数は前年度期比４８％

増の１，６００万人を超え、年間予想も１，９００万人台に達するものと見込まれています。 

 山梨県について、宿泊者数で見ますと１・６月期は前年比１５５％と大きく伸びており、国

別では中国が５４％を占めています。 

 依然として外国人の日本への観光趣向が強いことから、５年後の東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えつつ、この期を逃さず新興国を中心に宣伝・誘客を行っているところです。
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具体的には１０月に副市長と教育委員会で中国天津市を訪問し、教育分野を中心とした交流を

深めてまいりました。今後は教育交流に関する協定内容等について協議していく予定となって

おります。 

 同じく１０月に私がフィリピンのアルバイ州を訪問し、政府関係者ほか州知事と今後の交流

について意見交換を行ってまいりました。これをきっかけに先週、先日、アルバイ州の視察団

が笛吹市を訪れました。今後はフィリピン全体を視野に交流が進むよう取り組んでまいります。 

 また、かねてから友好関係にある中国肥城市の訪問団が本市を訪れました。歓迎レセプショ

ンでは両市の友好関係をさらに深めることができました。レセプション後には足湯ひろばで開

催されていた「ヌーボーで乾杯」にも参加され大変喜ばれており、同市との交流についても今

後拡大してまいります。 

 石和温泉駅周辺整備事業については南北自由通路、駅北口広場は来月末に完成予定となって

おり、駅北側からの乗降も容易となります。２月１２日には竣工式典を行い、供用開始の予定

となります。 

 発車メロディーにつきましては、曲目について募集をかけたところ市内外から７４件の応募

があり、御坂町出身の米山愛紫さんが作詞し、山梨県を代表する民謡である「武田節」に内定

しました。ＪＲ東日本において正式に採用されれば竣工式でのお披露目となる予定です。 

 次に福祉・市民生活に関してご報告します。 

 まず重度心身障がい児の医療費助成についてですが、第３回定例会でもお伝えしましたとお

り１月からの窓口無料化に向けて現在、準備を進めており、今議会に関係条例の一部改正およ

び補正予算案を提出させていただいたところであります。 

 非常に短い準備期間ではありますが、今月末には対象者のお手元に受給者証をお届けできる

よう、しっかり準備を進めてまいります。 

 次に指定ごみ袋の導入についてであります。 

 これは来年１１月に予定されている境川中間処理施設の試運転に併せ、すでに有料化されて

いる３市と歩調をそろえるとともに、可燃ごみの減量と適切な分別を推進するため実施するも

のであります。 

 市からの諮問に対し７月に笛吹市廃棄物減量等推進審議会から答申をいただき、これを踏ま

えて市の方針を固め、区長会をはじめとする関係方面に説明を行っているところであります。 

 次に消費刺激と地域経済の活性化を目的とした給付金についてご報告します。 

 前回６月に実施したプレミアム付き商品券ですが大変好評だったことに加え、さらなる地域

の消費喚起のため笛吹市商工会が第２弾の販売を行うことになりました。市でも前回に引き続

き国の交付金を活用しバックアップすることとし、明日・明後日の２日間で限定１万セットを

販売することになっております。 

 １０月中旬から支給を開始した臨時福祉給付金につきましては、１１月現在５４％程度の申

請に留まっています。１２月２８日の申請期限までに申請を行うように申請者へのさらなる周

知を徹底してまいります。 

 また子育て世帯臨時特例給付金につきましては９月１日をもって申請受付を終了し、８，

７５７名に支給いたしました。 

 以上で行政報告を終了し、続きまして本日、提出させていただきました案件につきましてご

説明申し上げます。 
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 提出させていただいた案件は条例案９件、補正予算案５件、指定管理者の指定１３件、その

他２件、合わせて２９案件でありますがその主なものにつきまして概略をご説明申し上げます。 

 まず条例案についてであります。 

 笛吹市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条例の制定に

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に基づ

く個人番号の利用に関し、必要な事項について定めるものであります。 

 笛吹市営自動車駐車場条例の制定については、石和温泉駅北口広場整備工事により新設され

る石和温泉駅北口駐車場の管理および運営について定めるものであります。 

 笛吹市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定については、公共下水道事業で採用して

いる会計方式が特別会計方式から公営企業会計方式に移行することに伴い、地方公営企業法の

財務規定等の適用について定めるものであります。 

 笛吹市税条例の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い徴収猶予の申請手続き等に

ついて所要の改正を行うものであります。 

 笛吹市税条例等の一部を改正する条例の一部改正については、地方税法施行規則等の一部改

正に伴い笛吹市税条例等の一部を改正する条例の改正規定について、所要の改正を行うもので

あります。 

 笛吹市手数料条例の一部改正については、公的年金制度の健全性および信頼性の確保のため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続厚生年金基金および存続企業年

金連合会における改正前の厚生年金保険法の適用について、所要の改正を行うものであります。 

 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例等の一部改正については、中学生以下のすべての児童

が窓口無料により医療費の助成が受けられるよう重度心身障害者医療費助成制度、子どもすこ

やか医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、相互の対象要件を見直すため所要の改正

を行うものであります。 

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

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正については、指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理条例の一部改正については、道路法施行令の一

部を改正する政令の施行および山梨県道路法施行条例の改正に伴い、所要の改正を行うもので

あります。 

 次に補正予算案について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４号）でありますが、既定の予算額に歳入歳出そ

れぞれ３億４２７万円を追加し、総額を３５６億８，７８７万円とするものであります。 

 また繰越明許費の追加および変更、債務負担行為の追加、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市税３，２３０万円の減額。地方交付税１億１，０３４万

円の追加。分担金及び負担金３，７９５万円の減額。国庫支出金８，５７３万円の追加。県支

出金４，１４２万円の追加。繰入金２，６６３万円の追加。諸収入５７３万円の追加。また市

債については合併特例債８，５００万円。過疎対策事業債を１，９９０万円追加するものであ

ります。 
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 次に歳出の主なものとしましては、子どもすこやか医療費助成事業に２７２万円。国民健康

保険特別会計繰出費に１億６，９７８万円。ごみ収集事業に１，１７３万円。障がい者介護給

付事業に２，０７０万円。地域農業振興事業に１，５３０万円。農業施設整備事業に３，５００万

円。林道維持管理費に１，５００万円。市道改修にかかる合併特例事業に３，８００万円。小

中学校施設整備事業に１，２５０万円。芦川地区過疎地域活性化基金に２，０２０万円の追加

等を行うものであります。 

 次に特別会計の補正予算案であります。 

 国民健康保険特別会計等３会計につきまして、総額２億８，５９７万円を増額するものであ

ります。 

 次に公営企業会計の補正予算案であります。 

 平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）では、収益的収入及び支出において

４５０万円を減額し総額を１６億８，５２０万円にするものとし、資本的収入において１，９００万

円を追加し総額を１０億５，３０３万円に、資本的支出において３５０万円を追加し総額を１４億

７，１７１万円にするものであります。 

 続きまして、公の施設に係る指定管理者の指定についてであります。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決をお願いするものであり、指定期

間満了により再指定する２３施設について、平成２８年４月以降の指定管理者を指定するもの

であります。 

 その他の案件につきましては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、提案理由をご説明させていただきま

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を申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第１１５号から議案第１４３号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

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

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

 質疑はありますか。 

 （ 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１１５号から議案第１４３号の２９案件については、

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

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後２時１０分といたします。 

休憩  午後 １時５６分 

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

再開  午後 ２時１０分 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 ただいま、３件の議員発議が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３４ 発議第７号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 発議第７号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」 

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

定により提出します。 

 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ４ 日 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 海野利比古 

   〃    北嶋恒男 

   〃    野澤今朝幸 

   〃    岩沢正敏 

   〃    荻野謙一 

   〃    保坂利定 

   〃    神宮司正人 

   〃    神澤敏美 

 笛吹市都市計画税条例の一部改正について 

 笛吹市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 笛吹市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 笛吹市都市計画税条例（平成１６年笛吹市条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

 附則 

 第１７号中「平成２７年度」を「平成２８年度」に改める。 

 附則 

 この条例は平成２８年度、４月１日から施行するというふうになります。 

 提案理由 

 笛吹市は合併当時、峡東都市計画区域と東八代郡市計画区域の２つの都市計画区域に属し、

石和町地区において用途地域が指定され、土地区画整理事業など都市計画事業を実施し都市計
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画税条例がありました。石和町以外の旧町村は用途地域の指定もなく都市計画税もありません

でした。 

 現在の笛吹市都市計画税条例は合併時の石和町都市計画税条例をもととしたため、納税義務

者等を都市計画区域内に所在する土地、または家屋の所有者としています。都市計画税は都市

計画事業や土地区画整理事業に必要な費用の一部を負担していただくためのものであり、開発・

整備・保全するという都市計画の明確な目的があって課すことが許される目的税であります。 

 平成２２年度以降、低迷する経済情勢や各種税・料金の改定に伴う市民の負担増回避、東日

本大震災の影響による市民経済状況の悪化、消費税の引き上げ、平成２６年２月の大雪による

雪害等を勘案し、都市計画税の課税は３回にわたり猶予されてきました。 

 条例改正後においては１年間の課税猶予期間を設け、都市計画マスタープランに基づく都市

計画区域の線引きの見直しも含め、現在策定されている都市計画について市民の理解を得られ

る形で公平・公正な税負担を求める。このために所要の改正を行う必要があり、これが本改正

案に提出する理由であります。 

 以上でございます。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   次に日程第３５ 発議第８号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 

 誠和会の梶原です。 

 議長の許可をいただきましたので、議員発議の説明をさせていただきます。 

 発議第８号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」 

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

により提出します。 

 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ４ 日 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 梶原 清 

   〃    小林 始 

 それでは改正案の内容を説明します。 

 笛吹市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 笛吹市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

 ３条中、税率を「１００分の０．２」を「１００分の０．１」ということで、税率を軽減す

ることを改めるものでございます。 

 附則 

 この条例は平成２８年４月１日から施行する。 

 提案理由ですが、合併特例で不均一課税とされてきた都市計画税は平成２２年、公共料金等

の統一の関係で２年間延長し、さらに平成２４年、東日本大震災でさらに３年延長され、さら

には平成２７年、消費税、大雪等の被害があったということで１年延長、合計６年間の延長を
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されてきました。もう、都市計画税はこれ以上、延長はないと思います。そんなことで再三に

わたり６年間、課税延期されてきましたが合併終了して１１年を経過する中で、地方交付税の

一本算定により交付税が順次、減額、歳入減少となる一方ですね、歳出につきましては少子高

齢化による福祉費や介護、医療などの扶助費がですね、合併後、市民１人当たりの経費がです

ね、１７０％ぐらいに増額、増えております。 

 そんなことで経費が増える中、なお今後も一層ですね、大幅な歳出が、扶助費等が増額が予

測されているところであります。 

 そんな中で財政的には笛吹市の規模におきましては、国が示すですね、笛吹市の規模でいき

ますと基準財政需要額につきましては、今現在の笛吹の３３６億の予算規模からいいますと

１００億円ぐらい笛吹市は大きな予算を抱えております。県内の例を挙げましても同規模の甲

斐市、ならびに南アルプス市から見ますとやはり１００億から７０億くらい笛吹市が予算が多

くなっております。 

 そんなことで、市の出しております中長期財政計画を見ますと１０年間で予算規模が２５億

円ほど縮小するわけですが、その中で特に減少するのは普通建設事業費が２０億円で減額のほ

とんどが普通建設事業費ということで、どうしても普通建設事業費の縮小を余儀なくされてお

ります。 

 よって今、予定されています都市計画税の利用目的は起債償還でなくですね、しっかり市の

都市計画マスタープランを策定していただいて、受益、市民に理解をいただくために受益と負

担の原則からですね、今後この都市計画税についてはなくてはならない財源だと思っておりま

す。 

 しかしながら石和町以外の地域では初めての税であり、将来、住みよい住環境整備、まちづ

くりの整備をするための理解をいただくために税率を軽減して、市民に理解をいただくもので

あります。 

 そのため、今回この所要改正を行うことが議員発議である提案理由であります。 

 以上であります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   続いて日程第３６ 発議第９号を議題とします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 発議第９号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」 

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

定により提出します。 

 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ４ 日 

 笛吹市議会議長 大久保俊雄殿 

提出者 

笛吹市議会議員 上野 稔 

   〃    志村直毅 

   〃    前島敏彦 



 １８ 

 それでは趣旨をご説明いたします。 

 本案の改正内容は笛吹市都市計画税条例の一部の改正について、附則に次の１項を加えるも

のであります。 

 附則の１８としまして、平成２８年度から平成３０年度までの間、第３条に規定する都市計

画税の税率については、同条中「１００分の０．２」とあるのは「１００分の０．１」とする

１項を設けます。 

 それでは提案理由を説明します。 

 本市の都市計画税は合併後の不均一課税の特例後、公共料金の均衡化や介護保険料の改定、

東日本大震災の発生、消費税率の５％から８％への引き上げなどによって三度にわたり計６年

間、課税を延期してきました。 

 今後、合併特例期間終了に伴う地方交付税の一本算定化が迫り、人口減少と高齢化で歳入の

減少が見込まれる一方で扶助費などの消費的経費が歳出を圧迫し、必要な都市計画施設等の財

源や普通建設事業費の大幅な不足が予想される状況であります。 

 都市計画税は市民生活に必要なインフラや施設の整備に充てるものであり、必要な財源であ

ると考えておりますが、新たに石和町地域以外の都市計画区域内の地域への負荷が行われるこ

とになります。このため、課税再開から３年間は税率を半分に軽減することによって市民生活

と財源の安定、ならびに都市計画行政による受益と負担の調和を図ろうとするものであります。 

 本市のまちづくりに必要な都市計画施設の整備に充てる財源を確保しつつ、市の都市計画マ

スタープランの中間年度である平成３０年度に向けて見直しが想定されることから、将来、必

要な事業や施設の整備を位置づけたあとに、税率を本則に戻していくという条例改正を行うも

のであります。 

 なお、課税自体の猶予についてはすでに３回の猶予を行っており、課税再開により境川に建

設中のごみ中間処理施設等の整備に必要な財源として充当することもできることから来年４月

からの課税再開を行っていくべきと考えるから、附則による３年間の税率軽減としております。 

 以上のような理由で所要の改正を行う必要があり、これが本改正案を提出する理由でありま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 発議３件のそれぞれの提出者より説明が終わりました。 

 これより、発議第７号から発議第９号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま３件の発議については委員会に付託することになっておりますので、ここでは大綱

的な質疑に留めたいと思います。 

 質疑はありますか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております発議第７号から発議第９号の３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総務常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 週明けの７日は、議案調査のための休会といたしたいと思います。 



 １９ 

 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、週明けの７日は休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は１２月８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 ２時２７分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 改めまして、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお本日、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申し上げます。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会へは１１名から１９問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を遵守され、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。 

 質問時間内での質問、持ち時間の配分にご注意いただき明瞭な質問をお願いするとともに関

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。 

 なお、関連質問については先例により答弁内容に答弁漏れ、不足または不明確な点があり、

当局に答弁を求める必要がある場合としますのでご承知ください。 

 それではただいまより順次、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、若者をはじめとする有権者の投票率向上の取り組みについてお伺いいたします。 

 近年、若者をはじめとする有権者の投票率向上を図っていくことは喫緊の課題です。明年の

参議院選挙からは選挙権が１８歳に引き下げることも見据え、有権者一人ひとりに着目したさ

らなる投票機会の創出や利便上の向上が求められます。 

 本年の統一地方選挙では低迷する若者の投票率アップを目指し、大学のキャンパス内に期日

前投票所を設置し、選挙の啓発活動を推進する動きが見られました。そのほか期日前投票所を

通勤者らの多くが利用する主要駅の構内に設置した長野県の松本市の事例や、また交通の利便

性に優れたショッピングセンター内の通路に設置した広島県福山市の事例など、各地域で積極

的な取り組みが注目されています。 



 ２４ 

 総務省においても、今回の統一地方選挙で明るい選挙推進協会や若者選挙ネットワークと協

力して、特に低投票率にある若い世代を中心に投票を呼び掛ける啓発活動を全国各地で実施し

ました。また昨年５月から投票環境の向上方策等について関する研究会を開催し、有権者が投

票しやすい環境を整備するための具体的方策等について検討を進め、本年３月２７日に中間報

告を公表しております。 

 今後、国と地方が協力して啓発活動を取り組んでいくとともに、各自治体においても先進事

例を参考に積極的に投票率向上に向けて努めていくことが重要であると考えます。そこで本市

における若者をはじめとする有権者の投票率向上の取り組みについて、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 公職選挙法が改正され、選挙年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることになり、１８歳

および１９歳の新たな有権者が全国で２４０万人増加し、早ければ来年の参議院議員選挙から

投票できることになりました。 

 新たに高校３年生となる一部の生徒が有権者となり、高校における政治教育、主権者教育を

促進させる大きな機会でもあることから、これらを教育にどのように取り入れるのか、小中学

校を含めた学校現場全体で考え、そして選挙管理委員会や教育委員会などが一体的に啓発活動

に取り組む環境づくりが必要だと考えます。 

 本市といたしましても、今回の制度改正を若者のみならずすべての有権者がより選挙に関心

を持つ機会になるよう、積極的に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 そのために市の広報紙へ選挙啓発記事を掲載することを予定しておりますが、この記事をシ

リーズ化することや、学校現場においては授業や児童会・生徒会活動などを通じて選挙への興

味関心を高める取り組みを促進してまいりたいと考えております。 

 また利便性の高い場所への期日前投票所設置につきましては、その経費や設備面など多くの

課題があることから、その実施方法や効果について十分に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） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。１９４５年に２５歳以上の男子に投票権が与えられて、そして、与

えていたのが今度、男女の２０歳以上ということになりまして、７０年後のこの大きな転換の

時を迎えていますけども、昨年のスコットランドの独立のときなんかは１６歳で投票権を与え

て、そしてやったというそういう事例もありますけど、各国に遅れては日本ちょっといると思

うんですけど、そういった場合のやはり子どもさんたちの主権教育というか、そういうことに

ついて具体的にどのようなことを考えているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 



 ２５ 

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） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 

 選挙権が１８歳に引き下げられたということで、来年の参議院選挙からは高校生、高校３年

生の一部の生徒から投票ができるというようなことになりました。それにつけて現在、小中学

校においてもこのような県の選挙管理委員会から出ておりますパンフレットにおいて、選挙に

対する啓発を行ってます。また実際、小中学校児童会選挙とか中学校の生徒会選挙なんかでそ

ういった選挙、投票活動を通じて、いわゆるそういう啓発を進めていくというふうに考えてお

ります。 

 また高校においては、笛吹高校のほうにもちょっと確認をしたんですけども、やはり総務省、

文科省で出しているこういった高校生向けのパンフレットがございます。これらを活用すると

いう形で社会科の公民、また総合的学習の中で１年生から３年生までの間、こういった授業を

していくということで聞いております。 

 また市といたしましても、また独自にそういった学校に対する選挙へのそういう活動という

か、そういったことをやっていく必要があるのかなと思いますので、今後また検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 中には小学校で給食の献立というかな、そういったもの、何がいいかというそういった投票

なんかをね、しているところがあるんですけども、小さいうちからやはりそういった環境にな

らせるというか、そういうことが必要じゃないかと思いますけれども、そしてまた細かいこと

もこれから徐々に考えていただけるのでしょうか。 

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） 

 お答えをいたします。 

 たしかに子どものころからそういう選挙に対するそういった気持ちというんですかね、そう

いったものを植え付けさせるということは非常に大切なことだと思っています。今、１つの事

例として出されましたけども、今現在では先ほど言ったように児童会選挙とか生徒会選挙、そ

ういったものでやっておりますけども、また学校のほうとも協議していく中で何かそういった

うまい方法があるかどうかは検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上、答弁とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ＮＰＯ法人の、僕らの一歩が日本を変えるというＮＰＯ法人は国会議員に５回ほど、１００名

近くが集まりまして、高校生と国の上の人たちと対等に話し合いながら、質問しながら身近に



 ２６ 

政治を感じていくという、そういうことの試みも進んでおります。また笛吹市においてもそう

いった国会議員とか、そういった私たちもなんでも行きますけども、そういった人たちとやっ

ぱりいろんなことを、身近なことを共に考えていくという、そういった視点が大事ではないか

と思いますけど、そのようなことはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 おっしゃるとおり、身近に政治を感じていくということは必要なことだと思います。そういっ

たことが将来、選挙権を持つときになって選挙に対するそういう思いをしっかりと、また自分

の考え方を投票という形で表せるというようなことにつながると思いますので、そのへんにつ

いても各市の取り組み等を参考にさせていただきながら、検討してまいりたいというふうに思っ

ています。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。選挙権が今度１８歳になるとすると、選挙についてまだいろんなこ

とが分かっていない人たちが選挙活動もできるようになります。その中でいろんな大人とか、

そういう関係もあって買収などに関わってしまって犯罪を犯した場合などは、罰則としてどの

ようになるのかお願いします。 

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） 

 高校生とかについての罰則というのは、まだこちらのほうでも具体的には聞き及んでおりま

せんけども、そうなる前に教育的なことでよく選挙制度、それからいろんな意味での政治的な

ことに関心を持つように教育していくことが第一だと考えておりますので、罰則等については

今ここではちょっと回答はできませんけども、そんなふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 犯罪における、問われるのは２０歳ですよね。でも選挙権は１８歳。このギャップを埋める

ために今度の法の特例措置が取られていると思います。そして検討して同じように、２０歳の

人たちと同じように罪をちゃんと償うような、そういうふうになっていると思いますので、そ

の点、積極的にもう皆さん選挙してくださったのに、大丈夫だと思ったら自分が罪を犯してし

まったなんてことでは本当に申し訳ないことですから、特にしてはいけないこと、そういった

ことはいち早くやはり１８歳、１９歳の人たちに教えていただきたい。広報とか何かで訴えて

いただきたい。そういうことも思いますけども、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） 

 再質問にお答えをいたします。 
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 最初の答弁でもありましたように、こういった県選管とか国で出しているパンフレットの中

にもそういった選挙違反に関する項目が載ってございますので、こういったことをしっかり小

さいうちから覚えていただいて、大人になったときもそういったことは絶対しないといったこ

とを学ばせるためにしっかり教育できるように努め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） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 なんかああいう選挙のことに関すると難しいような言葉がいろいろありますけれども、子ど

もさんにも分かるように、本当に１８歳、１９歳の人たち、また小学校の人たちにもこれから

教育としてやっていくと思いますけど、分かりやすい言葉で、ぽんぽんという感じでもって箇

条書きでお願いしたいと思います。 

 それとあと１８歳になった、その選挙権のとき、大学とかいろんなことでもって、お勤めと

かいろいろでもってこの地を離れていってしまう方、そういった方たちは投票権があるにもか

かわらず、どのようになるのか、お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えをお願いします。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 学生等の場合につきましては、今現在も２０歳を過ぎた学生については、住所がこちらにあ

る方とこちらで投票しますし、住所を持っていっても学生については地元のほうでできるとい

うこともございますから、１８歳についてもそのようなことではないかと思いますけども、細

かい点についてはまだ、のちほどお答えを申し上げたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ３カ月経たないと選挙権を失ってしまうような今の制度になっておりますが、国の流れとし

て今後、それも前にいたところも含めた３カ月というような格好になるかもしれませんので、

国の動向を本当にしっかりと見極めながら、できるところはできる、こうなりましたというこ

とで、またそういったことも広報なんかでお願いしたいと思いますけど、よろしくお願いいた

します。 

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） 

 今度の選挙法の改正につきましては、先ほども答弁で申し上げましたように広報等でもお知

らせしますし、できるだけ今、若い人たちの投票率というのが非常に低くて本市においても２０歳

から２４、２５歳までの率というのが非常に低いですので、その点も踏まえて広報等に努めて、

できるだけ多くの方が投票できるようにしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 先ほども話しましたけど投票所をそれこそ利便性の向上を求めたということで、ショッピン

グセンターの通路とかいろんなところで試みをしている団体がありますけど、自治体がありま

すけども、やはりそういったことも考えていただきたいなとも思うし、その場合にやはり駐車

場があること、エレベーターとかそういったものもあること、そして選挙の道具を保管しとく、

ちゃんと保管する場所もあること、そういったことも検討しながらやっていかなければならな

いと思いますけども、その点は、新たな考えはどのように、また検討してくださっていただき

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） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 利便性の向上という部分については、先ほど議員のご質問の中にもありましたけど先進地の

ですね、いろんな事例がございますので、それらを参考にしながらですね、どういった形が笛

吹市にとってですね、有効であるかということをよく検証しながらですね、検討してまいりた

いというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 例えば自分の区はここなんだけども、自分のいろいろ、通勤している関係とかいろんな関係

を考えて違うところでやってみたいとかそういったこともあろうかと思いますので、そういっ

た融通がきくというか、そういったことをお願いしたいのと同時に、これからは他の地域の方

たちももうそこでやってもいいような、どこか、それが可能になるようなそういう方向性もこ

れから出てくるかと思いますので、どうかその点もよろしく、柔軟に考えていただけるでしょ

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） 

 どこでも投票できれば一番いいとは思いますけども、今、投票区ということで選挙法で決まっ

ておりますので、それを遵守するということでうちのほうでは処理したいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。じゃあ２問目にいかせていただきます。 

 若年層の自殺対策についてお伺いいたします。 

 平成２２年以降、わが国の自殺者総数は減少傾向にあるものの依然として年間２万５千人以
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上もの人が命を絶っている現状にあります。その中でも若年層の自殺者数の減少幅は他の年齢

層と比べ小さく、若年層に対しては自殺者対策を強固に図っていくことが求められています。 

 ２０歳未満の自殺の原因は学校問題、２０代と３０代は健康問題が最も多く挙げられていま

す。また２０代は勤務問題、そして３０代は経済、生活問題がそれに次ぐ多さとなっています。

また、平成２４年１月に内閣府が実施した意識調査によりますと「自殺をしたいと思ったこと

がある」と答えた人の割合は２０代が最も多くなっています。 

 これらを打開するために、平成２４年に自殺総合対策大綱の全体的な見直しが初めて行われ

ました。そして２４年８月に「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現を目指して～」が閣議決定されました。 

 見直し後の大綱では「具体的施策として、若年層向けの対策やまた自殺未遂者向けの対策を

充実すること」「地域レベルにおける実践的な取り組みを中心とする自殺対策への転換を図って

いく必要性」「国、地方公共団体、関係団体および民間団体の取り組みで連携して、また協力し

てこれを推進していくこと」などを強調しております。そして平成２８年までに自殺死亡率を

１７年に比べ２０％以上減少させる目標を掲げています。そこで本市における若年層をはじめ

とする自殺の原因分析、自殺予防の強化策を各地域で積極的に推進していくことが重要ではな

いかと考えますが、本市の取り組みをお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えをいたします。 

 本市の自殺による死亡者の推移を見ますと、年間１１人から２２人の範囲で増減を繰り返し

ており、この１０年間の合計では１５１人でした。男女別の傾向では男性の１０８人に対し、

女性が４３人と男性が多くなっております。 

 年代別では０歳から１９歳という、先ほど若年層というふうに言われましたが、１９歳まで

で捉えますと４人ですね。それから２０代が１０人。それから３０代が２４人。４０代が３０人。

５０代が３１人。６０代が３２人。７０代が１３人。８０代以上が７人となっております。こ

うして見ますと４０代、５０代、６０代、働き盛りと言われる年代がそれぞれ３０人を超えて

いるという現状でございます。 

 自殺防止、予防の取り組みといたしましては平成１８年より心療内科の医師、精神保健福祉

相談員、それから保健師によるこころの健康相談のほか早期対応の中心的役割を果たす人材養

成としてのゲートキーパー養成事業、市民一人ひとりの気づきと見守りを促すための自殺予防

講演会、自殺予防の啓発として市の広報紙やホームページの活用やパンフレットの配布等を行っ

ております。 

 また各種健康教育時にうつ病予防についての内容を加えるとともに、出産したすべての産婦

を対象に保健師、助産師の訪問を行っておりますが、その訪問時に産婦のうつ病チェックを実

施しております。さらに中学生を対象に命の大切さを知ってもらうためのいのちの授業を実施

しております。 

 今後も命の大切さや自殺予防に継続的に取り組み、母子保健から高齢者保健まで市役所の庁

内だけでなく県、それから関係団体等と連携し、きめ細やかな支援をしていきたいと考えてお
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ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 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。大阪などは自殺の、すごくほかの県よりも最高に、第１位に減ら

したところなんですけども、それはやはり電話なんかの相談、そういったものをすごく中心的

に置いたらしいんですね。やはり悩んでいた人がどこかに行って相談というのはちょっと難し

い部分もあろうかと思いますし、やはり電話だったら姿が見えない、そういうこともあります

ので、そういったことを考えていただきたいと思うんですよね。そしてまた、そういった番号

とかそういったことは、やはり自殺する場所というか、結構多い、同じ場所もあろうかと思う

んですね。そういったところに張り出していただきたい。夜だったら駄目かもしれないけど、

昼間だったら死のうと思ったとき、それを見るかもしれない。そういう最後の最後まで諦めず

に私たちも、市としても取り組んでいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 電話相談等につきましては、市が単独で電話の相談を開設するというのはなかなか難しい部

分がございますので、県全体でそういった窓口というか電話相談を設けておりまして、そこに

つなぐような啓発を行っております。 

 また、その電話先等を記したものを掲示をするということですが、ここ１０年、その自殺が

多くなっている中で、自殺という言葉だけとりますと非常に殺伐としたものがございまして、

字が目に入ってしまうと逆にその刺激をしてしまうということもございますので、以前であれ

ば眠れなくなったらとか、あるいはちょっと心配事があったらとかということで啓発を呼び掛

けるティッシュペーパーであるとか、そういったものを用意をしまして取り組んでいるところ

でございます。今後も引き続きご指摘のような啓発を取り組んでまいり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） 

 やっぱりティッシュペーパーなんかも私たちも申し訳ない、全然手にしたことがありません

ので、やはり何か悩みがあったらとか、先ほどおっしゃいましたけど、そういったような、ぽ

わんとしたようなやり方でもいいですから番号をお願いしたいと同時に、その番号も今はね、

いろんなものでもって３桁の番号とか分かりやすいように、覚えやすいように、生きる希望が

出てくるような番号を選んでいただいてやっていただきたいなと。それはまた県のほうにも市

として訴えていただきたいなと思いますけど、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。 
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〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えいたします。 

 ご指摘をいただきましたように工夫をしながら、また県のほうにも働きかけをさせていただ

きたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 先ほどゲートキーパーの話がありましたけど、埼玉県さいたま市ではやはり中学の先生全部

にそれを研修受けさせて、命の門番という先生方たちがそういった初期的な対処がしっかりで

きるようにとっておりますけども、今年からは小学校も全部、小学校の教員も入れてやるよう

な意気込みですけども、笛吹市としてはそのような考えを考えていただきたいですけど、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） 

 お答えをいたします。 

 ご指摘がありましたような、先ほど答弁いたしましたが、平成２２年からゲートキーパーの

養成事業を行っております。中身といたしましては、今ご指摘がありましたような小学校、教

員関係であるとか保育園の保育士さん、また民生児童委員さん、介護施設の職員の皆さん、ま

た日赤奉仕団や食生活改善推進員の皆さんなどを対象に、これまで延べで１２回開催をしてお

ります。５５４名の方が参加をしていただいておりますし、また市役所の職員につきましても

保健福祉部を中心に研修に参加をしていただいて、ゲートキーパーとして日ごろの業務の中で

気が付いた点をご指導というか、結び付けていただくようにしております。今後も引き続いて

取り組んでまいり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） 

 ぜひまた学校の先生方には全員が、毎回毎回新人の先生方も出てきますのでしっかり受けて

いただいて、子どもたちを助けていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、渡辺清美君の一般質問を終了します。 

 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 続いて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私は２問、質問をいたします。 
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 まず１問目、笛吹市都市計画税（目的税）の導入について伺います。 

 笛吹市では平成２８年４月から都市計画区域内に宅地および雑種地を含めた所在する土地な

らびに家屋に対し、その価格の課税標準として当該土地または家屋の所有者に０．２％を課す

る。特に公共下水道事業およびその下水道事業債の償還に充てるとしております。 

 平成１６年、合併により笛吹市となり６町村の合併協定書において第８項の（２）で「都市

計画税については目的税であるため、新市施行において都市計画法の土地利用計画に基づいて

検討していく」としております。現在の条例は平成１７年度から２１年度までの５年間は合併

前に課税されていました石和町地域のみ都市計画税が課税され、それ以外の地域には課税しな

いこととされていました。平成２２年度以降、石和町地域のみに課税され不均一課税の期間が

終了するため、市都市計画税条例に基づき、都市計画区域の全域に課税することとなっていま

したが、経済情勢や東日本大震災の影響を鑑み、平成２６年度まで三度の条例改正をし６年間

の課税猶予を行い現在に至っております。 

 ２２年度の際に市民にきめ細かく説明をして理解をいただくことが不可欠であり、この条例

を廃止し新たに検討会にて審議すべきであったと思います。現条例のまま指定された都市計画

区域に課せられる都市計画税は下水道事業のできない区域、将来も計画されない区域にも課税

され目的税として受益と負担が一致しません。公平・公正からの原点である課税徴収を考える

とき、ここで都市計画税区域を見直し、将来のある若者たちのために理解を得られる笛吹市構

築の都市計画を提示するべきと考え、５点お伺いします。 

 １点目、笛吹市都市計画の概要とその主要事業について伺います。 

 都市計画税は、地方税法により都市計画区域の土地家屋に市町村が条例を制定して、そして

条例に基づき課することのできる税金で、都市計画事業を行う市町村において事業に要する費

用に充てるため目的税と承知しています。新たに都市計画税を充当する笛吹市都市計画の概要

とその主要事業について伺います。 

 ２点目、各行政区の地籍調査集積について伺います。 

 都市計画税の課税される区域は、市内の都市計画区域内になります。都市計画区域に指定さ

れていない芦川全域、御坂町一部等は課税対象となりません。また宅地および雑種地を対象と

し農地、山林、一軒家は除く土地と家屋とされております。この指定された区域における地籍

調査の集積の状況について伺います。 

 ３点目といたしまして、対象となる地域の高齢者世帯数についてお伺いいたします。 

 都市計画税の課税区域には少子高齢化、核家族により高齢者世帯が多くなり、しかも一人暮

らしで広い宅地家屋、雑種地を維持している高齢者も多く見られます。対象となる地域の世帯

数は何件くらいになりますか、お伺いいたします。 

 ４点目といたしまして、空き家、貸家地権者の税徴収計画について伺います。 

 笛吹市では空き家バンクを制定し事業を推進していますが、課税対象区域で空き家の件数と

貸家の件数は何件ぐらいありますか。またその地権者への都市計画税徴収方法を伺います。 

 ５点目、公平・公正な課税と徴収について伺います。 

 春日居町と山梨市の境界に当たる地域、農業振興地域に指定されている区域では下水道事業

計画もありません。下水道の償還に充てる都市計画税は公平・公正な税徴収ではなく見直しが

不可欠と考えますが伺います。 
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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、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに笛吹市都市計画の概要とその主要事業についてですが、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。 

 本市は甲府市・中央市の一部を含む笛吹川都市計画区域に属し区域の総面積は８，８２０ヘ

クタールで笛吹市総面積の２万１９２ヘクタールの４３．７％にあたり、用途地域は石和地区

に約２３５ヘクタールを指定しております。 

 これまでに笛吹川都市計画区域内において実施した主要事業につきましては、市街地整備と

して土地区画整理事業で石和駅前周辺地区１３．１ヘクタール、地区計画で石和駅前、市部通

り地区、都市施設として都市計画道路１０路線１万７，９００メートル、都市計画公園で小林

公園０．４８ヘクタール、緑地で境川緑地４ヘクタール、処理施設で笛吹クリーンセンター、

峡東浄化センター、甲府峡東地域ごみ処理施設および下水道区域３，３００ヘクタールを都市

計画決定がされており、事業を進めております。 

 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。 

 次に各行政区の地籍調査の集積については、笛吹市の都市計画区域８，８２０ヘクタールの

うち９７．２％に当たる８，５８０ヘクタールが完了しております。未完了地域の２４０ヘク

タールは石和地区の市部が６０ヘクタール、四日市場が１２０ヘクタール、広瀬が６０ヘクター

ルとなっております。 

 次に対象となる地域の高齢者世帯数についてですが、都市計画区域内における６５歳以上の

高齢者のみの世帯数は平成２７年４月１日現在、約６，７００世帯で全世帯の約２３．８％に

当たります。また６，７００世帯のうち一人暮らしの高齢者世帯数は約３，８００世帯となっ

ております。 

 次に空き家、貸家地権者の税徴収計画についてですが、空き家の件数については、空き家等

対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空き家候補調査業務を委託し、現在調査を行っ

ております。 

 また都市計画税の徴収方法についてですが、空き家や貸家の場合においても課税対象である

土地および家屋の登記簿上の所有者等に納税通知書を送付し、依頼していくこととなります。

実際には、地方税法の規定により固定資産税の賦課徴収と併せて行うこととなります。 

 次に公平・公正な課税と徴収についてですが、都市計画区域と公共下水道計画区域が一致し

ていないため、下水道計画区域外にお住まいの方、また下水道計画区域であっても事業認可区

域外にお住まいの方々には不公平感が生じるものと思います。このため市では公平・公正の観

点からこれらの地域については、合併浄化槽の設置に対し設置費の６割を補助する考えであり

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） 

 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） 

 再質問を行います。 

 現在のですね、下水道普及率を各町ごとにお伺いしたいと思いますので、お答えいただきた

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 神澤議員の再質問にお答えをいたします。 

 下水道の普及率につきましては、１０月末現在で石和町地域につきましては５９．８％、御

坂町地域では４０．０％、一宮町地域では５１．５％、八代町地域では８４．７％、境川町地

域では９４．１％、春日居町地域では８６．８％となっておりまして、市全体では６２．８％

であります。 

 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） 

 ということは御坂町の５０％、石和町の５９．８％、それから一宮町の５１．５％、この低

いところはもう合併槽は前からの公共事業として、槽のほうは設置を済んでいるんではないか

と思いますけども、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 お答えをいたします。 

 合併処理浄化槽につきましては、平成１３年度から住宅等を新築あるいは単独浄化槽を改修

する場合には設置が義務付けられておりまして、主に下水道の普及率の低い地域を中心に年間

１４０件ほどの設置申請がございます。現在、市内全域ではおよそ２，８００基が設置されて

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） 

 今、２，８００は新しくなっているということでございますから、これからの人たちに対し

てですね、上限６０万という補助を出しながらやっていくときにですね、このでき上がってい

る、対象となっている地域で、でき上がって自分で負担をしたというところに対してどんなふ

うな対応をしていくのか、お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 
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〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 お答えをいたします。 

 すでに合併処理浄化槽を設置してしまった方に対しましては、特に遡及をして補助するとい

うことは考えておりません。新たに設置する場合、あるいは今ある合併処理浄化槽、およそ２０年

ぐらいで耐用年数がきてまいります。そのときには改めて補助をするというような措置をした

いと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 そこのところが今、市民に一番の公平・公正さを失う税の課税ということで、一番問題になっ

ているのが下水道問題なんです。この今までの償還にも充てるという方針ですから、この場合

にですね、２６年度決算において下水道の受益者負担金および使用料に欠損、年度末現在で５，

８００万８千円ですか、収入未済額が生じております。時効の中断や不納欠損の取り扱いを、

都市計画税のこの導入する前にですね、慎重に行うべきかと思いますけどもいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 お答えをいたします。 

 下水道の受益者負担金や使用料の滞納対策につきましては、徴収員によります臨戸訪問や使

用料につきましては、水道料金と連携いたしました給水停止措置などによりまして滞納金の徴

収に努めているところであります。 

 また時効によります不納欠損を防ぐために滞納金の一部納入、債務承認や分納誓約書の徴収、

財産の差し押さえなどによりまして時効の中断を図っているところであります。 

 不納欠損処理の取り扱いにつきましては、臨戸徴収する中で滞納者の居住実態や収入状況等

を個々に調査するとともに法人の倒産や自己破産、所在不明など徴収が困難であることを確認

した上で慎重に行っておりまして、今後につきましてもより一層、慎重を期してまいりたいと

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） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 市長にお伺いします。 

 現在ですね、今の質問、それから答弁を聞く中で、市長としてこの都市計画税、現在２％課

税徴収をどう今の時点でお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 すでに私どもとして来年度、２８年度から０．２％を徴収するという方針で臨んでおります。
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その背景等々につきましては、財政の事情であるとか自主的な財源を確保していく、そういっ

たような方針、そしてまた都市計画事業にこれを充てていく、そのことによって今、一般財源

からまわしている財源の活用という方途も開けてくるわけでありますので、そういう意味で市

民の皆さまのご理解を得てこれを進めていくと、そういう考えに変わりはございません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 もう１点、市長にお伺いします。 

 今、その課税に対して市民が不満に思っているから、こういう問題が非常に持ち上がってく

る問題でございます。消費税２％増を控えて、国では減税率で国民の低所得者にですね、政治

生命を賭けて戦っている先生方もおります。笛吹市民の代表としてですね、私たちも見直して、

しっかりとした都市計画税が公平・公正であるべきものとして見直しして、住民に説明してく

ださいという条例改正案を提出しております。これは市民の声だと思って聞いていただきたい。

１年間の猶予をして市民に細かく説明して、十分間に合うと思いますのでその気持ちは市長の

ほうの、これは条例の問題は市長の、首長の権限でもできますので、その答えを１つお願いい

たします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 今、都市計画条例をどう扱うかということにつきましては、議会のほうで条例案が、条例改

正案ですか、が議論されているということでございますので、私としてはその議論の行く末を

しっかり見守っていきたいと、このように考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。市民は将来への目的を持った、笛吹市構築のためにしっかりした都

市計画税という、納得いく税ならば協力を惜しまない方たちも多数いるかと思います。説明を、

１年間猶予を持った中で説明をして、そして理解をいただくことが不可欠で、１年間の課税の

猶予を市民の説明等をお願いし、次の質問に入ります。 

 ２点目といたしまして、地域住民生活基盤整備についてお伺いいたします。 

 生活道路整備の進捗状況について伺います。 

 市内各行政区から毎年１０月になりますと地域懸案となっている要望書、区長から届きます

が工事着手に手間がかかり過ぎ、開かずの生活道路が市内に見られます。高齢化社会を迎え消

防車、救急車も入れない道路があっては安心・安全な生活基盤ができません。条例に沿っての

道路整備だと思いますが、河川を活用した、せめて消防、救急活動が円滑に行える道路整備が

不可欠であります。 

 優先順位もあるかと思いますが、毎年の地区要望に対してどのように対応し、どのように執

行率、その執行率はどのくらいになるのか伺います。 
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 ２点目、消防詰所、防犯、防災拠点施設の環境整備について伺います。 

 消防団においては、各部消防詰所を拠点として地域住民の生命と財産を守り防火、防犯、防

災に昼夜にわたりご尽力いただいております。心から敬意を表するところでございます。有事

のとき団員は畑、会社、職場からほとんどの団員は車で出動しますが、団員または関係者の駐

車に支障をきたしている分団が見られ、行政区任せではなく市当局で団員の貢献に対し手を差

し伸べるべきであるかと考えます。また有事後の待機と慰労、１２月から始まる夜警見回り等、

ご苦労する中で団員詰所の環境が悪い行政区がまだございます。団員は我慢強く、団員の体調

と衛生面を考えるとき早急の対応が望まれますが伺います。 

 ３点目、平等川河川改修事業の住民説明についてお伺いいたします。 

 県におかれ長期にわたり平等川河川改修事業推進を図っていただき、事業も笛吹市区間最終

局面に本年度から入ります。山梨岡神社神橋、保雲寺堰建設において市当局の適切なご指導に

対し評価いたします。今後は大変複雑化してきて、農業従事者にとっても大切な改修事業であ

ります。計画をもとに住民説明会を開催すべきと思いますが、市当局の考えを伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに生活道路整備の進捗状況についてですが、平成２６年度地区要望は道水路合わせて

５６３件であり、対応率は１５１件で２６．８％となっております。限られた予算であります

ので、現場状況を見る中で優先順位を決め事業を進めてまいります。 

 次に消防団詰所、防犯、防災拠点施設の環境整備についてですが、消防団詰所の用地につい

ては、駐車スペースも含めて各行政区にその確保をお願いしているところであります。ご指摘

のとおり、団員および関係者の駐車スペースが十分でない詰所が多いという現状ではあります

が、市がその用地確保を行うことは難しい状況であります。 

 このことからそれぞれの地域において近隣の方のご理解、ご協力を仰ぎながら駐車スペース

の確保をお願いしたいと考えております。また消防団詰所の整備につきましては、消防防災施

設等の整備計画に基づき原則として建築年の古いもの、または部の統合によるものを優先しな

がら順次建設、建て替えを行っており、本年度は御坂分団第３部と春日居分団第３部の２棟を

整備したところであります。今後も計画的に整備を行い、消防団の活動環境向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に平等川河川改修事業住民説明会の開催計画についてですが、平等川につきましては県管

理の河川であり、事業主体は山梨県でございます。全体計画２，１００メートルのうち一期計

画として笈形橋までの９４０メートル区間が昨年度で整備が完了しております。今年度は山沢

橋の設計を行っており、説明会ができる状況になり次第、実施すると連絡を受けております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 

 １点目の道路改修の問題ですけども、積極的に取り組んでいただいていることには評価した

いと思います。ぜひですね、地区の要望がどのくらいで、区長が終わるとすぐそれが、要望書

が途切れる、また新しくやらなければならないという問題が出てきますので、その点をこれか

らどんなふうに考えていくのか、お聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 地区要望につきましてはですね、先ほど言っておりますように、なかなか皆さま方のご要望

が、お答えすることがなかなかできない状況でありますので、複数年かかってもですね、絶え

ずその要望を出していただきながら、私どもも前向きに進めておりますので、そのお時間がか

かることにつきましてはご容赦いただきたいと思っております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございます。ぜひその方向で積極的に指導していただきたいと思います。 

 ２点目の消防団の詰所でございますけども、特にですね、マンモス団の石和１０部ですか、

がですね、石和駅周辺でございますけども、常に大きなもので待機するということがおります。

有事の場合ですね。地権者も積極的に協力したいということですから、行政区任せではなくで

すね、やっぱし各部署、部署ということが遠慮しがちな要望がきているかと思うんですけども、

ぜひその今まで懸案となっていることに対して、積極的に取り組んでいただく気持ちはござい

ませんか。 

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。 

 先ほど部長が答弁申し上げましたけども、詰所、それから駐車場も含めてですね、各区にそ

の用地確保をお願いしているという中で、現状ですね、その駐車スペースの部分、行政でです

ね、確保するというのが財政的な面から等々でですね、難しい状況にあります。ですので、重

ねての回答になりますけども、近隣の皆さま方のですね、なんとかご理解を仰ぎながら対応を

していただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 消防団はですね、命を賭けて市民の財産と生命を守る。それに対して行政区任せでもって、

あなたたちが協力してやりなさいではなくて、やっぱしそこには対象となる何％でも、７・３、

３０％もってくださいとか、あとはこちらでもちますよと、こういう良心的な手を差し伸べる
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こと自体が行政だと思いますけども、その点はこれから考えるお気持ちはありませんか。 

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） 

 車社会というのが非常に今、言われている時代ですから、車で詰所へ行くとか火災が発生し

たら飛んでいくとかということもあるかと思います。ですがやはり詰所の立地位置というのが

なかなか難しい点がありますから、まわりに広く土地が空いているところがあれば処理するの

に、そういうことも考えられますけども、今現在は住宅の中に詰所があったりというのが現状

ですから、なかなかその点は難しいということもありますし、また非常に部の数も多いという

こともございますから、こちらのほうの財源で処理するというのはちょっと今の現在では、ちょっ

と考えられないという状況でございます。 

 あとは車両とか詰所の改築とか、そういう整備についてはこちらのほうの事業計画で順次進

めておりますので、ぜひそんなことでご理解いただいて、団員の皆さんにも市民の皆さんにも

ご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。積極的に、消防に関してはですね、手を差し伸べてやるべきだと思

いますので、よい方法をまた考えていただきたいと思います。 

 ３点目の平等川河川改修について伺います。 

 あそこの山田橋はですね、丸岡共選直行の生産者が全部利用するところです。２年間が中止

となりまして、先日も県のほうからお見えになりまして、取り付け道路として市の事業であり

ますけども、県として取り付け道路としてやりましょうという、区長さんに届いております。

その中でもってですね、この笛吹市の行政区におかれても各住民の生活道路になっております

から、鎮目から徳条、岩下、熊野堂まで通じる道路ですから、そのへんを各地域にきめ細かに

やっぱり早く説明をしてやるべきだと思いますので、その点のお考えはいかがですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 ただいまの地区要望といいますか、地域の説明会の関係ですけども、これはまた県のほうに

ですね、市としましてもまた強く呼びかけを進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了いたします。 

 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ただいまの神澤議員のですね、都市計画税に関する質問に関連づけて質問します。 

 都市計画税については、ご存じのように議員のほうから条例の一部改正ということで３本ほ

ど議案が出ていたりですね、神澤さんのあと、また都市計画税への質問もありますので、より

本質的なですね、質問をしたいと思います。 

 まず１問目ですけれど、ご存じのように都市計画税は目的税でありますから他の市の税金、

他の市税に比べてより市民の納得、あるいは合意が必要だと考えますけれど、この点について

まずお答えいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 都市計画税については、いろいろ今までも何年も論議されておりますけども、その中で庁内

の検討会、それから議員の皆さまへの説明会、それから市民ミーティング等を通じての市民へ

の説明というようなことで、ご理解をいただくようにしてまいりました。 

 あと目的税ということもございますから、課税し徴収したあとはそういう財源の充当先等に

ついても明確に市民、それから議会へも説明するように努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ちょっと私の質問にまともに答えてもらえていないと思います。つまり他の市税に比べて、

この都市計画税というのはより市民の合意、市民に納得してもらうと、そういう必要性がある

かどうかをまず聞いているわけです。 

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） 

 のちほども質問等ございますけども、合併当初の協議の中でもいろいろ議論されております。

それからあと市民の皆さまには説明を果たしてきたというように考えております。市民の皆さ

まの理解をいただくというのは、何においても一番最初のことだと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 それではですね、市民にとってですね、これが納得のできている、あるいはある程度、合意

ができている、そういう、来年の４月から０．２％の課税をするわけですけれど、この点につ

いて、もちろん市民が全員とは私言いませんけれど、おおよその市民にとって合意ができてい

るというふうに考えるかどうか、この点についてどうですか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 条例の中でも謳っておりますし、今、議員さんの再質問にもございました件に関しましては、

大方ご理解をいただいているように私どもは判断しておりますので、来年度からの課税という

ようなことで今現在、進めております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 そうしますとですね、今、５つ会派がある中で３つの会派から改正案が出ている。しかも残

りの２会派も聞くところによると、来年の４月からの課税というのには疑問を持っているとい

うことですから、市民が大体、大方、今、納得しているという話ですけど、この議会の対応を

じゃあどのように考えますか。 

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） 

 今現在、３案ほど提出されておりますけども、議員の皆さまそれぞれのご主張等もございま

すので、そのような形になっているというように考えておりますし、議員の皆さんも市民の皆

さまからいろんな意見等をいただいての考えだと思います。そこまでのご理解というようなこ

とでありますので、私どもとしてはそこでうんぬんかんぬんということは申し上げられません

ので、ぜひ議員の皆さんにもご議論いただいてというようなことで、その状況を見守るという

ような形でおりたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 どう見てもですね、議員がよっぽどずれていない限りは、なかなか合意が得られていないと

いうのが現実だと思います。その場合、原因がいろいろあろうかと思います。もし、これは合

意が得られているという立場じゃあなかなか答えられないと思いますけれど、この税率が０．

２ということに対して合意が得られていないのか。あるいは課税対象、税金をかける区域、こ

の区域が都市計画税というものからしておかしいのか。二者択一、そのほかにあろうかと思い

ますけれど、大きくはこのへんがですね、今回、市民に対してわれわれが考えるときに大きな

ポイントだと思いますけれど、このへんについての合意が完全にできているというふうに執行

部も考えていないかと思いますけれど、その原因としたらこの、もう一度言いましょうか、要

するに税率の問題なのか、課税対象区域の問題なのか、このへんのより合意を得るためにはど

ちらが問題かと、そういうふうな問題の設定でもよかろうと思いますけれど、このへんについ

て答えていただきたいと。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 
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〇総務部長（前田一貴君） 

 税率についてはご承知のとおり０．２％ということで、それは都市計画税の検討を重ねると

きに旧石和町で課税していた率というようなことで、同じような税率というようなことで設定

をしております。 

 市民の皆さまの意見というのはいろいろあるかと思います。議員の皆さまがそれぞれのご意

見があるように率、それから区域ということもございますけども、どちらが大方の意見だとい

うのはちょっと私ども判断しかねますけども、いろんな意見があるというのは承知はしており

ます。ですから率、区域というのは私どものほうではなんとも申し上げられません。 

 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） 

 われわれの会派も改正案を出しているんですけれど、ラフな言い方をすればイノシシやシカ

が飛び歩くところに都市計画税をかけるというのは、これはとてもナンセンスな話だと。これ

がですね、市民からわれわれが受ける極めて単純な疑問です。そのへんが本当にやっぱり１回、

課税するということは将来に続きますので、しっかり議論していきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか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。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 日本共産党の渡辺正秀でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、今回２問、質問をさせていただきます。 

 第１問目、都市計画税についてであります。 

 都市計画税そのものは固定資産税との二重課税であるなどの問題点は今回、取り上げません。

しかし都市計画区域というのは市街地を形成したり、都市計画事業を行う地域だけではなくて

乱開発を防止しようという趣旨の地域も含まれているものであります。その地域としては周辺

の町村、先ほどイノシシが飛び歩くようなところということがありましたけども、まさに都市

計画事業を行おうということで都市計画区域は指定されているわけではありません。そういう

ところに都市計画事業が予定もまったくない地域まで課税区域とされているということはおか

しいのではないか。都市計画事業による受益もなく、負担ばかりが求められることがあってよ

いのか、まず伺います。 

 次に都市計画税条例は６町村合併時の約束、合併協定を無視したものだという点です。合併

協定は、都市計画税は都市計画法土地利用計画に基づいて検討するとされていました。ところ

が土地利用計画がないまま、課税区域を６町村に広げた都市計画税条例を合併と同時に専決処

分で決めました。合併協定違反でございます。いつ、どこで、どのような資料に基づいて検討

し都市計画税課税区域を６町村に広げたのか、この点伺います。 
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 次に市民の暮らしについてでございます。 

 平成２２年度以降、三度にわたって合計６年間、課税猶予を行ってきました。その理由は経

済情勢、各種料金の値上げ、消費税の引き上げ等、要は市民の暮らしの厳しさと担税能力を勘

案して延期したものです。この課税猶予してきたときと比べ、市民の暮らしや担税能力が現在

改善しているのでしょうか、伺います。 

 市は都市計画を取らなければ財政破たんするとか、他の施策が困難になるなど言ってきまし

た。どうでしょうか。その根拠としてきた長期財政試算には大きな欠陥があり、その欠陥を是

正すれば都市計画税を取らなければ財政破たんするという説明、成り立たなくなると思います

がいかがでしょうか。 

 もう１つ、都市計画税を財源の一部にした石和の駅前区画整理事業も終わっております。石

和地域も含め都市計画税は廃止すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。よろしく

お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに都市計画税は目的税であり、都市計画事業による受益と負担の対応が必要。その要

件を満たしているかとのご質問についてですが、地方税法の規定に基づき本市の都市計画税条

例が定められております。この中で納税義務者および課税対象資産の取り扱いは、都市計画区

域内の宅地・雑種地および家屋に対し、当該土地または家屋の所有者に課することとされてお

ります。所有している資産の価値はそれぞれ違いがあるものの、都市計画税は所有する土地ま

たは家屋の資産価値に応じ、一定の税率を乗じて賦課するものであります。この貴重な財源を

本市の都市計画事業に充当していきたいと考えております。 

 次に合併協定を遵守した都市計画税条例であるかについてですが、合併協定項目の中で｢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｣となっており、平成２０年３月に国土利用計画笛吹市計画が、平成

２１年３月に笛吹市都市計画マスタープランが策定され、土地利用の方向を定めております。

この内容を踏まえ、また地方税法で規定している趣旨を十分理解し、条例を制定しているもの

と考えております。 

 次に平成１６年施行の笛吹市都市計画税条例の合併協定に基づく検討はいつ、どのように行

われたかについてですが、合併時の条例は石和町の条例をもとに制定し、その中の附則で平成

１７年度から平成２１年度までの各年度の都市計画税については、合併前の条例の適用を受け

ていた石和町を除き課税しないものと規定をしました。合併協定の内容については、この不均

一課税をしていた５年の間に行政内部の検討を重ね、平成２１年度に取り扱い方針案を策定し

たところであります。この後に方針案の内容について議会・各地域審議会・市民ミーティング

の場において説明し、ご理解をいただいたものと考えております。 

 次に市民の暮らしや担税能力が改善していると思っているかについてですが、経済政策のア

ベノミクスが一定の効果をあげ緩やかな回復復調を続けており、地方へも徐々にではあります

が効果が浸透してきているように思われます。しかしながら、まだまだ市民の皆さまの生活実
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態は厳しいものと承知しているところであります。このような経済情勢でありますが、今後の

市の財政運営を考えますと都市計画税は貴重な財源であると考えており、市民の皆さまのご理

解をお願いするものであります。 

 次に財政運営からの都市計画税についてですが、今年度から普通交付税の段階的削減が開始

され、本市の財政運営はさらに厳しいものになると予測される中、都市計画税は貴重な財源だ

と考えております。都市計画税を下水道事業の公債費や都市計画事業へ充当できることにより、

増加が見込まれる社会保障関連経費などの一般財源確保につながりますので、財政的見地から

都市計画税は必要だと考えております。 

 次に石和地域も含め都市計画税を廃止すべきではないかとのご指摘ですが、都市計画税は地

方税法の規定に基づき定められている目的税であり、都市計画事業を進めていく上で大変貴重

な財源であると考えております。都市計画マスタープランに示した優先的に推進するまちづく

り施策に充当していく考えでありますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 とても都市とは言えない、イノシシが飛び歩くようなとこもという話がありましたけども、

都市計画区域と下水道計画認可区域の面積、それぞれ何ヘクタールか教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 ただいまの都市計画区域の面積については８，８２０ヘクタール。それから下水道計画認可

区域につきましては２，５１３ヘクタールということでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 約６，３００ヘクタールに住む人は下水道事業を含め、都市計画事業がまったく予定されて

いないにもかかわらず都市計画税を払うことになるという、こういう大変おかしな条例です。 

 次に合併協定の意味は、都市計画税は目的税だから都市計画事業の受益と調整を要するため

に土地利用計画に基づいて課税区域を検討しなくてはならないということであります。ここに

書いてあるとおり目的税でございますので、これ受益と負担の関係ですね。都市計画事業との

調整、これで実際に受益があるのかどうなのかという問題です。新市施行後の都市計画法に基

づいて条例がつくられたのではなくて、笛吹市の初代の市長さん、生まれた途端にもう６町村

に広げるということになったというわけですけども、都市計画事業による受益のないところに

都市計画税をかけるわけにはいかないという合併時の約束だったんじゃないんですか。伺いま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 
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〇総務部長（前田一貴君） 

 答弁の中でも申し上げましたけども、合併時にそのような協定項目にはなっておりました。

しかしながら石和地区では土地区画整理事業が進められておりまして、合併時に都市計画税条

例を制定しないと、その事業の財源というものが出てこないということもございますし、石和

地区の合併まで課税していた都市計画税について徴収するという意味からにおいても合併時に

税条例を制定したというのは誤りではないというふうに考えております。 

 その中で他の地域については不均一課税ということで、５年間課税をしないというようなこ

とを同時にしておりますので、他の地域については特に問題ないかと思います。その５年間の

間に市の新しい都市計画のマスタープラン等についても協議をし策定し、その折に土地利用計

画についての検討もしていたということでございますので、特に問題はないかというふうに考

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） 

 この協定に違反してつくられた、なんで６町村に広げたんだと。まったく検討なしにやられ

たんだということははっきりして、説明になっていないと。 

 もう１つ教えていただきたいんですが、県内で合併後、新たに都市計画税課税区域とされた

旧町村名を教えていただきたいんですが、どんな町村が笛吹市以外でありますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 いかがですか。 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 申し訳ございません。合併後となりますと、ちょっと手元の資料をよく見ないと分かりませ

んので、のちほど回答させていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 それでは私、分かっておりますのでお教えいたします。どこもありません。中道も豊富も勝

沼も課税区域に合併によってされなかったと。笛吹市だけです。こんなことをやっているのは。 

 次に移ります。次に市民の暮らしについてです。 

 市民の暮らし、担税能力は改善するどころか悪くなっています。年金、給与、事業などへの

所得は減る一方、他方、国においては消費税の１０％への引き上げ等、国民負担を一層増やそ

うとしております。それに市の値上げラッシュが追い打ちをかけている。それで２７年度に引

き上げられた税金や料金、２８年度引き上げ予定の税金や料金は何か。１世帯平均の負担増は

それぞれいくらになると試算されるか、伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮財政課長。 

〇財政課長（雨宮昭夫君） 

 すでにお手元にお持ちのようでございますけども、改めて私のほうから分かっている範囲で

お答えいたします。 
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 ２７年度に引き上げられた税金ならびに料金でございますが、国民健康保険税が５，４８６円。

これは加入世帯で割ったものでございます。介護保険料につきましては６，２８０円。これは

対象が第１号被保険者でございます。続きまして学童保育料３千円。これは利用者１人当たり

の８月分だけ増加した部分の３千円でございます。次に２８年度に引き上げ予定の税金、なら

びに料金でございますけども都市計画税につきましては約２万円と。対象は納税義務者でござ

います。軽自動車税１，７５０円。これは課税世帯数でございます。あと社会教育施設の使用

料が１８２円。社会体育施設の使用料が３６３円。学校開放の施設使用料が１３９円というこ

とでいずれも全世帯が対象となっております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ありがとうございます。今これをまとめて、さらに国の動向を加えますと２７年度、２８年

度のこの単純合計の１世帯当たり平均３万７千円、負担増ということです。さらに２９年度に

は消費税１０％への引き上げで、生鮮食品と加工食品全体に軽減税率を適用しても１世帯平均

４万６千円の負担増。合計８万３千円の負担増になる。先ほど滴り落ちてとかということで、

みんなの暮らしがよくなるような話ですが厳しさはますます大変になるように感じております。 

 こういうことでありますけども、では市の財政見通しはどうかということです。平成２６年

度の現金と基金残高について、今年３月につくられた長期財政推計と今年９月の決算を比較し

たいと思います。 

 財政推計では現金残高０。基金残高１５２．６億円。決算では現金残高１７．５億円。基金

残高１５３．３億円です。要するに決算の現金、基金残高は財政推計より１８億２千万円も多

い。これ平成２６年度だけではない。ずっとこういうことを繰り返している。毎年、余剰金は

１２億円以上あり、その一部は補正で批評されるわけですけれども、法律で余剰金の２分の１は

翌々年度までの基金に積み立てることになっております。 

 しかし長期財政試算ではこれをまったく反映していない、ゼロとしている。少なくとも毎年

６億円を積立金に充てれば１０年で６０億円違ってくる。現実離れした財政試算の原因は予算

ベースでこれがつくられているためであります。昨年、作成を３月から決算見込みの確定する

７月に移せば、決算を反映したより適切な財政試算にすることができると私、提案してまいり

ました。私のこの提案、間違っていますでしょうか。間違いをご指摘いただきたいのですが。 

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） 

 間違っているかどうかということでありますけども、本市の長期財政計画につきましては予

算ベースで作成していると。これは私ども、その作成に当たってはですね、予算イコール決算

であるという考えのもとに作成しております。これは渡辺議員おっしゃるような決算をですね、

今後の推計の中に、繰越金等をまた見込んでいこうということが必要じゃないかということだ

と思いますけれども、私どもの推計の中ではそのような形で作成しておりますので、これは引

き続きそのような形でやっていきたいというふうに考えています。 

 ただ、先ほど質問にありましたように、これまで財政推計のほう、３月作成ということであ
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りますけども、その時点ではなかなか最終的な事業の執行状況、そういうものが明らかでない

時点でありますので、また繰り越し等も明らかでないという状況でありますので、そういうこ

とを考えていきますと６月、ある程度決算の見込みが立つ６月以降にですね、それを考えてい

くということも必要じゃないかというふうに考えておりますので、そのへんはまた検討をして

いきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 前回より前向きな答弁ありがとうございました。私は合併直後から合併優遇措置が終了する

と毎年１５億円以上赤字になり、１０年間で基金は枯渇し財政破綻に陥ると。財政について最

も厳しく指摘してきた一人ではないかと自負しております。しかし昨年、国は支所等の経費に

ついて新たに交付金を上乗せすると決定。その額、２０億円の上乗せです。私は堅実な財政運

営をすれば、これでなんとかやっていけると胸をなでおろしました。新たな都市計画税を課税

しなければ笛吹市の財政は破綻するのですか。これを伺います。 

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） 

 お答えをいたします。 

 破綻をするわけにはまいりませんので、一層の努力を進めてまいります。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 破綻させるわけにはいかないということが言えるうちはまだいいんですね。市民の生活はこ

ういう負担で破綻に瀕しています。今、最も厳しいのは市財政か、それとも市民の暮らしです

か、今の答弁を踏まえた上でお答えいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 市民の暮らしか財政か、共に重要なものであります。当然、市民の暮らしあっての市の財政

ということになりますので、共に重要なものだというふうに答弁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） 

 答えにくい問いにありがとうございます。市民の生活はこういうことです。 

 この質問の最後に次のとおり主張します。笛吹市都市計画税は都市計画税の趣旨に反してい

る。合併時の約束を無視してつくられた都市計画税条例である。市の財政より市民の暮らしが

危機である。市民の暮らしを顧みない課税である。石和地区に最も過酷な税であると。以上の

理由から都市計画税の課税は絶対やってはいけないと主張します。いかがでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 合併協定等からの経緯については、先ほど来申し上げているとおりでございますので、私ど

もにつきましては、条例で定めておりますとおりに来年度から課税するというようなことで今、

準備を粛々と進めておりますので方針につきましては従来どおりでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ２問目に入りたいと思います。支所機能の充実を求めるということです。 

 少子高齢化、自然災害危機の懸念増大の時代にあって旧町村や小学校区、行政区と呼ばれる

単位のコミュニティの役割、ますます重要になっていると思いますがいかがでしょうか。 

 そうした状況のもとで地域を支える支所機能の充実、ますます重要になっていると思うがど

うか。 

 支所に対する行政区などからの相談や要望への対応力は合併以降、低下しているのではない

か。 

 ４つ目に職員と機能を本庁集中にしてしまって、地域との接触が減り地域の実情が把握でき

ないままの行政が行われているのではないか。現場や地域の実情を知らないまま、机上の計画

が乱発されている感がする。空回りが多く行政の不効率を招いているのではないかと思うがい

かがか。 

 次に行政区を市の末端組織のように扱っている感がする。市としての行政区の位置づけを明

確にし、協力・共同の関係を強化すべきではないか。そのために市長を先頭に連合区長会や区

長会を訪ね、意見交換を深める必要があると思うがどうか。 

 ７番目に支所機能、地域問題の多くは行財政改革大綱に起因していると思う。行財政改革大

綱を根本からもう一度、点検し直す時期ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 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、前田総務部長。 

〇総務部長（前田一貴君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに旧町村や小学校区、行政区と呼ばれる単位のコミュニティの役割の重要性について

ですが、厳しさを増す社会情勢を受け地方自治体が一層の縮減、効率化を余儀なくされる中で、

いわゆる地域コミュニティの重要性はますます増大していると認識しております。市民が住み

慣れた地域で快適な生活を送るためには、自らの責任や努力により解決する自助と地域のコミュ

ニティの中で住民が共に支え合いながら助け合う共助、そして行政による公助がバランスよく

関わり合うことが必要であり、少子高齢化社会の到来や自然災害の危機が懸念される中で市民

と行政が互いに情報を共有しながら、それぞれの役割をしっかり認識していくことが大切であ

ると考えております。 
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 次に地域における支所機能の充実の重要性についてですが、今後も市役所組織のスリム化や

職員削減などさらなる行財政改革が必要である一方、さまざまな行政課題に対応していかなけ

ればなりません。このことから支所機能については、地域住民からの相談や良好な地域コミュ

ニティの形成を支援できる体制を確保しながら本庁への効率的・効果的な業務集約を行い、市

役所全体として地域の課題に対応できるような組織を構築してまいりたいと考えております。 

 次に支所の行政区などへの対応力が合併以降、低下しているのではないかとのご指摘ですが、

行政区などからの相談や要望については厳しい財政運営の中で、合併以前に比べるとご要望に

十分に沿うことが難しくなっていることは否めません。また、その事務対応について各支所か

ら本庁へという流れの中で、議員ご指摘の対応力の低下と感じられている面もあるかと考えま

すので、相談や要望に対して支所と本庁でしっかり連携しながら対応するように努めてまいり

たいと考えます。 

 次に本庁集中により地域の実情が把握されず、行政の不効率を招いているのではとのご指摘

ですが、本庁へ業務を集約することで各地域に果たす本庁の役割は一層重要となることから、

できる限り職員が地域に出向きながら地域の実情の把握と迅速で柔軟な対応ができるような体

制づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 次に市としての行政区の位置づけを明確にし、協力・共同の関係を強化すべきではとのご意

見ですが、行政区長をはじめ各行政区の役員の方々には各種行政事業の実施にあたって、さま

ざまなご協力をいただいているところであります。 

 地域コミュニティの重要性が大きくなる中で、各行政区と市とのバランスの取れた関係性を

築いていくためにも、議員ご指摘のとおり互いの協力・共同の関係を強化することが大切であ

ると考えております。 

 このことから各地域における年間４回から６回の区長会、また連合区長会を開催し、意見交

換を行いながら情報の共有を図っているところであります。連合区長会へは市長も同席し意見

交換をするように努めておりますが、今後もこういった機会を有効に使いながら行政区と市の

良好な関係性を築いてまいりたいと考えております。 

 次に行財政改革方針を根本から見直す時期ではないかについてですが、ご承知のとおり組織

の再編を行う際は効率的で効果的な業務集約を行うことが不可欠であり、組織全体の業務量・

事務量を精査する中での全体のバランスを考慮した組織機構を構築していく必要があります。 

 支所のあり方を含めた組織機構につきましては、第３次笛吹市行財政改革大綱に基づき引き

続いて本庁・支所、部局を超えた横断的な応援体制をより一層強化し、組織のスリム化を目指

してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 再質問します。 

 来年、再来年に向けて支所の業務の整理縮小を検討しているようでございますが、整理を検

討している業務は何か教えてください。 
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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） 

 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおりですね、平成２８年、それから２９年度、２年間で段階的にですね、

支所の業務の見直しを進めているところでございます。 

 本日ここでですね、具体的な業務内容、細かいところまでお示しすることは、まだできる段

階ではございませんが、基本的な考え方といたしまして、２８年度につきましては極力ですね、

市民の皆さま、多くの皆さまに直接的な影響があるような業務は除いてですね、段階的に２８年

度は業務の移管をしていくと。それから２９年度につきましては、一部市民の皆さまに影響す

るような業務もございますので、２８年度、しっかり周知期間を取りまして、周知をした上で

段階的に業務の移管をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 全部戸籍や福祉手続き等についても検討していますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 移管する業務の中には一部ですね、福祉の手続き等の業務も含まれております。窓口業務も

含めてですね。ただですね、その業務を移管する中で例えばそういった手続きのですね、簡略

化ですとかができる部分についてはなるべく簡略化したりして、なるべく市民の皆さんにご不

便をお掛けする部分がですね、極力少なくなるように努めてまいりたいというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 全部戸籍、福祉手続き等を本庁でやるとなれば、シニアカーで支所に来たおじいちゃん、お

ばあちゃんにそれは本庁に行って手渡してくださいって、シニアカーでまた本庁まで行くんで

すか。そんな冷たいことやっていいんですか、お聞きします。 

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。 

 当然ですね、そういった業務の集約をして本庁にですね、事務を移管することによって特に

そういった交通弱者ですとか高齢者の方にですね、ご不便をお掛けする部分は出てくると思い

ます。ただ、そんなときにですね、支所でそれは本庁ですよ、本庁へ行ってくださいという、

そういった冷たい対応じゃなくてですね、できる限り支所で支援できる部分はですね、サポー
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トしながら、場合によっては本庁まで行っていただかなきゃならない場合も出てくると思いま

すけども、そのへんは極力ですね、職員の努力でですね、ご迷惑をお掛けしないような努力を

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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 無理なことを机上の空論で解決できるようなことをいっても駄目なんです。もしどうしても

やりたいなら、お年寄りや障がい者の意見をちゃんと聞いてください。特に地域審議会に諮問

してください。合併による重要な変更事項について意見を聞くのが地域審議会なんですから。

これは必ずやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

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。 

 この業務の集約化というのはですね、行財政改革を進めていく中で私は避けて通れないもの

だと考えております。ですので、これはですね、ご理解をいただくということで各区長会です

とか地域審議会にですね、お話をさせていただいてご理解を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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 なんでも説明すればご理解が得られたということを繰り返しているんですよ。駄目ですよ、

そんなことじゃあ。地域審議会しっかりかけて、その判断を仰ぐようにしてください。 

 次に行革と支所の関係で質問します。 

 行革大綱では新しい公共空間という概念が強調されておりますが、実態は企画、計画、策定

し指図するところは市役所。動くのは市民、地域やボランティアという傾向になっているので

はないかと感じます。これは私、違うと思うんですね。市の自治は市民によって担われるもの

ですが職員は税金で生活し、もっぱら地方自治を仕事としている特別な市民です。ですから市

民の中で専門性も生かしながら、市民とともに暮らしやすいまちづくりのために貢献するのが

職員だと思います。この点でも市民と丸ごと向き合う支所は大事でございます。市民の外、あ

るいは上にいて計画、策定、指図するのが行政ではないはずだと思っておりますが、市長の考

えをお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 今のは渡辺議員のご指摘でございますが、私はちょっと受け止め方がひねくれているという

のか、違っていると思っているんです。というのは今、支所の人は大変忙しく働いているとい

うことで、それは決して支所が市民の皆さんにああせいこうせいと言うとるということじゃあ
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私はないと。逆ではないかなというふうに思ってます。これはなんと言うか、卵が先かにわと

りが先かみたいな議論になるかもしれませんけれども、地域のコミュニティ機能がいったい昔

に比べてどうなってきているのかと、こういう点もしっかり見つめていかなければいけないの

かなというふうに思っております。 

 地域の昔持っていたさまざまな機能が、これは当然のことであります。人口の構成も変わっ

ている。社会の構造も変わってきている。いわゆる弱くなるというかですね、それはもうやむ

を得ないことだと。それが故に支所へ支所へという、役所は役所へというふうにその機能が移っ

てきている。極端な言い方をすれば役所が地域を支える。それは当たり前だろうと言われれば

まさしく当たり前なんですけれども、私はそういう具合に思っておりまして、決して支所が市

民に対してああせいこうせいと言っているというふうには思っておりません。ぜひ市民の皆さ

んがわれわれの地域はこういう地域にしていくんだと。夏まつりはわれわれ自身でやっていこ

うじゃないか、企画しようではないか。こういうことをわれわれ、わが行政区で新たに取り組

もうではないかと。ついては支所もちっとは手伝ってくれないかと。こういうような関係がこ

れから望まれているのかなと私はこのように感じております。直接の答弁にはなっていないか

もしれませんが、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） 

 これまた現実離れしています。現実を見ていないんですよね。かつてボランティアの人たち

がたくさん生まれてきたときを見てください。これは市の保健師や職員が市民の中に入って頑

張る。そして一緒に問題を解決していく。ボランティアもどんどん広がっていく。こういう状

況を一時はつくれたんです。それが駄目になったのは、この行革路線が始まってからなんです。 

 それから次に移ります。 

 地縁団体は市とは別の地縁による住民組織であり、そして地域の維持発展に重要な役割を果

たしていると思います。ところで笛吹市行政区長等設置規則は地縁団体を行政区と称し、その

任務で市の末端組織、下請け機関のように位置づけております。下請け機関のような扱いは大

問題であります。協力・共同の大事な団体と位置付けるべきではないだろうかと思いますが伺

います。 

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。 

 議員ご指摘のとおりですね、各行政区につきましては、下請けという言い方は適切ではない

と思うんですけども、各種行政のですね、行政施策の周知ですとかご協力をいただいておりま

す。私ども決してですね、そんな下請けというふうな捉え方はしておりませんで、行政区とで

すね、市との良好な協力関係があって初めて地域住民のですね、暮らしが成り立つというふう

に考えておりますので、そういった考え方で今後も進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 
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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） 

 であったら笛吹市行政区長等設置規則は不適切ではないですか。改善の考えはありますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 須田総務課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 規則の内容についてはですね、検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次にＰＤＣＡサイクルといいますが、Ｃ・チェックが数値目標の何％達成などと評価するだ

けで、その施策が自治の発展や市民の幸福にどういう結果をもたらしているかなど抜本的な検

討になっていない傾向が強くあると思います。そして数値目標を追うというだけで、そういう

点では思考停止の状態になっているんじゃないかと。行革路線しかないというのも、その試行

停止の１つだと思います。またプランに当たっては現場の状況を理解しないで、机上の空論に

なっております。そういう一例が支所整理縮小問題である。１１年も行革大綱路線を突っ走っ

ているわけですが、そのものを抜本的に点検していかなければならないと思いますが、いかが

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 本市の行革大綱につきましては、２６年度から新たな計画、総合計画に合わせた期間で４年

間という期間になっておるわけですけども、その中ではできるものにつきましては、数値目標

を掲げた中でそれを達成していこうという努力をしていく。それが果たして、じゃあ検証の中

でですね、実際どのようにそれが成果があるのかというところも当然、私どもそこを見ていか

なければ新たな笛吹市の施策を執行していくためにはどうしても必要な部分でありますので、

そういう当然、数値目標として掲げているべきものもある。また目に見えない、数値として表

せないようなものも実際ございますので、そういうところをいかにしっかり把握していくかと

いうことも非常に重要なことだと捉えておりますので、これがもう今年度２年を経過する中で

ですね、今後また新たな行革の大綱づくり、そういうところへも入っていかなければならない

状況になってまいりますので、そのへんも含めてその検証の仕方等も含めてですね、今後生か

していきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 中途半端になりそうですね。本庁と支所と出先機関に所属する職員数はそれぞれ何人か伺い

ます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 須田課長。 

〇総務課長（須田徹君） 

 お答えいたします。 

 今あります資料で可能なところでお答えさせていただきたいと思いますけども、一般行政職

ということでお答えさせていただきますと、一般行政職全体でですね、平成２７年度４１９名

おりまして、そのうち支所の職員については６４名という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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私のカウントしたところでは支所と、それから本庁の比、８６対１４、わずか１４というこ

とです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 持ち時間終了となりました。 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 渡辺議員の、１問目の都市計画税に関連質問いたします。 

 質問の中で、渡辺議員はこれは石和町に最も過酷な税であるというようなことも質問してお

ります。そこで具体的な数値を明らかにしてほしいと思うんですけども、都市計画税の税収は

およそ５億５千万円と見込んでおります。かつて石和町で都市計画税、課税していたころはお

よそ２億８千万円でありました。これ、条例どおり課税すると石和町の都市計画税の税収とい

うのはいくらと見込んでいるのか。またそれは全市の大体何％と見込んでいるのか、まず伺い

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） 

 ただいまのご質問についてですけども、本年の９月末の２８年度の課税ベースで税率０．２と

いうようなことで試算いたしますと市全体では約５億３千万と見込んでおります。今までの説

明ですと５億５千ですけども、最新の状況で言いますと約５億３千万の見込みでございます。 

 このうちご質問の石和地区ですけども、見込みといたしましては約２億３千万円となります

ので、全市に占める割合については４２％というように考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 およそ４２％が石和地域からの課税ということであります。伺いますけども平成２６年度の

決算では固定資産税の滞納額、およそ９億７千万円でありました。そのうち石和地区の滞納額
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どのくらいだったのか、滞納率はどのくらいだったのか伺います。 

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） 

 ただいまのご質問ですけども、石和地区の固定資産税額のすべてがこの石和地区に住んでい

る方に賦課されているとは限りませんで、それ以外の地区に居住されている方も、あと所有す

る方も多数ございます。そんなことを先に申し上げてご説明申し上げたいと思いますけども、

この石和地区における、この都市計画税における滞納額等については的確に把握するというの

は極めて困難ということでございます。あくまでも推測値でありますけども、２６年度の固定

資産税額の石和地区の割合が全体の４２．７％でありますから、それから予測いたしますと全

滞納者の中で石和地区の占める割合が５２％というようなことで考えますと、滞納率は全体の

約半分弱ということでありますので、額については約４億５千万円程度であると推測できると

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の部長の答弁によりますともう半分以上が、固定資産税の滞納額の半分以上が石和地区と

いうことであります。これにさらに都市計画税を課税するとなるとますます大変な状況になっ

てくるんではないかということが、やっぱりすぐに予測されるんではないかなというふうに思

います。そこでですね、石和温泉の駅前区画整理事業、これは平成２５年３月に終わりました。

そのあと石和温泉駅周辺の公示価格は上がっておるでしょうか。またそういうものを利用して

事業所所得は増えたでしょうか。そのへんの数値をお願いします。 

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） 

 ただいまの駅周辺の公示価格は上がったかというようなご質問ですけども、この駅周辺に地

下公示のポイントというのはございません。参考までに本市が固定資産税を評価するに当たり

まして、区画整理事業地内に不動産鑑定を依頼している地点の価格がございますので、参考に

こちらをご回答申し上げます。 

 ２４年から２７年までの１平米当たりの価格につきましては、平米６万７千円となっており

ます。この地価の下落傾向が続いている昨今でありますけども、この価格については据え置か

れているという状況でございます。 

 利用価値たる事業所の増は、所得は増えたかというようなご質問ですけども、この地区だけ

の事業者の所得というのはなかなか把握できません。市内の全体の事業者の所得の推移といた

しましては平成２４年が３７億、それから２５年度が３９億、それから２６年が４１億、平成

２７年度が４２億というような状況でございます。このようなことでございますので、答弁と

させていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 

 もう１回、確認してお伺いしますけども、区画整理事業が終わったところの公示価格、据え

置きということでいいんですか。平成２３年度から２７年度まで。今、部長は据え置きという

ふうに答弁しましたけども、全然、上がってもない、下がってもない、据え置きということで

いいんですか。 

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） 

 公示価格については、公示価格のポイントがですね、その区画整理の事業地内にございませ

んので、２４年と２５年度についてはそれぞれ、２４年から２７年度までは同じ価格というよ

うなことで据え置いているという状況でございますので、それ以前につきましては、こちらの

ほうでちょっと金額的には把握はございません。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私どもの調査では少し違っておりまして、２３年から２７年度にかけてはかなり公示価格が

下がっているというふうな、そういう調査もあります。それでですね、今はですね、そういう

ふうに据え置きとしてもですよ、都市計画事業をしてもその利用価値というふうには、不動産

価格は上がっていないんです。そこにね、不動産価値や利用価値の上昇に着目した都市計画税

を掛けるというのは、大変矛盾しているんじゃないでしょうかというふうに思っています。特

に石和は課税標準額がほかのところに比べて高いというふうになっています。しかし、固定資

産税を払い切るだけの利益を生み出せておりません。今も部長の答弁にあったとおり、滞納額

の半分以上は石和であります。近年、中国の観光客が追い風になっていて必死に滞納を解消し

ようと努力している最中であるというふうに思います。それに水を差すように増税するという

のは、やっぱりこれは石和にとっては大変過酷な税ではあるというふうに私、考えているんで

すけども、そのへんの認識は部長いかがでしょうか。 

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） 

 議員のおっしゃるとおり、皆さんの暮らしというのは非常に厳しいものがあると私自身も痛

感しております。石和地区の方々については、猶予がございましたけども以前のようにまた都

市計画税が課税されるということで、大変苦しいといいますか、いろんな税金が重ね重ねあり

ますのでえらいかとは思いますけども、私どもといたしましてはぜひ来年度からスタートした

いというように考えております。暮らしについては、なかなか伸び悩んでいるところもあるか

と思いますけども、今後いろんな国での施策、それから市の施策等がございますから、それら

を期待して上向きに上昇するというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思っ

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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いろいろな観光施策をやっているところですけども、やはり応援するという意味でも、特に

旅館とかホテルとか多いところでございます。そういうところのやっぱり課税は大変なことだ

と思いますので、ぜひともこれは見直していただきたいというふうに思います。 

 次に財政試算について伺います。 

 先ほど部長の答弁では、これまでの３月から６月ごろに財政試算の時期を検討していくとい

うことでありました。８月に渡辺議員と私は、財政課も同席いたしまして市長への要望を行い

ました。その席で市長は長期財政試算を３月から７月に変えると何か支障が出るのかと問いま

した。そのとき財政課長は「支障はありません。７月であれば決算見込みの余剰金も基金繰入

も普通交付税の確定額も反映できる。だから参考にしたい」ということでした。それならその

方向で検討しなさいって市長が指示して、市長も財政課もＯＫということになっていたかと思

います。それでさっき、部長の答弁では少し、９月のときより少し前向きな答弁でした。その

部長の答弁は、その財政試算をするのにどういうふうにこれ、今後、時期的には部長の答弁は

いつからということなんでしょうか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 お答えいたします。 

 先ほど答弁させていただいたように６月以降ということでお話させていただきますけども、

その具体的時期については財政課の作業がですね、そのときに集中しておりますので、国への

報告と決算をもとに算出するという時期がちょうどありますので、それとの兼ね合いでその財

政推計のほうをやっていきたいということでございますので、６月以降ということでひとつお

話をさせていただいたところでございます。はっきりそれを９月にするとか、そういう面では

まだ検討の段階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） 

 関連質問の持ち時間が終了いたしました。 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時１１分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 報告事項を申し上げます。 

 神澤敏美君より早退届が提出され、これを許可しましたので報告いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １６番、亀山和子君。 
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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。 

 最初に指定袋導入によるごみの有料化について、これに反対する立場からの質問を行います。 

 ごみの有料化は廃棄物減量等審議会からの答申ということであります。笛吹市では荻野市政

の時代に同じ廃棄物減量等審議会からの答申を受けて「やってみるじゃん５３％」、これは５３と

ごみをかけたものですけども、５３％減量運動を積極的に展開してまいりました。これは平成

２２年度までの５年間に生活ごみを５３％減らすという取り組みでありました。取り組みの結

果、５３％は達成できませんでしたけども減量化率は３０％に及んでおります。その後も平成

２３年から２７年度までのごみ減量協働プランを作成して市民、事業者、行政が努力してきた

ところであります。今回の有料化はこうしたこれまでの努力に水を差すものではないでしょう

か。有料化になれば市民の負担増になります。この間、先ほどの渡辺議員の質問にもありまし

たけども、市の料金、税の引き上げは毎年のように続いておりまして、２９年度までおよそ市

民１人当たり８万７千円の負担増になるということでありました。現市政の市民への負担増は

そのように顕著なものがあります。以下質問します。 

 １つ目として、笛吹市ごみ減量協働プランは平成２３年から２７年度までの計画になってお

ります。この計画の達成度、成果、課題について明らかにしてください。 

 ２つ目として協働プランでは市民、事業者、行政の取り組みを明らかにしております。分別

が進んでいないとか、減量が頭うちの現状打開策として有料化するのは、その責任を市民だけ

に転嫁するものだと思いますが、どのように考えるでしょうか。 

 ごみ処理は本来、行政の仕事であります。分別・減量のための現市政はどのような施策展開

や努力をしてきたか伺います。 

 ４つ目として、有料化がごみ減量に効果的と考えるのは大変安易なやり方であります。実態

や研究によっても有料化直後には減量しますけどもリバウンドしたり、減量に結びつかなかっ

たり、そのような例が全国では多々報告されております。これをどのように考察するのか。 

 以上、１問目の質問とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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。 

 はじめにごみ減量協働プランに関わる達成度、成果、課題についてですが市内の平成２６年

度における生活系可燃ごみの排出量は１万１，３００トンであり、平成１６年度の１万５，７００ト

ンを基準とした５３％減量に対しては約３０％、４，４００トンの減量が図られましたが目標

値には達成しておりません。 

 協働プランの数値目標につきましてはバイオマスセンターの建設稼動を想定しており、５３％

の減量目標達成は大変難しい状況であります。 

 次にごみの分別と減量の打開策の有料化は市民への責任転嫁ではないかのご指摘ですが、ご

みの減量は市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすことで減量が推進されるものである

と考えられます。今後、ごみの排出抑制や再利用をさらに推進するには、ごみ処理の費用負担

との関係性を明確にする意識改革が必要であり、行政と市民・事業者がごみを減量するという
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意識の共有化が必要であると考えております。 

 次に分別と減量化の施策展開および市の努力についてですが現在、行政区や環境推進委員さ

んのご協力をいただく中、資源ごみ・可燃ごみの分別の徹底周知、また生ごみ処理機・コンポ

スターの購入助成も行っております。さらに昨年度からは古着の資源化、今年度は小型家電収

集を新たに行っております。それぞれ今まで廃棄されていたものを活用する取り組みであるこ

とから減量の効果を期待するものであります。 

 次にごみ袋の有料化に伴う減量とリバウンドについてですが、ご質問のとおり各自治体とも

導入後２割から３割の減量が図られております。またリバウンドし減量につながらない例もみ

られます。市といたしましては、リバウンドせず成功している自治体の情報や研究を行うこと

で減量が一時的なものにならないよう継続的に市民の皆さまへの啓発活動を行い、さらなるご

み減量施策に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初にごみ減量協働プランの達成度についてお伺いしました。今の答弁では数値だけの答弁

になっておりますけども、いろんな行動メニューがあります。その行動メニューに基づいた実

践がどの程度、図られたのか。またその結果から見えてきた成果と課題は何なのか、そのこと

もぜひ明らかにしてほしいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおりプランの中に行動、具体的な行動メニューということで市民がすべきこと、

事業所がすべきこと、行政がすべきことということで、かなりの数の行動メニューが出されて

おります。ちょっと具体的に話をさせていただきますと、市民の行動メニューでは細かいこと

で、大変細かいことなんですけど買い物するときには袋を持っていきましょうとか、洗剤・シャ

ンプーは詰め替えにしましょうとか、本当に家庭の中での些細な行動がメニューとして挙げら

れております。事業所の中でも飲食店でもタオルを、ペーパータオルはやめましょうとか、ビ

ンでなく詰め替えのものにしましょうとかという、本当に小ちゃなことの行動メニューが出さ

れております。この市民、また事業所に対する行動メニューの成果、また評価というのは大変

難しく、市で把握できない部分が多々出ております。その反面、市がしなければならない行動

メニューというところで、この中に例えばペーパーですね、コピーをどのくらい減らすかとい

うようなことが書いてあるんですが、それについては目標が市の場合は目標数字が出しており

まして、１，２００万枚の紙を２７年までには１，１４０枚に減らしましょうということを掲

げておりますが、それについてはもうすでに２６年で１，１３６枚というように５％の、減ら

すことができております。 

 またシュレッダー、使い捨ての商品、これも抑制をするということ、これは管財と各関係機

関とですけど、管財がそういう物品については集約をして購入するなどしてそこで無駄を省く
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というようなことをしております。それから市の中の市民にかかる行動のメニューという中で

生ごみの堆肥化、これをしましょうということについては極力、給食から出たものとかそうい

うもの、またボカシ、ＥＭ菌などの肥料、それにまた補助、助成というのを行ってきておりま

す。また汚泥につきましても、すべてクリーンセンターのほうで、これは堆肥化しております。

それから廃油につきましても、バイオの燃料ということで、今、これはＢＤＦ化を進めている

というメニューについて行っております。課題というのは、今、先ほど私のほうから申しまし

たが、市民、事業所に対するものはどちらかというと周知的なこと、啓発的なことが多いため

になかなか検証、それの成果を、数字的なもの、見える形にすることができないというのが課

題であります。市のものにつきましてはある程度、職員が取り掛かることによって数字的な表

現ができると思っております。 

 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） 

 せっかく協働プランをつくっておきながら、なかなか検証が済んでいないというのは大変残

念なことです。やっぱり計画をつくったのですから、それをきちっと検証するということが次

のステップに進むためにも大事ではないかというふうに思っています。 

 再度伺いますが、答弁では２６年度に５３％減量目標に対して３０％の減量が達成したとい

うふうに答弁がありました。でも３０％の減量というのは、平成２２年度に達成しているはず

です。２６年度もまだ３０％というのはこの４年間、ほとんど減量していないということにな

りますけどもいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 目標の中で２３年度プランの目標の設定の中で、２３年度は３０．９９％の減量化率という

ことですが、これを現実に２５．２６という数字になっております。そして２７年度、２８年

度が３０％という形になっておりますので、その間、本当に少しずつですが上がっているとい

う数字になっております。２３年の３０というのはあくまでも目標的な数字で現数字は２５．

２６という数字を私のほうではいただいておりますので、ここで報告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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 つくった協働プランによりますとですね、２２年度、すでに２９．５８％達成しているとい

うふうにもなっておりますし、平成２２年の第２回の定例会でもそのとき荻野市長が行政報告

で基準対比で、これは２１年度末には２９％の減量になっているというふうに報告しているん

です。ですからちょっと部長が述べた数字はちょっと誤差があるじゃないでしょうか。少し確

認をお願いします。 
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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） 

 お答えさせていただきます。 

 ここのところの排出量のところなんですけども、ここのところが見直されておりまして、た

ぶん今、亀山さんプランをお持ちかなと思うんですけども、私のほうでいただいている２３年

度の排出量が年間１万８５１トンということですけど、実際は１万１，７５１トンということ

で、ここのところの数字が現実的なもの、直してありますので、そこで減量化率が少し違って

おります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いずれにしましても、２２年から２６年度まではそれほど減量が進んでいないということで

あります。答弁ではね、減量のためには市民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たすことが

大事だというふうに言われました。それに異論はありません。しかしごみ減量化というのは本

来、市の施策であります。市が最も積極的に、これをやり抜く、取り組む姿勢がやっぱり大事

ではないでしょうか。これは日野市の例ですけども、市民向けに６６０回の説明会を開いて減

量につながったという実践もあります。この間ですね、行政側では市民にね、周知徹底するた

めの説明会などを開いた経過があるでしょうか。もし開いたとしたら、それは何回ぐらいにな

るでしょうか。 

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させていただきます。 

 今、ごみの担当が各地区、またその区長さんの要望によって大体、年間２０回以上は説明会

というものに出ております。それ以外に環境推進委員さん、また区長会とかそういうところに

は別で説明会を行っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 例えばですね、全員協議会で配った資料の中にごみ袋を開封して調査した結果がカラー写真

で示されておりました。分別されていない、それから生ごみの水分が切っていないなどの結果

が報告されておりました。こういう調査をしたときに、すぐにやっぱり全住民向けにさまざま

な場所で説明会を、あらゆる場所でやるべきではなかったでしょうかというふうに考えていま

す。そのことが１点。それとこの調査結果をどのように生かしたのか伺います。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 
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 今、おっしゃいましたように調査というのは毎年、７日間行っております。皆さまに説明し

たとおりのような結果になっております。それについては広報等で、全体的な知らせ方をする

ときもありました。それがすべてではないですけども、そういうことも行っております。また

推進員さんのほうにはその都度、翌年のことということでお話はしております。亀山議員のおっ

しゃったとおり、本当は私たちも実はそれを見せてもらって、あっというふうに感じたことが

ありました。現実でものをもっと広く、たくさんの方に見せる必要は感じております。これに

ついては今後の、当然、今からごみをもっと減らさなければならないので検討していくものだ

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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 先ほどの部長の答弁に説明会どのくらいしましたか、年２０回以上は説明会を開いていると

いうことでした。行政区、１２６区あります。そのうちのわずか２０回ですので私は大変不十

分だというふうに思っています。やっぱり有料化の前に行政としてやるべきことをきちんとやっ

ていただきたい。それはですね、市民に対して周知徹底する、市民教育をするということであ

ります。そのことも、まったくではないですけども、あまりしないで、私に言わせれば行政と

してやらなくちゃいけないこと、努力しなければならないことを放棄しているというふうに私

は思います。やっぱりですね、有料化の前に行政としてやるべきことをちゃんとやる、そのこ

とをきちんとやっていただきたい。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） 

 再質問にお答えいたします。 

 亀山議員のおっしゃるとおり、市のやるべきことはきっちりすべて１００％、やらなければ

いけないと感じております。ただ、それが時間的なこと、これは理由にはならないと思います

けど、なかなかできない、いろんなことを兼ねているということで、１３２区、全部とかなか

なか難しいと思っております。しかし今回、このごみ袋の関係、減量の関係でいろんなところ

を担当が歩いておりまして、担当自身もこれはみんなに話をすることで、みんなの意識が変わ

るというのを実感しております。そういうことを踏まえまして、これは増やしていく、という

かいかなければならないと感じております。 

 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） 

 有料化にするから説明会を開く、意識を変えていくんではなくて、有料化になる前にやっぱ

りきちっとそういう意識を変えていただきたいんです。分別が進まないことやごみの減量が進

まないということをね、有料化にするということは市民に私は責任を転嫁していることだと思

うんです。これは有料化に進むということは、私は市民バッシングにもなるんじゃないかなと

いうふうに私は考えています。いかがですか。 
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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。 

 私たちの考えとしては、その有料化にすることによって決して市民をバッシングとかそうい

うことでなく、公平性を考えて市民、ごみの有料化ということの提案をし始めました。公平性

というのは今、本当に税でもって全部処理等をまかっておりますので、ごみをどんなにたくさ

ん出しても一生懸命分別して、頑張って出しても同じということがあります。ある程度のもの

は税のほうで負担するわけですけども、やはりたくさんごみを出す、なんでもかんでも出して

いる人には、それなりのやはり負担をしてもらうべきではないだろうかということから有料化

ということを考えて、今回このような形で提案をさせていただいておりますので、決してすべ

てが市民への負担を強いるためにその有料化を出しているという、提案しているというわけで

はありません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 だからそのごみを減らすために、もっと市は努力しなさいと言っているんです。やっぱりそ

の努力が足りない。それは部長も認めました。ぜひね、もっと努力していただきたいというふ

うに思います。有料化の方向としてね、今から境川の処理場で燃やすのが甲府、山梨、甲州市

の３市です。それに合わせるというような言い方もしておりますけども、例えば一部事務組合

などで笛吹のごみ有料化というのを決めているということなんでしょうか。そういうこと、事

実はあるんでしょうか。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 ごみの有料化、袋のことについてはそれぞれの市町村で決めておりますので、一部事務組合

でということではありません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ですから甲府や山梨や甲州はすでに指定袋ですけども、それに合わせるということはないと

いうことでいいんですね。 

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。 

 必ず合わせなければならないということでは、ここでたぶん統一のものが出ているんですけ
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ども、今それぞれの考え方でということでやりました。特にその中でも笛吹は減量のことを考

えて、ごみの有料化ということで今回、袋の提案をさせていただいているという状況です。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 行政資料によりますと１人当たりのごみ排出量の最も少ないのは４市の中では笛吹市です。

最も多い甲府市に比べると１１２グラムも少ないんです。すでに３市はごみ指定袋ということ

で有料化をしております。その３市に対して笛吹市は減量が進んでいるんですよね。歩調を合

わせるというなら、やっぱり負担の高いほうではなくて負担の低いほうにするべきだというふ

うに考えます。また別に、こんなに減量が進んでいるんですから、何も私は有料にするという

必要はないというふうに考えますが、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 ごみの減量におそらくあまり限りはないというか、減らせば減らすほどいいわけでありまし

て、決して今、甲府も進んでいるわけでもありません。その甲府は有料にしても進んでいない

という現状があります。山梨においても同じように、今１５円なんですけども、それでも減量

が進まないと。笛吹市も今まではやってきましたけど、ここでいろんな起爆剤じゃないですけ

ども、施策をやることによってより減量できるんであればそれが一番ベストであると感じてお

りますので、今回それをいい機会と捉えましてここで袋のほうを上げよう、上程させていただ

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） 

 先ほども申し上げましたけども、前市政で作成したごみ減量の協働プランですよね。これに

基づいて減量を進めるということが今、一番大事なことではないかというふうに考えています。

そしてその成果と課題を明らかにして、次のプランを作成するということが大事かなというふ

うに私は思います。ごみ減量化の協働プランにはごみを有料化する、指定袋を導入するなんて

一言も書いておりません。いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 ごみのプランのところでは５年間のごみの減らし方ということで書いてあって、ごみの有料

袋には触れておりませんが、その前のこのプランの上位である一般廃棄物処理基本計画という

ところの中で、ごみの有料化の検討をしましょうということは今後の施策という中に謳ってあ

りまして、今回はそれを含めてこの中に有料化というのを入れさせていただいております。 



 ６５ 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の４５リットル袋は生協やホームセンターで買うと１枚５円です。３０円ということを設

定しておりますけども、そうすると市民の負担は６倍です。先ほどの答弁にもありましたけど

も、ごみ減量の効果的な施策というのは有料化ではありません。それは部長も答弁しておりま

す。そのことは。市民に負担を強制する前にもっと着実に、もっとたしかにごみを減らせる施

策をぜひ取り組んでいただきたい。その努力を放棄して有料化に走るというのはね、とても理

解できるものではないというふうに考えています。答申では有料化ということですけども、そ

の撤回を求めますけども見解をお願いします。 

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。 

 審議会の答申については前回ご報告させていただいたんですが、審議会のほうも市民の代表

ということでかなり意見を出し合った中で今回、有料ということを審議会では答申をしていた

だきました。 

 それから市の努力というのは決して怠るものではなく、これは継続をしていかなければなら

ない。これは間違いないことです。それをしつつもなおかつ、市民の皆さまの協力を得るとい

う中でやっていきたいということで、ごみの有料化が入っております。 

 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） 

 たった１年に２０回の説明会でそれでよしとするそういう姿勢が、私は問われなければなら

ないというふうに思います。もっと減量のために大変かと思いますけども、もっともっと努力

していただきたい。市民教育をしていただきたい。周知徹底のために外へ出ていただきたい。

そのことをね、これからも徹底してお願いしたいというふうに思います。とても２０回で納得

できるものではありません。そのことはやっぱり肝に銘じていただきたいと思います。 

 そのことをお願いして、次に２問目の質問に入ります。住宅リフォーム助成制度の実施を求

める件について質問します。 

 ご存じのようにこの制度は住宅のリフォームにあたりまして、市内の中小業者を利用するこ

とで地域経済の活性化に大きな効果があるということが全国各地で立証されておりますし、県

内でも多くの自治体が実施しております。これまでも私は何回かこの実施を求めて質問してま

いりました。改めて制度導入を求めたいと思います。 

 １つ目として、この制度が地域経済活性化につながるということをどのように考察するのか

伺います。 

 ２つ目として、これまでの私の質問に対して今までの担当部長は住宅耐震助成制度があるか

らという、まったく質の違う答弁を繰り返してまいりました。この耐震助成制度が地域経済活



 ６６ 

性化につながるというふうに考えるのか、またそのような実績があったのかぜひお答えくださ

い。 

 ３つ目として全国的にもまた県内でも、業者にもそれからリフォームをする市民にとっても

大変喜ばれているこの制度であります。本市で実施しない、できない要因はなんなのか伺いま

す。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の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） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに助成制度が地域経済活性化につながることをどのように考えるかについてですが、

経済産業省の資料では２０１２年の住宅リフォーム市場規模は６．７兆円、２０１６年には８．

７兆円と市場規模の拡大が予測されます。また、リフォームビジネス市場での地域の工務店が

占める割合は約５割となっており、地域経済に与える影響は大きいと考えます。 

 住宅リフォームの助成制度の経済効果につきましても、景気低迷で住宅新築の需要が減退す

る中、市民の投資意欲を促し、施工を地域の工務店に限定することにより、地域経済の活性化

につながるものと認識を持っております。 

 次に住宅耐震助成で地域経済活性につながるかについてですが、笛吹市における現在の住宅

耐震助成の補助制度はわが家の耐震診断、木造住宅の耐震設計・改修工事に対する補助ととも

に耐震建て替え工事に対しても補助しております。この耐震化の補助制度の平成２６年度の実

績につきましてはわが家の耐震診断５３件、耐震設計が４件、耐震改修が４件、耐震建て替え

が１１件であり、耐震診断および耐震設計は９割が市内の設計事務所であり、耐震改修につい

ては５割、耐震建て替えについては３割弱が市内施工業者の実績となっております。市場規模

からみて少なからず地域経済の活性化につながっているものと考えます。 

 次にリフォーム助成制度実施の阻害要因についてですが、住宅リフォームにつきましての経

済効果は認識しておりますが、現在のところ国や山梨県においても補助制度がありません。市

の財政状況を勘案しますと、今後発生が予想される東海・東南海地震では甚大な被害が想定さ

れることから木造住宅耐震性の強化の助成を優先したいと考えますが、耐震化のさらなる促進

を図るために、今後は耐震改修と併せたリフォームに対しての助成制度の検討が必要と考えて

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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 率直に言って、この住宅リフォーム助成制度はやるということですか、やらないということ

ですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 基本的にはこれから検討を進めてまいるわけですけども、やはりこれは耐震診断、耐震改修

等のまだ、さらなる数を増やしてくためにもですね、そういったリフォーム制度も必要とみて

おります。そこはまた検討で、研究を進めながらやっていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の答弁ですね、どういうふうに私、理解していいのか分かりません。やるのか、やらない

のかよく分かりません。そのへんのところはまた、あとで答弁をお願いしたいと思います。 

 それでですね、先ほど部長は国の補助制度もないというふうにおっしゃっていました。隣の

山梨市では今年度、国の地域消費喚起・生活支援型交付金を活用してこの制度を実施しており

ます。あるんです。やっぱり、こうした国の制度を利用して実践する考えというのはありませ

んか。これは山梨だけでなくて全国的にあります。この制度活用。交付金活用。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 ただいまのそういった制度があることにつきましては、大変申し訳なかったと思います。早々

に確認させていただきます。 

 先ほどの答弁でございますけども、これは必要と考えておりますので研究を進めながらやっ

ていきたいと思っております。まだ時間的なものはかかるかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 分かりました。先ほどの再質問で、これは山梨だけではなくて、もう全国的にこの交付金を

活用してやっておりますので、ぜひまた調べてください。 

 さらに市長は議会初日の行政報告で、地方創生の総合戦略を県内自治体の中でも早期に策定

しましたと言っておりました。それで国の優先的支援も期待されるというふうに述べておりま

した。そのですね、総合戦略の初版、この間、議員に配られましたけども、その初版の中には

笛吹市の住みやすさに対する課題について、こう述べております。住宅の老朽化、居住世帯の

変化による住宅のリフォームの際の補助の充実が必要だというふうに記載してあります。この

市長の行政報告とこの総合戦略の初版に書かれていること、このことをどういうふうに施策に

生かしていくというおつもりですか。先ほどは何やらやるみたいな答弁をしておりましたけど。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営企画課長。 

〇経営企画課長（小澤紀元君） 

 それではお答えいたします。 
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 たしかに総合戦略の中におきましては、改修等につきましては必要なことというふうに書い

ております。しかしながら現在、国の制度ですとかそういうふうなものをももう一度、確認を

いたしまして、いつやるかというふうなことについては、この５年間の中できっちり協議を進

めながら然るべきときに実施するというふうなことで、検討に入っているというところでござ

います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 さらにですね、その総合戦略の中には、その初版には地域資源の活用とか地域産業の育成な

ども掲げております。やっぱりこの実践の方向として、先ほど５年間かけて論議すると言って

いましたけども、この制度導入は大変大事なことだというふうに私、考えております。そのこ

とからもいかがでしょうか。実践するということについては。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 地域のですね、地域経済の活性化、あるいは育てていくということに対しまして、この補助

事業については十分、大切なもの、重要なものだと考えておりますので研究等に、研究を進め

ながら前向きに考えていきたいと思っております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最初の答弁で部長がこの住宅、リフォーム助成制度が地域経済活性化のために大変効果があ

るということは認識していますというふうに答弁があったところです。しかし、住宅耐震の事

業を優先したいからということも述べておりました。私ですね、交付金がある、国の交付金が

ある、ないとかにかかわらず、やっぱり地域経済がまわっていく、そのことで業者の仕事が増

えて、それで税金も納めるわけじゃないですか。だから、例えば１億補助したとしても、その

何倍も税金として返ってくるということが全国では実践があるわけです。そのこともきちっと

やっぱり捉えていきたい。お金がないからいらないということではなくて、必ず税金として還

元してくるということもね、ぜひ考えていただきたい。そのことについてはどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 先ほど述べましたようにこの住宅リフォームの関係、市場的には全国的にも大変規模の大き

な、そして新築住宅と言いますか、そういったものがだんだん減少している中でですね、この

住宅リフォーム市場は伸びてきておりますので、この補助金制度についても有効な市場の活性

化につながるものと考えております。 

 以上でございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 研究するだの討議するだのということは行政用語ですけども、いつまでも研究したり討議し

ているとどんどん日が経ってしまいます。早急に結論を出していただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 

 引き続き関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 笛新会の岩沢正敏です。 

 通告に従いまして、今回は農林業対策ということで一般質問をさせていただきます。 

 今年はですね、春先からいい天気が続いて桃は早生の品種までは非常に良い状態だったんで

すが、結果、そのあとの大雨、くもりの日でかなり白鳳系の品種が被害を受けました。またぶ

どうはですね、５月の乾燥期、ちょっと乾燥しただけでやはりデラウエアのジベレリン処理が

うまくいかなかったということで、非常に農家にとってはちょっと厳しい年になったかなとい

う気がいたします。また鳥獣害の被害、あるいは新聞にも大きく出ましたＴＰＰの大筋合意、

そして秋から世界農業遺産の登録といろんな動きが今年はありました。その中で以下、質問を

させていただきます。 

 まず最初に今年の果樹などの実績はということですけれども、全農、山梨の今年の報告です

とやはり桃はマイナス２０％、ぶどうについてもマイナス１７％くらいというふうな結果が出

ております。ただ、この被害やはり天候被害によるものだと思っています。今年の桃・ぶどう

の被害は、笛吹市はどのくらい被害を受けたのかお聞きしたいと思います。 

 また天候被害の解決策、これは市としてはね、どういうふうに考えているのか。農協とか生

産者、いろいろ考えると思います。せっかく春から良い季節、そして早生種までうまくいった

けれども、収穫直前でこういうことになると農家は「なんだ、やったけんどこれじゃあへえや

りたかねえや」というような気分になる、そういう被害はやはり最後の天候被害だと思います。

これは行政と一体となって考えていかなければならないことだと思います。その解決策をお願

いします。 

 また桃・ぶどう日本一ですけれども、生産量、ぶどうはあと９００トンで甲州市に追いつか

れてしまうと。このような状況で笛吹市は日本一を守れるんでしょうか。その対策は考えてあ

るんでしょうか。桃・ぶどう日本一と言えなくなっちゃうというようなことじゃあ困ると思い

ます。 

 次に、この間も出ました世界農業遺産登録についてであります。 
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 これもこの間の１０月２６日、そして１１月、一昨日ですか、６日のシンポジウム等も私も

参加させていただきましたが、世界遺産とはまた違う農業遺産ということで、この農業システ

ムを、笛吹市の果樹の農業システムを維持するためにを認定すると、非常になんか難しいよう

な話ですけれども、果たしてこれは農家、あるいは市の負担ってこれ登録されたらあるんでしょ

うか。その点もお聞きしたいと思います。 

 そして登録することによって農家はメリットになるのか。あるいは規制等が出てデメリット

になってしまうのか。このことについても農家は非常に関心を持っております。 

 またその結果、農家が高収入につながっていくのかどうか。またそのための方策はどうした

らいいのか。この間のシンポジウムでも観光客が増えるとか世界遺産はみんな増えているよと

いうことがありますが、そんな甘いものではないような気がいたします。その点についてお伺

いしたいと思います。 

 ３番目といたしまして、山林の現状とそして対策はということですけれども、今、民有林、

特に民有林が多いわけですけれども、山の松枯れの被害が相当出ております。これはどのよう

に把握しておりますでしょうか。来年の５月には境川で県の植樹祭が行われます。その周りも、

その植樹される周りもかなりの松枯れが出ております。市の担当者がかなり調査しているよう

ですけれども、全体としてどのような被害の把握をしているのか。 

 そして公園内ですね、この間のスズランの里まつりにも行きましたが、あのスズランの中に

も松があって、それも枯れていました。私が確認しただけでも３本くらい、完全に松枯れがあっ

た。そういうようなところ、また境川の藤垈の滝でも大きな木が枯れているのもあります。こ

れもやはり市としてしっかり処理できるのかどうか。 

 それから民有林の松枯れというのは、個人の負担でしなければならないのかどうか。県は一

人ひとり、毎年環境税を取っております。１人５００円。こういうものを使って、やはりやっ

ていただかなければ、個人としてはもう対応できないんじゃないんだろうか、その点について

もお伺いしたいと思います。 

 そして笛吹市内にはですね、保護財産区の管理会がたしか１１くらいあったようが気がいた

します。毎年、私たちのほうも２つくらい管理会があるわけですけれども、やはりそこで問題

になるのはやはり２０年、３０年前は木材を売ってその地元のいろいろな行事や事業に使って

いたと。利益があったわけですけど、ここのところ全然それは私たちにはないわけですが、た

だ名所山に限っては今年ちょっと間伐材を売ったということで、利益がちょっとありました。

よその財産管理会ではどのような状態になっているのかどうか、お伺いをしたいと思います。 

 次に鳥獣害被害の状況と対策ということですけれども、やはり今年も、都市計画税の中でも

出ましたけど、イノシシやシカが飛び歩いているというような話も出ましたが、やはり大きな

被害が、農産物だけではありません。今年の被害状況の様子をお聞きしたいと思います。 

 そしてイノシシ、シカ、カラスなど猟友会の方々がかなり捕獲したと思いますけれども、去

年に比べて出没回数、かなり出ていると思うんですけれども、捕獲のほうはどの程度だったか

お伺いします。 

 そして市から猟友会へ、この鳥獣害の捕獲するために補助金等がいろいろ出ていると思いま

す。そういう補助制度の内容はどうなっているのか。また近隣の山梨、あるいは甲州等の猟友

会等をどのような違いがあるのか。そのへんがちょっと私たちもまだ把握しておりませんので、

猟友会への補助制度、たしかに猟友会の会員の方々も会員数が非常に激減しているわけですけ
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れども、どのような内容になっているのかお伺いします。 

 またシカやイノシシがですね、農地ばかりじゃないですよね、今出ているのは。宅地、そし

て道路、かなり出没しております。特に私たちのほうで心配しているのは夜、道路に出てきま

してね、交通事故、かなりこれ、ちょっと心配になってきております。非常にシカが、いくら

クラクション鳴らしても全然どかない。ライトでやっても全然どかない。そういうことがかな

りありますのでね、これがやはり夜も、少しは行政がやるのか警察がやるのか分かりませんけ

れども、事故が起きたら警察沙汰になると思うんですけども大変心配な状況です。そのへんの

対策をお聞きしたいと思います。 

 次にＴＰＰですけれども、１２カ国の一応閣僚の会議で大筋合意がされましたけれども、連

日報道されていますが、まだ日本では国会の承認も得ていません、アメリカもまだ議会の承認

を得ておりませんけれども、まだ、果樹に対する影響は農水省の中でも非常に少ないだろうと

言われておりますが、これが国会、１２カ国で合意されれば、すぐに果物、ぶどう、桃、いろ

んな果物も関税は即時撤廃になります。影響は少ないと思いますけれども、市としてはどのよ

うに考えていますか。 

 そしてこれに対抗するためには、やはり市のオリジナルブランド、あるいは山梨ブランドと

言いますか、県でもですね、県の方針としても囲い込みをしようと、県で開発したのはほかの

県や、ほかの市には、町にはもうつくらせないという方向でいきます。甲斐のくろまる、ある

いは夢みずき、あるいはサクランボ。市もやっぱりもし、そういう考えがあったらお聞かせを

していただきたいと。 

 次に中間管理機構であります。 

 農地バンクのことですけれども、貸し手と借り手、そして規模拡大のためには必要な人と、

そしてもうできないからといって貸す人たち、これ必ずいますので、そのマッチングがうまく

いけば、かなり利用できるわけですけれども、その現在の利用状況をお聞かせいただきたい。 

 またその中で農業法人、いくつかあると思います。農業法人が大量に大規模な面積を借りて

くれれば、かなり耕作放棄地も減るわけですけれども、農業法人はどのように利用しています

か。またこの中間管理機構ができ上がったことによって、耕作放棄地が、笛吹市の耕作放棄地

の減少にはつながっているんでしょうか。現在の状況をお聞きしたいと思います。 

 そのほか農業委員会にも利用権設定とか、いろいろな農地の貸し借りの制度があるわけです

けれども、この農業委員会の制度と中間管理機構という国の農地バンクのやり方、どこが違い

があるのか。そのことについてもお伺いしたいと思います。 

 以上、質問とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の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） 

 岩沢正敏議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに今年の果樹などの実績についてですが、今年の桃・ぶどう被害については桃は全面

積１，４００ヘクタールに対して２５０ヘクタール、２億６千万円ほどの被害を受け、ぶどう

は全面積８８３ヘクタールに対して７０ヘクタール、１億円ほどの被害を受けました。 

 天候被害の解決策についてはＪＡからの補助要請を受け、本年度は被災した農家の経営安定
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を図ることを目的として、ＪＡが融資する農業災害資金の貸付利子相当分を補助金として交付

する予定です。本１２月議会において予算要求をしております。 

 また来年度以降に懸念される自然災害に対しての対応ですが、農業災害共済への加入促進と

併せて加入者に対しては市補助金を交付して支援を進めてまいります。 

 今年の実績から見てぶどうは日本一を守れるかというご質問でありますが、昨年の雪害、今

年の異常気象により特にぶどうの収穫量、収入ともに減収となり、現段階での生産量につきま

しては不透明ではあります。 

 幸い９０％以上の農家が再建を行う意思を示しており、今後も笛吹市の桃・ぶどうは安心・

安全でおいしいというイメージづくりや高品質な物を提供することで、継続して日本一を守る

ことが可能と考えております。 

 また引き続きＪＡと協同し、消費拡大宣伝を行うとともに産地での技術継承ができる担い手

育成事業を継続し、桃・ぶどう日本一の郷を維持発展することを目指していきたいと考えてお

ります。 

 次に世界農業遺産登録についてですが、世界農業遺産認定に関し農家の費用負担は基本的に

発生いたしません。認定申請費用は峡東３市と県で負担いたします。今後、農村景観維持や世

界農業遺産の啓発のための費用は発生するものと思われます。 

 登録による農家のメリットとしては、産地のイメージが向上することで農産物のブランド化

が図られ、農産物の有利販売につながると思われます。対して営農を継続していく農家のデメ

リットは特にございません。 

 農家の高収入につながるための方策についてはＪＡと協同し、農産物を通じたＰＲを効果的

に進めてまいります。具体的には峡東３市やＪＡと協同し、農業遺産の産地を象徴するロゴマー

クの作成や世界農業遺産ブランドを活用した農家や生産者の増収益につながる方策や景観など

のイメージと組み合わせ、地域を丸ごとＰＲできるようなイベント開催を検討し、より多くの

消費者に笛吹市のおいしい果物を購入してもらえる施策を打ち出し、高価格での販売ができる

基盤づくりを行ってまいります。 

 次に山林の現状と対策ですが、市内の松枯れなどの状況ですが平成２６年度に５１０本を伐

採し事業費は９６７万円、平成２７年度は１１月までに１，１８４本を伐採し、事業費は１，

０７３万円となっており、伐採量は被害状況に比例していることから近年の松くい虫の被害状

況は異常気象などが影響し拡大している状況にあります。今後はさらに補助事業を活用し、被

害調査、伐倒処理を積極的に継続実施し、被害を最小限に留めてまいりたいと考えております。 

 公園内の松枯れ処理につきましては、基本的にその公園の管理者が処理することとなってお

ります。 

 民有林の松枯れ事業負担については松くい虫防除計画に登載された区域内であり、民有林で

あった場合には国・県の補助事業を利用し、市が事業実施しておりますので所有者の負担はあ

りません。 

 保護財産区管理会での木材売り払いについては、今年度に２つの財産区において売り払い収

入の実績がありました。今後、国産木材価格が向上すれば、すでに伐採期になっている木材の

売り払いが行われることと思います。 

 次に鳥獣害被害の状況と対策についてですが、平成２６年度の鳥獣害による農業被害状況は

被害面積２２ヘクタール、２，５００万円であり、前年面積比で１０％増加しております。 
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 イノシシ、シカ、カラスなどの捕獲数については１１月末日時点でイノシシ７２頭、ニホン

ジカ１０５頭、カラス３５５羽であります。イノシシ、シカともに去年の捕獲数を超えており、

特にニホンジカは前年比で７２％増となっております。 

 猟友会への補助制度については有害鳥獣の追い払い、捕獲を各地区猟友会に委託し、定額の

委託料を支給しております。また特定鳥獣有害獣であるイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルに

ついては捕獲実績数に対して報奨金をお渡ししております。また新たに狩猟免許を取得する際

の必要経費に対して補助金を交付し、免許取得者へ猟友会加入を促しております。 

 鳥獣等宅地道路出没の対処につきましては、現時点では市民からの目撃情報などを受けたあ

とに地区猟友会支部長へ連絡をし、出労のお願いをしております。主な対処内容は追い払いと

捕獲であります。 

 夜間の見回りは各地区猟友会が有害鳥獣の出没状況に応じて、それぞれの猟友会の裁量によ

り実施をお願いしております。 

 近年、民家付近や道路に有害獣が頻繁に出没しているため、来年度から鳥獣被害対策実施隊

を設置する予定です。実施隊の主な業務は市街地に出没したシカやイノシシの追い払いと捕獲

です。猟友会の会員から選出していただく予定としております。 

 次にＴＰＰの大筋合意についてですが、果樹に対する影響についてはさまざまな影響が懸念

されますが、桃・ぶどうに限定すると国産品は味覚、視覚ともに輸入品とは比べものにならな

いほど優れておりますので、ＴＰＰを開始したからといって急激な価格下落はないものと思わ

れます。一方、加工品については、原材料の下落により大きな下落が予測されます。また長期

的に見ますと、食品全体が価格下落をすることにより生食も影響を受けるものと推測します。 

 市のオリジナルブランドの必要性については当然重要であり、必要であると考えます。現在、

シャインマスカットが市場から好評を得ております。今後は県、ＪＡと協同して市の特産品と

して新たなオリジナルブランドの開発と消費拡大宣伝を行ってまいります。 

 次に中間管理機構についてですが、農地バンクの利用状況は現在までに登録された農地の出

し手申請者は９１人であり、対象農地は３２４筆、２７．１ヘクタールであります。対して借

り手申請者は１３６人であり、６３．１ヘクタールが登録されました。マッチングが完了した

案件は２３．５ヘクタールであり、出し手農地の８６．７％が集約されました。 

 農業生産法人が借り受けた農地は９．４ヘクタールであり、マッチング完了案件の４０％を

占めております。 

 耕作放棄地の減少との関連性については現在、中間管理機構の事業で耕作放棄地を解消し、

更地にしてから斡旋する事業を行っております。本事業を積極的に活用することにより、優良

農地の確保を進めるとともに耕作放棄地の解消に向けて取り組んでまいります。 

 農業委員会の制度との違いについては、斡旋業務について比較をした場合、各地区の農業委

員が行っている農地の斡旋事業と手法的になんら変わることはありません。しかしながら、中

間管理事業の制度では、窓口が中間管理事業者となることや農地の出し手に対して農地の提供

を促進するための補助金制度がある点等が異なります。 

 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。 

 ５番、岩沢正敏君。 
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〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。耕作放棄地の減少ですけれども、農水省が８月に発表した地球温

暖化適用計画、特に影響を受けるのはぶどうとリンゴだろうといわれておりますけれども、こ

の中で果樹に対しては、今から高冷地へ移動、あるいは緯度の高いところへ移動しないともう

果樹も作れないよということですけれども、笛吹市にこれをやった場合にですね、どうしても

そうすると山間地へ移動しなければつくれない。そこはもう完全にやっぱりサルやイノシシの

被害のあるところです。なかなか難しい問題がかなり今から出てくるとは思いますが、そこで

ただ、境川、私の地元のほうを見てみますとリニアの埋め立てとか、そういうところはまだ農

地のまんまでした。そこが２１町歩。あれがまだ耕作放棄地になっているわけです。そういう

ようなところもあるわけですけれども、これを地目の変更を県でするといっていますけれども、

急傾斜地、これはもう耕作放棄地にしかもうならないようなところがあるわけですけれども、

そこでそういう、どうにも農地にはかえらないところ、これは山林原野にもう戻して、農地と

してはもう扱えないほうがいいじゃないかとは思うわけですけれども、地目の変更については

農業委員会長、せっかくお見えになっていますけども、これはそういうことでできるものなん

でしょうか。そのへんのところをちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 赤岡農業委員会会長。 

〇農業委員会会長（赤岡勝廣君） 

 それでは岩沢議員さんの再質問、耕作放棄地の地目変更ができるかということにお答えいた

します。 

 一般的には農業振興地域内の耕作放棄地の地目変更は困難でありますが、先ほどお話のあり

ました山林の中、あるいは山林に隣接した農地で耕作が不適当、不適、できない、あるいは耕

作が不便だという、やむを得ない事情により耕作できなかったということで、１０年以上耕作

放棄され、自然改廃、山林化してしまったという場合には、農地への復旧ができないと認めた

場合には非農地証明を発行することにより、地目変更が可能とできる場合があります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。自民党や、それから政府の情勢調査会でも耕作放棄地を減らすた

めに税金を高くするというような動きも出ていまして、当然それは農地バンクへ登録すればそ

れは軽減されるわけですけれども、とてもこんな急傾斜地みたいなところは誰も借り手がない

わけで、こんなわけにはいかないと思うんですけれども、そうやってもう地目の変更をしてい

ただけなければ高齢者の税金負担というのは増えてくると思いますので、そのへんも農業委員

会で考えていただきたいと思います。 

 次に山林のことですが、保護財産区管理会あるわけですけれども、保護財産区の中で住民自

身、あるいは市民、その管理会の住民が自分たちで間伐、あるいは下刈りをしていると。実際

に下刈りを管理、本当に自分たちでやっている森林組合へ任せるんではなくて、少なくても自

分たちでやっているよというのはその１１の中でどのくらいありますか、お聞きしたいと思い

ます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 お答えいたします。 

 笛吹市に財産区として活動しているのは９財産区、特別会計を持っている会計がございます。

そのうちですね、特に管理していないというのが３財産区。それから管理会で下草等のなんら

かの対処をしているのは５財産区。それから業者へ委託しているのが１財産区ということで合

計９財産区ということになります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。われわれのほうも住民がみんなで年１回行って下草を間伐するわ

けですけど、やはり昔は山の作業というのもベテランがおおぜいいたんですけど、今、若い人

ばかりなって事故がかなり出てきているんですね。非常に難しい段階ですので、これを森林組

合とか、そういうところに委託したいと。そのための補助制度とか、そういうのはあるんでしょ

うか。ちょっとそのへんをお聞きしたいと思います。 

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） 

 補助制度というのは特にないと思われます。それぞれの財産区の中での会計でございますの

で、それぞれの財産区の決定の中でそういった委託なりなんなりのほうをお考えいただくよう

になろうかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。次に世界農業遺産の登録ですけども、これをメリットとして笛吹

市もやっていきたいということですけれども、この間のやはりシンポジウム、いろいろな話を

聞いていましても、先進でやってきたところ、やはり倉嶋市長も参加されていましたけれども、

やっぱりこれは行政が率先して自分たちでやっていくんだよと。市民がやっぱりやっていくと

いうのがこの間の結論だと思います。市民にやる気があるかどうか。この世界農業遺産として

登録に向けてしっかりやって、この農業システムを笛吹市の果樹、農業を維持していくんだと

いう、その市民参加のこの過程もしっかりと示さないと、やはり世界農業遺産の登録に向けて、

あとが、認定されたあとが駄目になると思います。そのへんの考え方を最後にお聞きしたいと

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） 

 私もこの間のシンポジウムに参加しましたけども、やはり市民の盛り上がりが大事というよ



 ７６ 

うなことはおっしゃられておりました。市だけでも駄目ですし、また峡東地域といった３市の

市民の方々の合意も必要だろうと思われます。素材についてはたくさんありますので、それを

どういうふうに市民の方々に説明をし、合意をいただきながら、それがまた峡東地域としてど

のように説明をし進めていくかということがこれからの課題になろうかと思いますので、その

へんは時間的に余裕があまりないわけですけれども、そのへんは詰めて進めてまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございました。世界農業遺産、そしてＴＰＰ、いろいろありますけれども、笛吹

の果樹をしっかりとやっていきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、岩沢正敏君の一般質問を終了いたします。 

 引き続き関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 岩沢議員の農林業対策について、関連質問を行います。 

 天候被害の関係と解決策についてお聞きします。 

 ２６年度実績で桃が２億６千万円、ぶどうが１億円と大変な金額ですけれども、その解決策

については被災農家の貸付利子補給、災害共済への加入促進と併せて加入者に対しての補助金

を交付して支援を進めていくとの答弁であります。この答弁については、事後処理に対する私

は解決策だと思いますけれども、８月に農水省でまとめた気候変動適用計画というのがありま

すけれども、将来、特に来年度以降に懸念される地球温暖化による避けられない農業被害、特

に桃・ぶどうでは先ほど岩沢議員がおっしゃったとおり、栽培適地の北上といった将来の課題

に加え着色不良、糖度不足、過熟果の発生等、高温条件に適用する品種の開発などを求めた地

球レベルの温暖化に伴う影響評価というのをすでに政府が打ち出しています。これに基づいて

適用計画を立てろと、すでに県あるいはＪＡと連携して進めているという状況ですけれども、

これに対する市の取り組み、要するに来年度以降に懸念される自然災害に対しての総合的な果

樹に対する取り組みをどういうふうに進めていくか、考えをお聞きしたいと思います。 

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） 

 産地の北上等による新しい品目等の改良と、開発といったことも含めましてですね、消費者

ニーズの対応や差別化による優利販売のための品種改良と、品種の導入といったことを大変重

要であると認識はしております。ただ、その部分につきましては専門的な知識でありますとか

技術、また時間等も必要となってまいりますので、確実な成果が得られるような方向を今後と

も県とかＪＡと連携して取り組んで、笛吹市にとって、また山梨にとってよいものを導入でき
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ればと思いますので、その点を思いながら取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ切実な問題で将来に関係する問題ですので、県あるいはＪＡとの連携を深めながら情報

を的確に把握して進めていただきたいと思います。 

 次に鳥獣害対策についてお聞きしますけど被害総額が２，５００万円、これは大変な数字な

んであります。特に猟友会には大変ご苦労をいただいておるところですけれども、来年度から

は鳥獣被害対策実施隊を設置するということですけれども、現状の猟友会のあるいは会員数、

平均年齢等を含めて、この実施隊に猟友会の会員の方々からということなんですけれども、こ

のへんのところをもう少し具体的に説明をお願いしたいと思います。 

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） 

 会員数についてはすみません、ちょっと資料がありませんので、のちほどお答えさせていた

だきますけども、平均年齢は６０歳の後半くらいになろうかと思います。 

 それで実施隊についてでありますけれども、今年の５月に鳥獣保護法というのが改正になっ

たところでありますけども、その中で認定鳥獣捕獲事業者が設置できるといったことが決まっ

てまいりました。そういった中で専門的な業者に鳥獣害の部分を委託ができる制度になったん

ですけども、これについては県の知事の認定が必要だということで、当面はまだ、地元の地区

の猟友会の方々に選抜していただいて、この捕獲制度ではないんですけども、そういった実施

隊を前もった段階で構成をして、そういった対策に当たっていきたいと、お願いしたいという

ことで、今後地元の地区の猟友会の方々とそのへんについてはお話をさせていただいて進めて

まいりたいと考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 鳥獣害に対しては大変、猟友会頼みということなんですね。私は前々から言っているとおり、

ある程度、民間委託をもうこのへんで考えていかないと大変厳しい状況になると。農家の方々

は本当に切実な思いをしていると。フェンスだけでは駄目だということを考えておりますので、

ぜひこの実施隊、大変前向きでいい考えだと思いますけれども、特に猟友会の方々とよく協議

をしながらですね、絶えず民間委託ということも視野に入れながら、ぜひしっかりこの鳥獣害

対策を進めてほしいと思います。 

 以上であります。 

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。 

 １４番、川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 通告に基づき一般質問をさせていただきます。公明党の川村でございます。 

 まずはじめに、がん教育推進についてお伺いします。 

 厚生労働省ではがんは１９８０年より死因第１位であり、２０１４年、約３７万人の方が亡

くなり、生涯のうち国民の約２人に１人ががんにかかり、３人に１人が死亡すると推計されて

おります。日本最大の国民病とも言われるがんについて、国ではがん検診受診率を５０％以上

の早期実現を目指しています。その達成には、がんに対する正しい知識が広まれば可能である

と見ています。 

 平成２４年６月、新たに策定されたがん対策推進基本計画にがんの予防や治療に対する正し

い知識を子どもたちに教える取り組みが全国に広がりつつあります。がんに関する教育の先進

的な取り組みを行っている教育委員会では、小中学校で健康教育の一環として独自のがん教育

プログラムを開発し小学６年生、中学３年生を対象に保健体育の授業の中で年に１コマ以上実

施されているようです。子どもたちが健康の大切さを学ぶということと同時に病気を知ること、

病気を予防することにもつながり、小さいころからのがん教育はがん検診受診率アップにつな

がる一方で、大人への普及啓発につながると有効な手立ての１つと考えています。 

 また山梨県ではがんの教育普及啓発について、子どものころからがんを正しく理解すること

を重要とし、その取り組みにおいて教育関係者と連携、協力を図りながら学校においてがん教

育に関する普及啓発を行うこと、また普及啓発の内容や必要となる教材等の選択、作成に当たっ

ては子どもたちの発達段階を考慮することを方向性が示されています。そのことで以下の点に

ついて伺います。 

 １．がんに関する教育について、どのような認識をされているのかお伺いします。 

 ２．市民の健康を守る観点から子どもたちへのがんに関する教育は重要であると思いますが、

今後どのような取り組みをされるのか、お伺いします。 

 ３．がん教育に関する教育の拡充のため今後、独自の教材や手引書の作成、医療専門家や闘

病経験者を招いての授業、教職員の研修などの検討をすべきではないかと思いますがいか

がでしょうか。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにがんに関する教育についてどのような認識をしているかについてですが、がんへの

対策は早期発見や自ら予防することを心掛けることが重要です。そのためにも子どものころか

らがんに対する正しい知識を学習し、理解することが必要であると考えております。 

 次に子どもたちへのがんに関する教育について、今後どのように取り組む考えかについてで

ございますけども、小中学校では学習指導要領に基づき保健学習でがんについて学んでおりま

す。児童生徒へのがんに対する理解と関心を深めるため、市の保健福祉部門等と連携をし予防

や早期発見の大切さなど普及啓発に努めたいと考えております。 

 次にがんに関する教育の拡充のため今後独自の教材や手引書の作成、医療専門家や闘病経験
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者を招いての授業、教職員への研修などの検討についてでございますが、がん教育に関する教

材については、山梨県より小学校６年生と中学校３年生向けに学習活動用リーフレットが作成

され配布されております。昨年度の調査の結果によると、すでに小中学校とも授業で活用して

いるところであります。独自教材の作成につきましては関係部門等と協議し、検討してまいり

たいと考えております。授業での取り組みについては、教育課程編成時にご指摘の点について

留意するよう指導していきたいと考えております。また教職員への研修については、県教育委

員会等へ働き掛けを行ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、部長の答弁の中で学習指導要領に基づき保健学習、がんについて学んでいるという答弁

でしたけども具体的な内容をお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 川村議員の再質問にお答えをいたします。 

 学習指導要領の中で特に生活習慣病等々と絡みまして、生活習慣病とその予防、あるいは小

学校の中でも「がんってどんな病気」というふうなことで、大体小中学校とも１時間から２時

間、教育課程の中で配当をして学習をしております。 

 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） 

 それから先ほどの答弁の中で、県から示されたリーフを活用しているという状況の答弁があ

りました。その中のがん教育の実施状況の一覧表を見させてもらったんですけれども、そのリー

フレットの活用時間として、保健学習で１１校、帰りの会で教職員が説明しながら配布したと

いう状況の現実なんですが、そのことについてその時間でいいのかどうか、どういうふうに把

握されているのか、お聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 たしかにわれわれが調べたところではそういった数字になっておりますが、先ほど申し上げ

ましたように普通の保健体育の保健分野の中で、先ほど申し上げましたように１時間ないし２時

間、教科書等を用いながらやっておりまして、これは県から配られた、配布されたリーフレッ

トでありますので、本当ですと保健の授業の中へ組み込んでやっていけばもっと子どもの理解

が深まると思うんですが、どうしても時間の制約というものが今の段階でありますので、やむ

なくそういったことになっておりますが、平成３０年度の目途とする学習指導要領の改定の中

で今後もう少し時間が取れるようになれば、もっとがんに対しての教育が深まっていくのでは
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ないかというふうに思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから先ほど部長の答弁の中で、保健福祉部等と連携してがん教育に関する取り組みをし

ていくということがありました。実際に学校現場だけではなかなか限界があると思います。そ

の点に対して、教育委員会、保健福祉部等との連携をどのようにやっていくのか、具体的な策

がありましたらお知らせください。 

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） 

 お答えいたします。 

 保健福祉部といたしましては健康づくり課でがんの健診事業、また予防接種等の取り組みを

行っておるわけですけれども、がんが健康診査の中心であるということは間違いはございませ

んので、こういったことの啓発を今は大人の方へ健診のほうの、健診率を上げるというふうな

ところで取り組んでいると。その前段階としてこれから子どもさんの時期に健康教育の中で健

康の重要さや命の重要さ、またその中でがんという病気に対する認識を正確につかんでいって

いただくことで大人になってからのがん検診の受診率であるとか、認識というものが高まって

いくということでございますので、今後も現在、教育委員会とも保健師の子育ての連携の中で

取り組んでおりますので、また中学校期からのまた健康教育の中で一緒に共同できることを連

携していきたいということでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 引き続き、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 先ほど保健福祉部長のほうの答弁にもありましたけども、学校のほうでは学校保健委員会と

いう委員会を設置する中で、その中に専門家、保健師等に関わっていただく中でそういったも

のもやっていくというようなことで、今、全校じゃないわけなんですけども、一応そういった

ことも取り組みも行っているというような状況でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 本当にがんを正しく理解することによって、将来的に大きな健康に対する格差も違ってくる

と思いますので、正しく理解できるようながん教育をお願いしたいことと先ほど部長の答弁の

中で学校保健委員会の設置状況を見させていただいた中で、笛吹市内１９校の中で設置されて

いるのが９校なんですね。まだあと１０校に関しては未設置という状況の中で、この状況につ

いて教育委員会はどのように把握していらっしゃいますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 
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〇教育部長（雨宮寿男君） 

 学校保健委員会でございますけども、今、議員がおっしゃったとおり設置されている学校が

９校、それから設置をしていない学校が残りの１０校というようなことで、その中でも保健委

員会の開催を検討している学校が、残りのほとんどの学校は検討中というようなことでござい

ます。 

 学校や家庭、地域社会、それから専門家等と連携する中でそういったがん教育等を学んでい

くという重要性を感じる中で、今後学校保健委員会の設置というものについては必要ではない

かなというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 私もぜひ必要だと思っておりますので、全学校が設置できるような仕組みづくりというか、

提案をしていただきたいと思っています。 

 それから２０代で今、増加している子宮頸がんですけども、現在はいろいろ新聞紙上で言わ

れておりますように、ワクチン接種を控えている状況の中でいかに健診率、受診率をアップし

ていくかということが重要になると思います。その中で全国的に見ますと成人式で予防を目的

とした啓発活動を実施している自治体もあります。リーフレットを配布したり、関心を高めて

もらうことを重要にやっていると思いますが、笛吹市の状況と今後の取り組みについて伺いま

す。 

 その中でこういうパンフレットがありました。女性に対しては「いつの日かママになりたい

皆さんへ知ってもらいたいことがあります」、男性には「あなたの大事な人を守るために知って

もらいたいことがあります」というパンフレットを見かけました。そういったことで、笛吹市

の今後の成人式等に対する状況等、取り組みについてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをさせていただきます。 

 ご指摘のありました子宮頸がんにつきましては、ご案内のように平成２５年でしたか、副作

用といいますか、が出まして、若干、若干といいますかワクチンの接種率が落ちてきていると

いう状況であります。 

 経過を申しますと、笛吹市としましては平成２２年度から子宮頸がんワクチンについての任

意接種という形で取り組んでおりまして、当時は小学校６年生ならびに中学３年生に１回のこ

とですから接種を１人の方に３回ですか、ワクチン接種を行うという形で始まりました。 

 その後、拡大をいたしまして２３年のときには前の年に受けられなかった方々を中心に中学

２年、中学３年、あるいは高校２年の方々にワクチン接種が拡大をしたところでございます。

また２４年につきましても新たに中学１年生になった方にそのワクチン接種を行ったと。ここ

までが任意で笛吹市が取り組んできたところでございます。 

 ２５年度に国のほうで定期接種化という形になりました。そうなってすぐに例の問題が５月

か６月ごろに起きまして、始まってすぐでしたので、結果的には全体の方にあくまでもご自身

の判断でということで積極的な勧奨を行わないという国の方針の中で、定期接種化は取り下げ
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られてはいないんだけれども、方針づけられているということで、笛吹市もご案内はするけれ

ども、受けていませんよとかぜひ受けなさいというふうに積極的な勧奨は現在は行っておりま

せん。そういった経過の中でございます。 

 それから一方で保健事業の中での子宮がん検診につきましては毎年３千人、４千人の方が受

けていらっしゃるということで、健診のほうはある程度、普及というかしている状況がござい

ます。ご提案といいますか、いただきました成人式の時点では、現時点では具体的に健康のパ

ンフレット等を配布をしているということはございませんが、先ほどの健康教育、また成人に

なってからの大人として責任のあるご自身の健康に取り組むという意味では、がんについての

知識を改めて持っていただくこと。また肺がんであればたばこの問題、それから飲酒、あるい

はストレス、さまざまな健康問題も含めてご指摘、ご提案いただいたものを生かして検討して

まいりたいというふうに考えております。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 子宮頸がんですけども、やっぱり健診は１９歳から始まっていまして、若い人たち、２０代

に発症することが多い年齢でもあります。２０代、３０代の方が発症する中で、やっぱり子ど

もを産めなくなってしまうという状況に陥る可能性もありますので、できましたら２０代の大

人になったときに男女問わず、そういった成人式を利用しながら啓発するということは第一歩

だと思うんですけども、その成人式を利用しない手はないなと思うんですが、部長いかがでしょ

うか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをさせていただきます。 

 ご提案いただきましたように、成人式のほうを積極的に活用していきたいというふうに考え

ております。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 すみません、時期はいつぐらいでしょうか。 

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） 

 今年度の成人式はすでに１月、年明け早々ということですでに準備が進んでおりまして、現

在あるパンフレットだけではちょっと数が足りないものですから、成人式として配布できるの

は来年度かとは思いますが、そのための準備を今から進め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） 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 

 前向きな答弁、ありがとうございます。 

 それから山梨県ではがんアクション協議会とか、がんフォーラムが活動されています。そう

いったとこと連携されますと、学校のほうに訪問してがん教育のお手伝いをするという状況の

中なんですが、そういった方たちと連携を取ってがん教育をする考えはありますか。 

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） 

 有効に活用できるというふうに思いますので、そのへんについても前向きに検討していきた

いというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ２５年、がんで笛吹市で亡くなった方は２０４人で死亡原因の第１位になっております。全

国的にも本当に早期で発見すれば治るんだというのががんであります。公明党としてはがん対

策推進基本法のうちにがんの早期発見のため、がんの健診率の向上、不幸にもがんになってし

まったあとの処置のためがん医療技術の向上、そして痛みを取り除く緩和ケアと並び、がんに

ならないための小さいころからの命の大切さを教えるがん教育は、最も重要と位置づけていま

す。また国の動向としては小中高では平成２９年４月からがん教育を実施するとの方針を固め、

小学生には患者、経験者などの話から健康、命の大切さを認識、中学・高校は教師と医師、が

ん経験者などの外部の講師と二本立てとし、文科省の考え方も児童生徒へのがん教育について

は小学校の段階から開始する方針ですが、この実施に向けて２年ぐらい予防の時期があります

けども、笛吹市としての取り組みを再度お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 お答えをいたします。 

 現行、先ほども答弁の中でありましたけども、現行の指導要領においては生活習慣等の関わ

りの中での位置づけということで、がん教育ということに特化しての取り組みはあまり深く行っ

ていないというのが現状でございます。 

 先ほど言ったように国の今後の取り組み、また２０１８年に予定されている学習指導要領の

改定の中で、そういったがん教育についての位置づけが明確にされるという方向のようですの

で、そうなりますとそういったがん教育に対する時間も取れてくる。また教材等もでき上がっ

てくるんではないかなというふうに思っています。子どものうちからそういったがんに対する

正しい知識を学んでいくことによって早期発見・早期予防、そういった考え方が明確になって

くるということが健診の受診率の向上につながると思いますし、また子どもがそういったがん

に対する正確な、正しい考え方を持つことによってその家庭、親もそれに看過されて、今まで

そういった健診をあんまり受診されていなかった方も受けるんではないかなというふうに思い

ますので、受診率が総体的には上がっていくんではないかということで、大変その小さいころ
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からのがん教育については有効ではないかというふうに思っております。笛吹市としても国の

動向等を見る中でしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 しっかり取り組んでいくという答弁をいただきましたので、２問目の質問に移らせていただ

きます。 

 還暦式の開催について。 

 近年では、年金支給年齢の引き上げなどとともに雇用延長制度が普及するようになり、実際

にリタイアする年齢は多様化していますが、多くの皆さんがまだまだ元気で十分な経験や技術

を持ちながらも職場から離れることになります。厚生労働省のアンケート調査によりますと経

済的な理由や頭や体を鈍らせないため生きがいづくり、やりがいのための理由で多くの方が今

後も働きたいと考えているとともに、２割の方は市民活動や地域活動に参加したいと考えてい

るとの調査結果が出ました。シニア層の皆さんに地域の中で生きがいを持ちながら就労、ボラ

ンティア活動や市民活動、コミュニティビジネスの起業など今後、地域コミュニティの再生の

担い手となっていただくきっかけづくりとして還暦式の開催を提案しますが、市のお考えをお

伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 川村惠子議員の一般質問の２問目について、お答えをいたします。 

 還暦式の開催についてでありますが、全国的には還暦式を開催している自治体があるという

ことは承知しており、また同様な事業として４０歳で行う不惑式、３０歳で行うハーフ還暦式

などを行っている事例もありますが、開催趣旨につきましてはそれぞれ自治体によりさまざま

でございます。 

 市では現在スコレー大学、市民講座、高齢者学級、文化協会などにおいてさまざまな事業を

開催をしており、そこには還暦を迎えた方もおおぜい参加し、それぞれが生きがいを持ち楽し

みながら過ごしております。 

 ご提案の趣旨等については十分理解をするところでありますので、今後もさまざまな手段や

方法を研究し還暦の方も含め、市民の生きがいづくりの場を提供してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 笛吹市ではスコレー大学とか市民講座などの多くの事業を開催して、市民の生きがいづくり

の場を提供してくださっていることは重々承知しております。先日、視察に行きました下松市
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では還暦式の話から介護予防推進、アラカン志ネットワーク育成支援事業を展開して生きがい

づくり、ロコモ解消、健康長寿を伸ばす、ボランティアデビューをすることにより他者のため

に尽くすという最高の生き方を探すことへと大きく市全体で取り組む様子を伺ってきました。

笛吹市のホームページを見ますとシニアボランティア養成講座、病院内付き添いボランティア

養成講座とか、お散歩付き添いボランティア養成講座の開催案内がアップされていました。そ

の対象者はおおむね６０歳以上の方となっております。 

 今後、介護保険法が改正に向けて新たな受け皿となるために地域ボランティア養成講座なの

かなと理解しております。そういった中で今後、還暦式を行うに当たって、また地域に還暦を

迎えた方がデビューするにあたって、１つの節目として還暦式は必要かなと思って再度、提案

させていただきました。その点について、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 還暦式の開催の趣旨、目的等については先ほども言いましたように各開催している自治体に

よってさまざまというようなことで同窓会的な意味合いで行っているようなところもございま

すし、また先ほど言った長寿を祝う、また健康を祈念するような健康づくり的な意味合い、ま

た生涯学習の立場から学習意欲を養う場とするとか、また地域活動に対して今まで養ってきた

知識や技能をどのように生かしいくかというようなことで、そのきっかけづくりとしての還暦

式というご提案でございます。 

 私たちもまだ、ちょっと全国的な例もそれほど深く研究をしてございません。その還暦式を

行うことによって、対象者に対してどのくらい参加率があるのかとか、その成果とかそういっ

たものを今後ちょっと研究をさせていただきたいなというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ研究していただきたいなというふうに思います。笛吹市においては２分の１成人式、小

学校４年生を対象に１０歳のときに行われておりますし、成人式が若い人たちにとって大人へ

の大きな一歩となることと同時に大イベントのようにやっておりますし、第二の人生のスター

トを上手に切れるということで提案をさせていただきました。全国的には何市か調べましたけ

ども松山市では地域で活動するきっかけということで「青春再び６０歳 還暦交流集会」と銘

打って還暦式を行いました。市川市では市民提案制度に寄せられた中でアイデアを具現化して

市が予算を計上し実施したという例もあります。海老名市とか多摩市のほうでもやっておられ

るように思います。生涯学習課では、本当に盛りだくさんの事業を開催していただいているこ

とは承知しておりますし、その１つの講座の中に還暦式を盛り込めないかと思いまして再度お

伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 
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〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 還暦式ということですが、どのような形で行っていくか、言ったようにこの講座の中の１つ

にそれほど大きな規模でなくてやるという方向もあると思います。またそういった対象になる

ような人たち、ここに、部長の中にも幾人か対象者がいますけども、ご意見や要望等があれば

ちょっと聞きながら、またどのような形のそういう今後の生きがいづくりのきっかけになるよ

うな、そういったものをつくっていけるかというのをまた検討したいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 それから笛吹市の人口ピラミッドを見ますと５５歳から５９歳が４，２４６人、６０歳から

６４歳が４，７５５人、まだまだ生産年齢のうちでもありますし、この還暦式、第２の人生の

スタートをきっかけとして、地域、これからますます人口減になるに当たって、こういう年代

の人たちが中核となっていくには、地域においては力を借りるのは必要不可欠と思いますが、

今後そういった方たちにどのような地域力アップのために頑張っていただけるか、どのように

お考えか再度お伺いします。 

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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 今度は地域で活躍する、地域を活性化するという意味のことで私のほうの市民環境部のほう

で答えさせていただきますが、やはり今から団塊の世代の方たちが増えていく中で、その人た

ちが本当に地域の担い手にならなければならないと感じております。それはあくまでも自主的

に、自分たちで、何を自分たちの地域のためにできるかということを考えていただいて、それ

を具現化するために市がどのような支援ができるかということで、例えばうちでいえば市民活

動支援課があります。ボランティアセンターを今度立ち上げます。また助成金もありますとい

うような形で、そういうもので雇うという人たちを支援して地域のためになっていただくとい

うこ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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 自主的に活動できる、やろうという人を後押しする意味でも１つのきっかけとして還暦式が

重要かなと思いました。また私も還暦を迎えます。ぜひ笛吹市の還暦式を立ち上げていただい

てその式に出れるよう、一日も早く立ち上げていただきたいことを願いまして一般質問を終わ

ります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 

 引き続き関連質問を行います。 
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 関連質問はありますか。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 川村惠子議員の関連質問をいたします。 

 がん教育について、やはり教育の中でぜひこんなような状況が最初見えたらがんの疑いがあ

るとか、自分で分かるサインとかそういうこともあろうかと思いますので、お医者さんたちと

いろいろ勉強しながら、そういうことも含めていただきたいと思いますけども、お願いしてよ

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） 

 先ほども申しましたように小中学校の教育の中で、小さいころからがんに対するそういった

正しい知識を学んでいくということは非常に重要だと感じております。そういった中で学校保

健委員会の中にそういった専門家の中に入っていただいて、それらの指導等をしたりとかです

ね、また保健福祉部等の連携の中でそういった、学校の中での取り組みを進めていけるような

形を今後、検討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） 

 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。ぜひお願いいたします。 

 あと、それとお母さんたちにも学校へ来た折に例えばピロリ菌なんかも小さいときにお母さ

んが何か物を噛んであげると、それがピロリ菌が移ってしまうということもあります。大人に

なれば結構かからないんですけども、そういった知識もやっぱり幼稚園とか小学生の低学年の

ときのお母さんたちにも少しそういうこともやはり何かの機会でぜひやっていただきたいと思

いますけど、そういうこともお願いして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） 

 母親に対する教育、学校の関係でいけばＰＴＡに対するということですので、そういった集

まりがある機会もありますので、講演等を通じる中でできればというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 お答えをいたします。 

 出産、子育ての中で当然、母親も含めた子育てへの支援というのは保健福祉部、健康づくり

課を中心に行っておりますので、そういった中で当然、子育ての指導というところも努めてま

いりたいと考えております。 
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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） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 結構ね、お母さんたち口でやって、お子さんにやっている場面も見ますのでよろしくお願い

いたします。最近の若い方たちはピロリ菌がいない方が多いですからあれですけども、小さい

うちだと鍋を一緒につついただけでも感染する場合も、ピロリ菌が移ってしまう場合もありま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

 あとそれとがんの教育ですけれども、やはり私たち自身もがんを教育していく、学校の先生

たちもいろんな今、健診がいろいろありますけど、結局、実際いろんな話を聞くんですけど、

がんの健診をすればいいと分かるけども、あんな苦しい検査やりたくない、死んだほうがいい

というそういう大人の人たちが実際いるんですね。胃カメラにしても本当に死ぬかと思ったと

か、そういう人たちにありますから、ぜひそういった健診のことについては怖さをとる、そう

いうことも、全身麻酔しますと本当に寝てる間に全部済ませてしまいますし、この笛吹市内の

中でも個人病院でそういうことをやっているところもありますし、大きい病院もありますし、

ぜひそういうことも使いながら多くの人が健診するよう、あとそれと今、科学が進歩しまして

アミノインデックスなどで、例えば女性だったら胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、卵巣

がん、それであとこの間は、つい最近すい臓がんまで診れるようになったそうです。男性の場

合は前立腺がんも入っていますけども、値段のほうは２万、すべてやって、女性は全部、すい

臓までやって２万５，５００円位しますけども、病院によって多少の差はあろうかと思います

けども、それは痛くないし、早期発見、本当に小さいうちから分かってしまうがんですので、

例えば胃カメラ飲んでも分からない場合もあるそうです。それと併用してやること、そういっ

たこともぜひ推進していただきたいと思います。それにはやはり高すぎますので、いずれは市

のほうで負担というかそういうことも考えながら、長期的な対策をぜひよろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 現在がんの健診についても胃がんや肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肝がん、前立

腺がん等々、健診のほうの取り組みを行っているわけですが、国のほうの指導、また国からの

補助金等もだんだんなくなってきている中で、市としてどこまでの範囲を、要は国のほうはも

う効果がある程度普及していると。啓発のところは限界がきているという中で、国のほうが手

を引いていく中で市としてはどこまでやっていくのかというところが今、直近の、喫緊の課題

になってきているという状況であります。ご指摘をいただきましたように、当然がんによる死

亡率を下げるためには健診をより多くの方に受けていただく必要がございますし、そのために

は一人ひとりに細かくこういった健診があるというお知らせを、笛吹市では１月、２月に個人

にご通知をしながら希望をとって取り組んでおります。 

 それぞれのやり方については、今後も進んでいく健診の方法や費用負担等については様子を

見ながら検討していくしかないわけでございますけれども、現在、進んでいる健診について引
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き続き多くの方が健診を受けていただけるように取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。例えば先ほどのアミノインデックスですけども、本当に少量の血液

を採るだけですべてが分かりますので、そしてまた市のほうの健診なんかもあるんですけども、

血液検査にしても何十種類ほど、自分のアミノ酸が足りないとか亜鉛が足りないとかそこまで

分かる時代になってきました。それを受けるには東京まで行かなければ受けれないんですけど

も、やはりそういった知識、お金を出せない場合はせめてそういうものがあるということをま

た多くの皆さんに知っていただいて、お金をかけても早くそういうことをやりたいということ

もいらっしゃると思いますので、そういったことはどうかよろしく広めていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（風間斉君） 

 先ほども申しましたように本市で取り組んでいる健診、また現在のがんに関する取り組みの

情報、国の情報等につきましてもまた今後、広報やホームページ等も活用しながら情報提供を

していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時４５分といたします。 

休憩  午後 ３時２９分 

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

再開  午後 ３時４５分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは再開いたしますが、再開の前に先ほど保坂利定議員の関連質問に関しまして飯島産

業観光部長より答弁がございます。 

 飯島部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 先ほどの岩沢議員の関連で、保坂議員の質問のあった笛吹市の猟友会の会員数でありますけ
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ども１１９人ということでご報告させていただきます。 

 失礼いたしました。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 続きまして、一般質問を続けます。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ただいま議長の許可を得ましたので、通告どおり２問の質問をいたします。 

 先ほど休憩前の川村議員のがん教育の質問の中で、がん、がんという言葉が何回も出てきて

私のことを言われているような気がいたしました。私もこの秋、胃がん、それから胆石、それ

から鼠径ヘルニアと３つの手術を本当にトリプルスリーで行ってきました。今、こんなに元気

ですので、この壇上で一般質問できることを喜びに感じております。 

 それでは以下、質問に入ります。 

 まず最初の質問ですが、社会教育施設および社会体育施設の使用料について伺います。 

 合併以降、旧町村ごとに異なっていた社会教育施設および社会体育施設の使用料については

合併協議により算定基準の統一化、施設規模、内容に応じた適正料金について調整するとのこ

ととされておりました。 

 先の９月議会において関係条例が議決され、来年４月から改定料金が適用されることになり

ました。施設ごとの使用料金の基準が統一されることにより、市内すべての施設ごとの不均等

が解消され、公平・公正な受益者負担のもとでこれからも生涯学習、文化、スポーツの拠点と

して多くの市民の方や多くの団体が安全で安心で有意義な活動ができるように期待していると

ころであります。 

 そこで以下、３点質問いたします。 

 １．今回の使用料改定により施設全体では、どの程度の使用料の増額を見込んでいるのか。

また維持管理費に占める利用者負担率はどの程度の割合か伺います。 

 ２．使用料改定に伴い減免基準も統一されたものと考えますが、新しい規定ではどのような

団体を減免対象とするのか伺います。 

 ３．スポーツ少年団についても一部負担を求めるということですが、一部の指導者や保護者

からは子どもたちの活動に対してはこれまで同様、使用料は減免でという要望も聞いてお

ります。スポ少について、免除の考えはあるのか伺います。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、雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに、今回の使用料徴収額の変化についてどのようになるかであります。 

 施設使用料の試算についてですが平成２５年度の使用実績をもとにし、また半日利用を３時

間利用として試算いたしましたところ、社会教育施設については平成２５年度の使用料の総額

約７３０万円が約１，８００万円になると見込んでおります。 

 内訳ですが使用料改定分が４８０万円、免除から減額となる団体の増額分が２７０万円、使

用料を徴収していなかった施設の増額分が３２０万円となります。また、施設の維持管理経費
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に対する利用者の負担割合は５．２％から１２．７％となります。 

 次に社会体育施設および学校開放施設については、平成２５年度の使用料の総額約１千万円

が約３，２００万円ほどになると見込んでおります。 

 その内訳ですが使用料改定分が９７０万円、免除から減額となる団体の増額分が４００万円、

使用料を徴収していなかった施設の増額分が８６０万円となります。また、施設の維持管理経

費に対する利用者の負担割合は７．２％から２２．８％となります。 

 次に使用料を減免する団体はどんな団体かでありますが、免除については市や教育委員会、

行政区、市内小中学校などが利用する場合に対象となり、減額については文化協会、体育協会、

スポーツ少年団、県内高等学校、県小中学校体育連盟などの団体が利用する場合に対象となり

ます。 

 次にスポーツ少年団の使用料の免除の考えはでありますが、今回の使用料の改定については

社会教育委員の会議およびスポーツ推進審議会における審議、答申内容を尊重して見直しを行っ

ており、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するため受益者負担の原則

のもと、スポーツ少年団についても負担をお願いするものとしております。 

 ただしスポーツ少年団については児童生徒の教育の一貫であることを考慮し、体育協会など

に適用する５割負担ではなく、７割を減額した３割負担ということでお願いすることとしてお

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。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。２つの施設の中で今まで取っていない部分でそれぞれ３２０万と

か８６０万、取るようになるということですが施設が老朽化しておりますところによりますと

維持管理費とかは年々膨れ上がるばかりと思いますので、施設利用者に関わる多少の負担は仕

方がないところでございます。 

 受益者負担の増額分は施設の維持管理費にしっかりと充てていただいて、安全で快適に施設

が利用できるようお願いしたいところでございます。 

 来年４月から新料金が適用されることになり、また減免対象も変わってきますが、そのこと

を知らない利用者とか団体などもまだいるようなことを聞いておりますので、市民やそれらの

利用者への周知をどのようにされるか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 市民や利用団体への周知、説明についてでございますが、当面広報１月号への掲載を予定を

しているところであります。またホームページ上にも掲載し、周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 そのほか社会体育施設につきましては、毎月利用調整会議が行われているわけでございます

が、その席において直接、利用者、利用団体には説明をしていきたいと考えております。 
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 それから社会教育施設につきましては、そういった利用調整会議がないわけでございますが、

各団体の会議の席やまた利用の申請の段階において説明をし、理解を求めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 よろしくお願いします。 

 次にスポーツ少年団の負担について、お伺いしたいと思います。 

 スポーツ少年団から一部負担を徴収した場合、市のスポーツ少年団ではどの程度の負担増と

なるのか。また単位団では多いところでどのくらいの負担になるんでしょうか、お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 お答えをいたします。 

 スポーツ少年団につきましては、これまではどの施設を利用しても全額免除という形でござ

いましたけども、今回、一部、３割負担ということでお願いをしていくということでございま

す。今回の改定に伴いましてスポーツ少年団全体では、２５年度の利用実績で試算すると約

４００万円程度の負担になるんではないかというふうに思います。 

 また負担が大きい単位団でございますが、野球やサッカーといった種目が週４日から週５日、

３日くらい練習をしているということで、練習時間が多いということと、それから平日の利用

の場合には夜間照明を利用するということもありますので、当然、負担が多くなっているとい

うところでございます。多いところでは年間、最大で活動予定をしている日を全部活動して、

また土日もすべて使ったというふうに仮定いたしますと、最大で１０万円程度年間かかると思

います。少ない単位団では年間５千円程度の負担ではないかというふうに考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 スポーツ少年団の団員数によってはね、親の負担もだいぶ違うことは分かりますが、団員の

多い団と少ない団の団員数はどの程度でございましょうか。 

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） 

 答弁いたします。 

 スポ少の団員については年々、減少傾向にあるというふうに感じております。児童生徒数の

減少に伴うものもございますし、それ以外の理由によるものもあるんじゃないかなというふう

に思いますけども、当然、団員数が多いところは１人当たりの親の負担はその分、軽減される。

小さければ親の負担は割合が多くなるということでございますが、その団員数の多いところと

いうことでは、屋外種目ということでいけばサッカーが今やはり多いと。野球が少なめという



 ９３ 

ことでございます。室内種目ではバレーやミニバスが比較的、数が多いということになってい

ます。それから柔剣道などの武道が少ないというような状況で、具体的には浅川のジュニアサッ

カーが５６人ということで最も多い。続いて石和のサッカーが４４人。御坂サッカーが４２名

と。それから少ないほうですが一宮空手が６人。石和剣道が７人。御坂柔道が９人といったよ

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） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 今はスポ少の団員数が少ない傾向にあるようですが、特に団員の少ない団は運営が厳しく親

の負担は大変だと思います。そういう面で配慮が必要でないかと思います。スポ少の活動は未

来を担う少年たちの体と心を鍛え、礼儀や集団行動など社会性を学ぶ教育の場であります。そ

の卒業生は指導者となったり、後進の指導に当たるケースも数多くあることから指導育成の場

でもあると言えるではないでしょうか。また最近ではスポ少加入者が減少傾向にあると聞いて

いますが、単に児童数が減少しているだけでなく、親の経済的負担も大きな要因があると思い

ます。市では総合戦略の大きな柱として子育て支援、子育て世代への経済的負担軽減を掲げて

いるところでもありますので、子どもたちの教育や将来の指導者育成、そして子育て世代の親

の経済的軽減といった観点から、スポーツ少年団の活動においては使用料を一部免除でなく全

額免除とすべきだと思いますが、再度教育委員会の考えを伺います。 

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） 

 お答えをいたします。 

 スポーツ少年団への負担については、教育委員会の中でも最後まで慎重な検討をしたところ

でございます。今回は審議会の答申を尊重する中で減免基準を定めたところでありますので、

４月からは新基準により運用をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 しかしながら今回の答申の中で負担の公平性や公正性の確保のため、３年ごとに見直しを行

うこと、それから特別な事情がある場合にはその都度見直すことということが追記されている

ということがございます。今後、皆さま方のご意見を伺いながら適正な料金体系の確保に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 どうもありがとうございました。ぜひそのへんをよく考えて、これからも進めていっていた

だきたいと思います。 

 次に２問目に移ります。石和温泉駅北口の将来構想について、お伺いいたします。 

 今年の３月２５日、新石和温泉駅の南口が供用開始され、来年２月には長年の懸案であった

南北自由通路や北口を含め新駅舎全体が供用開始となります。北口の将来構想について、伺い

ます。 
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 最初に北口ロータリーと駐車場の見通しを伺います。 

 計画によりますとタクシープールが１０台。一般車両の駐車場が１９台。駐輪場が１３０台

の予定と聞いております。特に駐車場は６０分間は無料ですが、それ以降は有料になるようで

すが、あの場所は甲府市東部や１４０号線沿線の人たちの利用が多く見込まれますのでスペー

スが手狭になることが予想されます。その点についてはどのように考えているか伺います。 

 次に１４０号線との交差点の交通安全対策について伺います。 

 このアクセス道路は近くに市立石和第五保育所があり、保育所への送迎で朝夕は通勤・通学

と重なり大変な混雑が予想されます。この駅入り口から東側に約２００メートル行ったところ

に信号機があります。平成２５年１０月１日に発生したひき逃げ死亡事故はいまだに未解決で

す。そのような事故が二度と起こらないためにも万全な対策をどのようにお考えであるか、お

伺いします。 

 ３点目として石和温泉駅北口を活用して、大蔵経寺山から兜山にかけての観光振興をどのよ

うに進めていくか伺います。 

 市長は先月の２９日に笛吹高校創立１２０周年記念同窓会総会の祝辞の中で、この地域は笛

吹市の最大の宝だと絶賛しました。同じ日には第２回石和・春日居温泉郷、富士山眺望トレイ

ルラン＆ウォークが市内外から４００名以上の参加を得て盛大に開催されました。この地域か

らの眺望は富士山も夜景もとても素晴らしいと思います。特に春の桃源郷の向こうに見える富

士山は１枚の絵のようで、なんとも言えません。ハイキングコースはもちろんのこと展望台、

休憩所、トイレ等などどのように整備するのかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに北口ロータリーと駐車場の見通しについてですが、石和温泉駅南北自由通路および

北口広場につきまして、平成２８年２月１２日に竣工式典を行い供用を開始いたします。北口

ロータリー部分にはタクシー、障害者用、路線バスの乗降所および緊急車両の停車場、タクシー

プールを設置いたします。 

 北口広場東側の送迎用駐車場については１９台設け、そのうち２台が障害者用になっており、

駐輪場については平面利用で１３０台程度のスペースがあり、限られた台数でありますが駅利

用者への利便性の向上につながると考えます。 

 今後は周辺の土地利用にも変化が予想されることから、その状況を把握し検討してまいりた

いと考えております。 

 次に国道１４０号線との交差点の交通安全対策についてですが、国道１４０号と駅北口アク

セス道路の交差点につきましてはすでに供用開始しており、山梨県公安委員会と協議の上、安

全対策として横断歩道、右折レーンの設置を行いました。さらに地元地域から鉄道利用者の増

加・車両の乗り入れや石和第五保育園の送迎車両の通行に伴い信号機の設置要望を受け、北口

広場の供用開始に伴い公安委員会で信号機の設置を行っていただき、一層の安全対策が図られ

るものと考えております。 

 次に石和温泉駅を活用した大蔵経寺山から兜山にかけての観光振興についてですが、石和温
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泉駅がリニューアルされ、駅北口ができたことで今後の観光振興の幅が広がってくると感じて

おります。また南北自由通路の開通により、この２つの山と温泉街が近くに感じられると思い

ます。 

 長谷寺や大蔵経寺はかつては修験僧が修行を積んだ名刹であり、大蔵経寺山から兜山にかけ

ての眺望は笛吹市の観光資源でもあります。シニア層やインバウンド、歴女などにテーマ性、

ストーリー性を持った周遊観光の提供は大いに期待ができます。駅南口エリアではミズベリン

グ構想による労報橋の架け替え、ＮＴＴ用地の活用などの施策を検討しておりますが、今回の

駅リニューアルでその重要性は増してきております。 

 今後、駅北側エリアも含めた南北地域が有機的に連携できるよう観光振興を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 どうもありがとうございました。 

 今の答弁ですが、一般車両の駐車場がちょっと少ないような気がいたします。今の南口のほ

うを見てみても分かるように、あそこの駅を利用する人たちが車で来てイオンの駐車場とか、

岡部農協の駐車場に置いていくというような車が何台もあります。そういう意味で、あの駅舎

から西側にかけてあるＪＲ貨物の用地を利用しての駐車場を拡張するような考えはないでしょ

うか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 現在、整備を進めております駐車場は待合の関係、あるいは送迎用を目的としたものでござ

います。今、話がありましたＪＲ貨物等は線路敷きを駐車場への活用については、以前協議を

行った経過がありまして、その際に北口広場が供用されていないこと、まだ現在ですね、され

ておりません。ないこと。それから駅周辺に大型の駐車場を備えたショッピングセンターがあ

ることからＪＲ貨物のほうでは今後の動向を見て検討していきたいと伺っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ将来的なことを考えて、そのへんのことをよく頭の中に入れて進めていってもらいたい

と思います。 

 次に１４０号線の接点のところの交差点でございますが、先ほどの部長の答弁ですと信号機

は交安委員会と協議して、もう設置するということになっているようです。信号機はもちろん

ですが、ぜひその際、防犯カメラも何台か設置していただくよう警察と関係機関との協議をし

ていただいて、ぜひ考えていただきたいと思います。 
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 あのへんの、その東側にあったひき逃げ事故では街路樹とか、その信号の位置とかそういう、

防犯カメラがあったにもかかわらず、それがはっきり分からないような状況もありますので、

ぜひあの道の交差点のところの街路樹の植栽とか、また防犯カメラ等の設置についても関係機

関と協議していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 石和温泉駅周辺の防犯カメラはすでに駅南口広場、そちらのほうにおきましては、それとか

駐輪場、駅前通り、南北自由通路ですでに３７台が設置されておりまして、駅北口につきまし

ては北口の供用開始に併せまして防犯カメラをさらに９台設置し、ロータリーとか駐車場、駐

輪場のすべてを撮影できるようにやっていきたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 北口のほうへも今、部長が９台ほど防犯カメラの設置を予定しているということです。先ほ

ども言いましたようにあそこには保育所がございますので、そういう観点からやはり親御さん

が送迎したり、また子どもだけでもうろうろするような場面もあると思います。犯罪を防止す

る意味で、もっと安心にあの地域の人たちが暮らせるようなことを考えると防犯カメラの設置

ももう少し増やしていただけたらなと思います。 

 最後に北口周辺への観光案内板の設置はもちろんですが、大蔵経寺山の頂上まで高齢者や足

の弱い方でも乗り物を利用してのぼっていただき、素晴らしい眺望を見ていただくような観光

施設としての整備を考えてください。例えばロープウェイ、ケーブルカーの設置やカート道路

の整備などを整備するような方法もあると思いますが、今後の構想としてはどのようなお考え

でありますか、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） 

 石和温泉駅の北口が開いたということで降り立つお客さまも大変増えてくると思います。そ

のようなことで笛吹市の北山地域の観光といいますか、振興には大いに私どもも期待をしてお

ります。今まではマニア的な歴史の好きな方ですとか、兜山はクライミングの隠れたところで

ありまして、意外とそのトレーニングに使われているような地域でありましたけども、北口が

開いたことでまたそういった方以外の方も訪れる機会が多くなったということで、大変期待を

しております。その中で大蔵経寺山から兜山にかけての眺望についても、これまでも交通整備

は図っていたところでありますけども、なお一層の整備を図ってまいりたいと。またケーブル

カーやロープウェイといった提案もありましたけれども、これが実現すればそれは素晴らしい

誘客の拠点になっていくし、それでまた多くの観光客の方がお見えになられると思いますけれ

ども、そういったことも含めて、南北エリアを含めた中での今後の構想ということで検討させ

ていただきたいと思います。 
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 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひあの地域の開発を真剣に考えていただきたいと思います。両方の兜山のほうの登り口に

も、春日居町駅がございます。大蔵経寺のほうには今度できる石和駅北口ができます。ぜひそ

れらをうまく利用しての開発を考えていただければ、笛吹市も市長が言うようにあの地域は宝

だと言っておりますので、ぜひ真剣に考えていただきたいと思います。 

 以上をもって、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、古屋始芳君の一般質問を終了いたします。 

 引き続き関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 ２０番、小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 先ほどの部長の答弁の中で、体育施設の料金の改定見直しなんですけどもスポーツ少年団、

先ほど見直しをするならばということで、３年ごと、もしくは特別な例ということで見直しを

するというような答弁なんですけども、私はこのスポ少の件に関しては、特別な例に私は値す

るのかなと思って、今、考えたんですけども、今の笛吹市の一番の課題は少子高齢化と、それ

から子育て支援、子育てなんですけども、そうした中でたとえ３割のスポ少の負担、合計で年

間４００万円ですか、この部分は私はぜひ全額免除というような方向が望ましいなと思って、

あえて関連質問をしましたけども、部長、特別な例にそれは値しないでしょうかね。スポ少の

部分は特別に。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 雨宮教育部長。 

〇教育部長（雨宮寿男君） 

 関連質問にお答えをいたします。 

 私もスポーツ少年団の指導に長い間、携わっておりましたので、スカッとした回答をしたい

ところでございますが、この一応、審議会の答申の基本方針の中で使用料見直しの周期という

ものが謳われておりますけども、特別な例というのは、ここでは著しく算定基準額が変わるな

どの特別な事情ということで謳っております。スポ少の場合を特別と認めるかどうかといった

ことについては、これまでのスポーツ推進審議会の協議の中では、スポ少についても受益者負

担を求めていこうというような考え方の中で進めてこられたものだというふうに思います。 

 そういった中で、審議会の中ではスポ少も５割負担というような基本方針が示されたわけで

ございますが、教育委員会としてはそのへんも十分考慮する中で、やはり子どもがやることと

いうことでございますから、５割ということではなくて今回は３割ということで特別な対応と

いうことでさせていただいたというふうに思っています。 

 個人的には先ほど言ったようにスポ少の指導者でもありましたし、今はやっていないわけで

すけども、辞めたらそんなこんかなんて言われるのもちょっと癪な部分もありますけども、今

答弁できるとすればそのような形での答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 先ほど少子高齢化、子育て支援と申しましたけどもやはりスポーツに親しんで、これから健

全な心と体を一番養う一番のこの時期だと思いますよ。スポ少がね。それから中学校、高校、

大学とそのスポーツを親しむ本格的な時代になるわけなんですけども、そういった一番の前身

の中のスポ少は、私は部長は個人的にと言っていますけども、個人的プラスね、特別な例とし

てぜひともそのスポ少の免除、料金の免除は行っていただきたいと心より思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 小林議員の再質問にお答えをいたします。 

 私どももスポーツ少年団の関係者等々から、これは一体どういうことかというようなお叱り

も受けているところでありますが、まだスタートをしておりませんので、スタートをしたのち

にどういう意見等があるかを踏まえて前向きに検討していきたいというふうに思っています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 

 今の教育長のほうからも答弁をいただきましたけども、市長、このへんのところは少子化、

子育て、それから健全な心と体を養うこのスポ少の部分で、市長の、これは３割負担で年間

４００万円、そんなに大きい金額じゃないともしかしたら思っているかもしれませんけども、

平等・公平という部分もあるんですけども、このへんのところを考慮した中で市長のお考えは

いかがでしょうかね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日の議会では、受益と負担という大変重たいテーマが議論されたなというふうに思います。

この案件につきましても、まさに私も非常に悩ましい案件だなというふうに思っているところ

でございます。 

 今後ですね、これはいろんなバランスとかですね、そういったようなことも考慮しなければ

なりませんので、今すぐここでスパッという答弁にはなりませんが、関係者の皆さんのご意見

もよく聞きながら今日、議員の皆さま方の顔色を見ていますと、なんとなく雰囲気も私も感じ

取ることができますので、そういったことも考慮してしっかり検討していきたいなと、考えて

いきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

〇２０番議員（小林始君） 

 ありがとうございます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、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、本日、最後の質問者になりますけど定時までにはなん

とか終わるようでございますので、ご辛抱のほどよろしくお願いいたします。 

 私の質問は、石和四日市場への市営住宅建設についてということでございます。 

 少子高齢化、人口減少が進んでいる現在、日本経済、安倍内閣政権で打ち出した三本の矢、

金融政策、財政政策、成長戦略も安倍内閣が考えたようにいかなかった。アベノミクスの第一

の失敗であると私は考えております。 

 大都市、大企業だけが優遇された施策が進められているところでございます。その１つは農

業改革、ＴＰＰであります。各地方は疲弊する一方であり、デフレ経済脱却の施策がまったく

見えてこないのが現実であります。インフラ政策、インフラ投資もまったくアップしない緊縮

財政を続ける安倍政権であります。 

 新たな三本の矢、社会保障、子育て支援、強い経済、この漠然としたこの目標、またこの新

しい三本の矢はどのように進んでいくのでしょうか。 

 先に発行した不公平なプレミア付き商品券、緊急経済対策と称し税金のばらまきをいたしま

した。その経済効果はどのくらいあったのでしょうか。再度、笛吹市独自でつい最近、不公平

なこの税金のばらまきをしましたが、いかがかと私は思います。 

 国民の生活は苦しくなり、ますます貧富の格差が起きる社会になっていくのでしょうか。倉

嶋市政も残り１年余りとなりますが、現在公共施設の見直し、調査検討を進めているはずです。

その中には市営住宅も含まれていると思います。倉嶋市長の独自性と将来を見据えた、また市

民に理解され無駄のない施策に残り任期、全力で取り組んでいただきたいと思います。 

 ついては、市営住宅の現状と方向性および石和四日市場団地のあり方について以下質問いた

します。 

 まず１問目、少子化問題は社会経済の根幹を揺るがしかねない課題となっています。そのた

めにも今しなければならないことは子育てをしやすい環境を整えるため、また子育て支援住宅

センター等、また子どもを安心して出産しやすい環境、産科医療等の施設を進めるべきと私は

考えます。そのへん市長のお考えをお伺いいたします。 

 ２番目として人口減少が進み個人住宅、民間の貸し住宅等の空き家も今後ますます増加し、

将来３軒に１軒が空き家になる予測とされております。現在、市内においても民間の貸し住宅

は８千戸余りあります。そのうち空き家は１，５００戸ぐらいあると予測されております。官

民一体とする空き家の活用策は考えているのか、お伺いいたします。 

 ３問目、今後、市営住宅の建設が本当に必要不可欠な取り組みなのかお伺いいたします。 

 ４問目、市営住宅の戸数と入居状況はいかがでしょうか。 
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 ５番目、市営住宅の家賃の滞納状況はどのようになっているのでしょうか。 

 ６番目、老朽化している市営住宅の今後の対策と統合しての建て替えはあるのか、ないのか

お伺いいたします。 

 ７番目として、市営住宅の年間の維持管理費はいくら掛かっているのかをお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに石和四日市場団地建設にあたり、少子化を意識したコンセプトとするかについてで

すが、子育て世代に特化した市営住宅の建設は県内でもみられるようになりましたが、石和四

日市場団地は建て直しであるため、現在の入居者を最優先に考える必要があります。新団地に

ついては３３戸を見込んでおりますが、新規に数戸の世帯用が増えますので設計の中で子育て

世代にもふさわしいものとしていきたいと考えております。 

 次に官民一体とする空き家の活用策についてですが、本市では昨年７月に空き家バンク制度

を創設し運用しており、空き家の所有者と利用希望者とのマッチングを市内宅地建物取引業協

会のご協力をいただきながら行っております。市内の空き家をお試し居住、二地域居住等移住

定住の準備拠点として利用できるよう、民間との情報の共有を今後も図り活用や紹介などに努

めていきたいと考えます。 

 また、地域の情報に精通した住民の皆さまとの協働による空き家の掘り起こしや受け入れ態

勢の強化にも力を入れてまいります。 

 民間の賃貸住宅の空き室活用につきましては、公営住宅の一時的な需要増加が発生した場合

や公営住宅の入居対象者にとって適切な建設場所が確保できない事態に備え、借り上げ対応を

検討してまいります。 

 次に今後、市営住宅の建設が本当に必要不可欠な取り組みなのかについてですが、市営住宅

のうち低所得者を対象とする公営住宅は、住宅セーフティネットとして重要な役割を担ってお

ります。高齢者、ひとり親家庭は統計から貧困になるリスクが高いとされ、増加するこれらの

方々のセーフティネットとして、今後も確保していく必要があります。建設と借り上げのライ

フサイクルコストを比較した場合、大差ないことや低所得者に安価な住宅を提供できるように

直接建設である程度のストックを確保し、その機能が発揮できるようにしておく必要があると

考えております。 

 次に市営住宅の戸数と入居状況についてですが、低所得者向けの公営住宅は２５３戸ありま

すが政策的空き家４戸を除きすべてが入居済みとなっており、定住促進を目的とした八代定住

促進住宅、芦川定住促進住宅は６８戸のうち１９戸が空き部屋となっております。また中堅所

得者向けの特定公共賃貸住宅は１９戸のうち６戸が空き家となっております。市営住宅全体で

は３４０戸の約７％にあたる２５戸が空き家となっております。 

 次に市営住宅の家賃の滞納状況についてですが、１０月末時点で現年度分は調定額４，６７８万

円でこのうち４，４４８万円が収入済みであり、２２９万円が滞納となっております。徴収率

は９５．１％であります。過年度分は調定額２，２７８万円で、このうち２４２万円が収入済

みであり２，０３５万円が滞納となっております。徴収率は１０．６％になります。過年度滞
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納は訴訟等により、すでに退居済みの方が抱える滞納額が滞納全体の８６％に当たる１，７６０万

円であり、滞納解消が進まない原因となっております。 

 次に老朽化している市営住宅の今後の対策と統合しての建て替えはあるのかについてですが、

老朽化の激しい木造住宅は５０年から６０年経過しており、住宅としての機能が低下している

ため早急な建て替えが必要になっております。これらの木造住宅は地域を考慮した中で統合し、

集合住宅に更新したいと考えております。 

 次に市営住宅の年間の維持管理費についてですけども、平成２６年度決算で市営住宅の維持

管理費は２件の大規模改修を含め総額１億５７４万円でした。財源の内訳は国庫補助金が４，

３１５万円であり、残りの６，２５９万円が住宅使用料となっております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、部長の答弁の中で四日市場の住宅を市営住宅に建て替えるということなんですけど、こ

れ今、話を聞くと今現在、あそこに何戸、現在住んでいるかちょっと分かりませんが、その方

たちが再度入るために市営住宅を建てると今、答弁いたしましたが、こんな考え方の中で市営

住宅を建て替えるということで本当によろしいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたけども、現在、木造の住宅ですね、すでに５０年から６０年経っ

ておりまして、とても耐震的にも問題が生じておりますし、それからそこの住宅をまず建て替

えなければならない時期にもうすでになってきております。その関係上、やはりあの場所にで

すね、四日市場団地の今あるところに３つの住宅を統合させて、そこで建て替えを始めたいと

考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 現在、住んでいる人たちがそこにぜひ住みたいということなのかどうか要望が分かりません

が、周辺にもかなり空いている民間の住宅もありますから、そういったところへ一時的でも引っ

越していただくということがよろしいかと思います。 

 その中で四日市場の団地、建設に当たってですが、これ予算的にはどのくらい臨んでいるの

か。土地の購入の価格とか総額の負担の中で市の負担がいくら、補助金がいくら、そういった

具体的な数字は分かったら教えていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 
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〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 建設費の関係につきましては、おおむね６億１千万円ぐらいを予定しておりまして、そのう

ちの、基準でいきますと国庫補助金が２億４，８００万、それから起債が３億６，１００万円

ですね。合計６億約１千万という形になっております。あと土地の関係ですけどおおむね６千

万円を超える程度と考えております。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 あそこの土地の面積はどのぐらいあるんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 おおむね３千平米弱、２，８００から９００ぐらいでございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、部長の答弁を聞いた中で本当にそれだけの戸数を新築して建てる必要があるのかどうか。

今の全体的なこの空き家状況を聞いても３４０戸、２５戸が空き家ということなので、先日も

広報等に入居募集がありました。そういった中で本当にこれが必要なのかどうかという、これ

は本当に検討していただかないと、この６億という金を通して本当に今後いいのかどうか。私

が言いたいのはこういった市営住宅でなくて、今、総合戦略に掲げられているこの子育て支援、

少子化問題とか人口減少とかそういったものを見据えた中で、そういったものに特化した事業

をぜひ、これは倉嶋市長にしていただきたいという思いがありまして、今この質問をしている

わけでございます。 

 そういった中で、ぜひそういったことを検討してこの事業をここで切り替えてそういった事

業に特化していただきたいというのが思いでございます。 

 私の質問、最後になりますが今、申し上げたように総合戦略に掲げたこの目標、出産率１．

８、人口５万５千人と掲げた総合戦略の中で、これやはり今、しなければならないことをして

いかないと、この数字にはとても届かないと私は考えております。これが２年先、５年先にや

るであればこれは遅いということでございます。 

 この団地、建設期間の場所は本当に隣接に市の第二保育園もありますし、笛吹中央病院も隣

接しております。それは非常にこういった子育て支援住宅、産科医療施設等を建てるには非常

に立地的には有利な場所と私は考えております。そういった中でぜひ私はこういった活用の変

更を考えていただけるよう、ぜひ倉嶋市長にはお願いするところであります。 

 必ずしもこういった事業は市民にも将来的に喜ばれ、総合戦略の目標の位置づけとなると思

いますが、そのへん最後に市長のお考えをお聞きしたいと思います。 
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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） 

 今日もいろいろ、いろんなさまざまなご議論をいただいたわけでありますが、だいぶ私の市

政批判もずいぶんいただきました。謙虚に受け止めなければいけない部分もあろうかとは思い

ます。 

 ただ私もやっぱり頭の片隅に置かなければならない、あるいは本当は真ん中に置かなきゃい

けないのは、今ここの笛吹市に暮らしているやっぱり市民の幸せということではなかろうかと、

このように思っているわけであります。 

 たしかに総合戦略、人口対策、大事であります。子育て世代をぜひ外から呼んでくる、この

ことも必要だとは思います。しかし現にこの笛吹市内に暮らしている、そして公共住宅の恩恵

に預かっている人が現にいるわけでありますし、私は公共住宅の必要性というのは今も、そし

て今後も変わらないとこのように考えておりますので、今この四日市場の問題に関連して市営

住宅政策の大転換とこういうお話はいただきましたけども、差し当たりこの四日市場の住宅の

建て替えについては現行の方向で進めていきたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 今、市長の答弁で私も先行きがあんまり明るくないことを感じてまいりました。そういう中

で今、非常にこの笛吹市も空き家が非常に増えている。おそらく今、２千戸近い空き家がこう

なっている中で、なぜ市営住宅が必要かということをもう一度考えていただいて私の質問とさ

せていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、荻野健一君の一般質問を終了いたします。 

 続いて関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 それではちょっと１つ、関連を。 

 市営住宅の必要性と計画については、部長と市長さんの今のお話で大体のところは分かった

つもりでおりますが、先般行われたプロポーザルの中身についてちょっと確認というふうなこ

とで建設部長にお尋ねします。 

 先般行われたプロポーザルの中身については、当然のことながら責任者としては把握してい

ると思うんですが、私がちらっとインターネットでひいてみたところによりますと、一部時代

遅れな内容も記載されていたような気がします。その一例はユニットバスの使用は控えるよう

な内容が一部記載されておったりしたと思います。今の建築の常識的な範囲で言えば、ユニッ

トバスというものは、建設費コストを抑えるための最良の方策だと私は常識の範囲で考えてお

ります。それが今回のプロポーザルの中でたしかそれは避けるようにというふうな書き方が、

記載があったことが１点と、それから敷地面積はともかくとして進入路のことについては何も
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触れていなかったように思われます。というのは、現在の平屋建ての５０年前に建てた住宅の

進入路としては、私のうしろにいらっしゃいます上野さん、あそこをほぼ毎日のように通るか

ら説明の必要もないくらい分かっていらっしゃるんですが、いささか進入路としては、この規

模の建物を建てるにしては狭いような気がいたします。そういう点の細部の見直しというか検

討は十分なされているというふうにどうしても思えないので、まだプロポーザルというのは鉛

筆と紙で行った時点で杭打ちをしたり、基礎を打ったりしているわけじゃないんで、今から、

まだまだ見直す要素としては十分可能な部分がたくさんございますので、建設部長から、市長、

副市長さんが専門家ではないので、あなた方がきちっとした資料をあげて正副市長の判断が間

違わないような資料をあげていただいて、当然、建設総務課の所管は私が委員長をしている、

うちでの検討になってくると思います。こんなことは老婆心ながらということで余分な蛇足に

なるかもしれませんが、くれぐれも御坂浄水場の二の舞を踏まないように、誰が見ても公平で

公正なものであるということを示されるような状況のプロポーザルなり、これから進んでいき

ます建設、入札、すべてのことにおいてぜひそのへんのことは教訓としてついこの間、終了し

たばっかりの委員会のことを念頭に置きながら、ぜひ建設部長を中心にですね、これから先の

作業を進めていきたいと思います。 

 明日の一般質問でも最後に出てくる質問は、まったく逆のほうからの質問が出てくるわけで

すから、そういう部分も含めてですね、私は老婆心と、ならびにちょっと私、個人的に不思議

だなと思う部分がいくつかございましたので、プロポーザルに関してもう一度よく検討をして

ですね、進めていただきたいなということで、関連質問ですがそのことについてどんなふうに

お考えか、建設部長の今の判断をお願いします。 

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） 

 お答えいたします。 

 プロポーザルはこれから、この今月ですね、これから行うわけなんですけども、ただいまの

ユニットバスの関係とか進入路の関係、特に進入路につきましてはですね、建築基準法とかで

すね、専門的な法律がございますので、それにちゃんと見合っているように設計は当然されて

くるわけでございますけども、そこは再度確認しながらですね、しっかりといいものを造ると

言いますか、そういったことを考えてまいりたいと思っております。 

 ユニットバスが今のちょっと話ですと避けるようにとのことでしたけども、ちょっとそれに

ついてはですね、さらにちょっと確認を取って検討したいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 それでは本当に、私もうんと克明に見て調べたわけではない、さっと眺めたときにちょっと

疑問だなと思うのはその２点だったものですから、ぜひそのへん留意していただいて、本当に

いいものを造って優良住宅を供給していただいて、とにかく子育て支援というふうなことをで

すね、幾部屋でもいいからやっていただけるように、過去の委員会の中でも申し上げたつもり

でおりますので、ぜひご検討の上よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はよろしいですか。 

 （ 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。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定いたしました。 

 次の本会議は明日９日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ４時５１分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたのでご報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、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 昨日に続き「一般質問」を行います。 

 それでは１３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 それでは議長より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。 

 はじめに本日の新聞の紙面にですね、大変素晴らしい記事が載っておりました。昨日の県会

議会の代表質問の中で、後藤知事が来年度の４月を目途に障がい児の医療費を窓口無料化の復

活を検討しているということを申し上げられました。わが市ではこの１２月、来年の１月以降、

進めるということで９月に市長の英断が進められたわけでございますが、本当にこれまで携わ

れてまいりましたご家族、また関係者の皆さまに敬意を表するとともに、また県とともに市町

村を含めて国のほうにさらにこの地方税のですね、優遇をまた議会としても訴えていくべく私

たちも鋭意訴えていきたいと考えておるところでございます。今後ともまた市の英断をお願い

したく、また今後の質問に移らさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 さて今回の質問につきましては、有料の指定可燃ごみの袋導入に対する課題についてという

ことでございます。 

 去る１１月７日の新聞の峡東地域の紙面にですね、載ってございましたけれども、来年度に

向けて指定可燃ごみの袋の導入を検討するという記事が載っておりました。これにつきまして

は、先駆けて平成１９年の２月に設立しました甲府市・笛吹市・山梨市・甲州市の４市で構成

する甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合で現在一部事務組合が事業主体となりまして、平成

２９年度に中間処理施設の稼働に向けて整備・運営を行っております。先ほどのお話のとおり、

この新聞紙上におきまして笛吹市では廃棄物減量推進委員会からの答申を受けて来年の秋ごろ

から笛吹市の統一した指定可燃ごみ袋が導入するということが紙面に踊っておりました。 

 笛吹市では合併協定の５６項目めにこの廃棄物・し尿処理の取り扱いについて、（３）におき

まして、このごみの処理につきましては現行のまま新市へ引き継ぐこととし、処理施設につい
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ては合併後検討することとする。なお、可燃ごみにつきましては指定袋とすることで調整を図

るとしておりますが、この平成２９年度に向けて先に指定ごみ袋の有料化を行っているこの甲

府市、また山梨市、甲州市を含む、また笛吹市の春日居町を含む東山梨の衛生組合とともに２９年

度から４市統一をした、この有料指定ごみ袋となるものと期待しておりました。 

 しかしながら今回は笛吹市がこの有料の指定ごみ袋の導入をすることで、ごみの減量化を図

り処理費用の抑制が目的とあるようでございます。この有料指定ごみ袋は４５リッターが３０円、

ミスプリントでございますが３０リッターではなく２０リッターが２２円。１０リッターが１５円

とあります。このサイズ・金額とともに近隣の甲府市・山梨市・甲州市と比較しても割高な設

定であり、かつまたすでに東山梨衛生組合で利用している春日居町も含め、この新たな金額、

また規格となるということとなっております。 

 今回の報道を通して、来年の３月の定例議会に関連する条例案を提出するために市では現在

区長会、また環境指導員などから意見を伺うということでございますけれども、石和町の区長

会は明日を予定しておるようでございますが、このスケジュールでは到底、今の状況は、市民

への周知、また同意を得ることは大変難しいことだと考えております。本市のこれまでの取り

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お伺いいたします。 

 はじめに１番、市単独の有料指定ごみ袋導入の理由について。 

 ２番、市関係機関（各地域審議会・各区長会・環境指導員等）との協議について。 

 ３番、市民への周知・また意見収集（パブリックコメントなど）について。 

 ４番、甲府市・山梨市・甲州市との統一化について。 

 ５番、市単独の有料指定ごみ袋のスケジュールの見直しについて。 

 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。 

 答弁を、鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに有料指定ごみ袋導入の理由についてですが、有料指定ごみ袋の導入をすることでご

みの排出量に応じた費用負担となり、ごみ減量に対する意識の向上が期待でき、ごみの排出抑

制や分別の促進が図られると思われます。さらにごみの減量には処理の費用負担との関係性を

明確にする意識改革が必要であり、行政と市民・事業者がごみを減量するという意識の共有化

において有効な方法であると考えております。 

 次に市関係機関との協議についてですが、市は今年７月に廃棄物減量等推進審議会から有料

指定ごみ袋の導入につきまして答申を受けたところであります。これを受け導入および料金設

定には十分な理解が得られるよう地域審議会・区長会・環境指導員等、各団体を通じて市民の

皆さまのご意見をいただき、導入等を決定したいと考えております。 

 次に市民への周知・意見集約についてですが、導入に向けては関係機関への説明会を通じて

導入の必要性を十分にご理解していただくとともに市の広報紙・ホームページ、全戸配布のチ

ラシ等においてすべての市民の皆さまへ周知を図りたいと考えております。 

 次に甲府市・山梨市・甲州市との統一化についてですが、すでに３市は導入済みで、統一す

るには製作販売のシステムや在庫管理などいくつかの課題があります。課題解決には時間が掛
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かることから、現時点での４市の統一化は困難であると４市で協議を行ったところであります。 

 次に市単独の有料指定ごみ袋導入スケジュールの見直しについてですが、現在、各団体へ指

定ごみ袋導入とごみ減量についての説明会を行っているところです。参加していただきました

市民の皆さまには、指定ごみ袋の導入の目的とスケジュールのご理解をおおむね得ている状況

であると感じております。 

 今後、平成２９年４月のごみ処理施設の本稼動に向けて、さらに市民の皆さまへのご理解と

周知啓発を十分に行っていく中で、スケジュールを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） 

 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） 

 簡単明瞭な答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

 順を追ってお伺いしたいと思いますが、まず市単独の指定袋ということで春日居町も含めた

統一ということでございます。ごみ袋の指定というのは合併協定にもあるとおりで、これを導

入するのは当然だと思うんですけれども、統一するに当たってのスケジュールが製作とか販売、

在庫の関係で統一ができなかったということでございます。やはりいろんな企画が繁多にあり

ますと、それぞれが統一が難しいかと思うんですけども、この話し合いの中ではいつまでに、

では統一するのかということはお話が出ているんでしょうか。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 ４市の最初の話では、基本的に統一が一番ベストであるという話は出ております。それぞれ

計画等があると。特に甲府は３０年まで今の計画が継続しているので、３０年までには見直し

をしたいという意見はいただいております。そのほか山梨、甲州についても今年、ちょっと料

金を変えた部分があるので、ちょっと今はということで、具体的な年数については山梨、甲州

から伺っておりませんが、基本的には３０年までにはというのを聞いております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。やはりごみの量が多い甲府市におきましては統一の、特に不燃物も

含めた部分であるということで聞いておりますが、やはり導入ということになりますと、まず

１５円からスタートするのが有効ではないかというふうに思うんですけれども、なぜ３０円と

いう形にしたのか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 
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 これは審議会でもかなり検討された問題であります。１５円というのでやった場合、今、指

定袋ではないんですけども、一般市民の皆さまが量販店等で買っている袋がほぼ１２、１３円

から１５円と同額です。そうしますと今買っている袋と指定ごみ袋に変えてもなんら影響がな

いというか負担感は感じないということですとごみの減量、また分別というものの意識がちょっ

と足りないのではないかということで、やはりそこにはその意識を持っていただく部分とまた

今、大変、分別の説明していく中で水切りとか生ごみのそういうのは、すごくバラバラででき

ていないというのがありますので、そういう部分を考えれば、例えば１枚、今３０円、１５円

のものを量を減らせば半分で済む。そうすると２回分で１回分が使えるじゃないかとか、いろ

んな形の検討をされました。その中でやはり３０円というのが妥当ではないか。その中には費

用負担、今、１キロどのくらいで処理にかかっているかと、そういうものを含めた中で検討し

ております。 

 あと参考ということで、大学なんかの先生、いろんな大学で家庭ごみの減量というのを研究

をしております。その中で平均的に３０円から６０円のところのごみ袋を設定した自治体につ

いては２割、３割の減をしていると。１０円から２０円のところについては１０％から２０％

の減量であるが、その後リバウンドしているという、そういう実績も出ているというのがあり

ます。そういうものをいろいろ加味した中で、このへんが妥当ではないだろうかということで

３０円という数字を出させていただいております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。３０円の導入の意義ということでございますが、やはり４市の中で

笛吹市のみということになりますと、この資料の中にもあるようですが笛吹市単独のごみ袋を

計画されているようでございます。その中には、名前までは書かないまでにしても町名、また

組名を指定するような形にもなっているようでございますが、いずれにしましても今、行政の

区の中に所属している皆さんにはそれぞれ周知はできるやにしても、そのほか未加入世帯、ま

た外国の世帯の皆さまに対しての共有とした部分が難しいんじゃないかということが１つ。ま

た金額の差が出ますと、やはり笛吹市では出しづらいから、では隣から出してしまったらどう

だろうというようなことも考え得る可能性があるんじゃないかということをしますと、他の行

政の市のほうにご迷惑がかかるんではないかということもあり、もしこの３０年という年数が

ですね、各市で検討ができるんであれば、その金額も含めた中で共有した部分の価格というこ

とで進めていくということではどうなんでしょうか。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） 

 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。 

 まずはじめの行政区等に加入していないアパートとか外国人とかという場合ですけども、そ

れは今の現状となんら変わらず、ごみの収集というか、ごみの排出はできます。ごみ袋につき

ましてもどこでも買えるような形を取りたいと思っております。 

 それから周知につきましては、先ほども答弁させていただきましたがホームページ、広報、
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それから全戸配布、これについてはいろんな形で皆さんのお手元に届くような形を取って周知

は徹底させたいと思っております。 

 それからごみ袋それぞれ違うと安いところから買って他市にいくのではないか、また笛吹に

いくのではないかということなんですけども、基本的にごみの処理は自治体、それぞれの自治

体、住所のある自治体で行うというのが原則であります。当然４市、今回新しく導入するとそ

れぞれそのような課題を各市が抱えることになりますので、それについては環境指導員さん、

区長さん、皆さまのご協力を得る中できっちり指導、監視をする中でやっていきたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。先ほどのご答弁の中ではすでにいくつかの区長会、また地域審議会、

また環境指導員さんのほうへはご説明をされたということでございますが、その中での特に出

た意見というのは何かございますでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

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。 

 先ほど答弁でも答えましたが、感触的には導入に対して皆さまご理解をいただいているとい

う感触でありました。それからそれ以外の、いわゆる意見として各区で出たのは例えばその収

益、ごみ袋の収益、上がった部分のそのお金はどのようになっていくのかということと、あと

生活弱者ですね、とか介護している方のそういう負担が増えるのではないかと、そういうよう

な意見をいただきました。それについては、それぞれの課題について解決するように検討して

いきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 各関係機関での説明の中で具体的に写真等々を踏まえて、その可燃ごみ、また生ごみとそれ

以外のごみという形の中でですね、収集の例をあげていらっしゃったようなことで、その部分

で分かりやすかったというご意見があったと思うんですけども、たしかにそういう部分では有

料にすることによってのそのごみの出し方が変わるということはあると思うんです。でも先ほ

どもありますとおり、やはりこの金額が急激に上がるとなりますと生活弱者また高齢者も含め

た低所得者の方にですね、大変なご負担になる。年金を今、６万円を切るという中のですね、

方たちへの配慮というのも十分必要になってくるかと思っております。また行政区に対しても

ですね、これまでの資源ごみ、また有価物の回収の報奨金等々の問題等々もあります。また今

後の検討も十分必要だと思いますけども、先ほどもご答弁がありましたけども、来年の中で具

体的にどういうような方向性というんですかね、を検討されていくのか、また時期的にそこま

で、来年までにその報奨金等々の確定もできるのかどうかという、またあともう１つは先ほど
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ありました販売の形ですけどもね、これはどこか１カ所を通じて販売をしていくのか。それと

も一般の販売と同じような形にしていくのか、そこらへん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） 

 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。 

 どのタイミングで決定というか、決めていくか、報償とかそういう弱者への支援とかという

部分ですけど、これは同時進行で袋の金額を決めたりするときにはその方向、対策というもの

を一緒に決定をさせたいと考えております。 

 それから販売のことに関しましては、どこでも買えるような形を取りたいと思っております

ので、そのルートをできるだけ模索する中で使っていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。やはり今まで、この指定をしていなかったというところからスター

トするということに対してですね、やはり十分な説明というのが必要になってくるかと思いま

す。これまでの丁寧な説明があったかと思うんですけども、なかなか環境委員さんたちも今、

通年というんですかね、２年、３年を経過した役員さんというよりも１年交代での役員さんと

いう方も多い、今、区長さんの中もそういう形が多いというふうになっております。継続して

訴えていくには、やはり行政からの出張した形での説明会もですね、十分にお願いしたいと思

うんですけども、そういう点についてはいかがでございましょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 

〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 再質問にお答えいたします。 

 議員さんのおっしゃるとおり、本当に末端というか、下の下というか、そこまでいかないと

この説明会、いけないと思っております。現在も区長会とか推進員さんの中に話をしていく中

で、もっと地元の小ちゃな組単位で話をしてほしいとか、女性の団体のところで話をしてほし

いとかいろんな要望も出ました。今現在そういうような形で女性団体、食改さんとか愛育の方

とかそういう方にも説明していますし、今、考え方とすればその区の次の段階の組への説明を

できるだけしたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 まさに皆さんの一括した意見の集約、また統一した見解の上で一歩一歩進めていただきたい

と思っております。やはり笛吹市といたしましても、各３市からごみを収集した中で取り扱っ

ていくということもあります。今現在、一部事務組合としてですね、行われておりますけども、

ある種、今までは甲府市が主体としてやっておりましたけども、今後はやはり笛吹市が地元の
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自治体ということで、この指定ごみ袋を中心に今後の配送の仕方とかですね、また収集の形、

さらにこれはまた要望になってまいりますけども、今後その収集方法で、リサイクルのステー

ションをですね、置いている自治体もありますので、そういったところも含めて十分な検討を

していただきまして、また市民の皆さんも出しやすい、また使いやすい、またそういった状態

にしていただくんであれば、今回の件も一つご理解がいただけるんではないかと思いますけど

も、その点についてお伺いしたい。 

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） 

 再質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど説明会の中から出てきた費用、要するに浮いた経費というか、その分はどう使うかと

いうとこなんですけど、今、考えとしては環境施策のほうに基本的には使いたいと考えており

ますので、今、議員さんがおっしゃいましたステーションの整備、また出し方の周知、そうい

うような形のほうに使えればと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。また今後ですね、皆さまのご意見をいただく中でさらにまた、１つ

２つ進むような形で、また金額についても、この３０円がすべてベストとはいかないかもしれ

ないですけども、しっかりそこの面を確認してやっていきたいと思います。 

 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いたします。 

 引き続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 中川秀哉議員の一般質問に対しての関連質問をさせていただきます。 

 広報を見た方々から何人か問い合わせがありました。部長が先ほどおっしゃいましたけども、

１枚、今は１０円か１５円ではないか、それであるとごみの減量にはならないというふうな答

弁でしたけども、必ずしも、私のほうは１０円とか１５円じゃなくて、やっぱり１枚６円の紙

袋を使っております。そうなってくると３０円は本当に非常に高い金額であって、いかがかな

というふうに思います。 

 それと台所を預かっている、家計を預かっているのはあくまでも主婦が主体でありまして、

そういった方たちへの周知が一番大事かなというふうに思うんです。それが導入にあたって、

それまでの間に主婦の、台所を預かっている、財布を預かっている方々に本当に徹底して納得

していただけるのかなというふうに、そのスケジュールというか、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の関連質問にお答えいたします。 

 ６円でお使いになっている、３０円では高いのではないかということなんですけども、３０円

というのはあくまでも４５リッターという大きな袋であります。今回は１０リッターまで、小

さな袋まで作って、本当にごみを減量した場合、少量で安く出せるような形というのをとって

おります。ですから今のままの量で袋に変えるとおそらく高いじゃないかとかということが出

ると思いますけども、そこに減量ということをプラスしていただいたり、分別をしっかりして

いただければ、本当に可燃というのは議員さんにも説明されたか、組成の部分のところを確認

していただければ、本当に可燃というのは少量になってきます。減量を頑張っている人たちに

すると、生ごみもごみではないと。あれは資源になるんだというぐらい、本当に徹底できると

思いますので、そうしますと小さな袋ということになるので、３０円以内というか、下で使え

るというふうに感じております。 

 それからごみをやはり扱うのは、主婦が一番多くてその声をということですけども、審議会

の中にも当然、その主婦の代表であります女性の方にも何人か入っていただきました。その中

にもやはり最初同じような意見をいただきました。やはり細かく説明していたり、その分別、

減量の話をしていくと、そこらへんで妥当なところかなというのもご理解いただいたというこ

とで、主婦に全然意見を聞いていないということではないということと、もう１つは先ほども

申しましたが、組の単位、もうちょっと説明のほうを、皆さんの声を聞けるような形に広げて

いくことで主婦の意見もいただけるんではないかなと感じております。 

 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） 

 ぜひ組の単位で説明をお願いしたいことと畑のない人、それからアパート、先ほど中川議員

からありましたけども、そういった方たちは本当に市の分別のほうに頼る以外に、いろんな方

法がありますけども、一番早いのは市のほうにごみを出すということがあれなんですね。本当

に今日も、その他プラのプラスチックでしたけども、本当に行政区の中で１カ所、しかもほと

んどの方が車に乗って、そういうふうに収集場所へ持っていくというような形で環境衛生の方

に協力を得ながらそういうふうにやっております。そういった中で、また３０円になるという

ことは本当に家計に響きますし、ぜひ何度になりますけども、主婦の方が徹底して周知してい

ただけるように、納得いただけるような形を取っていただきたいこととお願いします。 

 それから指定紙袋導入に当たっては、市内業者が取り扱うようにできるように入札とか対象

段階を検討していく必要があると思いますけども、導入スケジュールの中でこの点については

説明、周知も含めてどのように考えているのかお聞きします。 

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） 

 関連質問にお答えいたします。 

 周知については中川議員にも指摘されましたので決定し、皆さんの意見を聞くような努力を

したいと思います。 
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 それから販売のことですが、販売についてはやはり市内業者ということは十分それは考慮し

なきゃいけないと考えておりますし、市内業者でありながらあるということと、それからとに

かく皆さんの手元に、どんな小ちゃなところでも行けるようなシステムを持っているところ、

そういうところを使いたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 笛新会の野澤今朝幸です。 

 議長の許可が出ましたので、通告に従い２問質問をいたしたいと思います。 

 １つは観光行政に関わる点、もう１つは私の地元である芦川地域の移住促進策、この点につ

いて質問したいと思います。 

 まず、新時代の観光行政を問うということで質問を始めます。 

 ご存じのように笛吹市においては観光は基軸産業、中心的な産業です。この観光が衰退する

か、あるいは栄えていくか、これによって笛吹市の行政全体、市民生活全体が大きく左右され

る、このことは明らかであろうかと思います。とりわけ笛吹市の観光の玄関口であります石和

温泉駅、これかなりもう、新しく新築等されましたけれど、最終的には来年の２月に南北のつ

なぐ通路完成、北口のほうも整備されてということで、いよいよ観光の、ある意味では笛吹市

にとっての新時代であろうかというふうに思います。 

 そこで観光についての質問、特にこれからどういう方向で観光を展開すべきか。笛吹市の立

地条件等からして、それが長い射程距離を持つものであるかどうか、このへんについて質問し

ていきたいと思います。 

 質問は５点ほど細かくしたいと思います。 

 まず１点目は、本市観光の実態をどのように認識しているか。現状の観光の状況です。 

 ２点目は、現在目指している観光はどのような方向に展開されているか。 

 ３点目は、どのような体制でこの観光行政を進めているのか。 

 ４点目は、本市観光の立地上、あるいは形態上の特長、特に長所ですね、長所をどのように

見ているか。 

 最後にその長所から今後どのような観光行政を展開すべきか。 

 まず、このような点についてお答えいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、飯島産業観光部長。 
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〇産業観光部長（飯島茂君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに本市観光の実態をどのように認識しているかについてでありますが、石和・春日居

温泉郷を中心とした宿泊観光と、コンスタントに人気のある果物狩りなどの観光農業が本市の

主要な観光産業と捉えております。宿泊客は富士山の世界遺産登録や近隣自治体との連携によ

りやや増加に向かっておりますが、首都圏から近いことで日帰り観光もできる温泉地という認

識もなされております。 

 昨今は、富士山効果や円安により外国人観光客が著しく伸びております。しかしながら市内

には観光客がある程度の時間楽しめる施設等が極めて少なく、観光客は宿泊や温泉だけが目的

の限られた時間帯での滞在であり、市内への経済効果は限定的になっていると感じております。 

 次に現在、目指している観光はどのような方向かについてでありますが、国のインバウンド

方策に則り、本市でも急増している外国人観光客へのおもてなしと富裕層を中心とした外国人

客の誘致に努めます。現在は中国からの観光客が８割を占めておりますが、今後は親日的であ

る東南アジアや欧米からの誘客促進にも努めてまいります。 

 宿泊客を増やすためには、国内からも誘致しなければなりません。マンネリ化を防ぐととも

に、滞在時間を高めるための新たな観光資源の発掘が必要であります。現在進めているミズベ

リング構想では温泉街の情緒と魅力を高めるための協議を行っており、実現されれば宿泊施設

のみならず、地域経済の活性化に大いに寄与することと確信しております。また、広域連携も

効果的であります。現在、県や周辺自治体および業界の方々とともに進めているワインリゾー

ト構想も実現を目指します。さらに時間的・経済的にゆとりのあるシニア層をターゲットに体

験型ツアーや医療・福祉に関連する企画の造成など、未開拓分野に取り組むニューツーリズム

により誘客を図ってまいりたいと考えております。 

 次にどのような体制で観光行政を進めているのかについてですが、現在は産業観光部観光商

工課に観光企画担当および観光振興担当をおいて、国内旅行者の誘客はもとよりイベントの開

催、メディアを通じた情報発信業務を進めております。また観光の発展振興を図るため、笛吹

市観光物産連盟を置き地区協会の指導育成、宣伝広報活動や春、夏のイベント等を実施してお

ります。今年度からは新たに国際観光戦略監を配置し、海外におけるプロモーション強化をは

じめ情報提供環境の整備、免税対応、多言語化対応等、よりグローバルに観光行政を進めてま

いります。 

 次に本市観光の立地上・形態上などの特長はどこにあるかについてですが、富士山に近く、

首都圏に近く、さらには中京・近畿圏からは宿泊地として好位置にあります。また、県内観光

地にはいずれも約１時間以内で訪れることのできることから、宿泊および休憩地としてご利用

いただいております。さらに生産量日本一を誇る桃やぶどうの果物狩りはコンスタントに人気

があります。一方、県内屈指の収容力を誇る宿泊施設を擁しておりますが、宿泊客が団体から

個人、海外と変容していることから、施設の効率性など受け入れに苦慮するところもあると聞

き及んでおります。 

 次にその特長を生かすにはどのような方向に観光行政を展開すべきかについてですが、首都

圏から近く、利便性のよい宿泊観光地として発展するよう目指します。このためには富士山以

外にも訪れたくなるような、泊りたくなるような魅力ある企画造成や誘客施設の整備など滞在

を促す施策を展開しなければなりません。現在進めているミズベリング構想において石和温泉
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の魅力を高め、滞在時間を延長させるための施策を協議しております。 

 石和温泉駅がリニューアルオープンすることで、駅から温泉街への誘導ルートとして、ます

ます重要性を増したＮＴＴ用地を活用し労報橋、周辺道路、誘客拠点施設の整備を図り、これ

までの石和温泉の弱点を克服する誘客の目玉として、国内外に発信してまいりたいと考えてお

ります。 

 また新鮮でおいしい果物狩りや農業体験は本市の魅力であり、有力な観光資源であります。

宿泊と農業の連携をより一層密にするよう、努めてまいります。さらに会社や学生の研修・合

宿などを誘致することは、温泉街の活性化とともに施設の効率的活用が見出せますので積極的

に働きかけてまいります。 

 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。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今の答弁していただいたわけなんですけれど、やはりどこに、これからの本市の観光のベー

ス、長い目で見て安定的な観光ができるというところのベースをどこに置くかということで、

今の部長の答弁では、ちょっとですね、うまく私の頭で整理できないというような答弁であっ

たと思うわけなんです。それはかなりこの間にですね、インバウンドということで中国の天津、

あるいは肥城市、あるいはフィリピンのアルバイ州、あるいはインドネシア等のインバウンド、

これからまたハワイというようなことで、こういうところで非常に海外に目を向けた観光とい

うことに基礎を置いているようです。とりわけ、先ほど紹介がありました観光物産連盟の戦略

観として国際観光戦略観を置いているというようなところで、私、今から先ほど本市の観光の

特徴、立地上の特徴、あるいは形態上の特徴から考えて、どういう方向にいくべきかというこ

とを述べますけれど、非常に国際観光、インバウンドということですけれど、私の見解として

はつなぎとして非常に苦しい状況にありますから、つなぎとしてあるいはこの今の情勢等から

考えてそういうものもやむ得ない、あるいはそういうものを活用するということは十分重要か

と思います。しかし国際観光、国際的な観光というのは前にも皆さん経験がある、分かるよう

に例えば尖閣列島の問題とか竹島の問題で、もういっぺんに冷えちゃうわけです。そういうと

ころに、日本において、われわれはここで生きているから、ここの観光が大きいような気がし

ていますけれど、そういう国際政治、国際経済に左右されるようなところに観光の基盤を置く

というのが非常に危ういというふうに思います。 

 それで先ほど、この認識は部長と同じなんですけれど、やっぱりうちの観光のですね、立地

上、形態上のやっぱり特徴、良いところをどういうふうに認識するか、これが大切だと思いま

して、これは首都圏の近傍にあるということ。特に西側は首都圏においても豊かな層の住まう

地域であります。なお、ＪＲ東日本の石和温泉駅がですね、ほぼ温泉の中心にある。さらにで

すね、中央自動車道、今度は圏央道もつながるということで、埼玉あるいは神奈川のほうから

ですね、アクセスもよくなると。やっぱりこういうところを利用してですね、とりわけ宿泊観

光ということがうちの、１万人からの収容能力がありますので、夜間型のですね、ツーリズム、

これを積極的にやっぱり夜泊まる、イルミネーションも始めたそうですけれど、まだ私、見て

いないんですけど、あるいは夜景とかホタル、こういうもの、もっともっと夜のですね、ある
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いは夜イベントできる場所、天候に関係なく、夜イベントができる。近いということはつまり

行き帰りが非常に時間が節約できる、こちらで過ごす時間が長くなる。少なくとも観光という

のはもともとサイトシーイングという、たぶん英語の直訳だと思います。風景を見るという意

味で。でもわれわれは観光という概念よりももっともっと、ツーリズムのほうが良いかと思い

ます。スポーツツーリズムとか言われていますから。そういう、もっと広い概念でですね、単

に風景を見ることでなくて、むしろ笛吹市は体験や参加型のこういうツーリズム、こういうも

のをしっかり目指すべきだと思います。夜間型のツーリズム、あるいは参加体験型のツーリズ

ム、あるいはイベントですね、いろんなイベント、Ｂ級グルメの大会とかいろいろありますよ

ね。あるいはコスプレフェスティバル、そういうものでも良いかと思います。そういうイベン

ト型のツーリズム。さらにうちに、笛吹市に蓄積のあるスポーツ型のツーリズムですね。これ

までにグラウンドゴルフとか、あるいはゲートボール、ソフトボール、こういうものも蓄積が

あるわけで、そういうスポーツ型のツーリズム、それに例えば私、芦川ですけれど、芦川のほ

うのトレッキングのそういうツーリズムですね。そしてこの間、春日居のほうで行われました、

この間、古屋議員のほうからもありましたトレイルラン、こういうもの。あるいは自転車を使っ

たいろいろなフェスティバル。さらにカルチャー型のツーリズム、こういうものも、例えば飯

田蛇笏さん、あるいは龍太さんにちなんで俳句ことはじめというようなことで３日間とか４日

間、学びながら宿泊する。それも初級から上級までとか。あるいは日曜画家、良い風景ありま

す。そういう体験型、参加型、そういうものを特に地域としては首都圏の西部、ここに絞りな

がらそういう企画をしてベースをつくっていく。これが笛吹市の立地的条件、あるいは宿泊１万

人からの収容能力がありますから、そういうところでしっかりしたベースをこれからつくって

いく。これは一朝一夕にできる話ではありませんけれど、そういうことが必要かと思います。

この点についての考え方をお答えいただきたいと思います。 

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） 

 お答えいたします。 

 いろんな提案をいただいて、ありがとうございます。私どもそういった点も新たなツーリズ

ムとして考えていきたいと思います。 

 観光客が昨年から少し増加したところでありますけども、外国人観光客がたしかに倍増はし

ておりますけども、５万人から約１０万人といったところで、そのうち１０５万人来た中の１０万

人が外国人だということで、そのベースの中には決して外国人だけでなく、もともとある国内

の方々の観光旅行者も増えているということであります。 

 そういった国内の方々の多くは団体ではなくて個人型の旅行者ということで、そういった方々

のいわゆるリピーターという方々を増やしていくということが、これから大事になってくるん

ではないかと思います。 

 外国人の場合も今は団体が多く来ておりますけども、いずれはその状態が長く続くとは決し

て私どもも思っておりません。オリンピックまでくらいにはなんとかつながるかなとは思いま

すけども、そのあとはやはり個人旅行といった、そこでよかったねといった、心に残るような

印象のところへまた再度、訪れていただけるといったことを目指して整備を進めてまいりたい

と思います。 
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 またご提案があった新しい形のツーリズムということも、ここで今年の１０月に地域おこし

企業人ということで旅行会社の社員の方を１人、１０月から来ていただいておりますけども、

その方がここで障がい者といいますか、障がい者のなる手前の方、少し旅行は控えたいといっ

ているような方々を対象に企画をつくっております。そんなことも含めて新しい切り口でのツー

リズム等も考えていきたいというふうに思います。 

 また参加型といったことで、トレイルランがこの間ありましたけども、やはり東京近郊の方

がやはり４００人のうちの１００人は東京、また神奈川から６５人といったところで、やはり

近郊の方々の参加がやっぱりアクセス上、大変多いといったことで、その点もまた含めて参加

型のイベント等も考えてまいりたいと思いますのでそのようなことで答弁させていただきます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。とりわけＪＲの活用ですね、例えば桃源郷雪列車みたいなものを

走らせてマッピングして宣伝するとか、そういうことは非常に効果的だと思いますので、また

予算措置できるものはしていっていただきたい。そしてＮＴＴ用地の活用も、私が今言ったよ

うな観点から、そしてもう１つ含めれば市民がお祭りができるそういう広場、そういうことで

考えていったらいいんじゃないかというふうに思います。 

 では２問目に移ります。 

 芦川地域の具体的な移住促進策ということですけれど、芦川も一生懸命、移住、過疎対策は

いろいろありますけれど、移住ということを中心にしてきました。そういう中でかなりの実績

は残してきていると思います。今、人口が４００切るくらいの人口ですけれど、そのうちの１割

以上はここ２０年ちょっとのこの期間、間に入ってきた方々です。でもなかなか、過疎を抑え

込むというような状況にはいっていません。そこで４点ほど具体的な質問をしたいと思います。 

 １点目は芦川地域における、これまでの移住を中心とした過疎対策をどのように評価してい

るか。 

 ２点目は、現状における移住のネックとなっているのは何か。どう考えているか。 

 ３番目にそれに対する具体的な対策をどのように打つか。 

 ４点目として、移住促進の行政体制はどのようにしていくか。あるいはまた、地元住民との

協働関係をどのように図っていくか。 

 この点について、お答えいただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 

 答弁を、成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに芦川地域における移住を中心とした過疎対策の評価についてでありますけども、芦

川地域における移住につきましては、旧芦川村時代から各種移住策に積極的に取り組んでおり

ました。その１つとして山村留学制度がございます。本制度につきましては、見直しにより平

成１８年度をもって廃止されましたが、平成８年度から平成１８年度の間で延べ制度利用世帯
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は３５世帯、児童生徒数は５４名、平成１５年度のピーク時には７世帯、児童生徒数は９名と

一定の成果をあげたものと評価しております。 

 また、平成１２年に建設された若者定住促進住宅は当該地域への移住・定住の受け皿として

現在も高い入居率を維持しております。十分その責務を果たしておる状況であります。しかし

ながら定住の観点から見ると生活の節目の時期となります進学や就職、若者世代の住宅購入時

において残念ながら当該地域を離れていく実態もございます。そのような中で過疎化に歯止め

がかかっていないという事実も認識しているところでございます。 

 次に現状における移住のネックとなっているのは何かについてですが、移住する側から見る

と希望の不動産物件の有無、仕事先、生活の利便性、良好な人間関係構築に対する不安なども

あると考えております。 

 また受け入れ側には顔の見えない移住者への賃貸の信用性、不動産の適正かつ良好な維持、

盆・暮れ・正月等節目での帰郷場所がなくなることや、地域外で暮らす家族が集まる拠りどこ

ろになるなど、特に芦川地域は地域住民の結びつきが強い地域であるがゆえにさまざまな複合

的な要因が移住のネックとしてあげられると考えております。 

 次にそれに対する具体的な対策をどのように打つかについてですが、芦川地域にのどかな山

村での生活に憧れる移住ニーズは多く存在すると考えております。しかしながら、昨年７月よ

り開始した空き家バンク制度では、１００件を超える空き家が存在するものの残念ながら提供

の情報はありません。周知が足りないことも要因の一つではありますけれども、空き家の所有

者が提供を躊躇する悩み、原因にきちんと対応することが流動化につながっていくと考えられ

ます。加えて小さな経済の構築が必要であります。生活を営むため生業の確保は移住の重要な

要件であり、地域産物を活用した村おこしなど地域資源保全活用施策はこれからもさらに力を

入れていく必要があります。さらに、受け入れ者にも地域活性化のため移住者を温かく迎え入

れようとする思いやりの心や地域の機運の醸成、合意形成の促進が必要だと考えております。 

 次に移住促進の行政体制、地元住民との協働についてですが、移住促進には行政体制の強化

および地元住民との協働が不可欠です。移住の過程において、訪れたことがない場所に即座に

移住することはほとんどございません。必要なことは地域住民と協働して地域の魅力を磨き高

めて積極的な情報発信を行い、移住先として選ばれるようなまちづくりを推進していくことが

大切であります。すでに芦川町地域には、まちづくりワークショップの開催を契機に発足した

芦川まちづくり実行委員会が独自の空き家調査を行い、地域の生の情報を収集していることを

承知しております。 

 本市におきましても移住・定住促進のため、情報の発信や相談をワンストップで行うための

窓口の創設も検討しております。今後、地域住民の皆さまと互いに協働し、移住者の受け入れ

環境整備として空き家の利活用促進等、共通の目的達成に向けて共に歩みを進めてまいりたい

と考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。とりわけ移住のネックというところでお話しますと、いくつか部
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長のほうであげてくれましたけれど、来たいという人はいっぱいいます。一番大きな問題は、

こちらの平地みたいにアパートとか公営住宅とかある程度あるんでなくて、住むところがまず

ないということですね。これはなかなか空き家でも貸してくれないということもあります。し

かし、時代がこちらのほうにおりてくるにしたがって地元とのつながりも弱くなりますので、

貸したい意向の人が順に増えています。これは確かです。その場合、例えばですね、北杜市で

ちょっと新聞にも取り上げられましたけど、家財の処理とかあるいは清掃、そういうものに上

限２０万円まで出して空き家をなるべく貸していただけるようにというようなことを、助成金

を出していますけど、この点についてうちでもそういう考え方はあるかどうかお答えください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 全国各地でさまざまな過疎地域が中心になると思いますけれども、いろいろな取り組みをさ

れているというふうに感じておりますけれども、現在、笛吹市のほうでは今のところ、空き家

を活用するための助成という部分では、まだそれを協議して決定しているというような部分は

ございません。芦川地域においてはですね、非常に人口減少が激しいというところがあり、ま

た合併前からその空き家、それから芦川地域の活性化というところで取り組んできている実績

もありました。それから合併時にも、私も合併の担当をしておりましたけども、そのときにも

さまざまな取り組みをしてですね、国の事業等も取り入れながら今後どうしていこうかという

ような調査等もしてきたところでありますけども、なかなかその空き家が実際に提供されるの

かどうか、そういう部分でですね、非常に厳しい状況があったというのも事実でございます。

そのような中でですね、今、野澤議員おっしゃられたように、そういう意向があるという状況

がまさに住んでおられる方がそういう状況をつぶさに、意見としてですね、捉えているという

ところでございますので、そういう意向等も含めた中で今後検討していかなければならないで

はないか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） 

 どうもありがとうございます。いずれにしてもそういう片づけとかにね、やっぱり１０万単

位くらいの金がかかるので、ぜひそのへんを予算措置できるものはしていただきたいと。たま

たま私、この田園回帰１％戦略、これはなかなか実証的な研究でおもしろいんですけれど、１％

の人が帰ってくれば、ある程度、毎年１％ですね、そうすれば維持できると。実証研究で、こ

れは島根のほうでやっている研究ですけれど、実際、実績を残しています。そういう意味で１家

族、毎年、芦川へ入ってくれば、かなり過疎化は対応できるわけなんです。そういうところで、

ぜひ空き家の改修、利用できるようにお願いしたい。 

 もう１つは、時間がなくなってきまして、あと教員住宅があるんですけれど、この教員住宅

を一時的にでもね、田舎を体験するために非常に有効かと思うので、この教員住宅の活用につ

いて、ぜひ検討していただきたいと思います。今まで検討したところがあったら、また答弁し

ていただきたいんですが、この点についてお願いします。どちらでも。 
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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） 

 再質問にお答えをいたします。 

 芦川にある教員住宅でございますが、現在４施設、各行政区ごとにございます。いずれも国

庫補助金を受けて整備をされたものでございますけども、そのうち芦川の教員住宅を除く３棟

につきましては、年数が経っているということで処分の制限期間を経過をしてございます。そ

ういったことですので他の目的に活用していくことは十分可能だというふうに思っております。 

 現在、再配置計画を検討する中で教員住宅につきましても今後どうしていくかということを

教育委員会の中でも検討をしてきているところでございます。 

 支所のほうにもそういった教員住宅の有効な活用方法等について検討のお願いをしていると

ころでございますけども、特にそういった活用策がないということであればいずれ取り壊して

いかなければならないということですが、有効に活用できるのであればそういった方向に転用

していくということで、今後進めていくことがよいのではないか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） 

 ありがとうございました。公共施設の再配置計画を待たずにですね、ぜひ検討していただき

たいと思います。それ、全体に関わるようなことでないと思いますのでよろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 

 引き続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 野澤議員の関連質問をいたします。笛新会の北嶋でございます。 

 われわれ建設経済常任委員会は１１月に研修を飛騨高山のほうへ行きましてですね、してま

いりました。最初に富山のですね、駅前の富山物産館というところがございまして、そこはで

すね、富山の観光資源とかいろいろの名所のですね、観光案内、そこはですね、見る、買う、

体験するという施設でございます。 

 その次に行ったところが温泉施設を利用したですね、温泉熱を利用したドラゴンフルーツを

栽培しているところなんですけども、ここはですね、冬、ちょうど５月半ばごろから１２月半

ばごろまでですね、ドラゴンフルーツというのはアセロラじゃないですかね、月下美人と同じ

ような花がですね、３０センチぐらいの大きな花が咲くというところですけども、それがちょ

うど１日に対して毎晩のように１００輪ぐらい咲くというところで、そこで温泉街の、奥飛騨

の温泉街の人たちがですね、夜見学に来るということで、もう本当にその素晴らしさにはです

ね、感嘆の声を出すそうでございます。それからもう１つはチョウザメを養殖してキャビアを

ですね、それは温泉街のホテルでしていると。 
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 そこで考えたんですけど、いずれもですね、観光物産館は当然、県と市とで資金を出して経

営しているわけですけども、一時は４００万、５００万人ぐらいの観光客が訪れたというとこ

ろでございます。そのドラゴンフルーツのところはですね、民間の活力でやっておるところで

ございます。それを思いまして、ちょうど笛吹市もですね、ちょうどＮＴＴの用地、広い土地

があるわけですけども、ここを今、行政のほうでですね、何か誘客施設をということですけど

も、全部じゃないんですけど、誘客施設の部分と、それから行政で、市で経営するところの交

流広場とかですね、駐車場なんかを整理してですね、民間活力を利用して方向転換したらどう

かなということを考えましたけども、そのへんの発想の考えはいかがでしょうか。お伺いした

いと思いますけど。 

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） 

 内容的にはＮＴＴの用地の活用策というところであろうかと思いますけれども、そこの活用

についてはですね、現在、全協の中でもお話したように道路整備、周辺の道路ですね、橋と道

路を整備していきたいというのがまず、そこはもう決めていきたいというところでありますけ

ども、そのほかのところにつきましては、説明させていただいたようにそれはこういうものを

するんだというところではっきり、私どものほうでまだ今、白紙の状況ということであります

ので、民間活力を導入するというところもですね、１つの選択肢でございますので、そこも１つ

の検討材料として承知しておきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 よろしいですか。 

 （ な し ） 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 笛新会の神宮司です。 

 北嶋代表のあれは、民活をもっと活用しなさいというふうな質問だったと思います。私は芦

川地域のですね、過疎の対策のことでちょっと、もっと突っ込んでお話をいただきたいんです

が、つい先日、昨日、一昨日のテレビだと思ったんですが、もし私もちょっと見かけだったも

のですからすべてが承知していないわけですけども、内容はですね、長野県の下條村ってたし

か言っていたと思います。分かっている方があったらまた教えてほしいんですが、そちらでは

小さな村ですが、おおぜい都会から若い世代の人たちが入ってきております。これはすべての

部署がですね、一緒になってですね、都会から来ていただきたいということで、市、村の方た

ちが一緒になってですね、一生懸命頑張ってました。それで先ほど野澤議員のところでも話が

ありましたが、教員住宅を活用できないか。住むところをしっかりと整える。あるいは子育て

のできる環境を整えていく。給食は半分補助、あるいは子どもたちの医療費を当然、笛吹市も

タダにしてくれてはおりますが、そういう中でそういう村の受け皿をしっかり整ってやれば、

おおぜい来ていただけるような体制が取れるんではないかって私は考えています。芦川はです

ね、長野県よりも都会からもっと近いわけですので、ぜひそういう考えを本当に部局横断的と

いいますか、全市がですね、取り組んで芦川に目を向けてやれば、これはぜひ可能なことだと
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思っていますので、このへんの考え方は市長いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 しばしば私も述べていますように、芦川というのは笛吹市の中でも大変大事な宝物だと。大

変豊かな資源が眠っていると、このように思っております。今、市を挙げてという話もござい

ましたので、その市を挙げてみるとまでになるかどうか分かりませんけれども、しっかり芦川

への都会の人との交流、そして受け入れ、取り組んでいきたいなというふうには思っています。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 芦川ではですね、昨年も問題になりましたようないろんな民活といいますか、個人の方たち

がそれぞれまちおこし、村おこしのためにですね、それぞれいろんなところでもって活躍が始

まっていますのでね、これはぜひ市のほうはどんどんどんどんバックアップして、その方たち

に続く人たち、次の世代の人たちをぜひ呼び込むための施策を取っていただきたいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 答弁は結構です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 以上で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。 

 はじめに移住・定住対策、総合戦略について質問いたします。 

 １０月末に本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略（初版）が策定されました。今後５年間

で「結婚・出産・子育てまで継続的なサポート」「地域資源の活用、地域産業の育成、新たな産

業の創出による雇用創出」「誰もが暮らしやすいまち」「笛吹市を知り、訪れ、住んでみたくな

る流れをつくる」といった目標の実現に向けて取り組むこととなります。 

 特に移住・定住対策については、全国の地方自治体がさながら人口の争奪戦を余儀なくされ

ているといった状況となっており、近隣の関東・首都圏である神奈川や埼玉、千葉なども移住・

定住対策を展開しております。 

 本市は峡東３市の中でも移住・定住対策の取り組みはやや弱く、山梨県内においても後発組

となっており「桃・ぶどう日本一」「甲斐国千年の都」「日本一桃源郷」といった本市の魅力が
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移住・定住のニーズや希望者に十分届いていないと感じます。 

 そこで総合戦略に掲げた基本目標の１、２、３を実現し住んでみたくなるまちとして選んで

もらえるような取り組みを迅速かつ強力に進めていくために以下、質問いたします。 

 はじめに移住・定住を希望する市外や県外の方々が地方での生活、田舎暮らし、就農や就業

など本市に求めているものはどのようなことであると考えているか、市の見解を伺います。 

 次にこれまでに移住・定住のために市が取り組んできた事業、例えばお試し就農や地域おこ

し協力隊の募集などについて、これまでの経過と結果、ならびに成果を示してください。また

施策、事業として成果が不十分、または躓いていると考えられるものについてはどのような課

題があると考えているのか、説明を求めます。 

 次に東京有楽町にあるやまなし暮らし支援センターの活用状況、合同説明会等の利用状況に

ついてお示しください。 

 次に総合戦略の移住・定住支援で検討していく方針が盛り込まれましたが、期間限定で市内

に住み、また農地の利用もできるような取り組みを行うような事業、こうしたことを地域住民

の方々の協力も得ながら実施していくべきと考えます。市の見解をお聞かせください。 

 次に総合戦略を具体的に実行し、人口の社会増を着実に獲得していくためにも市を挙げて移

住・定住希望者を受け入れる態勢づくりが必要であり、迅速かつ強力な取り組みが求められま

す。市では、体制づくりをどのように考えているのかお伺いします。 

 最後にシティプロモーション事業で掲げている本市の魅力と新たな魅力の発見について具体

的な説明を求めます。また魅力を愛着・誇りの醸成につなげる具体的な方法とはどのようなこ

とを想定しているのか、取り組み例を挙げてその見解をお示しください。 

 以上１問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 １問目、当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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。 

 はじめに移住・定住を希望する方々が本市に求めているものについてですが全国的には今、

農村への移住意識が高まっております。農村に求めるものは、本質的な魅力である多くの自然

や人間の温かさ、子どもをのびのびと育てられる環境等にあるとされております。笛吹市にお

いても日本一の桃源郷に代表される風光明媚な景色や果樹農業の一大産地と田園都市の要素に

加え、首都圏と継続したつながりを持てる適度な距離などが挙げられます。また、もう１つの

求められる要因は、安心して暮らせるための仕事先の確保や心から歓迎して迎え入れる心や体

制にあると考えます。 

 次にこれまでに移住・定住のために取り組んできた事業の経過、結果、成果と課題について

ですが、移住･定住に直接つながる事業としてはＵターンやＩターンによる新規就農者を確保す

るための支援事業により平成２４年度以降１１名が就農しており、空き家の有効活用のための

空き家バンク事業では昨年７月の開始以降２件が成約され、うち１件が東京からの移住であり

ます。 

 今後、就農に関してはＪＡなど関係機関と連携した支援窓口や研修制度のあり方について、

また空き家に関しては、改修のための補助制度やお試し居住住宅の整備について検討していく
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必要があると考えております。 

 次にやまなし暮らし支援センターの活用、合同説明会等の利用状況についてですが、これま

でのところセンターへの情報の提供は行っているものの、本市独自によるやまなし暮らし支援

センターの活用や合同説明会等の利用には至っておりません。今後、本市の移住・定住に関す

る体制や事業を整えながら、積極的にセンターの活用も図ってまいりたいと考えております。 

 次に期間限定で市内に住み、農地の利用もできるような事業を実施すべきではないかとのご

指摘ですが、今年度から本市での就農を視野に入れた二地域居住や移住等を考えている方に向

けて農業生活環境を体験していただくための住居と小規模農地を提供する就農定住者促進事業

を開始しております。さらに本市のまち・ひと・しごと総合戦略において、移住・定住の促進

のための多彩なツーリズムの連携に取り組むこととしております。今後も農地を利用しながら

の長期滞在や二地域居住についての有効ツールを検討してまいりたいと思っております。 

 次に移住･定住希望者を受け入れる態勢づくりについてですが、移住・定住の促進には情報の

発信や相談をワンストップで行うための窓口の設置が必要と考えております。さらには、移住

希望者の仕事や住宅の確保に向けて市内事業者との連携が必要であり、移住希望先になじめる

ように地域住民の方々の協力も必要となることから、移住・定住支援の核となる組織体制の整

備への取り組みを進めてまいります。 

 次に具体的な本市の魅力と新たな魅力、魅力を愛着・誇りの醸成につなげる具体的な方法に

ついてですが、本市の具体的魅力は移住・定住希望者が本市に求めるものとして日本一の桃源

郷、果樹農業の一大産地と田園都市、温泉に加えて、首都圏に近い立地などにあります。新た

な魅力はまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる取り組みに掲げたさまざまな施策を実施す

ることにより、既存の魅力に上乗せすることであると考えます。また、笛吹市がまだまだ持っ

ている潜在的魅力の発見も必要であると考えます。 

 その魅力を愛着や誇りにつなげていくためには、本市を見て知って体験してもらうことであ

り、市に足を運んでもらうための今にも増した観光の活性化や雇用の創出にあります。またお

試し、二地域居住などの推進により実際に笛吹市の魅力を体験してもらうことも必要であると

考えます。さらには本市の魅力を戦略的・効率的・効果的に発信するシティプロモーションの

強化を図り、誇るべき笛吹市の姿を県内外に発信していくことも重要であると考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは再質問を行います。 

 求めているもの、自然、また人の温かさ、子育てしやすい環境、そして仕事や地域の方々の

迎え入れる体制ということで、特にここで強調しておく必要があるのは、やはり行政は受け入

れる際のきっかけにはなるんですけれども、移住・定住を希望する方々が地域に来て、そして

地域の方々とこれから仕事や生活の中で関わりを持っていくということを考えると、本当に地

域の中にそういう受け入れるという意識ですとか、あるいは地域に来ていただくという意識が

必要だと思います。山梨ではよく移住、昔から定住・移住、いわゆるよそから来た方に対して

ですね、「来たりもん」という言い方がありまして、よくそういった言い方で壁をつくってしま
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うということが問題視されてきておりました。今こそそういう意識を行政も住民も脱ぎ捨てて、

やはり迎え入れる体制をつくっていくことが本市の総合戦略に掲げた人口の目標はやや厳しい

わけですけども、そういったものを実現していくことの一里塚になると。かつこれを急いで進

めていかないといけないということで、再質問の中でまず１点、これをお聞きしたいんですけ

ども、やはり受け入れる態勢づくりというところが行政としてはまず必要ということで、これ

は笛吹市も市として、ふるさと回帰センターとか暮らし支援センターとか、そういう体制をき

ちんと明確に打ち出してやっていく必要があると思うんですけど、こういうものを設置してい

くというようなお考えはいかがでしょうか。 

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） 

 まさしくですね、受け入れ態勢というのは重要な部分になってまいります。現在のところ、

総合戦略を立てた中でですね、やはりそこを全体的に笛吹市の市内、ようは庁舎の中でしっか

りそこが体制として整備されていなければ、それぞれの分野で活動していたんでは、それが１つ

のものにつながっていかないという状況がございますので、２８年度の新たな体制組織として

ですね、一本化した体制づくりをしていきたいということで今、総務部と詰めているところで

ございます。またその市の体制という中だけではなくてですね、、そこから新たな市全体を、市

民を含めたですね、体制を整えるというようなところへつなげ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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 そして体制を整えた、その次にはですね、やはりやまなし暮らし支援センター、これにぜひ

市長、職員の方々を１人でも多く足を運んでいただけるように時間をつくってください。やま

なし暮らし支援センターの相談員の倉田さん、笛吹市はあんまり見えないね、動きがというふ

うにおっしゃっていました。今回、山梨県内でも小菅村が暮らし支援センターの相談、紹介を

受けてもう３０人ほど移住・定住の実績があがっているというふうに聞いています。やはり隣

の甲府市ではコンシェルジェという移住・定住のための担当を置いてやっていると。笛吹市も

そういった体制をつくった暁には、やはりこれは県内の、あるいは少なくとも甲府盆地のエリ

アの、そして峡東３市も当然ですけども、そういった他の市町村とも、これは一方では競争で

すけど、一方ではやっぱり山梨に来ていただく、笛吹に住んでいただくという意味では、いろ

んな面で連携図っていく必要がありますし、暮らし支援センターで先日、合同説明会、あるい

は仕事を紹介するような機会もありました。こういうところに、例えば笛吹市の商工会の事業

所さんが行くとか、あるいはいろんな日本全国の都道府県、あるいは市町村の取り組みとして、

うちの町、うちの県にはこんな仕事があるよという冊子をですね、職員の方が自前で作って設

置もされていると。こういうところが必要になってくると思います。この連携というところに

ついてお考えをお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営企画課長。 
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〇経営企画課長（小澤紀元君） 

 お答えいたします。 

 当然、暮らしセンターのほうにつきましては、今までいろいろなことで情報は提供させてい

ただきましたけども、十分な、綿密なところというふうものはまだ至っていないという状況で

ございますので、先ほどの組織をつくるというふうなところとセットにいたしまして、綿密な

情報のやり取り、そして笛吹市にあるよいところをしっかり発信していただくような、そんな

取り組みを今後やっていただき、そして笛吹市の窓口がイコールあそこの暮らし支援センター

でつながるようにというふうなことで考えております。 

 また笛吹市だけでなく、議員おっしゃっていただいたとおり、各市町村との連携を取りなが

らまずは山梨のほうに目を向けていただき、そしてその中で笛吹市のほうを目を向けていただ

く。そして今の笛吹市の素晴らしいところについても今後もあらゆるツールを使いまして、情

報発信に努めて多くの皆さんに見ていただき、そして体験していただく、そんな取り組みから

十分に力を注いでいきたいと、そのように思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それからお試し居住、それから就農も含めてというところがありましたけども、住宅と小規

模農地を提供するというところで１つポイントになるのは、この近さだと思うんですけども、

現状はお試しで住んでいただく場所と、それから農地、この近さというのはどのような状況に

なっているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 小澤経営企画課長。 

〇経営企画課長（小澤紀元君） 

 笛吹市は言うまでもなく首都圏に新宿から１時間半というふうな、素晴らしい立地がありま

す。これはほかのところにはいろいろの素晴らしい農山村の、そういう素晴らしい景色もござ

いますが、笛吹市もそれは持っていますし、さらに果実郷という大きなものと温泉郷を持って

います。それと議員おっしゃっていただいたとおり１時間半、そして例えば関東圏の首都圏の

ところからは気軽に、ではもとの実家に戻れるというふうなことも大きな利点だと思います。

そういうふうなことから、本当に首都圏にすぐに戻れたり、交流ができたり、そして物販の販

売とかそういうふうなものも可能になったりというふうなことも含めて、そういうふうなとこ

ろも大きくアピールするものだと考えておりますので、今後とも行っていきたいと。 

 また農業につきましては、現在お試し的に経験をしていただくために５畝といいますか、そ

のくらいのわずかな農地をお試し的に使っていただき、そして住宅についても配慮して、そこ

で経験を積んでいただいて、農業のほうにステップアップするというふうなことも事業として

展開をしているところでございます。 

 そういうふうなところもまだまだ周知が足らないところもありますので、先ほど支援センター

等も含めまして、各方面へと情報発信を努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 首都圏との近さというところもあるんですけども、就農を希望する人の場合は住んでいると

ころと畑の近さという、この近さがね、ちょっとやっぱり課題なんです。今の市の体制だとそ

このところが、じゃあお試し就農で耕作していただく農地のすぐそばにお試しでお住まいして

いただくところがあるのかといったら、そういうわけではないと。要するに農業をするのには

道具も必要ですし、やっぱりそこまでの移動手段が必要です。そういった部分の近さというと

ころ、この点、クラインガルテンとかね、そういったことにつながるのかもしれませんけども、

このへんについてはいかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 いかがですか。 

 飯島産業観光部長。 

〇産業観光部長（飯島茂君） 

 お答えいたします。 

 お試し農業については石和地区に２カ所、用意してございますけども、実際に住むところと

の距離はあると思います。そこには当然、農機具等も必要でございますので、そこにはある程

度の農機具は用意をして就農される方に使っていただくといったことで用意はしてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 就農で移住してくるということになると、ちょっとハードルがだいぶ、距離が、今やってい

るやり方とちょっとあるのかなという感じもいたします。そこのところはさらにブラッシュアッ

プしていっていただけたらというふうに思います。 

 それから先ほど保坂議員からも芦川地域のということがありましたけども、やっぱり笛吹市

も芦川という財産を生かして、芦川を売ることでほかの、売るというのは売り込むという意味

で、そういうことでほかの地域にも、市内全域にわたって移住・定住、ニーズに応えていくよ

うなことが必要になろうかと思います。 

 空き家、その移住・定住者向けの空き家のリフォームの助成というふうなお話もありました

けども、大分県の竹田市というところですね。新築定住で１８歳以下でとかという、子どもは

１８歳以下でというような要件もありますけども、５０万円の助成をしていると。３００人ぐ

らい移住者が来たと。お金だけではなくて、当然、その集落支援員みたいな方たちがそれをサ

ポートしていると。やっぱりこういった体制づくりをしっかりやっていく必要があるし、必要

な助成はきちんと市のほうで住宅を借り上げるようなことも含めてやる必要があるかと思いま

す。この点について見解をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 成島経営政策部長。 

〇経営政策部長（成島敦志君） 

 非常に重要な住宅もありますし、そこへ移住してくるというハードルって非常に高いものが
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あるかと思いますので、ここは総合戦略に掲げたものでありますので、そこをしっかりこの５年

間の間に速やかに取り組みながらですね、体制整備をしながら、またそこに向けて努力してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは続いて２問目、市営住宅施策について伺います。 

 本年度の当初予算に計上する段階から、市営四日市場住宅の建て替え事業は見直すべきと提

言してきました。しかしこのほど市は基本設計の業務委託を簡易公募型プロポーザルで募集し

ました。人口減少と少子高齢化は今後不可避な状況の中で、社人研が４万１千人と推計してい

る４５年後の笛吹市、私だって生きているか分かりません。これを本市では長期的な人口ビジョ

ンとして４５年後に５万５千人という数字を掲げ、当たると言われる人口予測の見込みを実に

１万４千人も上回る相当厳しい目標に向かって模索しようとしています。そのうちカタカナの

人口枠組みが出てきやしないかと心配もしていますが、こうして迷走していくことになる前に

住宅施策もやはり見直すべきであると考えます。しかも住宅マスタープラン、長寿命化計画、

公共施設白書の策定、さらに公共施設と総合管理計画も策定中と税金を投入してしっかりした

計画をつくっているにもかかわらず７万人人口でのストック保有を前提にした計画を見直そう

としない、このことをもっと重大な問題と捉えるべきです。のど元過ぎれば熱さ忘れるでは困

ります。一体誰がこのツケを払うんでしょうか。以下、市営住宅施策について伺います。 

 はじめに今回のプロポーザルにより想定される市営四日市場住宅は、市内の業者が施工可能

な設計を想定しているのでしょうか。 

 次に床面積の想定と概算工事費３から５億円という仕様で付帯施設、外構工事、解体工事お

よび地盤改良まで含んだ場合、建物の構造には制約が生ずるのではないかと考えますが見解を

求めます。 

 次に現在の入居者が基本となる入居者の想定では単身世帯１１件、高齢者世帯２件という現

状を挙げて説明していますが、若年世代の子育て世帯など現在の入居者と異なる利用者層も想

定しているのか伺います。 

 次に近傍同種家賃の最高額９万７，１００円と設定家賃との相違および実勢価格とのバラン

スからも、このような住宅供給の方法は疑問です。改めて再考を求めるものですが市の見解を

お聞かせください。 

 次に市営四日市場住宅の建て替えは高齢者、障がい者を考慮した住宅、地域のコミュニティ

形成、ライフサイクルコストに配慮した住宅として市ではどのような効果があると考えている

のか伺います。 

 最後に最低２３戸を確保という条件もありますが、平屋の戸建てで建てられる住宅に建て替

え、不足分は民間ストックの活用と併用するほうが住宅施策のトータルコストとしては抑制で

きるものと考えますが、市の見解をお示しください。 

 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ２問目の当局の答弁を求めます。 
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 答弁を、河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市営四日市場団地は、市内業者が施工可能な設計を想定しているかについてですが、

基本設計は今からの発注でありますので明確な回答は申し上げられませんが、仕様では特殊な

ものは要求していないことからごく一般的な建物になり、工事の発注は建築、機械設備、電気

設備を分割した上での一般競争入札になると想定しておりますので、市内業者の施工は可能と

思われます。 

 次に床面積、概算工事費から建物の構造に制約が生ずるのではないかについてですが、仕様

書に提示した金額の中で、事業者がそれぞれの工夫を凝らした提案をしていただけると考えて

おりますので提案を比較検討の上、適切な構造形式を採用する予定でございます。 

 次に若年世代の子育て世帯などが利用することも想定しているのかについてですが、今回の

事業は木造戸建て住宅の老朽化に伴い、建て替えおよび集約を目的としております。現に入居

している戸数の確保が優先事項と考えておりますが、基本設計において世帯用住戸の確保を求

めておりますので、世帯用戸数も増える予定です。子育て世帯用に特化することはできません

が子育て世代への配慮も設計の段階で検討してまいりたいと考えております。 

 次に現在の住宅供給の方法は疑問であり再考を求めるとのご指摘ですが、設定家賃につきま

しては、公営住宅法施行令で所得に応じ家賃算定基礎額が決められており、この基礎額に居室

の広さ、建物の経過年数により調整し、それぞれの住宅の家賃額を算定されております。また

近傍同種家賃も公営住宅法施行令において、不動産鑑定の評価基準に沿った積算方法が規定さ

れており、収入超過者に対し近傍同種家賃額を上限として家賃額を高く設定しております。近

傍同種家賃と実勢価格についてですが、近傍同種家賃については不動産鑑定の評価基準に沿っ

たものとなっておりますが、実勢価格は貸し手と借り手の合意による個別契約額であり、契約

によりバラツキがあるため、近傍同種家賃と実勢価格の間でのある程度の差はやむを得ないと

考えております。 

 次に市営四日市場団地の建て替えの効果についてでありますけども高齢者、障がい者は貧困

となるリスクが高く、民間の住宅に入居しづらくなっていることから公営住宅はこの方々へ住

宅を提供する役割を担っていると考えております。公営住宅への入居確率の高い高齢者、障が

い者の受け入れに当たっては、それぞれの身体機能に配慮した設計が必要となります。高齢者

等の入居が多くなった団地内のコミュニティ形成については、団地独自で活動することができ

るか心配されるところですので、近隣地域を含めたコミュニティの形成も考えたいと思ってお

ります。 

 次に平屋の戸建てと民間ストックを併用するほうが、住宅施策のトータルコストは抑制でき

るのではとのご指摘でございますが、戸建ての木造住宅は建築費用と耐用年数を考慮した中で

比較すると集合住宅と比べ安価であるとは言い切れないと考えていますし、建設と借り上げの

比較試算では両者に大差ないと考えております。 

 民間ストックの利用方法、建築の手法については、長寿命化計画の見直しを来年度予定して

いますので、人口減少の中で高齢者の住宅需要の増加や、どのような住宅をどのように供給し

ていくかについて検討を加えてまいります。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 ではまず伺いますが、今回の建て替えは公営住宅法３７条に基づく法定建て替えですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 任意建て替えでございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 でいうことであるならば４４条３項に基づく広瀬、長塚の用途廃止の承認は受けているんで

すか。これから受けるんですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 現在それに向けて事柄を進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、公営住宅法４１条に基づく説明会は実施されましたか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 おそらく説明会というのは入居者の方々への説明会というふうに理解しておりますけども、

個別にはですね、そういった理解を示していただく意見も聞いておりますが、具体的な説明会、

皆さんを集めての説明会はこれからでございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 この場合、退去しないという方がいた場合どうするんですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 退去していただける、そして内容的にもですね、十分皆さま方、入居されている方々のため

に十分納得のいくものと思っておりますので、そこらへんは十分説明を尽くしてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 建て替え事業による家賃の特例というのが３７条にありますけども、これによる家賃の減額

というのはどのくらいになるんですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 今の話はですね、現在の旧木造住宅の家賃がかなり安いためにですね、これから建て替えし

た場合には家賃が高くなってしまいます。その間の、どういうふうにしていくかという措置か

と思いますけども、これは公営住宅法で決められておりまして、６年間をかけて、その激変緩

和措置といたしまして、年間ずつですね、少しずつ、そのもとの、本来の家賃に近づく形でやっ

ていく形になります。６年かけて。ですから一番最初はかなり低廉な家賃でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 一番はじめは具体的にどのくらいの家賃になりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 ちょっとお時間をいただければすぐ分かるわけですけども、たしか２，９００円が今のとこ

ろの家賃だと思います。それがたしか５千円近くになるかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 その５千円がですね、６年かけて今度はいくらになるということになりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 なかなか資料がちょっと今、探しきれませんけども、６年かけまして、公営住宅入れる方は

４分位の方までなんです。１分位から４分位まで。その１分位の方が一番金額的には、ちょっ
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と所得的には低い方なんですけども、おおむね２万円ちょっと超えるかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今、入られている方が２，９００円が２万円ぐらいになると。これは非常に生活困窮してい

る方にとって、さらに困窮の極みになるというふうに考えられますけど、いかがですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 やはり本来の目的、その２万円が高いか安いかでございますけども、実際のところは、そこ

の６年かけてやっていくということがあります。それから引っ越しの関係についても、少額で

はありますけども、国のほうからもたしか出るかと思っております。その家賃、どうしても耐

震の関係とか、来たるべき災害に備えるためにもですね、これはぜひ理解していただいて、皆

さま方の大切な命と財産を守っていくためのものでございますので、そのようにお話を進めて

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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 もう１つ確認ですけども、市の条例の４０条以降にですね、社会福祉事業等への活用という

のが規定されているんですけども、これは将来グループホーム化とか考えていますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 河野建設部長。 

〇建設部長（河野正美君） 

 お答えいたします。 

 グループホーム化となりますと公営住宅とはちょっと離れてしまいますので、それはやはり

公営住宅の国からの補助金等、あるいは交付金等もらえますのでその関係上、ちょっと無理か

なと思っておりますが、しかしながら先ほどちょっと答弁で申し上げたとおり、やはりそこに

は集会室がございましたり、地域があそこの場所、そこが立地の素晴らしい場所がございます

ので、そこを活用して地域の皆さん方々とのコミュニティの許可といいますかね、そういった

交流も深めるような、そういったソフト面でのですね、呼びかけもしてまいりたいなと思って

おります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 もう１つ確認しますけども、いろいろ市営住宅ありますが、長く入られている方は何年ぐら

い入居されていますか。同じ方、同じ世帯。 
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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） 

 お答えいたします。 

 そこの場に限らずですね、公営住宅に入って長い方というのはですね、おそらく、今ちょっ

と具体的な資料がございませんですけども、３０年、４０年の方もいらっしゃるかと思ってお

りますし、木造住宅が大体そのくらいですから、そこから入られている方もいらっしゃいます。

結構、ほかの市営住宅が、いわゆる一般的な市営住宅がですね、転居とかそういったものがサ

イクルが早いにも対しましてですね、公営住宅についてはどちらかと言いますと結構、居住期

間は長い、そういった傾向でございます。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 実勢価格とのバランスがやむを得ないというふうなご答弁もありましたけども、やはりこれ

は６千万円以上かけて用地を購入して、さらに６億以上かけて新たに建てると。これは本当に

ちょっと理解に苦しむ住宅整備だと思います。私はやはり直接供給を抑えながら民間のストッ

クも使った借上公営住宅という方法も選択するべきだし、これはやはり民間資本で建てていた

だいて、それを２０年ぐらい一括借り上げするとかというふうな手法も投入するべきだという

ふうに思います。特に近傍同種家賃ということで考えれば、木造でなくても低層の住宅であれ

ば、例えば芦川の若者定住促進住宅、あれは近傍同種家賃の算定と３倍ぐらいですよね。そう

いうふうなものをベースにした、やはり市営住宅、四日市場団地に今からでもやっていくべき

だというふうに私は思います。このへんの見解はいかがですか。 

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） 

 お答えいたします。 

 今回の四日市場団地への建て替えというのはですね、先ほどから申し上げていますとおり３団

地の統合でございます。そうすることによりまして、コスト的にも安くなることがあるわけで

ございますけども、そのためには低層住宅ですとちょっとそこの場所にも入りきれない。従来

考えますと、今までの考え方としましては、その場所その場所につくっていくということの手

法もあるかと思いますけども、やはりまとめていくことが、これから厳しい財政でございます

ので効率的な、そしてまた限られた予算をですね、しっかりと使えるものだと思っております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今回の住宅、広いんですよ。条例の基準では２５平米、１戸当たりですから。７０とかって、

３ＤＫ以上というとかなり広い。こういうところにやっぱり住んでいただくということを考え

ると今の入居者だけを想定するのはおかしいし、単なる建て替えというふうなことではなくて、
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先ほど申し上げたように政策目的があるんであればまだ理解できますけど、これでは単なる建

て替えです。そうなるとやはり身の丈に合った建物で十分だと思うんです。このへんの判断が

市長、疑問なんですよ。市長、いかがですか。 

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） 

 私からお答えさせていただきます。 

 現在ですね、予定しておりますのは３３戸。そのうちのですね、たしかに３ＤＫと２ＤＫを

用意したいと考えております。３ＤＫのほうがおおむね７０平米ですか、それから２ＤＫにつ

いては単身用、あるいは高齢者の夫婦用ということで５０平米と２通りの種類を考えていきた

いなと思っております。公営住宅、どうしてもですね、高齢者だけだと、その中でいきますと

コミュニティが弱くなってしまう。いざ有事のときには、やはり若者の力も必要になります。

外からの力とか、その団地内での力も必要になりますので、新たに先ほど言いましたように子

育ての関係で３ＤＫの７０平米という基準も設けていきたいと。その点については単なる建て

替えばかりでなくて、若干の方々も新たに入居もできるという形になっております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 身の丈に合っていない大規模な住宅建て替えだと思います。職員の方々が一生懸命やってい

ますけども、政治的な判断が大事だと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、関連質問を行います。 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 本日の議事は、すべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日から１７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１７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１８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。 
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 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午前１１時５６分 
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号の利用等に関する条例の制定について 
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について 
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いて 

日程第１５ 議案第１２９号 字の区域の変更について 
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１工区）（債務）） 

日程第１７ 議案第１３１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（クリーンセン

ター） 

日程第１８ 議案第１３２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（八代御所保育

所） 

日程第１９ 議案第１３３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（境川児童館） 
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日程第２０ 議案第１３４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（大坪ふれあい

プラザ） 
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 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 
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 ２１番 大 久 保 俊 雄 

 

 

３．欠席議員 

 

 （ な し ） 
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 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３５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。 

 農業委員会会長 赤岡勝廣君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたしま

す。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第１１５号から日程第３２ 発議第９号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の１２月４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係る審査結果の報告を求められましたので報告いたし

ます。 

 去る１２月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１１日なら

びに１４日、１５日の３日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局および

議員発議の議員説明員の出席を求め審査を行いました。 

 審査にあたり、何点かの質疑等がありましたので主なものをまず報告いたします。 

 まず税務課所管の議案第１１８号 「笛吹市税条例の一部改正について」の審査では、改正

前と改正後の違いが分かりにくいが、市民にどう周知していくのかとの質問に対し、しっかり

広報し周知を図っていくとの答弁がありました。 

 議案第１２４号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」のうち税務

課・収税課所管では、固定資産税における現年課税の３千万円の減額補正の原因は何かとの質

問に対し、大手企業の倒産によるものであるとの答弁がありました。 

 また同議案の管財課所管では、行政バス運行事業における臨時職員賃金４０万円の増額補正

の原因は何かとの質問に対し、当局より正職員の病気による欠勤を補うものであるとの答弁が

ありました。 

 議案第１３０号 「変更契約の締結について（芦川小学校擁壁他改修工事（第１工区）（債
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務））」の審査では、まず当局より今回の２，７８１万円の増額補正については、河川法の許可

の見通しがついたことにより、当初から考えていたコーナーの一体工事が可能になること、工

事の進捗状況から判断して増工しても工期内に間に合うこと、それに上昇傾向にある資材費や

賃金を当初の第２工区を先行することで抑えることができることを勘案したものであるとの説

明がありました。 

 これに対して、委員から河川法の許可に係る県との事前協議がどういうものであったかとの

質問に対し、当局より最初の事前協議では一体工事が可能という判断が得られたが、その後、

県の担当者との協議の結果、河川法の許可が必要となり、それもかなりの時間を要するという

ことで工区を第１期と第２期に分けることにした。しかし、ここにきて県とのやり取りの結果、

河川法の許可が得られる見通しがついたとの答弁がありました。 

 なお、当議案に関しては現地の芦川小学校に赴き担当者、工事関係者に現場での説明を求め

ました。 

 次に消防本部所管では、議案第１２４号の補正予算に関して、耐弾防護衣３着分の３０万円

の増額補正について、委員よりその必要性について質問があり、当局より救急出動の現場が暴

力団等の抗争など隊員に危害が及ぶことが危惧される状況が生まれてきており、それへの対応

であるとの説明がありました。 

 財政課所管では、議案第１２４号の補正予算に関して委員より歳入の増額補正で地域創生先

行型交付金の８００万円のイルミネーション事業に充当されるが、どこにイルミネーションは

付けられるのかとの質問に対し、今回の駅前通りに続き近津用水沿いになされる事業であると

の答弁がありました。 

 また、市営住宅四日市場団地用地代として３８５万円の基金繰入の歳入増があるが、これは

どういう原因によるものかとの質問に対し、当局より当初の予算は登記簿面積をもとに予算計

上したものが実測の結果、面積が登記簿より広く、その分の増額であるとの説明がありました。 

 情報政策課所管では議案第１１５号 「笛吹市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する条例の制定について」の審査において、委員より個人情報保護法と抵

触することはないかとの質問に対し、当局より抵触する恐れはないとの答弁がありました。ま

た委員より個人の病歴など医療情報が取り出される心配はないかとの質問に対し、当局からそ

のような心配はないとの答弁がありました。 

 市民活動支援課所管では、議案第１２４号の補正予算に関して、委員より石和なごみの湯お

よび市営温泉の修繕増額、それぞれ１６２万円、２１６万円はなんのための増額補正であるの

かとの質問に対し、当局より修繕が当初予定より多く修繕費に不足を生じる恐れがあり、残り

３カ月の緊急的な修繕に備えたものであるとの説明がありました。 

 次に議員より提出された発議第７号、発議第８号、発議第９号の「笛吹市都市計画税条例の

一部改正について」でありますが、まず委員長より説明、質疑および討論は一括で行い、採決

に限っては本則改正第８号を一番先に行い、次に附則改正の猶予期間の延長の第７号を行い、

最後に附則改正の期限付き税率軽減の第９号を順を追って行う旨を申し述べるとともに、一事

不再議の原則に則って、順次採決していく中で可決された議案以降の議案については採決を行

わない旨を申し述べ審査に入りました。 

 発議第７号、第８号および第９号の提出者から順次、提案理由を述べていただいた後、質疑

に移りました。 
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 質疑の主なものでは、発議第７号の猶予期間の延長案に対しては、今回も課税猶予というこ

とでは、法律論としても市民感情からしてもよろしくないとの批判的意見、また提出者は１年

後、課税の方向でいくのか、廃止の方向でいくのか、どう考えているのかという疑義を問いか

ける発言がありました。 

 発議第８号、第９号に対しては、都市計画税はできる規定による目的税であるだけに課税の

根拠を示す必要があるが、根拠が明確ではないとの批判的意見がありました。その他、市の財

政、市民の担税能力、課税の公平性（課税対象区域の問題）、課税軽減の根拠などの多様な観

点から意見、発言がありました。 

 次に討論について報告いたします。 

 議案第１１５号 「笛吹市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の制定について」において、反対討論として役職上、高い地位にある人が集めようと

思えば一元的に個人の情報を集めることができ、また破られない防衛システムはあり得ないの

で今の時点では危険を伴うとの意見を述べました。 

 発議第７号、発議第８号、発議第９号、「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」にお

いては、発議第８号の「本則改正の税率軽減」案および発議第９号の「附則改正の期限付き税

率軽減」案に反対し、発議第７号の「附則改正の猶予期間の延長」案に賛成する立場から２人

の委員が発言しました。 

 １人の委員は課税の根拠を明確に示されない以上、来年度からの課税はすべきではなく、１年

間、廃止も含めじっくり議論すべきだとし、もう１人の委員は発議第８号の提出者も発議第９号

の提出者も将来において線引きの見直しが必要と考えているわけだから、発議第７号を可決す

べきだといたしました。 

 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 

 それでは、審査結果を申し上げます。 

 議案第１１５号 「笛吹市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

関する条例の制定について」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１１８号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 議案第１１９号 「笛吹市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について」、賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１２０号 「笛吹市手数料条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 

 議案第１２４号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）のうち総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第１３０号 「変更契約の締結について（芦川小学校擁壁他改修工事（第１工区）（債

務））」、賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 

 次に発議に移りますけれど発議第８号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛

成少数で否決すべきものと決定いたしました。 

 発議第７号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛成多数で可決すべきものと

決定いたしました。 

 発議第９号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」は、発議第７号が可決されまし
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たので議決不要と処理いたしました。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長報告に対する質疑は付託事件そのものに対する質疑は行えないということになっ

ておりますので報告された状況、委員会の審査の状況についての質問をさせていただきます。 

 まず委員長報告で、いろいろな質疑があったことが報告されました。ただそれに対してどの

ような説明が回答として出されたのかという報告がなかったように思います。特に発議者の総

意として課税再開を目指すのか、あるいは廃止を考えているのかという発議第７号に対しての

質問に対しての答弁はどのようなものだったでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 まずは今の質問に答えます。 

 ７号についての、７号というのは１年間猶予期間を設けるというものですけれど、これにつ

いて質問として廃止の方向でいくのか、課税の方向でいくのか、このような質問があり、先ほ

ど報告しましたけれど、これに対しては委員のほうからしっかり、今から市民の理解を得る形

で、説明する中でそれは決めていくことであろうという答弁がありました。 

 そしてあと８号、９号に対する質問で、それもちょっと今の報告でなかったんですけれど・・・

先ほど全部、質問に対して答えてくださいって言ったから。７号だけでいいですか。８号、９号

はいらない。はい、失礼しました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ３回までということになっておりますので、今お聞きしたのはですね、発議第７号の提出者、

発議者の方々の総意として１年猶予ということだったのかどうかということをお聞きしたわけ

で、それに対するお答えが１年かけて決めるということでありましたので、これについては発

議者の皆さまの中でも考え方がいろいろだというふうな理解をいたしました。 

 それからもう１点、委員長報告の説明の中で８号、９号の発議者に対して線引きの見直しが

必要であるという認識だというふうに討論者が述べたというところがございましたが、線引き

というのは区域区分のことを指しているものと思いますけれども、この場合の都市計画区域と

いうところと区域区分というものは異なったものだというふうに理解していますが、その点に

ついてのご認識は委員会審査の中ではどのようなものだったんでしょうか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 委員会では、そのような区別をしての質疑はありませんでした。そしてそこでの、委員会で

の主な議論は都市計画の線引きについて、これについての質疑はありました。これは当局より

かなりの時間を要する問題であって、１年でどうかという質問も出ましたけれど、それに対し

ては明確には答えられないということでした。 

 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） 

 ただいまの委員長の答弁ですと線引きについてと。これは区域区分をするか、しないかとい

うことについての何か１年かけて見直しをということでしたけれども、私どもの理解としまし

ては都市計画区域の、これは見直しが必要ではないかと。しかしそれについては県で定めてい

るものでありますので、県の都市計画手続きにおいてこういった変更がなされた場合に、その

都市計画区域の見直しということが図られるだろうと。都市計画区域の中に区域区分をすると

いうことと、その区域区分自体の見直しを図るということは、これは今、笛吹市に区域区分が

かかっていませんので、やや認識が不十分だったのではないかなというふうに理解をいたしま

した。 

 最後、３点目の質問をさせていただきますけれども、いろいろな審査報告の中でその理由と

して第７号の賛成討論があったという中で説明不足という点がございました。市民に対する説

明不足ということでありましたけれども、委員会審査の中で市民に対する市民ミーティング等

で都市計画税の説明がなされてきたという部分もあったかというふうに聞いておりますけれど

も、そういう中で議会としても市民への説明がなされてきたという観点から説明をされたとこ

ろもあったと思います。この点の説明不足というところについての委員会審査の中でのやりと

りについて、もう少し詳細に報告をしていただけたらと思いますので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） 

 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） 

 説明不足についてはですね、説明したというふうに発言もありましたけれど、またそれは説

明不足であったというふうな、それに対してですね、要するに回数を重ねたということに対し

たり、内容についてのそれぞれの発言者の考え方によって、それを説明不足といったり、説明

は十分だと、こういう意見は出ましたけれど、委員会として説明不足であったかどうかという

結論的な話には至りませんでした。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほか質疑はありませんか。 

 （ な し ） 
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 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１２４号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、各

常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行い

たいと思います。 

 続きまして議案第１１５号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより、議案第１１５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１１５号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１１８号および議案第１２０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１１８号および議案第１２０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１１９号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより、議案第１１９号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 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１１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３０号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより、議案第１３０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。 

 少々確認しておりますので、お待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１３０号は原案のとおり可決されました。 

 次に笛吹市都市計画税条例の一部改正についての発議第７号、発議第８号および発議第９号

を議題といたします。 

 申し合わせのとおり、本３案件については一括して討論を行うことで異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本３案件について一括討論とすることに決定いたしました。 

 討論を行います。 

 なお、発言の際には発議第何号に対する反対、もしくは賛成かを明示してから発言するよう

にお願いいたします。 

 討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 日本共産党の渡辺正秀です。 

 議長の許可をいただきましたので３本の都市計画税条例の修正案についての討論を行います。 

 私は発議第７号 附則改正で課税猶予期間１年延長の案に賛成、発議第８号、発議第９号に

反対の立場から討論に参加いたします。 

 私の基本的な考えは、都市計画税条例は廃止すべきだということであります。しかし３本の

修正案が出されたことに示されるように、議会でも十分な検討が尽くされておらず都市計画税

の扱いについて考えはさまざまです。また市民の中でもなぜ都市計画税を課せられるのかとい

う意見が多く理解が得られておりません。 

 こうした中で３回、６年間にわたって課税猶予してきた都市計画税を来年度から徴収するこ

とには無理があると思います。１年間徴収延期して、その間に議会でも市民の間でも十分議論

を尽くし合意を目指すことが最善であり、それを保障する発議第７号を可決することが妥当だ

と考えます。 

 現笛吹市都市計画税条例および発議第８号、第９号には反対します。 

 まず課税根拠についてであります。都市計画税は目的税ですが、目的税は公共サービスの便

益が特定の集団に偏し、かつ料金等で徴収することが困難な場合、その受益と対応した課税を

行い、そのサービスの費用に充てることができるとされております。公共サービスの受益と目

的税の負担との間には、できる限りの対応関係が確認されなければならないとされています。

そして都市計画税は都市計画事業の執行によって上昇した土地、または家屋の価値を当該所有

者が享受することに着目した応益的な施行方法に基づいたものであります。その趣旨に沿って
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地方税法７０２条では都市計画税について、原則市街化区域に課税できる。その一方、市街化

調整区域について、これは市街化区域の外側、すなわち開発よりも保全、乱開発規制を目的と

した区域でありますが、ここについては都市計画税を課さないことがむしろ均衡を著しく失す

ると認められる特別の事情がある場合、課すことができると、課税について極めて慎重な規定

をしております。合併協定もこの原則を踏まえたものであります。 

 ところが現条例では良好な環境の保全、乱開発規制を目的に都市計画区域に組み込まれ都市

計画事業の予定のない地域まで課税することになっております。これは都市計画税の原則にも

合併協定にも違反しています。さらに発議第８号、発議第９号は都市計画税の財源を都市計画

事業だけに充てるのではなく、広くインフラ整備や施設建設に充てるとしており、これは都市

計画税の趣旨を逸脱するものであります。要は課税根拠を変えているということではないでしょ

うか。 

 次に３回、６年間の課税猶予期間より市民の暮らしは改善したかという点であります。市民

の所得が後退しているにもかかわらず税金料金の値上げラッシュであります。１世帯当たり２７年

から２９年までに単純合計して８万３，２００円の負担増であり、さらにごみ袋有料化や後期

高齢者医療保険料の見直しも検討されております。市民の暮らしは、都市計画税の徴収開始な

どやれる状況ではないのではないでしょうか。 

 一方、財政見通しはどうでしょうか。市は長期財政試算を根拠に都市計画税を取らなければ

財政破たんすると言ってきましたが、実際はどうでしょうか。まず今議会で市は長期財政試算

の時期を３月から決算の余剰金などを反映できる６月以降に変えることを約束し、これで現実

離れした危機感ばかりを煽る長期財政推計は改善されることになったと思います。 

 それ以前に昨年度決定された合併市の支所等に対する交付税の新措置、これ約２０億円、こ

れで合併特例措置終了後に予想された単年度赤字１５億円程度は乗り切れる見込みとなりまし

た。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺議員に申し上げます。 

 討論は簡潔に願います。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 堅実な財政運営をする限りやっていける見通しになったと言えるのではないでしょうか。こ

うしてみると一番大変なのは市財政ではなく、市民の暮らしと営業です。この時期になぜ都市

計画税の徴収開始なのか、市民の暮らしを顧みない、あまりにも冷たいやり方だと思います。 

 かつて課税された石和地区についても課税すべきではないと述べたいと思います。都市計画

税を財源の一部とした土地区画整理事業は終了しました。駅前土地区画整理事業によっても不

動産価値は下がり続け、利用価値、事業収益も上がってはいません。都市計画事業によって上

昇する土地や家屋の価値に着目した都市計画税は、その前提を失っていると思います。そして

今、固定資産税だけでも困難な上、都市計画税の課税は暮らし・営業の再建を妨げるものであ

ると思います。 

 結論を申します。 

 以上、私たちの主張は都市計画税を廃止することであります。しかし現在、議会でも市民の

間でも都市計画税に対する議論と理解、合意が進んでおりません。そうした状況のもと、課税

猶予を１年間延長し、その間に十分な検討と議論を保障できる発議第７号の修正案を妥当と考
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え、これに賛成するものであります。 

 以上で討論を終わりたいと思います。 

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。 

 これより、発議３案件について採決を行います。 

 本３案件の採決について、先の議会運営委員会および全員協議会において決定しました内容

をもう一度確認させていただきます。 

 この３案件については、１件ずつ順に採決し１つが可決された場合は残りの発議は一事不再

議に当たり採決は行わず議決不要の扱いとなります。 

 それでは１件ずつ採決を行います。 

 まずはじめに、発議第７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 数を確認いたしますので、そのまましばらくお待ちください。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 賛成１７、反対７。よって起立多数であります。もとい賛成１３、反対７ですね。失礼いた

しました。起立多数であります。 

 よって、発議第７号は可決されました。 

 発議第７号が可決されましたので、発議第８号および発議第９号は議決不要となります。 

 引き続きまして教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長

から審査結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る１２月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１１日およ

び１４日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査をいたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、ご報告いたします。 

 保健福祉部所管では、福祉総務課の審査において議案第１２１号の「重度心身障害者医療費

助成条例等の一部改正」では今回の改正による対象者は何人かとの質問に対し、ひとり親家庭

医療費関係が２１名、子どもすこやか医療費関係が９９名の１２０名が対象となり、関係者に

は通知をしたとの説明がありました。 

 児童課では、養育医療給付事業において出生児が２千グラム以下の対象者は何人ぐらいか、

また期間や金額の制約はあるのかとの質問に対し、３８件１１名が対象となっており、ひと月

ごとに支払いをしている。金額の上限はなく、１歳になるまで掛かった分だけみているとの説

明があり、未熟児は年々増えているのかとの質問に対し、平成２５年度から県から市に移管さ

れたが、市になってから増えており、ある月とない月がはっきりしていて予想ができない状態

で２７年度の前半については大きく伸びているとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課の審査において議案第１３１号 「公の施設に係る指定管
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理者の指定について」では、笛吹市クリーンセンターを５年の間に施設設備に手を入れていく

必要が生じることはあるのか、また公共施設等総合管理計画へどのように入れているのかとの

質問に対し、施設は老朽化をしているが以前に大規模修繕を行っており、適切に管理していた

だいている。また２００万円以下の修繕は指定管理団体の負担となっており、計画的にメンテ

ナンスがされている。なお、下水が普及しても汚水処理はなくならないため、施設の見直しや

改修は必要であるため、峡東３市の中で協議していく必要があるとの説明がありました。 

 国民健康保険課では、議案第１２５号の「国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」の審

査において、保険給付費において医療費の増額の原因は何かとの質問に対し、高度医療化、重

症患者が増加しているのが原因で、医療費が増額となっているとの説明がありました。 

 また教育委員会所管では、教育総務課の審査において、中学校施設設備維持管理事業におい

て、御坂中のキュービクル内のＰＣＢ保管設備修繕費９０万円は処理費も含んでいるのか、ま

たほかの小中学校にもあるのかとの質問に対し、処理は微量のＰＣＢを含んでいるものに対し

て敷地内で保管するもので処理費は含まれていない。保管設備を囲うネットの中で改修を行い、

専門の容器に入れて雨などが当たらないように保管をしていく。また、ほかの小中学校施設に

おいて稼働中の機器にはＰＣＢはないとの説明がありました。 

 生涯学習課では、議案第１３９号の審査において指定管理団体のアセラ技建の管理実績はあ

るのか、また申請が３団体あったが決定した理由は何かとの質問に対し、体育施設の管理実績

はないが、公園の指定管理とテニスコートの施工実績がある。また審査基準に基づきヒアリン

グを行う中で利用者対応や運営方針、指定管理料など総体的に評価し決定されたとの説明があ

りました。 

 なお、平成２７年請願第２号 「「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」の提出

を求める請願書」については、引き続き継続審査となりました。 

 以上、本委員会に付託審査を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第１２１号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成条例等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１２２号 「笛吹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につい

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１２４号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）のうち、教育厚生常任

委員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２５号 「平成２７年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２６号 「平成２７年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（クリーンセンター）」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代御所保育所）」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川児童館）」、賛成全員で
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原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（大坪ふれあいプラザ）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居しずめふれあいの家）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（御坂花鳥の里スポーツ広場・

御坂体育館・御坂テニスコート・御坂テニス＆キッズ広場）」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 

 議案第１４０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（いちのみや桃の里スポーツ

公園・一宮スポーツ広場）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（若彦路ふれあいスポーツ館・

八代中央スポーツ広場・八代中央水泳プール・八代東部水泳プール・八代南部スポーツ広場）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（八代総合会館・若彦路ふれ

あいセンター）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（スコレーセンター・スコレー

パリオ）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長はその場でお待ちください。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結いたします。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１２４号につきましては先ほど申し上げたと

おり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決

を行います。 

 続いて、議案第１２１号および議案第１２２号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決です。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１２１号および議案第１２２号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２５号および議案第１２６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１２５号および議案第１２６号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第１３１号および議案第１３３号から議案第１４３号までを一括議題とい

たします。 

 お諮りします。 

 本９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９案件についての委員長報告は、可決です。 

 本９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１３１号および議案第１３３号から議案第１４３号までは原案のとおり可決

されました。 

 次に議案第１３２号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これより、議案第１３２号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１３２号は原案のとおり可決されました。 

 引き続きまして建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長

から審査結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 
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〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それではただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る１２月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１１日およ

び１４日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 

 審査の過程において出ました、主な質疑・意見等について報告いたします。 

 産業観光部所管では、農林振興課に係る鳥獣害防止対策強化事業について説明を求めたとこ

ろイノシシ、シカなどによる２６年度の被害状況は被害面積が２２ヘクタール、被害総額が２，

４８０万円であり、この対策の一つとして来年度から鳥獣被害対策実施隊を設置する予定であ

ります。市街地、または夜間に出没したものを専属で追い払ったり、捕獲したりすることを目

的に、猟友会の会員から選出してもらう選抜隊であり、身分は非常勤の公務員対応となります。

出動に対する手当は日当で２，５００円を考えていますとの説明がありました。 

 委員からは民間委託など笛吹市カラー、オリジナルの方策を、また早川町や南アルプス市で

は犬による追上げ・追払い活動を行っており、その犬の飼育に対する費用の補助制度がありま

す。先進地の事例を十分に研究し、早急に対応するよう要望がありました。 

 観光商工課に係る温泉街活性化事業の近津用水沿いのイルミネーションの計画について説明

を求めたところ、石和温泉の宿泊客が楽しみながら夜の市内を歩いてもらうおうと企画するも

ので、温泉街を流れる近津用水の約１キロにわたり「和」と「川」をテーマにピンクや青色の

ＬＥＤ電球などを飾り付けます。市や観光協会などによる実行委員会を組織し、来年１月３０日

からの点灯を予定していますとの説明がありました。 

 建設部所管では、管理総務課に係る公営住宅四日市場団地建て替え事業について計画の進捗

状況を確認したところ、１２月１６日に建設工事基本設計業務委託に伴うプロポーザルによる

業者選定を実施する予定となっています。今回のプロポーザルによって基本設計を行う業者が

決まり、そののちは基本設計をもとに実施設計、工事施工と進んでいきます。 

 以前より委員会から意見・要望のありました高齢者、障がい者または子育て世帯に考慮した

団地建て替えについて、今後の基本設計、実施設計の中で十分に組み入れていきたいと考えて

います。 

 また現在、四日市場団地、広瀬団地、長塚団地に入居されている方々への説明については、

これまで通知や個別による説明を行ってきました。今後、さらに計画が具体的になってきまし

たら、その都度より丁寧に説明をしていきますとの説明がありました。 

 まちづくり整備課の審議においては、笛吹市営自動車駐車場条例の制定について、この条例

は、市が設置する自動車駐車場の設置および管理に関し必要な事項を定めるもので、石和温泉

駅北口駐車場が対象となり、駐車できる自動車の基準、駐車の可能な期間、利用料金などを規

定していますとの内容の説明がありました。 

 委員からこの条例で対象としているのは北口側だけであるが、既存の南口側駐車場との整合

をどのように考えるかとの質問に対し、担当課からは将来的には県内の駅駐車場やその周辺駐

車場の状況、市民の反応等を見る中で検討していきますとの回答がありました。 

 公営企業部所管では、笛吹市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について、平成

２６年度に国から人口３万人以上の団体にあっては平成３１年度までに公営企業会計へ移行す

ることが定められましたので、本市においても移行する必要があります。 

 また、公共下水道特別会計から公営企業会計に移行することで、経営状況の明確化と財務内
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容の透明化を図ることができ、経営内容の開示や事務事業内容の説明においても、これまで以

上に市民の皆さまに理解していただきやすくなりますとの説明がありました。 

 次に水道事業における飲料水水質検査等業務等の１，４００万円の減額について説明を求め

たところ、この水質検査業務は上水道の４５カ所を月に１回、井戸原水の約４０カ所を年１回

などを検査するための業務委託料で、入札差金による減額でありますとの説明がありました。 

 委員からこの委託料の大幅な減額によって不適切な業務処理が行われないよう現場立ち会い、

抜き打ち検査などしっかりとしたチェック体制を整えてもらいたいとの意見が出されました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりでございます。 

 議案第１１６号 「笛吹市営自動車駐車場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１１７号 「笛吹市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について」、賛成多

数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２３号 「笛吹市道路法施行条例及び笛吹市公共物管理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１２４号 「平成２７年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２７号 「平成２７年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２８号 「平成２７年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２９号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと

決定。 

 議案第１３６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川地域振興交流センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（春日居産地形成促進施設）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（境川農産物加工センター）」、

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、建設経済常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長の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。 

 委員長は席にお戻りください。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１２４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１１６号および議案第１２３号を一括議題といたします。 
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 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決であります。 

 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１１６号および議案第１２３号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１１７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１１７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおりに決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２７号および議案第１２８号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件についての委員長報告は、可決です。 

 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２７号および議案第１２８号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１２９号から議案第１３８号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 
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 本４案件についての委員長報告は、可決です。 

 本４案件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２９号から議案第１３８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１２４号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （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１２４号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後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。 

 ただいま、市長より３件の追加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３３ 議案第１４４号、日程第３４ 同意第９号および日程第３５ 同意第１０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案件につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は人権擁護委員の候補者の推薦についての１案件、教育委
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員会委員の任命および公平委員会委員の選任に伴う同意案件２件であります。 

 はじめに議案第１４４号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」でありますが、任期満

了となります８名につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るものであります。 

 候補者については、次の方々であります。 

 岩野秀夫氏、石和町在住、再任であります。神宮司由則氏、石和町在住、同じく再任。加藤

壽一氏、御坂町在住、同じく再任。山田順子氏、一宮町在住、同じく再任。三枝千瑞氏、一宮

町在住、同じく再任。廣瀬勝巳氏、一宮町在住、新任であります。橘田博子氏、境川町在住、

同じく新任。篠原春子氏、春日居町在住、同じく新任。 

 任期は、平成２８年４月１日から３年間であります。 

 次に同意第９号 「教育委員会委員の任命について」でありますが、任期満了に伴い御坂町

在住の早川公仁氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により議会の同意をお願いするものであります。 

 早川氏は再任であります。任期は平成３１年１２月３１日までの４年間となります。 

 次に同意第１０号 「公平委員会委員の選任について」でありますが、任期満了に伴い新た

に境川町在住の中村長年氏を選任したく、地方公務員法第９条の２第２項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、任期は平成３１年１２月２０日までの４年間となります。 

 なお、経歴等についてはそれぞれの案件の末尾にあります参考資料のとおりであります。 

 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３３ 議案第１４４号、日程第３４ 同意第９号および日程第３５ 同意第

１０号の３案件を議題とし、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ 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しました。 

 これより１件ずつ討論・採決を行います。 

 まず議案第１４４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。 
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 議案第１４４号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、議案第１４４号は原案のとおり可決することに決しました。 

 次に同意第９号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 同意第９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９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１０号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 同意第１０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１０号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました中村新公平委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 中村長年君の入場を許します。 

 （ 入 場 ） 

 中村長年君の発言を許します。 

〇新公平委員（中村長年君） 

 議長のお許しを得まして１２月の定例議会の大変貴重な時間をいただき、この機会をいただ

いたことにまずもって感謝を申し上げます。 

 このたび公平委員として務めさせていただくことになりました中村長年でございます。 

 先ほどの議会の中で、全会一致ということでご同意をいただきましたことに改めてお礼を申

し上げますとともに職務の重大さに身の引き締まる思いでございます。 

 さて今年も残りわずかとなりました。この季節を表現した俳句がございます。「真清水の泡

立ちいそぐ年の暮」。議員の皆さまには年の瀬を迎え、大変ご多忙のことと存じます。ぜひ健

康には留意されまして、ご活躍されますよう期待をしております。 
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 最後でございますが、いただきました職務につきましては誠心誠意努力することをお誓い申

し上げまして、簡単でございますけどもあいさつに代え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） 

 中村長年君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３６ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２７年第４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。 

 本議会は１２月４日から本日まで１５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。本議会に上程いたしました提出案件につきましては、すべて原案のとおり

ご議決・ご承認を賜りました。厚く御礼を申し上げます。 

 また本議会においては、都市計画税条例の改正が発議され決定されたところであり、市とい

たしましては適切に対応してまいります。 

 一方、提出を予定しておりましたＮＴＴ用地の購入に関する案件につきましては、仮契約に

至らず提出を見送ることといたしました。市、ＮＴＴ東日本、双方とも地下埋設物の存在を把

握していなかったため、今議会中に仮契約を締結できなかったものであります。来年１月中に

は仮契約を締結し、３月議会に議案として提出したいと考えております。 

 さて年末年始の休暇を挟んで新年に入りますと、恒例の各種行事が予定されております。１月

５日、ホテル慶山において平成２８年新春交歓会ならびに受賞者祝賀会が、１月１０日には一

宮ももの里スポーツ公園グラウンドにおいて笛吹市消防団出初め式が行われます。さらに同日、

市内５つの会場で成人式が開催され、７００名以上が新成人となります。各行事について議員

の皆さまのご協力をお願いいたします。 

 夏から秋の観光シーズンも終わり、これから冬にかけての観光が課題となります。本市は温

泉のまちでもあることから、温泉街のイメージアップを図るため１月３０日の石和温泉の日よ

り桜温泉通りにイルミネーションを点灯します。２月５日からは毎年恒例となりました石和温

泉旅館協同組合による冬花火も開催されます。寒い時期ではありますが、多くの皆さまにお越
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しいただけることを期待しております。 

 また２月１２日には石和温泉駅南北自由通路の開通に伴い、観光案内所がリニューアルオー

プンします。案内所には全国初の試みでワインサーバーを設置するなど、ゆったりとお客さま

をご案内できると思います。 

 来年は申年であります。「申」という漢字は果実が成熟して固まっていく状態を表している

とのことであります。２０１６年が笛吹市民にとって実り豊かな年になりますよう、職員と共

に市政運営に一層精進してまいります。 

 １２月も半ばを過ぎ、何かと慌ただしくなってまいります。議員各位におかれましてはくれ

ぐれもご自愛の上、ご家族そろってよい新年を迎えられますようご祈念申し上げ、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年度笛吹市議会第４回定例会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ４時０６分 
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本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。 

 

 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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