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平成２６年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２６年２月２６日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長施政方針ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 議案第１号 笛吹市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 
日程第 ６ 議案第２号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に

関する条例について 
日程第 ７ 議案第３号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第４号 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第５号 笛吹市手数料条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第６号 笛吹市社会教育委員に関する条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第７号 笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正について 
日程第１２ 議案第８号 笛吹市下水道条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第９号 笛吹市消防手数料条例の一部改正について 

日程第１４ 議案第１０号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１５ 議案第１１号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１６ 議案第１２号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１７ 議案第１３号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１８ 議案第１４号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１９ 議案第１５号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第２０ 議案第１６号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
日程第２１ 議案第１７号 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 
日程第２２ 議案第１８号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第４号）について 
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日程第２３ 議案第１９号 平成２６年度笛吹市一般会計予算について 
日程第２４ 議案第２０号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第２５ 議案第２１号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第２６ 議案第２２号 平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第２７ 議案第２３号 平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第２８ 議案第２４号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
日程第２９ 議案第２５号 平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 
日程第３０ 議案第２６号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 
日程第３１ 議案第２７号 平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３２ 議案第２８号 平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 
日程第３３ 議案第２９号 平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
日程第３４ 議案第３０号 平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３５ 議案第３１号 平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３６ 議案第３２号 平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
日程第３７ 議案第３３号 平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３８ 議案第３４号 平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 
日程第３９ 議案第３５号 平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 
日程第４０ 議案第３６号 平成２６年度笛吹市水道事業会計予算について 
日程第４１ 議案第３７号 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 
日程第４２ 議案第３８号 契約の締結について（芦川小学校屋内運動場建設工事） 
日程第４３ 議案第３９号 契約の締結について（高機能消防指令センターシステム及び

消防救急デジタル無線システム整備工事） 
日程第４４ 議案第４０号 変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事） 
日程第４５ 議案第４１号 変更契約の締結について（中央線石和温泉駅周辺整備事業に

関する施行協定） 
日程第４６ 議案第４２号 新市建設計画の変更について 
日程第４７ 議案第４３号 新笛吹市基本計画の変更について 
日程第４８ 議案第４４号 市道廃止について 
日程第４９ 議案第４５号 市道認定について 
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日程第５０ 議案第４６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市みさかふ

れあい交流センター（みさかの湯）・笛吹市一宮健康増進施

設（ももの里温泉）) 
日程第５１ 議案第４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立御坂北

保育所） 
日程第５２ 議案第４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代地域

振興交流センター（八代グリーンファーム）） 
日程第５３ 議案第４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代農産

物加工センター） 
日程第５４ 議案第５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和小林

公園・笛吹市石和温泉駅前公園） 
日程第５５ 議案第５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和恵比

寿公園） 
日程第５６ 議案第５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代健康

ふれあい館） 
日程第５７ 議案第５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市花鳥児童

館） 
日程第５８ 議案第５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂林業

センター） 
日程第５９ 議案第５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂東部

地区コミュニティー施設） 
日程第６０ 議案第５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八田御朱

印公園） 
日程第６１ 発議第１号 平成２６年２月の大雪災害に関する意見書の提出について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
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３．欠席議員 

 
 （ な し ） 

 
 

４．会議録署名議員 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
 保健福祉部長 山 下 真 弥 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 
 産業観光部長 風 間 和 仁 建 設 部 長 斉 藤  寿 
 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 ６．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   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年笛吹市議会第１回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 第２２回冬季オリンピックソチ大会は史上最多の８８カ国、約２，８６０人の選手で激戦が

行われ、無事２４日未明、閉会式が行われました。１７日間にわたる冬のスポーツの祭典が幕

を閉じました。 
 日本選手団は１９９８年の長野オリンピックに次ぐ歴代２番目となるメダル８個と健闘し、

その中でも金メダルを獲ったフィギアの羽生選手も、被災地をはじめ全国に元気をいただきま

したが、一方では山梨をはじめ多くの地域で未曾有の歴史的大雪により大きな自然災害が発生

いたしました。当市におきましても基幹産業でもある観光・農業に甚大な被害が、多くの果実

のビニールハウスが倒壊し、数多くの農家の皆さま方からハウスの撤去や復旧支援を求める声

が聞こえてまいります。 
 そんな中２３日、林農林水産大臣が山梨県を視察し、当市の桃・ブドウのハウス栽培の倒壊

現場を目の当たりにしていただき、早急な対策を打ち出すと発言をいただいております。 
 当市議会におきましても行政と一丸となり、市民の目線に立ち市民生活の正常化のために一

刻も早い復旧支援対策に取り組んでまいりたいと存じますので、議員各位におかれましては格

別なご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、あいさつに代えさせていただきます。 
 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をいたします。 
 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

に申し添えます。 
 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（前島敏彦君） 
   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 
 １番 神澤敏美君 
 ２番 神宮司正人君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの２３日間としたいと思います。 
 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、本定例会の会期は本日から３月２０日までの２３日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 
 本日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２５年１１月分から平成２６年１月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 
 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等につきまし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（前島敏彦君） 
   日程第４ 市長より施政方針ならびに日程第５ 議案第１号から日程第６０ 議案第５６号まで

の５６案件を一括議題とし、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２６年第１回定例会の開会に際し所信を申し述べます。 
 かなり膨大なものでございますので、早口になることをご容赦ください。 
 はじめに、豪雪に関して申し述べます。 
 この部分につきましては１ページ分、議員の皆さまにお配りした資料には入っていないかと

思いますのでご了承ください。 
 ２週にわたって大雪に見舞われ、特に２月１４日から１５日かけての記録的な豪雪により、

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被害を受けられた市民の皆

さまには心からお見舞いを申し上げます。 
 また市内各地域の皆さま方には除雪作業をはじめ、隣近所の安否確認や助け合いなど「共助」

の力を発揮されましたことに対し、感謝を申し上げます。 
 本市では大きな災害発生が予想されることから、１５日の早朝に災害対策本部を立ち上げて

人命の救助を最優先とし、病人や高齢者など要援護者の救済や安否確認、除雪対応、中央道通

行止め等による帰宅困難者への支援など、災害応急対策を行ってきたところであります。 
 このたびの記録的な豪雪により、本市においても建物関係や農業施設など甚大な被害を受け

ております。 
 今後、被害状況の調査を進めてまいりますが、農業施設等の被害に関しては復旧のために最
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大限の支援を行ってまいります。市民の皆さんが復旧に向かって力強く立ち上がるよう呼びか

け支援してまいります。 
 それでは、平成２６年度施政方針について申し述べたいと存じます。 
 はじめに、市政運営の基本姿勢についてです。 
 まずもって心すべきは市民の声を聞くこと、市民参加の市政を進めるということであります。

市民の生活が第一ということを改めて掲げたいと考えます。その出発点は、市民の中に入って

いって市民の声に耳を傾け、市民に語りかけることです。そして市政への市民参加の徹底を図

ることであります。しかしこの１年、率直に言って不十分であったと捉えています。今後、工

夫しながら市民との対話を進め、市政への市民の参加をさらに進めたいと考えます。 
 この基本に立ち推進する市政の中味は、当然のことながら第一次笛吹市総合計画後期計画が

基本になります。２６年度予算も総合計画に定められた施策についての評価を踏まえ、策定し

たところであります。もちろん機械的に施策を評価し、機械的に施策の重み付けを行ったわけ

ではなく、時宜に適った必要な肉付けを行ってまいりました。肉付けを行うに当たっては、以

下の方針を基本に行ったところであります。 
 具体的な施策について申し述べます。 
 施策の第１の柱は「安心して暮らせる元気なまちづくり」と掲げます。 
 繰り返しになりますが何よりも市民の生活が第一です。そこで今、市民の生活はどうなのか

について触れます。 
 ２月１２日に日銀甲府支店が発表した金融経済概観では「県内景気は緩やかに回復している」

と４カ月連続の判断をし、個人消費も同様に「緩やかに回復している」と判断を据え置いたと

ころであります。 
 一方、この冬の県民生活について山梨中銀の「県内勤労者の消費・貯蓄動向」によると１年

前と比べた暮らし向きは「良くなった」が４．８％、「悪くなった」が１９．９％。前年の冬に

比べて若干は改善されたものの、「悪くなった」という回答がはるかに多いというのが実情であ

ります。 
 市民生活は、中銀調査の結果と同様であろうことは論を待ちません。当面の市政の第一の課

題は市民生活をしっかりと支えていくとともに「働くことのできる人には仕事を」を基本に取

り組みたいと考えます。 
 市民生活を支えるという点では、これまで進めてきた各般の福祉施策を引き続き推進する中

で、特に生活に手助けを必要とする市民の相談体制の充実を図りたいと考えております。 
 また高齢化が一層進行する中で見守りのネットワークについて、昨年はパルシステム山梨と

協定を締結したところでありますが、今後とも一層の充実を図ってまいります。 
 福祉施策に関してはのちほど述べることとし、まず農業や観光、商工業など市内産業の活性

化の推進、就業機会の拡大についてであります。 
 産業活性化を強力に推進するため、市内の関係者を結集した推進組織を設置します。組織は

農業や観光などの分野ごとの設置とともに、分野を超えた総合力を発揮することも検討します。

議論は年度明け早々に開始し具体化できたところから逐次、予算・体制を整えて動かしていく

考えでおります。体制で重要なのは「よそ者」と「若者」、思い切った発想の持ち主を重視した

いと考えております。 
 分野ごとの振興方向であります。 
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 まず農業に関しては、第一の課題は担い手の確保であります。担い手の高齢化が進行してい

る中で引き続き新規就農者支援を強力に実施し、次世代を担う農業者の育成・定着を推進しま

す。特に今年度は担い手確保と遊休農地解消を目的に、新たに定年就農推進事業に取り組みま

す。これは市内の遊休農地を市で借り受け、市民はもちろん市外や都内の定年退職者に貸し出

し、野菜などを耕作しながら作物を育てる楽しさも体験していただき、就農につなげていくも

のです。併せて就農者を通じて、笛吹市の農業を都会に発信することにより新たな農業の可能

性も発掘できることと考えております。 
 担い手問題はこうした施策の効果発現以上のスピードで深刻化していると考えており、日本

一の桃源郷を維持するためには農家の実態、将来展望が把握されなければなりません。農業委

員会の皆さまにはご紹介してきておりますが、愛知県で取り組まれてきた耕脈調査の手法を参

考にして、関係者を挙げての取り組みにしたいと考えております。そのような実態把握の上に

立って青年就農、定年就農、法人化等、多様な担い手の確保に努めてまいります。 
 さらに認定農業者等の個人農家を対象とした農機具購入補助制度を新設し、農家の生産意欲

の向上を図ってまいります。 
 農業の第２の課題は、儲けを増やすということであります。このためには国際的な視野を重

視しつつ、販売戦略の構築を支援してまいります。台湾など海外へも積極的に販路の拡大を行

い、新たな輸出先の道筋をつけてまいりたいと考えております。産地間競争が激化する中で、

ブランド力の強化に一層知恵を絞らねばなりません。 
 また、農業の取り組みエリアを大きく拡大することが大事です。すなわち果樹に限らず山菜

や野菜等、地域の実情に適した特産品開発を促進するとともに付加価値の向上、いわゆる６次

産業化も促進します。これらは農家や組織体の創意工夫に期待しますが、加速的に推進するた

めに必要であれば奨励措置を講じます。 
 笛吹市は桃・ブドウ日本一であると同時に、果樹産出額では弘前市に次いで全国２位の位置

にあります。このポジションを引き続き維持するとともに「果物のまち笛吹」をまちのブラン

ドとすべく、全国規模のイベントの企画を検討します。さらに大事なのが鳥獣被害への対応で

あり、資材の提供等を進め、被害の軽減に努めてまいります。 
 次に、里山対策に関してであります。 
 里山は、良好な地域環境をつくっていく上でも子どもたちの教育の場としても重要であり、

近年、企業やボランティアが里山整備に取り組んできていることは誠に喜ばしいことでありま

す。そうした取り組みに注視し、必要な支援を行ってまいります。 
 なお、特区制度に関しましては、これまでの特区制度が、最近の言葉でいうところの岩盤規

制が強力で、十分な効果を発揮してきていないというのが実情と捉えております。安倍政権の

下での特区は国際戦略に重点が置かれている趣があり、農業関係に関しては今までと同様、メ

リットは薄いと思われます。もちろん特区制度は引き続き研究しつつ、特区制度に限らず有利

な制度の活用は十分に検討してまいります。 
 次に、観光についてであります。 
 観光振興ビジョンの中に盛り込まれている重点項目の具体化を検討し、人を惹きつける訴求

力のある観光資源を見つけ出す観光の目玉づくりを進め、関係団体との連携･協調のもと迅速な

施策の展開に努めてまいります。 
 四季折々の各種イベントについては、観光団体の協力を得ながら工夫を凝らして実施してま
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いります。日本一桃源郷の春まつりは合併１０年を迎えることに鑑み、市の一体感を醸成する

とともに観光客の満足度を向上させるため、八代ふるさと公園をメイン会場に、市内各地に花

見散策路を設け、見ごろの場所を案内する方向に改めてまいります。併せて各町１本の桜を選

び七福桜ライトアップと名付けＰＲし、また水芭蕉・桜・桃・バラ・スズランの開花予想クイ

ズも行い、市内全体が花のテーマパークとなるようなイベントを実施してまいります。大きな

転換ではありますが、地域の皆さまのご理解・ご協力を切にお願いします。 
 観光宣伝につきましては、より効果的な手法を検討しながら各種イベント等の周知・宣伝に

努めてまいります。特に本年は首都圏の住民に対し、本市への関心度を探る市場動向調査を行

います。この調査結果を分析し、効果的な宣伝手法や誘客方策について協議いただく、官民共

同の観光活性化推進会議（仮称）を設置し、観光活性化の推進主体としたいと考えています。 
 本年も引き続き市内山梨百名山を中心に登山道を整備し、多くの愛好者を誘致できるよう努

めてまいります。１１月には大蔵経寺山や兜山の登山道を走るトレイルラン大会を開催するこ

ととしております。このようなイベントは、宿泊客の増加につながることから積極的に検討し

てまいります。 
 海外戦略に関しては、重点課題として取り組む所存であります。特に台湾や東南アジアから

のインバウンドについては、関係者と連携して誘客に努めてまいります。 
 県内の広域連携については、３月に首都圏の旅行業者やジャーナリストを招いてのエクスカー

ションを行う予定でありますが、それをステップにして甲府・峡東地域での連携の強化に努め

たいと考えております。 
 次に商工業の振興についてであります。 
 まず、当市の商工業の現状を見てみます。製造業でありますが、平成２３年の工業統計によ

ると従業者４人以上の事業所数は１２４で従業者数は３，７１５人、製造品出荷額は１，０３６億

円となっており、県内１３市の中では中位といった位置にあります。 
 一方、商業に関して平成２３年の商業統計によると事業所数は６９１、従業者数４，８９２人、

年間商品販売額は１，０７６億円となっています。県内２７市町村の中では事業所数は甲府市、

富士吉田市に次いで３位、従業者数は甲府市に次いで２位、年間商品販売額は甲府市、中央市

に次いで３位となっています。商業活動は県内では県都甲府市に次いで活発な分野であり、こ

の点に着目して、さらなる活性化を検討すべきと考えます。 
 今後、商工業の一層の振興を図るためには市内の業者の実態の把握に努め、行政としてどの

ような支援が必要なのか、戦略的な企業誘致のあり方等について検討を深め、振興ビジョンと

いったものに結び付けてまいります。 
 商工業の振興に関しては、引き続き指導・育成機関である商工会との連携をより一層強固に

しながら、中小企業者の支援・育成と商工業の振興・発展に努めます。従来の小口資金融資事

業や震災関係の利子補給事業は継続しながら、今年度は新たに商工会とタイアップし中小企業

者に対する利子補給制度を創設します。 
 高齢化が進む中で、貴重な就業機会となっているシルバー人材センターに関しては、自ら能

動的に仕事づくりを行うなど支援を強めます。 
 第２の大きなテーマとして「安心してすこやかに暮らせるまちづくり 住みたくなる桃源郷

のまちづくり」を掲げます。 
 安心して暮らす上で一番に大事なのが防災対策であります。南海トラフ地震や各地で頻発す
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るゲリラ豪雨など自然災害の発生が懸念されており、引き続き防災対策に力を入れます。 
 震災時一人の犠牲者も出さないために、住宅の耐震化については笛吹市耐震改修促進計画に

基づき耐震化を推進するとともに災害弱者対策等に取り組みます。また、豪雨時に的確な避難

対応が図られるよう関係部署によるシミュレーション訓練など、いざというときの備えを強化

します。 
 また災害時における緊急連絡体制の強化を図るため、指定避難所などの市内３８カ所の公共

施設に特設公衆電話の設置や防災行政無線で放送した内容を電話で再確認できるテレホンサー

ビスを整備します。 
 地域防災力の向上を図るためには、自主防災組織の強化が不可欠です。その活動を支援する

とともに整備補助金制度の活用を進めます。また消防団・学校・病院・福祉施設・各種事業所

との連携強化に努めます。 
 消防関係でありますが、まず電波法改正に伴い現在使用している消防救急アナログ無線をデ

ジタル化し、通信指令室を高機能指令センターにグレードアップする消防救急無線デジタル化

等整備事業についてはすでに実施設計を終了し、２６年度中の整備完了、２７年４月の運用開

始を目指し事業を進めてまいります。消防署出張所の耐震化については、市内の３出張所とも

築４０年を経過し老朽化が進んでおりますので、大規模災害時に災害対策の拠点施設として有

効に利用できるよう、高い耐震性能を備えた庁舎の整備に向けて取り組んでまいります。 
 市民生活を支えるインフラの整備について、主な事業に関して簡潔に申し述べます。 
 砂原橋架け替え事業についてはすでに橋台・橋脚が完成し、７月を目途に上部工の架設を進

めています。２６年度は、周辺の道路整備も進めることとしております。 
 石和温泉駅の整備については仮駅舎による営業のもと現駅舎を取り壊し、本格的な建築工事

に着手することとなっております。北口駅前広場の整備についても、２６年度に着手する予定

です。 
 駅利用者はじめ関係者のご理解をいただきながら、事業を進めてまいります。 
 八代ふるさと公園の整備については今年度竣工することとし、３月１３日に式典を予定して

おります。同公園は今年から笛吹市桃源郷春まつりのメイン会場になります。銚子塚古墳等、

歴史遺産とともに本市の観光資源として積極的に活用していきたいと考えております。 
 仮称、笛吹スマートインターチェンジについてはすでに用地測量等を行いましたので、早け

ればこの３月から用地買収に入りたいと考えており、２８年３月の供用開始を目指し関係機関

と歩調を合わせて整備を進めてまいります。 
 市民生活に直結する基礎的インフラの整備に関しては道路、側溝等の整備を引き続き進める

とともに、特に橋梁長寿命化や通学路の安全性の確保に力を入れてまいります。 
 御坂浄・配水場の建設については、２６年度の早期供用開始を目指し進めております。 
 次に、環境推進の取り組みについてであります。 
 ごみの分別収集やリサイクル、エコ活動の推進等、環境改善への取り組みについては引き続

き積極的な取り組みを市民に働きかけてまいります。 
 最近の特徴として騒音振動、悪臭、野焼き、犬猫のフン害、住宅地の雑草繁茂、不法投棄な

ど市役所に寄せられる苦情や相談は半年間で２００件ほどとなっており、近年増加の傾向にあ

ります。市としては迅速な対応に努めておりますが、今後さらに地道な環境浄化の指導や環境

悪化防止パトロールの強化、啓発活動によるモラルの向上を図ってまいります。 
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 子どもも高齢者も健常者も障がい者も健康な人も病気を持つ人もすべての市民が生き生きと

暮らせる環境をつくるという課題についてであります。 
 まず、健康づくりです。 
 笛吹市健康増進計画に沿って病気の早期発見や早期治療だけでなく、健康の保持増進に重点

を置き、健康教育や健康相談などを行い食生活の改善、運動の取り入れ、生活習慣の改善を推

進します。 
 母子保健では、乳幼児健診後の二次健診や個別・集団相談事業の充実を図るとともに任意の

予防接種であります水ぼうそう、おたふくかぜ、ロタウイルスのワクチン接種の公費助成を継

続いたします。 
 定期接種化が進められている水ぼうそう、高齢者の肺炎球菌ワクチンについては国の動向を

見ながら対応してまいります。 
 健康をまちづくりのテーマに掲げ、関係機関からの提言も参考に温泉施設・医療施設等を結

びつけた健康のまちづくりについても取り組むべく検討します。 
 子育て支援については２７年度の子育て支援新制度のスタートに備え、笛吹市子ども・子育

て会議の設置を進めているところです。すでに実施した子育てにかかるニーズ調査を踏まえ、

２６年度中に子ども・子育て支援事業計画を策定します。 
 子どもすこやか医療費助成事業、病児・病後児保育事業、子育て支援センター事業、ファミ

リーサポートセンター、放課後児童健全育成事業などを引き続き推進し、子育て支援に努めて

まいります。 
 保育所の運営については、保護者のニーズを把握しながら保育サービスをさらに充実すると

ともに、民間保育所施設とも連携しながら受け入れ態勢の拡充も図ってまいります。指定管理

者制度につきましては、４月から新たに御坂北保育所への導入を予定しております。 
 高齢者福祉に関してでありますが、高齢者が安心して元気に活躍できるよう介護予防、家族

介護支援、高齢者社会活動支援、認知症予防等の事業を推進します。地域包括支援センターに

おいては、高齢者が在宅生活を続けられるよう支援してまいります。 
 介護を必要とする高齢者には、住み慣れた地域で安心して介護サービスが受けられるよう市

民ニーズをしっかり捉え、介護保険事業の円滑かつ健全な運営に努めるとともに２７年４月に

予定されている介護保険制度改正にも的確に対応できるよう情報収集等に努めます。 
 笛吹市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画は２６年度が最終年度となることから、

２７年度から２９年度までの新計画の策定を進めます。 
 障害者福祉については障害児・障害者の社会参加の機会を確保するとともに、地域社会にお

ける共生を支援するため、障害福祉サービスや地域生活支援事業の充実など障害者支援施策を

進めてまいります。 
 また本年４月から重度訪問介護の対象拡大や共同生活介護と共同生活援助の一元化、障害支

援区分の創設などが実施されますので、利用者や関係機関に周知徹底し、事業を円滑に進めて

まいります。 
 国民健康保険の運営についてです。 
 前月までに国保から支払った１人当たり給付費は、前年同期に比べ１，０９０円の増額となっ

ています。今後もインフルエンザの流行により、医療費はさらに上がるものと思われます。過

日開催した国保フォーラムにおいて、適正受診と健康管理の大切さの講演を行い参加者から好
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評をいただきました。今後も講演会や出前学習会、広報を活用し、予防を念頭に置いた健康管

理について周知を図り、医療費の抑制に努めていきたいと考えております。 
 次に、具体的なまちづくりの取り組みについてであります。 
 すでに宣言した桃源郷を四季を通じてのものにするために、花いっぱいのまちづくりを提起

し動き始めているところでありますが、さらに加速させるとともに笛吹といえば音楽のまち、

笛吹市の由来は笛吹川なので川と親しみ、川を生かすまちづくりを提起していきたいと考えて

います。 
 昨年の国民文化祭を踏まえ、俳句の里づくりなど文化の香り高いまちづくりも志向してまい

ります。 
 花と緑のまちづくり推進事業を拡充し、市民主体の運動にしてまいります。 
 花の栽培や管理育成を行おうとする住民自治組織や団体に対して花苗・種子等を配布し、公

園・公共施設や道路河川沿いに花を植えていただくことによって、美しいまち並みづくりを進

めてまいります。 
 また講演会の開催などを通じて、花のまちづくり団体を支援してまいります。市内全域を花

が彩る公園のようにすべく、力強く推進します。 
 今、各地で取り組まれている都市農村交流、農家民宿、クラインガルテンなどへの取り組み

を強めるため、講演会や研修などを行い取り組みのモチベーションの向上に努めます。農村地

域の活性化を進めるためには定住の促進が重要であると考え、空き家バンクを実効あるものに

します。 
 続きまして第３の柱として個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりを掲げます。 
 はじめに、教育関係です。 
 まず、笛吹市学校教育ビジョンの見直しについてであります。 
 平成２０年１０月に策定した同ビジョンは、５年経過したことから教育委員会において見直

し作業を進めてきており、３月には改訂版を発行する運びとなっております。本ビジョンは教

育関係者に配布するとともに本市の学校教育の目指している内容を市民の皆さまに知っていた

だくために概要版が全戸配布される予定です。市内全小中学校で取り組んでいる「あいさつ 聞

き方 言葉遣い」など基本的生活習慣づくりに加え、学力の定着、いじめ防止、不登校児童生

徒への対応、特別支援教育の充実、保幼小中高の連携、通学路の安全確保等々さまざまな課題

に積極的に対応する内容となっており、市としてはこれを踏まえて一人ひとりの子どもに対応

した教育が推進できるよう、教育環境の整備に努めてまいります。 
 次に、教育施設の整備についてであります。 
 石和中学校校舎等改築事業につきましては現在、給食棟の建築工事を進めております。この

完成後には旧給食棟と北館を取り壊し、北館の改築工事に入る予定です。 
 また、芦川小学校屋内運動場改築事業につきましては、本議会で建築主体工事の契約の議決

をいただいたあと工事に入り、２６年度中に完成する予定であります。 
 笛吹市の未来を担う子どもたちが、安全・安心な環境のもとで学ぶことができるよう教育施

設の整備に計画的に取り組んでまいります。 
 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）は７月２６日から８月２０日にわたり、本県を

はじめとする南関東４都県において開催されます。本市におきましては、自転車競技を開催い

たします。８月５日の開会式に引き続き８月９日まで、境川自転車競技場でのトラックレース
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および八代町と境川町の特設コースでのロードレースを実施いたします。一般道で実施するロー

ドレースでは八代町と境川町の住民の皆さま、特にコース沿線の住民の皆さまにはご不便をお

掛けいたしますが、高校生最大のスポーツの祭典の成功に向け取り組みを進めておりますので

ご理解とご協力をお願いします。 
 次に、文化財行政についてであります。 
 甲斐国分寺跡整備事業は、これまで塔・金堂・講堂・中門跡等の発掘調査を行い多くの成果

を得ております。今年度は回廊等補足の発掘調査を行い、これまでの成果をもとにどのように

整備・保存し、有効に活用していくのか、文化面や観光面も含め整備に向けた基本構想の策定

を進めてまいります。 
 また公有地化した土地へ花等の植栽を進め、史跡の美化に努めるとともに花と緑に彩られた

天平の華たる甲斐国分寺跡を県内外にＰＲするなど、地域の文化を育み伝える環境づくりに取

り組んでまいります。 
 釈迦堂遺跡物館については、見学者を増加させるべく工夫するとともに春日居郷土館につい

ては公共施設配置の検討の中で縄文以来、人々の営みが積み重ねられてきた笛吹市の文化財政

策に位置づけて、あり方を検討してまいります。 
 スポーツの振興に関して、各方面からご要望をいただいているところであります。市内在住

の高校生が駅伝日本一のメンバーであったり、石和中学の生徒がリレーで全国３位に入るなど

の活躍は市民の誇りであり、さまざまな種目で市内在住者、出身者のより一層の活躍を期待す

るところであります。市としてもスポーツの振興を重要な施策と位置づけ、関係者のご意見を

承りつつ早急に振興策を取りまとめ、市民合意のもとに具体化に向けて進みたいと考えており

ます。 
 第４は、市政の進め方に関する課題です。 
 冒頭申し上げたように市民の声を聴く、市民参加の行政の実現を掲げます。これは市役所組

織のあり方にも関わってくる問題であり、市役所機能や公共施設再配置に関わるテーマであり

ます。 
 市民の声を聞くための仕組みについては、一層の工夫を凝らすこととしております。情報公

開は真に市民に知らせるべき事柄が適切に提供されているかを点検することが重要です。 
 出前学習会は待ちの姿勢に陥ることのないよう、売り込みと絶えざる工夫に努めます。 
 この分野での第１の課題は市民協働によるまちづくり、市民活動への支援についてでありま

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

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

ス「よっちゃばる広場」の開設、インターネットポータルサイト「よっちゃばるネット」の運

用や情報誌「よっちゃばる通信」の発行により、協働について理解と実践を図ります。 
 男女共同参画についてはあらゆる分野で男女の共同、女性の参画が実現するよう男女共同参

画推進委員会を中心に強力に啓発活動を進めます。この活動を通じて、男女共同参画の実績を

積み重ね、２６年度中に男女共同参画都市を宣言することを目指します。 
 市役所組織に関しては、厳しい財政状況から職員定数の適正化をさらに進めていくこととし

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

ならびに機構改革および支所機能のあり方について検討を進めてまいります。 
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 公共施設の見直しについては、今年度作成した公共施設白書を資料として適正な公共施設保

有量の検討、個別施設の継続、建て替え、統廃合など保有戦略評価の実施、仮称、公共施設適

正配置計画の策定に取り組むこととしております。 
 平成２６年度は、各部局において白書資料をもとに適正な公共施設保有量の検討を行い、市

民の皆さまにお示しできるよう取り組んでまいります。 
 健全で安定した行財政基盤づくりへの取り組みですが、現在策定中の第３次行財政改革大綱

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

査し、選択と集中による健全な行財政基盤の確立が図られるよう進めてまいります。 
 課題となっている市税等徴収率の向上については税負担の公平性を確保するため、県総合県

税事務所へ職員を派遣する等、県との連携強化のもと徴収率も年々向上しているところであり、

引き続き県との連携を図りながら徴収率向上と自主財源確保に努めてまいります。 
 財政事情の厳しい状況ではありますが、市役所職員が知恵を絞り、その能力を最大限発揮で

きるような効率的な業務運営に努めてまいります。 
 続きまして本日、提出させていただきました案件についてご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案９件、平成２５年度補正予算案９件、平成２６年度当初

予算案１９件、契約案件４件、新市建設計画等の変更にかかる案件２件、指定管理者の指定案

件１１件など合わせて５６案件でありますが、主なものにつきまして概略をご説明申し上げま

す。 
 まず、条例案についてです。 
 笛吹市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定については、地方主権一括法による消

防組織法の一部改正に伴い、消防長および消防署長の資格について条例で定める必要があるた

め制定するものであります。 
 消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例については、社会

保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部改正により

税率が引き上げられることに伴い、関係条例について所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市職員給与条例の一部改正については、職員のうち栄養士について他の職種との整合を

図るため、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、

特別職の職員で非常勤のもののうち報酬について現状に則するものとするため、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、住民基本台帳カードの交付手数料の無料化の延長

に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市社会教育委員に関する条例の一部改正については、地方主権一括法による社会教育法

の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正については、社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部改正により税率が引き上げられること、また

新たに減免の規定を追加することに伴い、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市下水道条例の一部改正については、下水道使用の態様の変更が生じたときに遅滞なく

届け出ることを新たに規定するため、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市消防手数料条例の一部改正については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の
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一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 まず平成２５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４億９，１８０万８千円を減額し、総額を３５０億１，４４０万９千円とするとと

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

す。今回の補正は国の補正に伴い、２６年度に計画しておりました農業基盤整備事業や橋梁長

寿命化修繕事業などの前倒しに対応するほか、平成２５年度各種事業費の確定に伴う減額が主

な内容であります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
 国民健康保険特別会計等６会計につきまして、合計で１億４，８００万円の減額を行うもの

であります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計では、収益的支出及び支出において予算の組み替えを行うものでありま

す。 
 また笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的支出において予算の組み替えを行う

ものであります。 
 続きまして、平成２６年度当初予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 平成２６年度当初予算については、２５年度において策定した笛吹市総合計画の後期基本計

画に掲げた２５の施策を着実かつ確実に実行し、将来像実現に向け事業の有効性も見極める中

で予算配分を行ったところであります。 
 本市の当初予算の特徴としましては、新市の基盤整備を推進する中で引き続き大型建設事業

費が増大していますが、本市が今年で合併１０周年を迎えることから、これを祝う記念事業や

男女共同参画の推進、市民の生命財産を守るための公共施設や通学路の安全対策、防災対策に

も積極的に取り組んでまいります。 
 また桃源郷のまちづくりとして春のお祭りを刷新するなど、観光や農業の振興を図るととも

に花いっぱいの街づくりを市民の皆さまと協働で推進してまいります。 
 福祉、保健面では子育て支援としての子どもすこやか医療費助成や医療費抑制の観点からの

予防接種、検診への助成などに引き続き取り組むとともに、今後の方向性を示す各種計画の見

直しを進めてまいります。 
 さらに教育・文化面においては、子どもたちが安心して教育を受けることができるよう、石

和中学校の校舎等改築や小中学校施設の改修などを進めるとともに、全国高校総体や俳句会な

どスポーツ・文化面のソフト事業においても重点配分したところであります。 
 まず、一般会計は総額を３５３億円であります。２５年度当初予算との比較では３．６％、

１２億１千万円の増額となります。これは石和温泉駅周辺整備事業や小中学校の校舎・体育館

等の改築・改修事業、ごみ処理施設建設に伴う周辺整備事業、消防救急無線デジタル化等整備

事業などの普通建設事業費や国の臨時給付金、公債費の増加が主な要因であります。 
 歳入では市税が前年度比１．３％減の８３億６千万円、地方交付税９４億３千万円、国県支

出金６８億５千万円、地方債６６億８千万円などを見込む中で減債基金、公共施設整備等基金

などからの繰入金を１３億円としております。 
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 また歳出では人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が１５１億３千万円、投資的経費は

７６億１千万円となっております。 
 主な事業予算について、かいつまんでご紹介します。 
 総務費においては市制１０周年記念事業に３００万円、花と緑のまちづくり推進事業に

６００万円、山梨県知事および県議会議員等の選挙事務に７千万円を予定しております。 
 民生費においては子どもすこやか医療費助成事業３億４千万円、児童手当１２億５千万円、

生活保護費１２億２千万円を予定しております。 
 衛生費では子どもの予防接種事業に１億６千万円、太陽光発電システム設置補助として２千

万円を予定しております。 
 農林水産業費では樹園地内の農道、水路改修などに３億１千万円、新規就農者支援事業に１，

４００万円、定年就農推進事業に４００万円を予定しております。 
 商工費においては商工関係団体への補助事業に３千万円、観光宣伝ならびに観光イベント事

業に１億円、商工振興災害対策資金に１，８００万円を予定しております。 
 土木費においては橋梁長寿命化や通学路整備などの道路維持管理費に５億３千万円、道路新

設改良費に４億２千万円のほか砂原橋架替事業６億９千万円、石和温泉駅周辺整備事業に１９億

３千万円、大坪地内浸水対策事業に２億７千万円、公共下水道特別会計への繰出金１８億円を

予定しております。 
 消防費では常備消防費１１億９千万円、非常備消防費１億２千万円、消防救急無線デジタル

化等整備事業４億７千万円などを予定しております。 
 教育費では、芦川小学校屋内運動場改築事業を含む小学校費に７億２千万円、石和中学校校

舎等改築事業を含む中学校費に９億９千万円、またインターハイ事業などを含む社会教育費お

よび保健体育費に６億９千万円を予定しております。 
 公債費については、今までに借り入れを行いました地方債の元金及び利子の償還費など４９億

円を予定しております。 
 そのほか重度心身障害者医療費レセプトコンピュータ改修負担金など２件について債務負担

行為を設定させていただき、地方債については臨時財政対策債１５億１千万円、合併特例債４１億

２千万円、緊急防災・減災事業債４億７千万円を予定し、地方債の借入限度額を６６億８千万

円に定めるものであります。 
 次に、笛吹市国民健康保険ほか６特別会計の平成２６年度予算であります。 
 国民健康保険特別会計は総額を８８億４千万円、介護保険特別会計は総額を５６億２千万円、

介護サービス特別会計は総額を１，６００万円、後期高齢者医療特別会計は総額を１３億２千

万円、公共下水道特別会計は総額を２８億８千万円、農業集落排水特別会計は総額を４，７００万

円、簡易水道特別会計は総額を１，３００万円とするものであります。 
 黒駒山ほか８件の財産区特別会計につきまして総額を４，５００万円とするものであります。 
 平成２６年度笛吹市水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ１６億９千

万円、資本的収入を１４億３千万円、同支出を１８億６千万円とするものであります。 
 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計につきましては、収益的収入及び支出を

それぞれ６，９００万円、資本的支出を２００万円とするものであります。 
 続きまして、契約案件であります。 
 契約の締結については、芦川小学校屋内運動場建設工事と高機能消防指令センターシステム
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および消防救急デジタル無線システム整備工事にかかるものであります。 
 変更契約の締結については、本庁舎耐震改修建築本体工事の工事内容の追加によるものと中

央線石和温泉駅周辺整備事業に関する施行協定による自由通路工事費の増額に伴うものであり

ます。 
 続きまして、新市建設計画等の変更についてであります。 
 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正に

より合併特例債、合併推進債を起こすことができる期間が延長され、計画期間を延長する必要

が生じたことに伴い、新市建設計画および新笛吹市基本計画の変更を行うものであります。 
 次に、指定管理者の指定であります。 
 新規公募施設１施設、指定期間満了に伴う再公募施設５施設、非公募７施設の合計１３施設

について、平成２６年４月以降の指定管理団体を指定するものであります。あらかじめ選定さ

れた指定管理者候補団体について市との協定に基づき管理を行わせるため、地方自治法２４４条

の２第６項の規定に基づき、ご議決をお願いするものであります。 
 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますのでご参照ください。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして提案理由をご説明させていただきまし

た。 
 １点、修正を申し上げます。 
 先ほどの２５年度の公営企業会計の補正予算案の説明において、収益的支出及び支出と申し

述べましたが、収益的収入および支出の間違いでございます。訂正いたします。 
 以上、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。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第１号から議案第５６号までを一括議題とし質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１号から議案第５６号までは、所管の常任委員会に付託することになっておりますの

で大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題になっております議案第１号から議案第５６号までの５６案件につきましては、

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

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第６１ 発議第１号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 

 発議第１号 

 平成２６年２月２６日 提出 

 笛吹市議会議長 前島敏彦殿 

提出者 

笛吹市議会議員 志村直毅 

賛同者 

笛吹市議会議員 北嶋恒男 

   〃    海野利比古 

 平成２６年２月の大雪災害に関する意見書の提出について 

 上記意見書を地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり提出します。 

 提案理由 

 今月１４日から１５日にかけて本市を襲った豪雪によって、特に農業用ビニールハウスの倒

壊をはじめ観光、商工業、市民生活等、多方面にわたって甚大な被害を発生させたことから国

および関係機関に対し、災害対策における強力な支援を要請するために本意見書を提出するも

のである。 

 なお、意見書につきましてはお手元の議案書のとおりでございます。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 お諮りいたします。 

 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第１号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

 お諮りいたします。 

 明日２７日から３月５日までは、議案調査のため休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、明日２７日から３月５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３月６日、午後２時３０分から再開いたします。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時３５分 
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平成２６年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ６ 日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１号 笛吹市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 
日程第 ２ 議案第２号 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に

関する条例について 
日程第 ３ 議案第３号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第４号 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第５号 笛吹市手数料条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第６号 笛吹市社会教育委員に関する条例の一部改正について 
日程第 ７ 議案第７号 笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８号 笛吹市下水道条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第９号 笛吹市消防手数料条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１０号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１１ 議案第１１号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 
日程第１２ 議案第１２号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１３ 議案第１３号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１４ 議案第１４号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１５ 議案第１５号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１６ 議案第１６号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

日程第１７ 議案第１７号 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第１８ 議案第１８号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第４号）について 

日程第１９ 議案第３８号 契約の締結について（芦川小学校屋内運動場建設工事） 

日程第２０ 議案第３９号 契約の締結について（高機能消防指令センターシステム及び

消防救急デジタル無線システム整備工事） 
日程第２１ 議案第４０号 変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事） 
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日程第２２ 議案第４１号 変更契約の締結について（中央線石和温泉駅周辺整備事業に

関する施行協定） 
日程第２３ 議案第４２号 新市建設計画の変更について 
日程第２４ 議案第４３号 新笛吹市基本計画の変更について 
日程第２５ 議案第４４号 市道廃止について 
日程第２６ 議案第４５号 市道認定について 
日程第２７ 議案第４６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市みさかふ

れあい交流センター（みさかの湯）・笛吹市一宮健康増進施

設（ももの里温泉）) 
日程第２８ 議案第４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立御坂北

保育所） 
日程第２９ 議案第４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代地域

振興交流センター（八代グリーンファーム）） 
日程第３０ 議案第４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代農産

物加工センター） 
日程第３１ 議案第５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和小林

公園・笛吹市石和温泉駅前公園） 
日程第３２ 議案第５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和恵比

寿公園） 
日程第３３ 議案第５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代健康

ふれあい館） 
日程第３４ 議案第５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市花鳥児童

館） 
日程第３５ 議案第５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂林業

センター） 
日程第３６ 議案第５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂東部

地区コミュニティー施設） 
日程第３７ 議案第５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八田御朱

印公園） 
日程第３８ 平成２５年請願第８号 新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書の採択を求め

る請願 
日程第３９ 議案第５７号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 
日程第４０ 発議第２号 新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書 

 
 



 ２７ 

 
２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
 保健福祉部長 山 下 真 弥 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 
 産業観光部長 風 間 和 仁 建 設 部 長 斉 藤  寿 
 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 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   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ２時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 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

に申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第１号から日程第３７ 議案第５６号までを一括議題といたします。 

 本案につきましては今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので

それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 それでは、ただいま議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので

報告いたします。 
 去る２月２６日の本会議において、本委員会に付託されました議案について、２月２８日な

らびに３月３日の２日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め

審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 まず総務部所管の「笛吹市職員給与条例の一部改正」について、該当する職員数と４月から

の対応はとの質問に対し、該当者は栄養士として業務にあたっている５名で２名が福祉職とし

て、３名が一般行政職としてそれぞれ採用されている。採用時は福祉職の給与額が高いが、４０代

になると逆転する。福祉職の１名が３月で退職となり、４月以降に一般行政職として栄養士資

格を持つ２名の採用を予定しており、条例改正により統一化を図るとともに残る１名の処遇改

善も行いたいとの説明がありました。 
 補正予算については、繰越明許の中の備品購入費については一度公告して中止した案件と思

うが理由はとの質問に対し、本庁舎耐震改修に伴う分室の引っ越しを５月に予定しているが、

本庁舎で３月末までに納品できる備品と分室の移転作業後に納品できる備品に分割して、年度

内の部分を執行したとの説明がありました。 
 その他、市の税・料の中で今回の大雪災害を受けて減免等の措置を検討してはとの質問に対

し、課税客体の対象等の課題はあるが可能な対策を検討したいとの説明がありました。 
 また、消費税率の引き上げによる１０施設の料金改定に伴う仕入れや収入など施設運営に関
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する試算、ならびに平成２５年度の入札不調の状況について、それぞれ示すよう求めるとの意

見に対し、会期中に資料を提出するとの説明がありました。 
 なお議案第２号 「消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例」

については、反対討論がありました。 
 次に消防本部所管の「笛吹市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定」について、消

防長および消防署長の資格は各号の要件を満たす必要があるのかとの質問に対し、従前は消防

組織法に基づく市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令で定められていたが、地

域主権改革一括法による同法の一部改正に伴い、政令の基準を参酌し条例で定めるものであり、

それぞれの資格は、各号のいずれかを満たせば該当するとの説明がありました。 
 補正予算については、通信施設管理事務の１１９番用ＦＡＸは特殊なものかとの質問に対し、

障がい者専用として指令室に設置してあるもので、一般には使用しない機器であるとの説明が

ありました。 
 その他、大雪により残念ながら亡くなられた市内在住者の救助を求めた通報とその対応につ

いて、本市消防本部の管轄外の地域で発生した事案であるが、広域的な対応や協力体制等、他

の消防本部や警察等とも十分な連携を図ることを求めました。 
 また、必要な検証や検討を行うことを議会として市に申し入れるよう意見が出され、意見集

約を行い、審査終了後、議長に要請いたしました。 
 次に経営政策部所管の補正予算については、芦川小屋内運動場等改築事業の過疎対策事業債

の増額について、事業完了後でなければ国庫支出金が執行されないという前例はあるのかとの

質問に対し、当初は部分的でも国から入ってくるものと考えていたが、事業の遅延もあり翌年

度支払いとなった。これまでは事業年度に歳入があったが、今回のケースは初めてである。文

部科学省からは出来形完成後の対応と言われており、一般財源とその他財源で予算計上し、進

捗状況に応じて国庫支出金を受けることで進めたいとの説明がありました。 
 その他、雪害に対する補正、除雪費用の算定はどのように行っていくのかとの質問に対し、

雪害対策の補正について庁内で確認作業中であり、会期中に緊急的なものは補正をお願いした

い。除雪費用については１億円を超えると見込んでいるとの説明がありました。 
 情報システム関係の減額補正については見積り段階での過大積算はないのか、今後の見通し

はとの質問に対し、システム保守は技術者の単価が設定されており、出張してもらうが年間の

修理件数を見極めるのは難しく、契約段階で交渉し、できる限り安価になるよう努めていると

の説明がありました。 
 また今後の見通しについてはＩＴガバナンス構築支援事業を取り入れ、市役所全体での情報

システム業務や機器の効率化、最適化を進めていく方針であるとの説明がありました。 
 その他、大雪に関連した市民からの問い合わせ等への対応はとの質問に対し、市長への手紙

やお問い合わせメールは２０件近く寄せられ、雪で動けない等へは即応的に回答し、除雪や交

通情報の要望へは、市のホームページ内に取りまとめ情報発信を行った。また、安否確認等の

要望には、確認可能である旨の回答を行った。職員の体制等もあり、通常のクイックアンサー

のような対応ではなく、降雪後しばらくはホームページからの情報発信やメールでのやり取り

程度しかできなかったとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管では、笛吹市手数料条例の一部改正について住民基本台帳カード交付手

数料の無料化を平成２７年１２月３１日まで延長する理由はとの質問に対し、社会保障・税番
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号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入により平成２８年１月１日から個人番号カードを発

行することに伴い、住基カードの発行は平成２７年１２月末で終了となる。引き続き、市民の

利便性の向上および事務の合理化を推進するため延長するものであるが、両方のカードを保有

することはできないので、それまでの間は、個人番号カードに移行していただくよう周知して

いきたいとの説明がありました。 
 また補正予算について、交通安全対策としての通学路の改善やグリーンベルト化については、

建設部や教育委員会とのすみ分けや設置の基準の有無等はどのようになっているかとの質問に

対し、はっきりしたすみ分けはないが関係部局と連携を図り設置基準等も検討していきたい。

通学路の改善整備については、可能な限り取り組んでいきたいとの説明がありました。 
 なお議案第４６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市みさかふれあい交

流センター（みさかの湯）・笛吹市一宮健康増進施設（ももの里温泉）」については、反対討論

がありました。 
 次に請願審査では、継続審査としていた平成２５年請願第５号 「所得税法第５６条廃止意

見書の提出を求める請願」について採決に対する可否が同数となり、引き続き制度上の問題点

や市内の実態等の調査・検討を行う必要があると判断し、継続審査といたしました。 
 また同様に継続審査としていた平成２５年請願第８号 「新聞への消費税の軽減税率適用を

求める意見書の採択を求める請願」については、新聞だけ軽減ということでは賛同しかねると

の意見が出されましたが、採決の結果、採択３名、不採択２名、棄権１名となり、採択すべき

ものといたしました。 
 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１号 「笛吹市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について」、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２号 「消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例につ

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３号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第４号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５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。 
 議案第９号 「笛吹市消防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。 
 議案第１０号 「平成２５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」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３８号 「契約の締結について（芦川小学校屋内運動場建設工事）」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第３９号 「契約の締結について（高機能消防指令センターシステム及び消防救急デジ

タル無線システム整備工事）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第４０号 「変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事）」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４１号 「変更契約の締結について（中央線石和温泉駅周辺整備事業に関する施行協

定）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４２号 「新市建設計画の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきもの

と決定。 
 議案第４３号 「新笛吹市基本計画の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべき

ものと決定。 
 議案第４６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市みさかふれあい交流セ

ンター（みさかの湯）・笛吹市一宮健康増進施設（ももの里温泉）)」、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより、討論および採決を行います。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１０号 「平成２５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おりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第１号および議案第３号から議案第５号、ならびに議案第９号を一括議題とい

たします。 
 お諮りいたします。 
 本５案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本５案件につきましての委員長報告は、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、議案第１号および議案第３号から議案第５号、ならびに議案第９号は原案のとおり

可決されました。 
 次に議案第２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。 
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 議案第２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。 
 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第３８号から議案第４０号および議案第４２号、議案第４３号を一括議題といたし

ます。 
 お諮りいたします。 
 本５案件については討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 
 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。 
 お諮りします。 
 本５案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第３８号から議案第４０号および議案第４２号、議案第４３号は原案のとおり

可決されました。 
 次に議案第４１号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議案第４１号に対して、反対の立場から討論を行います。 
 今回のこの変更についてですが、ＪＲの本当に横暴なやり方、それ以外にないというやり方

ではないかと思いますし、またそれに対する言いなりの契約の変更だと思います。 
 全事業費２６０億円のうちＪＲの負担は２億円ということで負担率は７．７％、２億１，

９００万円ということでございます。そして今回の変更の増分ですね、これは労務費の増額分

ということでありますが、実は当初の契約は２５年６月でありまして、そして２５年４月と比

較して平均で割り増し率が１．２１ということになっておりますが、この平成２５年の６月時

点、契約時点から比較しますと、平成２５年４月と平成２６年２月を比べますと８％の労務費

の増額になるはずでございます。しかし全体のアップ率を見ますと２１％ということになって

おります。これは当初の契約に対して大幅な、しかも平成２５年４月と比較して、すでにこの

ときはその数字が出ているわけですから、それからわずか８％しか上がっていないにもかかわ

らず、この変更契約では労務費分については２１％ということで、これはとても理解できるも

のではございません。 
 そしてさらに入札等についてみても、お金は市が出すけども、なんら口出しはさせないとい

う対応でございます。もっと言いますと、今回の契約変更分を見ますと増額分が２億２，９００万

円ということでございますが、ＪＲの負担分２億１，９００万円より少ないわけです。この入
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札がどういう形で行われるか分かりませんが、万が一といいますか、入札ですから落札率が当

然９０何％の場合もあるし、１００％の場合もあるわけですが、９２．３％ということでもし

あればＪＲの負担は実質はゼロになると、こういう中身でございます。こういう形でまったく

ＪＲの言うことを聞かなければ駅は改修できないぞという高圧的な対応、そしてそれの言いな

りになっている。これではとても私は市民を代表して、この契約変更を認めることはできない

というふうに思いまして、反対討論を行いました。 
 なお、委員会のときは十分な私、考えが行き届きませんで賛成にまわってしまいましたが、

本会議においては同僚議員とも検討した結果、これはやはり認められないという立場になりま

した。大変皆さんにはご迷惑をお掛けします。しかし過ちに気が付いて改めるということはこ

れはよいことでございますので、あえてやはりここで反対討論とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第４１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。 
 よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４６号を議題とし、討論を行います。 
 反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 この場をお借りしまして、私、指摘されるまで先ほど数字を言い間違ったことに気がつきま

せんで、２６０億円と言いましたが２６億円の間違いでございます。訂正させていただきます。 
 反対討論を行います。 
 指定管理の制度についてですが、当初から指摘していたとおり本当に制度設計が自治体の運

営に沿うものではないという指摘をしてきたわけです。このことが最近ますます明らかになっ

てきたのではないかと。私たちはこの間、指定管理について福祉関係の、直接的に市が責任を

負わなければどうしてもいけないもの、こういう施設について指定管理にすること、あるいは

公民館のようなところ、まさに住民自身のもの、こうしたものを民間に管理・運営を委ねると

いうことについては反対してまいりました。しかし小さな集会施設やそういうところについて

は、地元の人たちがその指定管理を受けるということについては賛成し、またこの温泉施設等

についても賛成はしてきたわけです。 
 しかし問題点がいよいよ明らかになってきました。と申しますのは非常に制度設計がひどい

ということで、この間、２つの今回の温泉施設に関わる指定管理でございますが、従来この２つ

の温泉施設については直接、市が運営してきた時点でも大きな損失というものは、赤字という

ものはなかったわけです。これが今回、指定管理で、また指定管理料を１千数百万円かけると

いうことになりまして、必ずしもこの指定管理が、費用の面でも有利だとは言い切れないとい
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う面がございます。それだけではなくて、もっと大きな問題として、これは市が責任を負わな

ければならない施設が分けてございますが、同時に指定管理を受けた者にとってみても、結局、

指定管理制度では経営戦略は立たない。すなわち投資ができないというものになっております。

したがって、こういう温泉施設についても順に順に老朽化していく、あるいは時代にそぐわな

いものになっていく、こうしたことになっても指定管理を受けた人たちはただ使って、古くな

るのを見ているままということになってしまうわけです。価値がどんどん減っていくわけでご

ざいます。 
 こうしたずさんな制度設計に基づく指定管理制度、やはり根本的に見直していくことが必要

ではないかと、このことを私はかねてから主張してきました。しかし今回もその見直し、十分

な検討を行わないまま、また指定管理に付するということで、私はこの指定管理の指定につい

ては反対をするところでございます。 
 以上で反対討論を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第４６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。 
 よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それではただいま、議長より教育厚生常任委員会にかかる審査結果の報告を求められました

ので報告いたします。 
 去る２月２６日の本会議において本委員会に付託されました条例改正、一般会計・特別会計

補正予算、指定管理者の指定等の議案について、２月２８日ならびに３月３日の２日間の日程

により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 
 保健福祉部所管では、障害者自立支援給付事業の補装具支給内容について説明を求めたとこ

ろ、単価の高額なものが増え、増額補正となった。主なものとしては電動車イス３件、座位保

持装置３件、補聴器２２件、普通車イス７件であったとの説明がありました。 
 次に障害者福祉事業の福祉タクシー利用助成事業について、どのように利用されているのか

説明を求めたところ、次の回答がありました。 
 対象者としては障害手帳を持っている方のうち肢体不自由・視覚障害の方の１・２級、内部

障害の１級、知的障害等で主に重度心身障害者となる。毎年１人につき４８枚交付し、今年度

は当初１万４千枚を見込んでいたが、現在までに１３０枚程度不足が生じ８万円の増額とした。
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当初、利用者４９０名ぐらいを年間見込んでおり、人数等は見込みどおりであったが介護タク

シーの利用が増えたことなどが要因で利用率が上がったとの説明がありました。 
 次に介護保険特別会計、家族介護支援事業の介護慰労金支給事業において、減額の理由と内

容の詳細を求めたところ、寝たきり高齢者・認知症高齢者を自宅で介護している介護者に支給

するもので、本市では年２回、６カ月ごとに申請し、その月に１日でも入院、短期入所、施設

入所を利用すると該当にならない。毎年利用者は横ばいであるが、今年度は亡くなられた方、

施設入所の方があったため減額となったとの説明がありました。 
 また介護者側の慰労金であるのに１日も休めないのは条件が厳しい、柔軟に対応していただ

きたいとの委員からの意見に対し、介護している方の心労は重々承知しているので財政的部分

と現在の要綱の内容を精査し、今後研究していくとの回答がありました。 
 次に介護保険アンケート調査を行っているがなんのために実施し、どう施策に反映させたい

のか説明を求めたところ、現在、２６年度に第６期介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定

するための生活圏域ニーズ調査をお願いしている。ニーズ調査の対象者は、要介護・要支援を

受けていない方を２千人抽出でお願いし、また要支援１・２、要介護１・２の方、約１，４００人

を対象に実施している。現在の生活・身体の状況等を聞く中で、介護事業計画の中へどのよう

なサービスが必要か、方向性・施策の基礎とする調査であり、国の示された項目に地域の実情

に合ったものを取り入れていくとの説明がありました。 
 次に御坂北保育所を指定管理に移行した場合のメリットは何かと説明を求めたところ、現在

よりも保育時間の延長や一時預かりなど、保護者のニーズを踏まえた柔軟な取り組みができる

ことと説明がありました。 
 また、現在の臨時職員のうち希望した３名は指定管理者に正規職員として採用され、引き続

き御坂北保育所に勤務できること。現在の入所児童数を４９名から除々に増やしていき、充実

した内容になると説明がありました。 
 市民環境部所管では、住宅用太陽光発電のシステム設置費が半分程度に減額補正したのはど

のような原因かと説明を求めたところ、平成２４年度の利用者はおおむね４３４件、２５年度

は現在までで２４４件である。 
 電力会社の１キロワットアワーの買い取り価格においても平成２４年度は４２円であり、２５年

度は３８円に下がることもあり、従来からの住宅や新築の際に設置する件数が集中したこと、

今年度は、住宅の新築による設置が大半となったことなどが主な原因と考えられるとの説明が

ありました。 
 次に国民健康保険の医療費の状況について説明を求めたところ、平成２３年度、２４年度、

２５年度の実績でも年々平均で５％程度の増加傾向である。重症患者にならないうちに治療す

ることで医療費の削減にもつながり、定期健診の実施を進めていきたいとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、小学校教育振興費において校外学習等で市有バスおよびスクールバス

を利用することで、経費の削減ができたとの説明があった。スクールバスを校外学習等に利用

する場合は、どのような基準を設けているのかと説明を求めたところ、まず安全第一に万全を

期して原則的には学校教育の内容に即し、県内での事業にお願いしていると説明がありました。 
 次に全国高等学校総合体育大会の準備状況について内容を求めたところ、自転車ロードレー

ス開催に関わる地元への対策については順調に進んでいる。昨年１０月から地元関係区民への

説明会を実施し、おおむね了解をいただいている。今後も関係地区住民には３月から４月にか
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け再度説明会を行う予定である。そのほかに道路占用の申請や周知には、広報ふえふきへの掲

載など行っていきたいとの説明がありました。 
 なお、本委員会に付託されておりました平成２５年請願第２号 「年金２．５%の削減中止

を求める請願」については付託以降、調査・研究をしてまいりましたが、ここで審議未了とな

りました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６号 「笛吹市社会教育委員に関する条例の一部改正」について、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０号 「平成２５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１１号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３号 「平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４号 「平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立御坂北保育所）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５３号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市花鳥児童館）」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂林業センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂東部地区コミュニ

ティー施設）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八田御朱印公園）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１０号につきましては先ほど申し上げました

とおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採

決を行います。 
 それでは、議案第６号を議題といたします。 
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 お諮りいたします。 
 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。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 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、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１１号から議案第１３号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１号から議案第１３号までは原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１４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。 
 議案第１４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。 
 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４７号を議題とし、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第４７号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 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。 
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 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第５３号から議案第５６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。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本４案件は委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５３号から議案第５６号までは原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは、ただいま議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められました

ので報告いたします。 
 去る２月２６日の本会議において、本委員会に付託されました条例改正、一般会計・特別会

計補正予算、指定管理者の指定等の議案について、２月２８日ならびに３月３日の２日間の日

程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 産業観光部所管では、農林土木課に関わる農業施設整備事業のうち補償費３千万円の減額に

ついて詳細な理由を尋ねたところ、地域要望をもとに事業を計画している。当初予算には概算

で計上し、各支所と優先順位を協議する中で施工個所を決定している。特に農道など農業施設

の場合は施工個所の状況により補償費が大きく変わってくるため、今年度事業の結果として３千

万円の減額となったことをご理解いただきたいとの説明がありました。 
 また、観光商工課に関わる商工振興災害対策資金および小規模企業者小口資金融資促進費に

ついて、利用が少ない理由を検証しているかとの問いに対し、融資については市民税の完納や

所得割といった条件があり、保証協会の保証が必要なことなどが要因だと考えている。今後、

国・県にも補助をお願いしながら、商工会とも協議し対応を検討したいとの回答がありました。 
 建設部所管では、まちづくり整備課に関わる石和温泉駅周辺整備事業のうち工事請負費５，

０３０万円の増額について説明を求めたところ、この事業の全体事業費の中で公有財産購入費

を工事請負費に組み替えて、来年度の工事費に充てるものであるとの説明がありました。 
 また、土木課に関わる砂原橋取り付け道路整備事業の進捗状況について尋ねたところ、八代

町増田地区では市長出席のもと説明会を開催し、工事内容について説明を行った。また石和地

区についても３月中には説明会を開催し、理解を求めていきたいとの回答がありました。 
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 公営企業部所管では、下水道条例の一部改正について下水道の不正な使用を防止するための

改正であるとの説明に対し、笛吹市内において不正な使用態様の実例があったのかと尋ねたと

ころ、市内に不正使用の事例はないとの回答がありました。 
 また、水道事業会計のうち水道事業費用の修繕費の増額について、この先、年々増える見込

みかとの問に対し、経年し漏水が増えれば修繕費の金額も増えていくと思うとの回答がありま

した。 
 なお、産業観光部からは大雪災害に対する対応および今後の対策について、建設部からは除

雪対応についてそれぞれ報告がありました。 
 また議案第７号 「笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正について」には、反対討論があ

りました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件にかかる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第７号 「笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとお

り可決すべきものと決定。 
 議案第８号 「笛吹市下水道条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべ

きものと決定。 
 議案第１０号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１５号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第４号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１６号 「平成２５年度笛吹市簡易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１７号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第４号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１８号 「平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第４号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４４号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４５号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第４８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代地域振興交流セン

ター（八代グリーンファーム））」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第４９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代農産物加工セン

ター）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和小林公園・笛吹市

石和温泉駅前公園）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和恵比寿公園）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第５２号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代健康ふれあい館）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１０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７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。 
 議案第７号の採決を行いますが、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。 
 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第８号を議題とします。 
 お諮りいたします。 
 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が、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。 
 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、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１５号から議案第１８号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本４案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１５号から議案第１８号までは原案のとおり可決されました。 
 次に議案第４４号、議案第４５号および議案第４８号から議案第５２号までを一括議題とい

たします。 
 お諮りします。 
 本７案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本７案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本７案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第４４号、議案第４５号および議案第４８号から議案第５２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１０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。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての各委員長報告は、可決であります。 
 本案は、各委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第３８ 平成２５年請願第８号を議題といたします。 

 平成２５年請願第８号は、平成２５年第４回定例会初日に総務常任委員会に付託いたしまし

た。 
 審査の結果について、総務常任委員長から報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 それではただいま議長より請願審査の結果を求められましたので、ご報告いたします。 
 議案番号 平成２５年請願第８号 「新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書の採択

を求める請願」について委員会で審査をいたしましたところ、賛成多数で採択すべきものと決

しました。 



 ４２ 

 以上、報告といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、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。 
 平成２５年請願第８号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本案は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、平成２５年請願第８号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を４時５分といたします。 

休憩  午後 ３時４８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時０５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開します。 
 ただいま市長より補正予算案１件が、古屋始芳議員から所定の賛同者とともに１件の発議が

提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 
 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、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（前島敏彦君） 
   これより日程第３９ 議案第５７号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 それでは本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 議案第５７号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について」。 
 既定の予算額に歳入歳出それぞれ２億５，４００万円を追加し、総額を３５２億６，８００万
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円とさせていただくものであります。また、繰越明許費の補正も併せてお願いするものであり

ます。 
 補正予算の内容は、今回の大雪による除雪関連費用や公共施設の修繕費などであります。 
 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（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第５７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 議案第５７号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５７号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、議案第５７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５７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。 
 よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第４０ 発議第２号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ただいま議長のお許しをいただきましたので、これより説明いたします。 
 発議第２号 
 平成２６年３月６日 提出 
 笛吹市議会議長 前島敏彦 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 古屋始芳 
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賛同者 
笛吹市議会議員 中村正彦 
   〃    川村惠子 

 新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書の提出について 
 上記意見書を地方自治法第９９条の規定により、別紙（裏面）のとおり提出いたします。 
 提案理由 
 新聞は日本国内外で起きるさまざまなニュースや情報を正確に伝え、多角的な意見や評論を

提供しており、民主主義社会の中で住民が正しい判断基準を持つために必要な手段と考えます。 
 一般家庭の所得が増える見込みがない中での消費税増税は家計を圧迫し、民主主義を支える

基盤である新聞の購読中止を招くことを懸念しています。 
 よって、消費税増税にあたり複数税率の導入と新聞への軽減税率適用の実現を提案いたしま

す。 
〇議長（前島敏彦君） 

 お諮りします。 
 本案については質疑、討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって発議第２号は質疑、討論、委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、発議第２号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 次の本会議は、明日７日の午前１０時から再開いたします。 
 本日は、これにて散会といたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時１５分 
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１．議 事 日 程（第３号） 
平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ７ 日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 代 表 質 問 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
 保健福祉部長 山 下 真 弥 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 
 産業観光部長 風 間 和 仁 建 設 部 長 斉 藤  寿 
 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣  
 
 
 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   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴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

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、代表監査委員 古屋眞彦君より欠席届が提出されており、これを受理しましたので報

告をいたします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のため申し上げます。 
 質問につきまし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、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行にご協力

を願います。 
 まず、笛新会の代表質問を行います。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 おはようございます。笛新会の保坂でございます。 
 質問に入る前にお許しをいただきまして、本日の代表質問の機会をお与えいただきました会

派の先輩、また同僚議員の皆さまに心から感謝を申し上げる次第でございます。 
 ２月７日から２３日までの１７日間、ソチ冬季オリンピックが開催され、８８の国・地域が

参加し７競技、９８の種目で速さや技を競った選手たちの健闘と雪や氷の上での数々のドラマ

に拍手を送り、特に若き日本選手の活躍は目立ち金１銀４銅３の計８個のメダルを獲得されま

した。選手の方はもとより関係者の方々に心から敬意と感謝を申し上げます。 
 ソチでは今日からパラリンピックが開かれます。記録や限界に挑む選手たちを応援し、来た

る２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに、本市からもオリンピック選手が輩出でき

ますようスポーツ環境の整備に努め、なお一層スポーツ振興に力を注いでいきたいと考えてお

ります。 
 さて豪雪対策ですが２月８日から９日、１４日から１５日と二度にわたり、特に１４日から

１５日の雪は明治２７年以降、観測史上最高記録の大雪になり歴史的な豪雪となりました。お
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亡くなりになられたお二人の方に心よりお悔やみを申し上げます。家屋、農業等被害を受けら

れた方々に心よりお見舞いを申し上げます。 
 市民生活を脅かすような大雪が滅多に降らない本県では、地震や台風など自然災害に比べて

雪への対策は万全と言えるでしょうか。今回の大雪を教訓に盲点となりやすい身近な危機に対

し、個人も行政も備えが十分なのか点検を急ぐべきであります。日ごろからの備えがいかに大

切か、まずは自分の身は自分で守る自助の意識を持つこと、地域で支え合う共助の意識も災害

時には強い取り組みとなります。 
 今回の豪雪の際、隣近所の人たちや消防団が総出で地域の道路や通学路の雪かきをする光景

が見られ、大変うれしく思いました。その上で今後、一人暮らしの方や高齢者を地域で助ける

仕組みを検討していかなければなりません。 
 一方、行政による公助の対応はどうか。当然、早期に災害対策本部を設置し、笛吹市沿岸建

設安全推進協議会に対し除雪作業を要請したと思います。対応できる業者の数が減っている上

に要請が国、県、市で重なり幹線道路でさえ除雪が遅れた地域があります。効率的な除雪体制

について、行政間で入念に調整する必要があります。 
 市は除雪の集積場所、帰宅困難者対策、孤立集落対応、災害相談窓口設置等、今回の経験を

検証し、細心の注意と万全の備えで身近な危機を乗り切りたいものであります。また農業被害

も甚大であり、特にハウスの桃・ブドウ農家は壊滅的な被害を受け、当議会も前島議長を筆頭

に一丸となり、国・県への要請、峡東３市、ＪＡ等々の連携、復旧・復興対策、支援対策等対

応をしっかりしていかなければなりません。 
 以下、質問に入ります。 
 まず新年度に向けた施政方針、市政運営の基本姿勢を伺います。 
 倉嶋市長が就任して１年３カ月、市政の主要施策であるＪＲ石和温泉駅周辺整備事業、砂原

橋架け替え事業、八代ふるさと公園整備事業の合併特例債を活用した事業、子どもすこやか医

療助成事業の拡大、芦川地区に防災行政無線の戸別受信機の導入、また日本一の桃源郷泉源を

行い、４月１０日を桃源郷の日と活性化策を示しました。しかし市民はまだまだ倉嶋カラー、

市長が目指すまちづくりが見えないとの声を耳にいたします。 
 合併して１０月で１０年が経ち、市の方向性をどう定めて運営していくのか。２５年度の市

政運営の基本姿勢の検証を含めて、明確なビジョンを伺います。 
 次に新年度、２６年度当初予算について３点伺います。 
 １点目として一般会計で３５３億５，３００万円、前年度比３．６％、１２億１千万円の増。

合併後最大の規模となり、３００億円を超えるのは４年連続、この編成についての具体的な方

針をお聞かせください。 
 ２点目に新年度予算における歳入面での県内経済状況の中での市税の計上内容、消費税アッ

プによる地方譲与税、地方消費税交付税の計上内容、合併後１０年目による算定基準の一本化

による地方交付税の将来見通しの中での計上内容と中長期財政計画を見つめた中での計上内容

を伺います。 
 ３点目に合併特例債の活用状況と今後の活用計画について、お聞きをいたします。 
 ２６年度予算で市債６６億８，８００万円、構成比１８．９％、合併特例債４１億２，６６０万

円、２６年度末見込みで地方債残高４６７億２，３４２万円、１人当たり市民の借金６５万５千

円となっていますが、この活用状況と今後の活用計画をお示しください。 
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 次に定住化人口確保に向けた取り組みについて、伺います。 
 厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が将来推計人口の推移を発表し、その人口動態

では山梨県の人口は今後３０年間で２０万人近く減少し、笛吹市では約１万５，２００人が減

少するとされております。人口が減少することは、申し上げるまでもなく労働人口、消費人口

の減少を意味し、経済活動の現状を維持できなくなるマイナスの結果が予想され、地域社会が

縮小していく寂しさを感じます。 
 そこで少子高齢化が進み、社会保障をはじめ各種サービスの増加傾向の中、定住化人口確保

対策として子育て支援、医療、保健、教育、各部署の連携、市民協働体制等の現状と具体的な

取り組みについて、お聞かせください。 
 次に四季折々の彩りに満ち人々の営みが栄え、憩いとやすらぎ、人々の笑顔が輝く理想郷を

目指して努力していくとの思いを込めて日本一桃源郷宣言を行い、４月１０日を笛吹市桃源郷

の日としましたが、この具体的な取り組みについてお聞かせください。 
 次に都市計画税の課税について伺います。 
 笛吹市都市計画税条例の附則による特例措置が平成２６年度をもって解かれるため、自動的

に都市計画税が課税されます。４月から消費税が８％となり、平成２７年１０月から１０％に

引き上げられる予想の中、市民は日常生活にかかる負担をどのように切り詰めるのか思考して

いる状況であります。このような厳しい経済状況の中で、目的税の性格からして受益と負担の

意味合いで、市民が納得して都市計画税を負担する環境づくりがまだまだ不十分だと認識して

いますが、市長の現時点での考えを伺います。 
 次に、地域審議会の方向性について伺います。 
 地域審議会は、合併特例法第５条の４第１項の規定により合併後１０年間設置することが定

められており、市が処理する該当区域にかかる事務に関し諮問に応じて審議し、または必要と

認める事項について意見を述べることができると規定されているものですが、合併特例債の期

間が５年間延び新市建設計画も５年間延長され、この組織を今後どのようにしていくのか市長

の考えを伺います。 
 以下、総合計画、後期基本計画、２５の施策の中から主なものについて質問をいたします。 
 総合計画、基本構想のまちづくりの方向で実り多い産業と人々の集うまちづくりの施策の中

から３点、伺います。 
 まず１点目として、人々の交流を盛んにする仕組みづくりの方針について伺います。 
 豊かな自然と交流が育む桃・ブドウ日本一と温泉の郷として豊かな資源を生かしてＮＰＯ、

ボランティア団体による都市住民との交流を一層活発化し、地域活力の向上に結びつける都市

農村交流事業等の具体策、国際的交流については市の国際化推進支援が作成されており、国際

化の動きは経済面のみならず観光・文化・スポーツなどさまざまな分野で進展しており、特に

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催によるインバウンド対策、外国人のため

の相談窓口の設置等さまざまな取り組みがありますが、組織の育成を含めた推進指針の見直し

と対応策をお聞かせください。 
 ２点目として、もてなしの心が溢れる観光地づくりの具体策についてお伺いいたします。 
 近年の観光形態は団体から個人、見物型から体験型への移行と観光へのニーズが多様化して

おり、農官商工が密接に関わり合った豊富なメニューと総合的な魅力づくりが重要であり、特

に総合的、中長期的でタイムリーな情報発信が必要と考えるが、この具体策、観光物産連盟が
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市の観光振興の重要で中心的な役割を担っておりますが、この組織体制見直しの検討内容、市

内観光の滞在時間の延長施策、笛吹市全体が春まつり会場として生かす具体策としての観光イ

ベント事業、観光ガイド育成事業、観光宣伝事業等の今年度事業内容と中長期的な具体策をお

示しください。 
 ３点目として、桃・ブドウ日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりについて伺います。 
 農業従事者の高齢化、高齢者の減少、遊休農地の増加、鳥獣被害の増加、農産物の価格の低

迷など本市の農業を取り巻く環境は厳しさを増している中で、桃・ブドウ日本一の郷を維持し

つつ所得の向上、循環型環境保全型農業の推進を図り、ＪＡ、農業委員会、行政が連携した取

り組みが必要と考えますが、この取り組みについていくつかお聞きします。 
 まず農業基盤整備事業、県営事業を含んで、これの実施状況と今後の計画は。 
 担い手確保対策としての新規就農者支援事業、援農支援システム事業の現状と課題、遊休農

地解消策としての農地利用集積の現状と課題、鳥獣害対策については被害の傾向、被害防止対

策、あるいは猟友会を含んだ防止対策協議会との連携、現状の対策についてお聞きをいたしま

す。 
 次にまちづくりの方向で環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりの施策の

中から４点、伺います。 
 １点目として、災害に強い安心してすこやかに暮らせるまちづくりについて伺います。 
 ３．１１東日本大震災から３年、まだ避難されている方も多く復旧・復興はまだまだ未知と

いう状況の中、市民と行政とが一体となった取り組みと地域における防災組織の強化が求めら

れ、市民の自助・共助の意識を高めていくことが重要であります。 
 そこで質問をいたします。市防災計画見直しの現状について、お示しください。 
 自主防災力強化策として防災マップの作成、自主防災組織の現状、防災備品の整備、自主防

災リーダーの育成状況についてお聞かせください。 
 ２点目に、快適で暮らしやすい生活環境づくりについて伺います。 
 道路、農道、水路維持管理事業の中で各行政区からの要望と実施状況についてお聞かせくだ

さい。 
 次に国土交通省は、都道府県道や市町村道にある橋やトンネルの安全性を管理している地方

自治体に５年ごとにすべて点検・診断し、インフラの老朽化対策として義務付けを明記した統

一基準を策定し、２０１４年度からの適用を目指しております。併せて財政面や技術面での支

援策を検討する方向だが、この市の対応策についてお聞かせください。 
 ３点目に、安心して産み育てられる環境づくりについて伺います。 
 核家族化等による子育ての孤立化や出産や子育てに対しての不安や負担感を持つ人が増加し

ております。仕事と子育ての両立を支援し、安心して子育てができるよう保育サービスの充実

と公立・民間保育施設における受け入れ態勢の拡充が求められております。 
 そこでお聞きをいたします。 
 保育サービスの現状と課題、保育所運営事業の指定管理者導入状況と今後の計画についてお

聞かせください。 
 ４点目として、高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりについて伺います。 
 平均寿命が延び、団塊の世代が高齢期を迎えるなど超高齢化社会に突入しつつあり、本市の

高齢化率は平成２４年度２４．２％となっており、高齢化の進展に伴い介護サービスを必要と
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する要介護認定者数も増加し、高齢化や核家族化が進み高齢者のみの世帯が増えていることで

高齢者が高齢者を介護する老老介護が問題となっています。このような状況を踏まえ、介護予

防事業等の取り組みの重要性が求められております。そこでお聞きをいたします。 
 介護予防の推進状況と在宅生活支援の現状と課題は。 
 高齢者福祉計画の第６期事業計画の策定の具体的な策定内容について、お聞かせください。 
 次にまちづくりの方向で個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりの施策の中から４点伺い

ます。 
 １点目に、子どもたちの個性を尊重する学校づくりについて伺います。 
 平成２０年、本市の学校教育の指針となる笛吹市学校教育ビジョンが策定され、すべての学

校が知・徳・体のバランスの取れた生きて働く力を身に付けた子どもの育成を目指し、その具

現化に向けて努力されておるところですが、いじめによる自殺問題や学力の二極化、不登校、

防災教育等、学校現場は多くの課題を抱えておりますが、そこでお聞きをいたします。 
 学校教育ビジョンの見直し内容について、お聞かせください。 
 次に小中学校のセキュリティ対策について、お聞きいたします。 
 過去の事件を遡りますと寝屋川市立中央小学校教職員殺傷事件、宇治市立宇治小児童傷害事

件等、さらに市内では発砲事件等が多発している中、防犯・安全対策には特に力を入れなけれ

ばなりません。この現状の対策についてお聞かせください。 
 次に県教委は小中学校の児童生徒の学力向上を目指し、放課後に退職教職員らを活用した補

習など学習支援を行い、基礎学力を定着させ学習意欲を高めるため、希望する市町村教委と連

携して取り組む方向でありますけれども、本市教育委員会の取り組みについてお示しください。 
 ２点目にいつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりについて伺います。 
 公民館管理事業として防災拠点、地域コミュ二ティの場でもある公民館等の軽微な改修等の

補助制度の考え方をお聞きいたします。 
 ３点目に、身近にスポーツを楽しめる環境づくりについて伺います。 
 昨年の９月議会で一般質問をいたしましたけれども、スポーツの振興を重要な施策と位置づ

け、関係者の意見を聞きながら早急に振興策をまとめると示しましたが、この具体策をお聞か

せください。 
 ４点目に、地域の文化を育み伝える環境づくりについて伺います。 
 本市の豊かな歴史文化は多くの先人たちが関わり、長い歴史の中で引き継がれて育まれてき

ました。この中での歴史文化公園化の推進について、史跡甲斐国分寺跡保存整備事業の経過と

今後の計画についてお聞かせください。 
 次に俳句の里づくりの今年度の事業計画の内容をお聞かせください。 
 次にまちづくりの方向で、将来像実現に向けた取り組みについて伺います。 
 親しみやすく、機能的な市役所づくりの取り組みについてお聞きをいたします。 
 多様化する市民ニーズを的確に捉えた行政サービスの提供を図るため、市民が利用しやすく

機能的で効率的な市役所づくりの具体的な取り組みをお聞かせください。 
 次に支所機能の充実に向けた取り組みについて、お聞きをいたします。 
 合併以来、本所への一元化が進んでおります。住民参加の地域づくり、地域福祉策の保健・

福祉等の地域行政課題への取り組みの状況と課題についてお示しください。 
 最後に、副市長人事についてお伺いをいたします。 
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 施政の課題が山積みしている中で市長職は大変激務だと感じておりますけども、約４カ月間

空席になっている副市長人事の考え方をお聞かせください。 
 以上、質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛新会、保坂利定議員の代表質問にお答えします。 
 冒頭、ソチオリンピックのお話がございました。私もわが郷里出身の高梨沙羅選手のメダル

を期待していたわけでありますが、結果は残念でありましたが、しかしワールドカップで見事

連覇をし、大変われわれを、そのほかの選手もみんな頑張って激励、勇気づけてくれたと思い

ます。引き続きパラリンピックが行われますけども、ぜひ応援していきたいと思っております。 
 また冒頭、雪害対策のお話がるるございましたが、これはほかの議員さんのほうからご質問

をいただいておりますので、そちらのほうでお答えをいたします。 
 まず、市政運営の基本姿勢についてということでお尋ねがございました。 
 昨年の第１回定例会で私の市政運営の基本的な姿勢について、開かれた市政、公正・公平で

透明性の高い市政を進めるとこのように申し上げたところでございます。その上に立って２５年

度の５つの施策の柱を掲げたところでございます。 
 この基本的な姿勢につきましては、今議会冒頭の施政方針の中で不十分であったというふう

に捉えておりまして、その反省に立って改めて私として市民の声を聞くこと、市民参加の市政

を進める、このことを基本姿勢として掲げたいと思います。 
 これが根っこでありますが、お尋ねの件で合併１０年、市の方向性、明確なビジョンをとこ

のようなお尋ねでございます。 
 このことに関しましては、しばしば市長の見解として問われます。言うまでもないことであ

りますけども、市が合併してスタートするときにどのような市を目指すのかということは、市

民の皆さんがしっかりと議論をされて、そこでまとめられたものが活力ある交流都市であり、

快適な生活都市であり、個性輝く自立都市、この創造だと。その上に立って躍動するふれあい

文化都市を目指そうと、これが合併時の大きな目標であったわけでありますし、これは平成２０年

の総合計画策定の際にも基本的に引き継がれ「みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめ

き”のハーモニー」、これを将来像として定めたと。市民の皆さんがこれを定めたわけでありま

すので、市長の私がこれではいけないというふうに覆すわけにはまいりません。私もこの考え

方をしっかりと踏まえて市政推進にあたる所存でございます。 
 ただ１点だけ申し上げれば、まちの将来像、これは私の考え方でありますが、できる限り具

体的、市民の心にピシャッと響くものであるべきではないかとこのように考えております。ま

ちの特質をしっかりと踏まえたような、このような方向性が大事ではないかと考えたわけで、

その意味で昨年の４月１０日に日本一桃源郷の宣言をし、まちづくりの方向として桃源郷のま

ちづくり、こういうことを掲げたところでございます。 
 これを出発点にして四季折々、彩のあるまちにしていきたい、花の溢れるまちにしていきた

い、このように今、市民の皆さんとともに取り組もうとしているし、また笛吹市の名前の由来

である笛吹川、私はしばしば母なる笛吹川という言い方をさせていただいております。まさに
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このわれわれの住んでいる扇状地をつくり上げたのも笛吹川でありますし、豊かな桃源郷の農

業が育まれているのも笛吹川の水であります。その笛吹川の地名を取ったこの笛吹市、全国唯

一の笛吹であります。川を大事にしたい。川と親しむ。川を生かす。そういうまちづくりを私

は進めるべきではないかと。また笛、音楽、このことも大事な観点であります。しばしば申し

上げておりますが、音楽のまちにふさわしい市町村の名前を付けているのは全国でただ１つ。

ほかにもあるかもしれません。探したわけではありませんが、そう言っても過言ではないと思

います。私はこの笛吹という名前、その由来、そのベースを大事にしてまちづくりを進めてい

きたいとこのように考えているところでございます。 
 それでは続きまして、新年度当初予算編成についてお答えをいたします。 
 はじめに、予算編成における基本方針についてでございます。 
 平成２６年度は、言うまでもなく本市誕生から１０年という節目の年でございます。今後さ

らなる市政を発展させていくという観点から、平成２６年度の当初予算におきましては必要な

事業を推進していくため、今まで以上に自主財源の確保を念頭に置きながら特定財源の活用に

積極的に努めるとともに、歳出におきましてはさらに選択と集中を徹底し、必要不可欠とされ

る事業について重点配分を行ったとろでございます。 
 総合計画の後期基本計画に掲げる２５施策を着実に推進する、このことがベースでございま

すので、引き続き施策別枠配分方式を採用し、施策別に財源を配分した中で予算編成を行った

ところでございます。 
 次に、歳入予算の計上の考え方についてのお尋ねでございます。 
 市税につきましては、前年度の課税状況と市内の経済動向を考慮した上で計上しております。

地方譲与税、地方消費税交付金および地方交付税につきましては、平成２６年度の地方財政計

画の伸び率をもとに県の試算資料を参考に計上しております。 
 なお、地方消費税交付金につきましては、消費税率の引き上げに伴う当交付金の引き上げ分

として約１億２，６００万円を見込んでいるところであります。 
 歳入予算につきましては歳入欠陥となることのないよう、極力過大に見積もらないよう留意

したところであります。 
 また中期財政計画と当初予算との関係でありますが、現行の中期財政計画は２５年度当初予

算をもとに作成したものであり、２６年度以降の計画は、その計画作成時点で法や制度が存続

すると仮定した中での推計でありますので、当初予算の編成にあたりましては本計画を予算計

上の参考や基礎とすることはいたしておりません。 
 次に、合併特例債への活用状況と今後の活用計画についてであります。 
 本市の発行可能合併特例債は３８７億円と定められております。平成２４年度までに１６１億

円を発行しております。また２５年度の３月補正までに予算化した合併特例債は、平成２４年

度からの繰越分を含めて約６９億円となっております。また平成２６年度当初予算には４１億

円余を計上したところでございます。既発行分と予算化した額を合計しますと約２７２億円と

なり、平成２７年度以降の発行可能残額は１１５億円となります。 
 今後の活用計画でありますが、平成３１年度まで合併特例債が活用可能でありますので、今

後はごみ処理場建設事業をはじめとし橋梁長寿命化事業、農業基盤整備、消防防災施設関連整

備事業、文教施設整備などを主体とした中で事業を精選し活用していきたいと考えております。 
 続きまして、定住化人口確保に向けた取り組みについてお答えいたします。 
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 定住人口の確保には医療・福祉・教育などの充実やインフラ整備、雇用の確保、地域の活性

化や防災対策などが挙げられますが、喫緊の取り組みとして本市では子育て支援の充実に力を

注いでおります。 
 安心して産み育てられる環境づくりを目指し、関係機関と連携を深め、地域の皆さまとも協

力しながら子どもたちのすこやかな成長を見守り、各種の子育て支援に取り組んでいるところ

でございます。 
 特徴的な取り組みといたしましては、第１に子どもすこやか医療費助成金支給事業の助成対

象年齢を中学３年生までに拡大しております。第２に、子育てと仕事の両立を支援するための

病児・病後児保育事業を充実しております。第３に、地域での子育ての相談・支援を行う子育

て支援センター事業ファミリーサポートセンター事業や放課後児童健全育成事業など、子育て

支援環境の充実に努めているところであります。 
 妊娠中から出産、育児まで切れ目のない継続した支援を通して笛吹市に住みたい若者が増え、

出生率が上昇していくと考えております。子ども・子育て支援新制度に基づき、今後とも継続

的な取り組みを進めてまいります。 
 次に、笛吹市桃源郷の日の具体的な取り組みについてお答えします。 
 従来から実施してまいりました桃の花まつりを、合併１０周年を迎える今年から笛吹市桃源

郷春まつりとして八代ふるさと公園をメイン会場に約１カ月間、実施いたします。 
 ４月１０日の笛吹市桃源郷の日には、八代ふるさと公園で地元の八代小学校２年生による風

船飛ばしを計画しております。風船には花桃の種と子どもたちのメッセージを付けて大空に放

ち、日本全国に日本一桃源郷、山梨県笛吹市をアピールいたします。当日は数々の入賞実績の

ある同校の金管バンドの演奏もご披露していただく予定であります。 
 また４月１２日の夜には、桃源郷の日記念花火として同公園から尺玉など約１００発を打ち

上げる予定であります。 
 今後も笛吹市桃源郷春まつりのメインイベントとして毎年工夫を重ね、実施してまいります。 
 次に都市計画税についてであります。 
 ご案内のとおり都市計画税につきましては平成２３年第４回定例会において、現下の経済情

勢や本市の財政状況に鑑み課税の特例を３年間延長し、平成２７年度から課税することといた

しました。 
 厳しい経済状況はいまだ続いており、施政方針でも述べましたとおり暮らし向きがよくなっ

た人より悪くなった人の割合がはるかに多いのが実情であり、このまま２７年度から課税を開

始することについては、再度検討が必要であると考えております。 
 次に、地域審議会の方向性についてであります。 
 地域審議会は、合併特例法により平成２７年３月３１日までが設置期間となっておりますが、

これまで各地区の地域づくりにおいて重要な役割を担ってきたものと考えております。このた

め、設置期間以降における市政への提言や地域づくり推進のための組織のあり方について、早

急に検討を進めてまいりたいと考えております。 
 続きまして後期基本計画の２５施策についてのご質問でありますが、３番目の個性輝く人々

が育ち活躍するまちづくりについては、のちほど教育長からお答えさせていただきます。 
 それでははじめに、実り多い産業と人々の集うまちづくりの中から新たな交流機会の創出施

策についてお答えします。 
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 ここでは、都市農村交流に絞ってお答えしたいと思います。 
 都市農村交流に関しては、合併時に取りまとめた新市建設計画の中でも都市と農村、農業と

観光、歴史と文化などの新市が持つ貴重な資源を効果的に組み合わせることにより、新市と関

東圏や全国各地との交流を活発化させるとその意義を強調しております。 
 当市では観光農園という、そのような形を通しての展開は全国でも有数のものであると考え

ております。しかし農業体験のプログラムを整えた交流、あるいはワーキングホリデー、ある

いは農家民宿、こういった取り組みについてはこれからの課題ではないかというふうに考えて

おります。 
 しばしば専業的農業が展開している地域では、このような取り組みはなかなか難しいと。こ

のように言われておりますけども、最近、近隣の農家が加工部門を取り入れ、そこに農業体験

を行ってくれる都市住民を招き入れて農家民宿を始めると、このような動きも出てきているわ

けでありますから、笛吹市においても取り組み方次第ではさまざまな可能性が広がるのではな

いかというふうに考えております。 
 併せて平成２６年度においては、担い手確保と遊休農地解消を目的とする新たな農業を目指

す笛吹型クラインガルテンを実施する予定でございます。これらを加えて都市と農村との交流

が一層活発化することを期待し、また市として推進する所存でございます。 
 次に国際交流、国内交流の育成についてであります。 
 世界を視野にした産業、観光の展開に留まらず、市民生活や教育の分野などにもグローバル

な視点を持った市政の展開が求められております。 
 本市といたしましては、平成２３年度に作成した笛吹市国際化推進指針において、国際交流

推進組織については官民問わず国際交流の促進に携わっている団体や個人を横断的につなぎ、

行政と市民の中間的な組織であると位置づけており、この国際化推進指針に軸足を置きながら

組織づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 
 国内の地域間交流につきましては、旧来の姉妹都市を中心として交流を続けており、本市の

観光業、農業の振興、災害時の協力など幅広い分野での交流が続いております。今回の豪雪に

際しましても災害協定を結んでいる新潟県胎内市から除雪車、職員の支援を受けることができ

ましたことは、日ごろの地域間交流の縁を感じるものであります。 
 今後も市民の皆さまのお力をお借りしながら地域間交流のあり方について推進し、また検討

してまいりたいと考えております。 
 次に、もてなしの心が溢れる観光地づくりの具体策についてであります。 
 本市の観光情報の発信方法としては一般の方を対象に新聞広告、テレビ・ラジオを使った広

告を行っており、またインターネットを利用して市、あるいは観光物産連盟のホームページで

最新の情報発信、宿泊予約サイトと連携した宿泊誘導のための情報発信を行っております。旅

行雑誌への広告につきましては、記事広告を中心に旅行者に笛吹市へ訪れたいという動機付け

に努めておるところでございます。中期的にはインターネットを使った観光情報の発信、テレ

ビニュースに取り上げられるような企画、こういったものを考えてまいります。 
 市の観光イベントや情報発信を主に担っている観光物産連盟は、７つの各観光協会長が理事、

市長が代表理事として運営しております。定期的に意見交換しながら相互理解を深めておりま

すが、引き続き各地域の個性を発揮しながらも市として一体感を醸し出せるよう行政が関わり

連携を取りながら、協調・バランスの取れた観光振興に努めてまいります。 
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 滞在時間を費やす施策につきましては、宿泊観光地として大変重要な課題であります。観光

振興アクションプランでは、温泉・果実・歴史など豊富な観光資源を生かした笛吹を楽しむ多

様なプランが提案されており、これらに沿った着地型ツアー等を企画・実施しております。笛

吹市桃源郷春まつりでは昼は桃の花の咲いている農道等の散策、夜は桜のライトアップを楽し

んでいただけるよう仕掛けております。特に今年は旅行をしたいと思っている方への意向調査

を実施し、観光客の趣向等を把握して観光地笛吹の長所と短所を発見し、具体策を検討してま

いります。 
 次に、農業基盤整備事業の現状等であります。 
 現在、県営畑地帯総合整備事業は御坂大野寺・一宮北部・笛吹川左岸・黒駒西・藤垈の５地

区、中山間地域総合整備事業は八代・黒駒東の２地区、県営基幹農道整備事業については東八

中央東・釈迦堂の２地区、合計９地区で農業基盤整備を行っているところでございます。 
 今後の計画につきましては、数地区から要望がありますので山梨県農務部と協議し計画を進

めていきたいと考えております。 
 次に新規就農者支援の現状についてですが、国の補助事業として４５歳未満の独立自営を目

指す新規就農者に対して年間１５０万円、最長５年間支給する青年就農給付金制度があり、ま

た市単独補助金制度としましては、３０歳未満の後継者を対象として月額３万円を最長５年間

支給する新規就農農業後継者補助金制度、４５歳未満の独立自営を目指す新規就農者を対象と

して IターンUターンにより就農した者にそれぞれ年間１００万円、５０万円を最長２年間支

給する新規就農者補助金制度があります。 
 平成２５年度中の青年就農給付金受給者は２３人、うちご夫婦が３組入っております。また

新規就農農業後継者は３３人、新規就農者は９人となっております。 
 市の補助金制度の見直しについては、制度制定後５年後に見直すこととしております。新規

就農農業後継者については平成２６年度が最終年となるため、実態に合わせた制度の見直しを

行う予定でございます。 
 次に農用地利用集積の現状についてであります。 
 本市でも高齢化と担い手不足により遊休農地が広がり、問題となっているところであります。

このため市単独事業として、遊休農地復元整備補助金と農地流動化奨励補助金制度により農地

の集約を図るとともに遊休農地の解消を行っているところでございます。 
 この制度により２２年度以降、毎年約２ヘクタールの遊休農地が解消され４年間での実績は

７．４ヘクタールとなっております。 
 しかしながら２５年度時点での耕作放棄地は１４５ヘクタールあり、多くの遊休農地が残さ

れております。これらの経過を踏まえながら、平成２６年度は農地流動化奨励補助金の一部を

改正する予定であります。農業委員会と協力しながら農地の利用集積、荒廃農地の解消に努め

てまいります。 
 次に消費拡大宣伝事業についてでありますが、今年も東京市場や大阪市場等へのトップセー

ルスの実施はもちろんのこと、海外、特に台湾など東南アジアへのトップセールス実施に向け

農協と協議してまいります。 
 鳥獣害対策の現状についてであります。 
 イノシシ対策の柵の設置につきましては合併前から取り組んでおり、総延長が１００キロ余

に達しております。近年、増加傾向にありますのはシカであります。この対策につきましては、



 ５８ 

現在１２キロメートルではありますが、嵩上げなどで対応しているところであります。 
 また、いわゆる畑総事業の中でのシカ対策の防護柵の設置、これにつきましても取り組んで

いるところであります。畑総事業で対応できない地区につきましては、先ほど申し上げた防護

柵の嵩上げによる対応となりますので、必要に応じて原材料の無料支給、あるいは電気柵等の

購入補助を行ってまいります。また、これまでどおり各地区の猟友会の協力による管理捕獲も

行っております。 
 被害実態の把握を進め、農家に情報提供をするなど効果的な対策の推進を図るとともに駆除

方法についても、実態に即した対策を進めてまいります。 
 続きまして環境にやさしく、安心してすこやかに暮らせるまちづくりの中から災害に強い、

安心してすこやかに暮らせるまちづくりについてのご質問でございます。 
 はじめに地域防災計画の現状についてであります。 
 東日本大震災を教訓とし、また最近の異常気象等に鑑み市防災会議において見直しを進めて

まいりました。昨年１２月にはパブリックコメントも実施したところでございます。 
 このたびの想定をはるかに超える雪害につきましては、今回の見直しには反映されておりま

せんが、早急に雪害対策計画等について見直しに着手します。 
 自主防災マップの作成についてでありますが、現在１３行政区で作成済み、あるいは作成中

であります。総合計画の後期基本計画中に１００％を目指し、自主防災マップ整備を強力に推

進してまいります。 
 自主防災組織の現状でございますが、行政区長を中心に、すべての行政区において組織され

ており、自主防災活動に取り組んでいただいております。 
 防災備品の整備については各行政区において自主防災組織整備費補助金を活用し、その整備

を進めているところでございます。 
 自主防災リーダーの育成については、県が主催する講習会等に２５年度は延べ８０名以上が

参加しております。 
 今回の雪害を機に地域の除雪作業などについて、行政区や消防団などを中心に自主的に取り

組んでいただき、自助・共助の必要性を再認識させられたところであります。本市では自主防

災組織が行政区を単位としていることから、区によって取り組み方の違いや区役員の交代によ

る自主防災の継続性などに課題を抱えているところでございます。 
 次に道路、農道、水路維持管理事業の中で各区からの要望と実施状況についてのお尋ねでご

ざいます。 
 道路・水路につきましては約３００件の要望が提出され、緊急性や事業効果等の検討、現地

調査を実施した上で平成２５年１２月末で施工済み・施工中が１２０件、対応率は約４０％で

あります。また農道・農業用水路の関係では１７６件の要望のうち４２件が施工済みとなって

おり、残る部分についても優先順位等に考慮しながら可能な範囲で施工してまいります。その

ほかに道路の維持・舗装修繕等は年間を通じて実施しており、平成２５年１２月末で３４０件

が対応済であります。 
 次にインフラの老朽化対策についてであります。 
 市道の橋梁につきましては、平成２３年３月に長寿命化修繕基本計画を策定し、現在、中央

自動車道の跨道橋７橋、ＪＲ中央線の跨線橋１橋、山梨県の第２次緊急輸送道路にかかる１橋、

合計９橋の詳細設計および関係機関との協議を開始しております。 
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 また道路付属物につきましても平成２４年度から道路ストック総点検を実施し、平成２５年

度から一部補修修繕工事を実施しております。 
 今後は順次、補修・補強工事等を実施予定でありますが、国の施策の動向を見ながら支援策

等を活用していきたいと考えております。 
 続きまして、安心して産み育てられる環境づくりについて。 
 はじめに保育サービスの現状と課題であります。 
 本市では公立保育園１４施設の運営、私立保育園１０施設への支援事業など約２，１００名

の保育を実施しているところであります。この４月には、新たに石和町地内に私立保育所が１施

設開園されることとなっております。 
 保育内容につきましては通常の保育のほか延長保育、一時預かり保育、障害児保育など特別

保育事業を順次取り入れ、充実に努めているところでございます。 
 ここ数年、入所児童数はほぼ横ばいの傾向にあるものの、乳児などの低年齢児の入所は増加

傾向にあります。 
 課題といたしましては、保育需要に応えるための定員の確保や職員態勢の整備、財政負担の

増大、また施設の老朽化への対応、市内における保育環境の地域間バランスの調整などがござ

います。これらの保育ニーズや課題を含め、さまざまな保護者の保育ニーズを的確に把握し、

平成２７年度から予定されております子ども・子育て支援新制度に反映させてまいりたいと考

えております。 
 次に保育所への指定管理者制度の導入についてであります。 
 これまでに公立保育所１４施設のうち４施設に導入をし、平成２６年度から５施設目、御坂

北保育所への導入を本議会でご議決いただいたところでございます。これまで導入した施設に

つきましては、指定管理者独自の保育のノウハウや経営努力により利用者の皆さまにもご好評

をいただいているところであります。また指定管理と直営の保育所との情報交換や連携を図り、

保育の質の向上にも成果が表われているところでございます。 
 今後の指定管理者制度導入計画につきましては、多様化する保護者のニーズなどを見極めな

がら、慎重に検討してまいりたいと考えております。 
 続きまして、高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりの現状と計画についてでありま

す。 
 はじめに在宅生活支援の現状と課題であります。 
 高齢者の在宅生活を支えるために医療・介護・福祉などにおいて地域の持つ力を連携させ、

在宅で医療が受けられ、介護が必要になっても在宅で生活が継続できるよう、そのような仕組

みの確立を目指し、体制整備を進めているところでございます。 
 一方で議員ご指摘のようにいわゆる老老介護、こういったことが課題となっております。こ

うした状況をしっかりと踏まえて、引き続き介護予防事業などに取り組んでまいります。 
 次に介護予防の推進状況、介護サービスについてでございますが、高齢者の方が要介護状態

にならないよう元気度チェック調査を毎年実施し、これらに基づきまして介護予防事業を進め

ているところでございます。 
 介護サービスの内容を示しております高齢者福祉計画・介護保険事業計画については、２６年

度が最終年度でございますので、２７年度から２９年度の３カ年計画を２６年度中に策定する

こととしております。その計画の内容につきましては、国・県と市が連携して地域包括ケアシ
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ステム構築に向け、取り組みを発展させるという内容になっております。 
 続きまして将来像実現に向けた取り組みの中から親しみやすく、機能的な市役所づくりにつ

いて、お答えいたします。 
 議員ご指摘のように高齢化の進行や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化など市民の皆さま

の生活形態にも多様な変化が生じております。行政に対するニーズも多岐にわたっております。 
 本市では日曜窓口やコンビニ納付、コンビニ交付などを実施し、市民の多様なニーズにお応

えするとともに、市民の皆さま自身が取り組んでいただける地域社会づくりなどを促進してき

たところでございます。２月には出前学習会事業を開始したところでございます。 
 今後はこの出前学習の検証を進め、メニューを見直しながら市民の皆さまと直接触れ合い、

ご質問・ご意見をお聞きし、より親しみやすく機能的な市役所づくりにつながるよう取り組ん

でまいります。 
 次に、支所機能の充実に向けた取り組みについてであります。 
 合併以降、安定した行財政運営を継続するため行財政改革による取り組みの１つとして定員

適正化と組織機構の簡素化に取り組んでまいりました。結果として支所の職員数が減り、支所

業務の一部が本庁に集約されています。 
 今後、第３次行財政改革大綱および職員適正化計画により、さらなる職員の適正化を進めて

まいりますが、本庁・支所ともに限られた人員の中で地域づくりや地域福祉など地域の課題に

対応していく必要があることから、２６年度から支所のあり方、適正規模等について検討を深

めてまいります。 
 最後になりますが、副市長人事についてでございます。 
 皆さまには大変ご心配をお掛けしております。副市長がいない現状が適切とは到底思ってお

りません。所要の対策を講じることで今、考えているところでございます。ただ具体的な中身

につきましては、答弁は差し控えさせていただきます。 
 以上で、大変長くなりましたけども答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続きまして、教育長に答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 笛新会、保坂利定議員の代表質問にお答えします。 
 はじめに個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくりについてのご質問のうち学校教育ビジョ

ンの見直し内容についてでありますが、平成２０年の学校教育ビジョン策定から５年が経過す

る中、今回の改訂となりました。主な見直し点は、今の子どもたちが置かれている現状分析と

防災教育の構築、いじめ問題や食物アレルギーへの対応等、策定当時はあまり課題となってい

なかった点や現在の学校教育の抱える問題点等を改めて見直したところであります。 
 次に小中学校のセキュリティの現状についてでありますが、平成１３年大阪教育大学附属池

田小学校の事件以来、学校の防犯安全対策に努めてまいりました。具体的には市内全小中学校

に不審者の侵入を防ぐための防犯カメラを設置し、不審者が侵入したときのためにサスマタを

常備しております。また、児童生徒の登下校の安全確保のためにスクールガードリーダーを配

置したり、地域保護者に見守りボランティアをお願いしたりしております。 
 次に退職教職員等を活用した学力向上策についてでありますが、本市におきましてはＮＰＯ



 ６１ 

法人と連携し、平成１９年度より放課後子ども教室、平成２０年度より学校等支援事業を実施

し、学校からの要請により学習支援や放課後の補習、土曜学びの広場等、大勢の教職員ＯＢが

笛吹の子どもたちのために活動していただいております。この活動は県下でも先進的な取り組

みであり、平成２５年度文部科学大臣表彰をいただいたところでもあります。 
 次に地区公民館等の集会施設の軽微な改修・補修等についてでありますが、合併以前旧町村

ごとに補助制度があったことから、行政区運営交付金制度の中に含めて交付しておりますので

軽微なものは交付金の中で対応していただいております。 
 地域の公民館等はコミュニティ醸成の場であり、また地域の一次避難所、地域防災の拠点と

なる重要な施設と捉え、市では公民館等の耐震改修に対する補助金制度を来年度から実施して

いく予定で交付要綱等の整備を進めているところであります。 
 次に、身近にスポーツを楽しめる環境づくりの状況と今後の計画についてお答えします。 
 ９月定例会での一般質問でお答えさせていただきましたが、市民ニーズを把握する中で総合

計画後期基本計画にあるように、スポーツおよびレクリエーションなどをとおして活動や内容

の充実を図り、より誰もが身近にスポーツを楽しむことができるようソフト面を促進し、振興

を図るとともに新たな施設の整備についても検討を進めたいと述べさせていただいたところで

あります。 
 その後の状況でありますが、既存施設の状況を把握しながら多方面から検討を進めていると

ころであります。今後、健康づくりや生活に生かすことができる運動などのソフト面や世代を

超えて集い交流することができるハード面など、総合的な面から市民の皆さまにご参加いただ

き検討会を設置していきたいと考えております。 
 次に史跡甲斐国分寺跡保存整備事業についてでありますが、史跡甲斐国分寺跡および国分尼

寺跡の土地買い上げ事業は昭和５９年から旧一宮町により始められ、国８０％、県１０％、市

１０％の費用を負担し、公有地化した面積はすでに史跡全体の７０％を超えております。 
 今後は史跡整備に向け、整備基本計画を策定する予定であります。 
 本年度は、整備事例の収集を目的として地元区長・地権者を対象に先進地である千葉県市原

市上総国分尼寺跡を視察いたしました。 
 平成２６年度は国との協議を行いながら、残る土地買い上げ事業の早期再開を目指すととも

に整備基本計画の策定を図ります。整備着手までの間、花と緑の街づくり推進事業の一環とし

て、史跡内の公有地化した土地への花等の植栽を進め、史跡の美化に努めるとともに花と緑に

彩られた天平の華甲斐国分寺跡を県内外にＰＲし、地域の文化を育み伝える環境づくりに取り

組んでまいりたいと考えております。 
 次に、俳句の里づくりについてであります。 
 全国からお客さまをお迎えした国民文化祭の俳句大会も、１１月３日に無事終了することが

できましたことに議員各位に心から御礼を申し上げます。 
 俳句の里づくりについてでありますが、市民の俳句の里についての認知度は高くないのが実

情であります。飯田蛇笏・龍太先生を輩出した境川町をはじめ、市内には俳人の先生方が大勢

住んでいらっしゃいますので、今後お知恵をお借りしていく中で俳句の里づくりに取り組んで

いきたいと考えております。 
 今年度は国民文化祭を開催する中で、石和温泉観光協会と笛吹市国民文化祭実行委員会によ

り国民文化祭俳句大会の入賞・入選作品、約７００点の俳句をパネルにし、さくら温泉通りに
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掲示し、新たな産業・観光づくりの大きな可能性を生み出す文化の一手法になり得る俳句の小

径として１月３０日にオープニングセレモニーを行いました。 
 平成２６年度は、２３年度から行っておりますＮＨＫ学園短歌・俳句大会を９月に開催する

予定であります。また国民文化祭のため昨年は実施しておりませんが、境川村のころから数え

て第１７回となる笛吹市小学生・中学生俳句会を１２月に開催する予定であり、俳句の里をＰ

Ｒ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（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 では、再質問を行います。 
 主なものについてお聞きをしたいと思いますけれども、まず市政方針、市政運営の基本姿勢

についてお聞きをいたします。 
 市長は市民を主役とした桃源郷のまちづくりで市民の声を聞き市民参加の徹底を図り、工夫

しながら市民との対話を進め市政の参加をさらに進め、総合計画の後期基本計画、政策推進を

進めるということですけれども、われわれとしても是々非々の立場でサポートしていきますけ

れども、その市長の思いですね、桃源郷宣言を含めた花いっぱい、川と親しみ、川を生かす音

楽の郷づくりということですけれども、この具体的ビジョンについて市民に対してまだまだ発

信が少ないような、私は気がするんですけども、市長は市民の生活が第一であると。その出発

点としてさまざまな工夫を凝らしながら市民との対話を進め、市民の声を聞くということで、

具体的には出前講座あるいは市民ミーティングがありますけども、出前講座は非常にいい制度

をおつくりになったと思いますけども、特に市民ミーティングは少なくとも年内には各地区の

市民ミーティングを終えて、来年度の予算、市政方針に生かすべきではないかと思いますけど

も、この市長の思いを市民に発信するということと、それから市民の声を聞くということにつ

いて、もう一度、市長の思い、今年度の計画等がありましたら具体的にご答弁をお願いしたい

と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 市民への情報の提供、そして市民からの市政への意見の聴取、これが第一であるというふう

に申し述べ、私の目指すところからするとまだまだ不十分というふうに捉えております。イン

ターネット、フェイスブック、ホームページを使っての自らの言葉で語っていくということを

願っているところでありますが、まだまだ私自身も歯がゆい思いでおります。 
 たまたま先日、日にちは忘れましたが２月１９日だったでしょうか、市民の皆さまにこの豪

雪の大変な事態に立ち向かおうと、こういうようなメッセージを出したところ全国の三重県の

ほうの方がそれを見て大変感銘をしたというふうにメッセージをいただきまして、大変勇気づ

けられました。これからもネットを使う発信等々をやっていきたいと思いますし、また市民ミー

ティングはもっときめ細かにやっていこうと考えております。できるだけ市長とプラスアルファ

ぐらいの軽快な感じで出て行って、皆さんと膝をつき合わせてお話し合いをするような、そう
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したミーティングにしていきたいと考えております。 
 これからもいろいろこのへんは工夫をしていきたいというふうに思っておりますので、また

いろいろご意見を聞かせていただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 できるだけ市民との接点を、声を聞く機会を広く設けてほしいと思います。 
 それでは当初予算についてお聞きしますけれども、市の財政は大丈夫かということが基本で

あります。新年度予算編成は施策別枠配分方式、これはいいかと思いますけども、特に歳入面

では今まで以上に自主財源の確保をし、特定財源の活用に努め歳出面では選択と集中を徹底し

たい、これは定番どおりの言葉で現時点ではこれ以上のことはないし、私が答弁者でもこうい

う答弁をしますけども、しかし将来の安定した財政基盤の構築ということですね。歳入面で市

税は２年連続減少、地方交付税は一本化算定の３２年度は３０億円の減少、２６年度の歳出の

性質別で見ますと普通建設費と公債費で３５％以上、こういうことなんです。あとは自治体財

政健全化法によるこの率の問題がありますけども、財政課長に聞きますけれども、この中の自

治体の財政健全化法による実質公債比率、あるいは将来負担比率、主に経常収支比率のこの数

字の見通しと財政担当としてのこの比率に対しての率直な意見を、将来見通しを含めてお聞き

をしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 再質問でございますけども、財政という面で考えますと非常に厳しいとわれわれは常に申し

上げているところでございます。実際にどうなのかというところも非常にご質問もいただいた

りしているところでございますけども、ただいま健全化指標としての実質公債費比率、それか

ら将来負担比率、また経常収支比率についてのご質問でございますけども、この見通しといい

ますか、これまでの状況も含めて説明させていただきますと２４年度決算が一番、直近のもの

でございますけども、実質公債費比率につきましては２４年度が１４．２％ということで、こ

れについては起債の借り入れ等もしておりますので、徐々に上がってきているところではござ

います。それから将来負担比率につきましては、７５．７％というのが２４年度でございます。

こちらにつきましては、逆に比率としては下がっている。高ければあまりよくないわけですけ

ども下がってきている。また経常収支比率につきましては、２４年度が８７．１％の結果であっ

たということでございます。それぞれの比率、上下しているものはございますけども、現状で

財政健全化という中で見れば比率的には問題がないと。国で定めている財政の健全化、再生基

準等を設けなければならないと、計画等を設けなければならないと、そういう中でいけば健全

な財政運営がされてきたというところでございます。ただしこれはあくまでも、これまでの決

算の状況でございますので、今後のことを考えますと今の状況としては大規模事業もここでやっ

ている中で、非常に起債のほうも残高が高まって、それから先ほど出ましたけども、歳入の根

幹である市税も現状、２６年度の見通しまではまだ減少するだろうという見通しもございます。

あと地方交付税が減額される。それにも増して公共施設、そのへんもこれから考えた中で、そ
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のありようを検討していく。それによって、またかなりの額が必要になると。さまざまな要因

がございます。それと、あと基金は非常に１６０億円を超えるような、この年度末になります

けども、そういう状況であっても、そういうさまざまな要因を考えていくと財政担当としては

非常に厳しい状況があろうと。その中でも将来負担比率、あるいは経常収支比率ですね。経常

的なものの収入収支の割合ですけども、そういうものが高まっていく中で非常に１０年先２０年

先を見ていくと非常に厳しいものがあるという状況でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 現状の財政比率は許可ないだけで、将来的には非常に不安を感じるということです。基本的

には先ほど申したんですけども、継続でやむを得ませんけども、大型事業、普通建設事業が多

い。それに合併特例債を含めた市債を入れると。建設事業費と、それから借りたお金を返す、

これは歳出の性質別の割合が増えるばかり、３５％以上になるでしょうか、今年か２６年度か

２７年度は普通建設事業がピークを迎えるということで、だんだんその率が下がってくるとい

う中で、そこで市長にお聞きしますけれども、継続的な大型事業はやむを得ないですけども、

目先をそろそろ、この定住化人口確保、要するに福祉の子育て、あるいは教育、将来の子ども

を育てていくような施策の方向転換をしていかなければ、財政的にも将来の笛吹市の発展、子

どもたちを育てていくような施策にはならないと思うんですけども、そのへんの施策転換を含

めて少し笛吹市の将来の見通しというか、そのへんの財政上の歳出状況を見極める中での、ちょっ

と市長の考え方をお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 先ほど財政課長のほうから答弁を申し上げたとおり、今進めております大型事業はそろそろ

ピークを迎え、山を越していくということであります。なかなかもう今後、大型の建設事業と

いうのはとりあえず置いといてというふうに私としては、とりあえず考えてございます。もち

ろん今後の市民の皆さまのいろんなニーズ、行政需要というものがございますので、そこのと

ころは考慮しなければならないのは当然であります。市政方針の中でも申し上げましたように、

やはり産業の活性化、市の税収が下がっていくと、これはなんとしても困ったことであります

から、税収が下がっていかないように、あるいは増えていくようにもっともっと農業にしろ観

光にしろ元気を取り戻す、元気をつけていく、そういうことに今後重点を置いていく必要があ

ろうかと思っております。 
 また議員からるるご指摘があったように福祉であるとか、とりわけ子どもたち、笛吹市の未

来を担う子どもたちへの投資といいますか、そこのところは大事な課題だというふうに認識し、

今後の市政運営にあた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（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 
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〇７番議員（保坂利定君） 
 それでは桃源郷宣言について、少しお聞きしたいと思います。 
 １月１日から数えて１００日目に桃源郷宣言を行いました。桃源郷春まつりとしては、春ま

つりを約１カ月間実施し、風船を飛ばし、４月１２日の夜に記念花火、約１００発を打ち上げ

ると。これは桃源郷宣言の市長の思いは、四季折々の彩りに満ちた人々の笑顔が輝く理想郷を

目指すということですけれども、現時点でのこの桃源郷宣言に対するイベントが春まつりの期

間中だけだという認識がしているんですけども、この桃源郷宣言を笛吹市のメインとして四季

を通じた工夫をしていかなければならないような気がするんですけども、２６年度は春まつり

の期間中だけという感覚がしますけども、この年間を通した、桃源郷宣言を生かすような取り

組みの具体策をお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 昨年４月１０日に日本一桃源郷宣言というものを行いました。市長の答弁の中にございまし

たように１０周年を迎えるということで、私は非常にこの４月１０日の桃源郷まつりを期待し

ております。それは今までは分散型で観光をしていたわけですが、私も非常にふるさと公園に

行きまして、その眺望のよさ、非常に驚きました。この八代のふるさと公園を使いながら祭り

をするわけですが、これはあくまでも私はお祭りに限らず、笛吹市のまちづくりに通じるよう

な形で展開できればと思っています。まずはこの春まつりを成功させ、次々に四季折々のお祭

りができればと思っています。ただここで大事にしたいのは７町の町が集まりましたので、そ

れぞれの独自性を生かしながら、しっかりと桃源郷のまちづくりができるようなお祭りにして

いきたいと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 大変いいお答えをいただきました。春まつりだけではなく、桃源郷の郷としてのイベントと

して桃源郷宣言を活用していくと。いろんな考え方がありますけども、ぜひ情報発信も大切で

すので、このへんのところをしっかり工夫して活性化につなげてほしいところです。 
 次に都市計画税の課税について、お聞きします。 
 早急に検討を進めるということで、再度検討が必要と。この場では私、あまり議論はしませ

んけれども、特に経済状況も当然、皆さまご存じのとおり思わしくないと。加えて雪害もある

ということで、これを市民がどう思うかということですけども、しっかりこのへんについては

検討、議論を進めてほしいと。６月、９月定例会でまた私どもの会派でもまた質問しますけど

も、これについてはできるだけ早く結論を出すような関係の中での検討をお願いしたいと思い

ます。 
 それでは地域審議会についてお聞きしますけれども、これは当然、私は継続していかなけれ

ばならないと思います。名前を変えても。ただ、これに対する市としての根拠法令、要するに

条例なり規則なり、設置に関する根拠法令をはっきり定めて市民にアピールしていったほうが
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いいと思うんですけども、そのへんの考え方をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 平成１６年１０月に新市建設計画、それと平成１８年８月に新笛吹市基本計画、この２つの

計画期間１０年につきましては、本議会においておのおの５年ずつの延長をお願いしました。

延長をお願いしたということは、そこに掲げられた事業がすべて完結をしていないということ

でございます。 
 ご指摘の地域審議会、これにつきましてはその計画にチェックを入れるという機能が１つご

ざいます。それと地域をよくするためのご提言をいただくという２つの議論がございます。前

段に戻りますが、まだ計画が終了していない以上は保坂議員のご指摘とおり、これはそれに類

する組織体をやはり継続していかなければならないと思います。それでその作成というか、設

置のなりとしては当然、今、合併特例法を受けて、いわゆる合併協議の中で１０年間の協議会

がつくられておりますが、条例化も視野に入れた中で検討していくというような姿勢でござい

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひその方向で進めていただいて、できるだけ早く市民に対しての周知徹底を図っていただ

きたいと思います。 
 それでは総合計画の施策の中からいくつかを再質問したいと思いますけども、まず実り多い

産業と人々の集うまちづくりの施策の中から都市農村交流、特に過日の３月４日の山日新聞紙

上に出ていましたけども、このリタイヤ世代を呼び込み就農呼び込みということで、市外住民

に遊休農地の提供と。大変いい制度でありますね。あと市長も笛吹型クラインガルテン、農家

体験、農家泊等を進めていくということですけども、交流人口、定住促進にもつなげる。特に

都市部からとありますけども、これは防災の拠点も協定も含めて、ある程度、都市を東京圏域

とかだと思いますけども、ある程度ターゲットを絞って進めたほうがいいかなと思うんですけ

ども、そのへんの、どこをターゲットにするか、当然首都圏だと思いますけども、このへんの

考え方と、いかにこれを情報発信ですね、最近は、風間部長お得意ですけどもＳＮＳとかいろ

んな方策、インターネットを関しての情報発信がありますけども、ターゲットとそれからこの

情報発信をどういうふうに進めていくか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 まだはっきりは決まっておりませんが、いわゆる中央線がございますし、中央道もございま

す。中央高速バスもございます。笛吹市型クラインガルテンと申しておりますので、宿泊地に

つきましては石和温泉、春日居温泉の旅館等を使うことも視野に入れながら検討をしていきた
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いと思っています。 
 それから情報発信につきましては、ＳＮＳの中でＬＩＮＥというものもございまして写真も

文字も送れる、そしてグループもつくれるようなものがございますので、最先端のものを使い

ながら、されどわれわれ農耕民族ですので土に触れる喜びというものをぜひ体験していただい

て、私が作った、最初は野菜類になると思いますので、それを近所へお配りすることによって

相手方首都圏の交流人口や定住人口を増やすような方向を考えていきたいと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 交流人口の増加等、あるいは定住化人口確保対策につながりますので、このへんはしっかり

情報発信して今後の事業展開に期待をしていきたいと思います。 
 次は国際交流についてお伺いしますけども、２０２０年３月に笛吹市国際化推進指針をお示

しになると。この施策の中に４つの施策があります。多文化共生、教育文化、友好都市交流、

観光産業と４つがあるんですけども、私が感じるに例えば多文化共生は市民環境とか、当然教

育は教育委員会とか、バラバラのような気がしまして、なかなか連携が取れていないと。この

外国人にやさしいまちづくりとか、外国人を地域の人材に活用していく。あるいは通訳ボラン

ティアの登録状況とか外国語の話せる職員が何人いるか。その外国語が話せる職員を活用して

いくことを含めて、まず国際化推進指針に則った４つの施策の各部との連携、あと組織、それ

から通訳ボランティアの状況と職員の活用状況についてお聞きをしたい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 たしかに私、手元にその指針を持っております。４つの施策形態、それぞれこれはどこでや

るのかなと私なりに考えてみますと４つの部、それぞれにみんな分かれております。いわゆる

横断的にやらなければ、これは実現しないよというご指摘だと思います。先般の富士山の世界

文化遺産の登録、それと２０２０年の東京オリンピック、こういう事象というのは笛吹にとっ

て、国際化は避けて通れない事象であるとそういう認識はしております。 
 さて当然この指針に、市長の答弁にありました軸足を置いて展開をしていきます。具体的に

今、外国語を話せる職員はと、われわれの世代は英語だけだったんですが、今、中国語である

とか韓国語であるとか、最近ではさまざまな地域からのお客さんがおいでになる。数人、英語

が何人、韓国語が何人というような若干の数字は承知しておるんですが、今調査をした結果が

ございませんので、それについてはまたのちほど報告をさせていただきたいと思います。 
 ご指摘のとおり、いずれにしても今、こうやっていくんだという具体的な方策はございませ

んが、これを軸足に横断的に検討して、誰しも外国人が来てみたい地域、笛吹になるような検

討を進めていきたいと思います。 
 答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 
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〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックもあと６年後、あっという間です。この

インバウンド対策、外国人にやさしいまちづくりのために部局横断的な中でぜひ相談窓口の設

置をまず手始めに職員の教育ももちろんのこと、ぜひこの対策をしっかり進めてほしいと思い

ます。 
 次に桃・ブドウ日本一を維持していく対策について、お聞きします。 
 まず雪害対策支援状況ですけども、今は災害対策本部ということですけども、特に農業関係

に対しての災害復旧対策本部、特に産業観光部は窓口が広いですけども、農官商工の連携と言っ

ていますけども、この復旧対策本部ですね、いろんな方面から、ＪＡとか商工会等と相談しな

がら復旧対策本部設置、あるいはこの窓口の設置についての考え方を少しお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 笛新会、保坂利定議員の再質問にお答えをいたします。 
 このたびの大雪による雪害、特に農業施設の被害等が甚大なわけでございますけども、普及

対策本部の設置、また相談窓口等のご質問かと思いますけども、今、災害対策本部を設置継続

中であります。災害対策本部につきましては災害発生の危険性がなくなり、また応急対策等が

終了した時点で解散をするというふうな地域防災計画での規定がございますけども、その後の

災害復旧本部につきましては関係部署等と今、連携をとりながら対応はしておりますけども、

本部を設置するかどうかということにつきましては今後、関係部署等の意見を聞く中で検討し

てまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ窓口設置等々、支援対策には万全の組織体制を構築してほしいと思います。 
 次に鳥獣害対策ですけども、これは全国的な問題で今、畑総の取り入れ、あるいは原材料支

給、なかなか根本的な解決にはならないと思いますけれども、この２５年度の実績を少し教え

てほしいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 今年の３月３日現在でございますが、イノシシが５９、シカが６１、サルが０、有害鳥獣で

はございませんがクマにつきましては０でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 それぞれ防止対策協議会を設置して、特に猟友会の方々にはご苦労をいただいているところ

ですけれども、猟友会の方々も高齢化ということで大変厳しい状況です。これは少し発想の転

換をして、どこかよその県で先進地事例があるかと思いますけども、民間委託という考え方も
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あると思いますけども、どういう民間委託ですかね、捕獲頭数で決めるか、あるいは地域を決

めるかも分かりませんけども、これはぜひ民間委託という方向もぜひ検討を私はすべきではな

いかと思いますけども、このへんの考え方について。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 議員のおっしゃるとおり民間委託も十分考えられると思います。９月の答弁で、川村議員で

すか、一般質問があった中で県内には山中とか北杜、２自治体でございますが、いわゆる非常

備消防みたいな形で臨時職員を採るような方法で、いわゆる鳥獣害対策の実施隊というものを

設置しているところがございますので、おっしゃるとおり猟友会の方々の高齢化、また猟友の

免許を取るほうの補助もしておりますけども、関係者と協議をしながら検討していきたいと思っ

ております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひ民間委託の方向、先進地事例を研究しながら前向きに検討してほしいと思います。 
 次に、環境にやさしく安心してすこやかに暮らせるまちづくりの施策の中から再質問を行い

ます。 
 まず市の防災計画ですけども、そもそも防災計画の構成は４つで成り立っています。総則編、

一般災害編、地震編、資料編。これは雪害も少しあるんですけども、大変な今回の豪雪ですね、

これは検証をしなければならないということですけども、この雪害に対しての防災計画の見直

しをどういうふうにしていくのか。あるいは時期的にはスピード感を持ってしなければいけな

いと思いますけども、この防災計画、特に雪害対策についての見解をお聞きしたいです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 保坂利定議員の再質問にお答えいたします。 
 地域防災計画におけます雪害対策でございますけども、現計画の中では雪害対策につきまし

ては気象情報の把握、また広報の実施、除雪の実施というふうな項目程度でございまして、や

はりこのたびの想定を超える記録的な大雪に対応する内容では到底ございませんでした。これ

までの計画では降雪量も３０センチから５０センチ程度を想定しての内容でしたので、これは

早急に見直しをかけなければならない。先ほどの市長答弁でもございましたように、現在見直

している防災計画の中には雪害の関係は対応してございませんけども、これは随時見直すこと

になっておりますので、早急に１メートル以上の降雪を想定した見直しをしていかなければい

けな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（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 
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〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひスピード感を持って、この防災計画を見直してしっかり市民に対しての発信をお願いし

たい。 
 防災マップ、防災リーダーの育成は大変努力されていると思っておりますので、なお一層努

力をお願いしていきたいと思います。 
 次に介護予防についてお聞きをいたしますけれども、大変な高齢化率が進んでおります。団

塊の世代で超高齢化社会を迎える中において介護予防は大変に重要でありますけども、第６期

事業計画における具体的な策定内容のポイントをお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 ２６年度に計画策定を予定しております、第６期介護保険事業計画の主なポイント３つほど

ありますけども、はじめに団塊の世代が７５歳以上となります２０２５年に向けまして、もう

すでに構築は始めているんですが、地域包括ケアシステムの構築を継承・発展させるというこ

とと、あとは６期中の給付費の推計は当然するんですけども、先ほど申しました２０２５年ま

でのサービスの水準、また給付費や保険費の水準なども一緒に推計しなければならない。それ

からもう１点は在宅医療の連携の拠点の機能、また認知症への早期対応のための地域包括ケア

の構築に必要な要素について、その当面の方策とか段階的な充実のための施策を示していくと

いうことがポイントになっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 よく分かりました。 
 次は保育所運営について、お聞きしたいと思います。 
 保育所運営で市長は指定管理、しばらく慎重にということですね、これから。私ももう少し

慎重にして、ここで慎重に検証しながら今後進めていってほしいと特に思っていますけども、

保育ニーズの課題、あるいは保護者の保育ニーズを的確に把握した子ども・子育て支援制度を

この事業計画に反映しているということです。特に保育ニーズとは別にして民間、公立、指定

管理、３つの今、保育園がある。特にその中で各保育園の保育方針というのがあるんですね。

私どもの隣の保育園では昼間からキッズサッカーとかスイミング、保育園から会話している。

大変これは特色が出ていいなということなんですけれども、園ごとに特色が出るのがいいのか、

あるいは均一に保育サービス、市で言う保育サービスの充実に努めたほうがいいのか、各園の

保育園の個々に任せるのかという、民間と公立と指定管理の３つの分類があると思うんですけ

ども、このへんの公平性がいいのか、あるいは特性が出たのがいいのか、このへんの考えをひ

とつお聞かせ願いたい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 
 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 保育サービスに関しましては、基本的に保育園は保育に欠ける方、保護者に対する支援とい

う部分ですので、公立であっても私立であっても指定管理であっても保育サービスに対して大

きな差はありません。ただ、今言いましたサッカーとか、水泳とかの部分についてはそれぞれ

の園の方針、そこに特徴とかがあるので、その部分で指定管理であったりとか私立とかの部分

が出てくると考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 それで考え方は結構なんですけども、保育料の収納状況、現時点での。２４年度、２５年度

中途でもいいですけども、この保育料の収納状況についてちょっとお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 保育料の徴収状況ですが、平成２４年度実績で現年度分の収納率は９８．７６％となってお

ります。現在２５年度は２月末現在で現年度分８８．３６％、これは昨年度２４年度と比べま

して、２４年度が８８．２１％でしたから若干ですが増加をしております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひ保育料の収納状況については、万全を期していただきたいと思います。 
 質問時間があと２２分４３秒ありますから、１２時を若干過ぎますけどもお許しをいただき

たいと思います。 
 次に個性輝く人々が育ち活躍するまちづくりの施策の中から学校づくりについて、お聞きし

たいと思います。 
 先ほども申しましたとおりグローバル化の推進ということで、特にインバウンド対策には力

を入れなければいけないということなんですけども、ＡＬＴの設置内容、あるいはこのＡＬＴ

の方、小学校へ派遣、特に外国語教育ということを私は将来の笛吹市を担っていく子どもたち

に力を入れて推進していかなければならないと思いますけれども、このＡＬＴの設置内容と小

学校の派遣等について、お聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 現在ＡＬＴ、市内に英語教師ですが６名の先生方がいらっしゃいます。各中学校に１名ずつ、

それから石和地区の小学校を順次まわるＡＬＴがお一人いらっしゃいますが、現在市内では６名

の方に教えていただいております。その中で小学校につきましては現行の学習指導要領で５年
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生、６年生に外国語活動ということで週１時間程度、教えなさいということになっております

ので、今、中学校にいるＡＬＴ、それから小学校にいるお一人のＡＬＴ、６名の方が各市内の

小学校に派遣して指導、英語の授業を行っている状況です。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひインバウンド対策も含めて外国語教育には、しっかり力を注いでほしいと思います。 
 あとセキュリティの現状です。防犯カメラ、サスマタを常備しているということですけども、

これは防犯、安全対策はどんなに力を入れてもやりすぎるということはないということなんで

すね。学校に緊急措置としてすぐ１１９番、１１０番できるような装置を、そんなに経費はか

からないと思いますけども、そういう先進学校の事例がありますので、緊急通報システムを学

校へ整備するような検討をぜひ進めてほしいんですけども、教育長このへんの考え方を。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 現在、市内の小中学校に防犯カメラ７６台設置してあるわけですが、その中で今、保坂議員

からの再質問につきましては緊急通報装置ですか、市内の小学校のフェンス等をしてあるとこ

ろとかいろんな状況がありますが、今後関係部署と協議をしながら検討をさせていただきたい

と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 学校への防犯、安全対策はやりすぎるということはないと思いますので、ぜひ積極的に研究

して安全対策に万全を期してほしいと思います。 
 国分寺の整備事業についてお聞きしますけれども、公有化した土地の整備なんですよね。地

元なんですけども、草の時期は生え放題、見た目は非常によくない、これだけの不祥事を起こ

しながら、なぜ教育委員会の職員、シルバー人材に頼まなくていい、職員が出て草刈りをする

ぐらいの努力を見せなければ、地元は大変なんです。市長が言っている花いっぱい運動で、こ

こでなぜ花いっぱいを、国分寺の公有化したところに植えないんだと。芝桜、菜の花、ピンク

に黄色いに素晴らしい考えがある。市長が花いっぱいと言っているのをなぜ職員が率先して、

国分の公有地にしないのか。草ぼうぼうで。そのへんの市長の花いっぱいと反するような考え

を私は感じますけれども、ぜひお願いしたい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 今、保坂議員からおっしゃられたこと、十分教育委員会でも考えております。従来まではそ

こまで除草がメインの事業として現行の敷地内の管理をしてまいりましたが、本年度といいま

すか、昨年の秋に一宮町内の方からチューリップの球根を３千株いただきました。その中でぜ

ひ国分寺跡に植えたいということで、教育委員会として２千株を現在植えてあります。その中
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ですべての、今の敷地内に植栽するということはちょっと不可能ですので、なるべく通りに面

したところ、それから伽藍とかそういう中心施設があったところには、それが分かるような形

で今後、植栽をしていきたいと考えております。また保坂議員が言ったように芝桜、それから

蕎麦、コスモス、その四季折々の花で今後は少し植栽をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 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（前島敏彦君） 

 以上で、笛新会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩を行います。 
 再開を午後１時３０分からということでお願いします。 

休憩  午後１２時０７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 次に笛政クラブの代表質問を行います。 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅です。 
 笛政クラブを代表して、今定例会に提案されました平成２６年度予算案、ならびに市政全般

について質問いたします。 
 冒頭２月１４日から１５日にかけての観測史上最大の豪雪により、尊い生命を失われた方々

に謹んで哀悼の意を表しますとともに、施設栽培の農業者の皆さまはもとより被害を受けられ

た市民の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。 
 「日もすがら 寒雲は山 誘へり」、これは「天気予報のむずかしさはわからぬことはないが、

それにしても、もう少しどうにかならぬものか」と昭和４０年１月に俳人の飯田龍太氏が詠ま

れた句です。まさに今回もそうでした。想定では４０センチから６０センチの積雪、１５日に

は雨に変わるという予報もありましたが、実際には雪が降り続き一晩で１メートル近く積もっ

たところもありました。 
 大雪警報は出されたものの特別警報とはならず、予報だけでなく多方面にわたって想定外と

なった大雪災害について、その対応や対策、支援等、十分に検証して今後に生かしていく必要

性を痛感しております。 
 また除雪、帰宅困難者対応、雪害ボランティア活動等、それぞれの場面で大変多くの市民を

はじめ派遣部隊や関係者、そして市役所職員の方々にご尽力いただき、現在もなお活動にあた

られている方々に対し、笛政クラブとしても深い敬意を表し感謝を申し上げます。 
 協力・共助の大切さを再認識するとともに「どうにかならぬものか」に応える意味でも、支

援対策や防災体制の向上等に改めてしっかりと取り組んでいく決意です。 
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 そこで１問目として今般の大雪、そして大雪災害への対応についてお尋ねします。 
 本市では、１５日早朝に対策本部を設置して対応にあたってこられました。ご承知のとおり

ですが、この豪雪による農業施設の壊滅的な被害をはじめ、その影響は計り知れないものがあ

ります。 
 本市が誇る桃・ブドウ生産量日本一、再開して明後日まで開園の日本一早い桃のお花見園を

はじめ観光、商工業、中小企業や市民生活にも大変な被害を与えた大雪災害に対して市民が一

丸となって復旧と再建に取り組んでいく必要があると考えます。 
 そこで大雪災害への対応状況についてお聞きしますが、情報の伝達や共有の課題、除雪対応

など想定外の大雪への対応は十分に行うことができたのでしょうか。 
 また、農業被害の状況と対応策はいかがでしょうか。 
 激甚災害ともいえる施設栽培の果樹や野菜、花卉等への被害に対し、国や県と連携し再建に

向けた財政支援も含めた対応の検討を求めますが、市の考えはいかがでしょうか。 
 続いて平成２６年度予算編成と重点施策・事業、ならびに財政運営についてお尋ねします。 
 政府の２月の月例経済報告においては「景気は緩やかに回復している」として輸出が横ばい、

雇用情勢は着実に改善、物価は緩やかに上昇しているとの判断のもと、経済の先行きは「家計

所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待される」とはいうものの、海外景気の

下振れがわが国の景気下押しリスクとなり、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動

が見込まれるとしています。 
 しかし「緩やかに回復している」という感覚は地域経済にとってほど遠く、共同通信社が１月

末に実施した世論調査によれば、アベノミクスで景気がよくなったと実感している人は２４．

５％、実感していない人は７３％でした。また４月に消費税が８％に引き上げられたあと、家

計の支出を控えようと思っているが６７．２％、控えようとは思っていないが３１．５％で、

まだまだ市民生活の先行きに明るい兆しが見えているという状況にはないと思われます。本市

においては、いよいよ平成２７年度から段階的な交付税の減額が始まります。 
 今般の大雪災害による被害額は農業、観光、商工業、中小企業の各事業や除雪対策等にかか

る経費など、笛政クラブの推計でも本市だけでも推定１２０億円は下らないだろうと思われま

す。もちろん当初予算案等は大雪災害以前に作成されたものとはいえ、除雪や支援対策等の追

加補正もふまえ、財政運営にはさらに厳しい側面も生じてくるものと考えます。 
 こうした中で節目となる合併１０年目の本市の農業と観光等を一層盛り上げ、市民生活に希

望と安心をもたらすために、倉嶋市政として本格的に編成した当初予算案、また重点施策や主

要事業ならびに財政運営について、その考え方をお伺いいたします。 
 まず新年度予算編成における特徴と重点施策および事業について、お聞かせください。 
 次に合併特例措置の最終年度、特例債活用事業費も含めて普通建設事業費が最大級となる新

年度の財政基盤の強化と見通しについて、また歳入歳出の課題と展望についてそれぞれの見解

をお示しください。 
 続いて住み続けられるまちづくりについて、持続可能なコミュニティの再生という観点から

質問いたします。 
 合併１０周年を迎え、これからが笛吹市としての真価が問われることになるといえ、市民も

行政も１つの自治体での行政経営であることを改めて認識するとともに、財政運営は旧町村時

代の発想から脱却し、優先順位を明確にしていく必要があると考えます。 
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 その上で本市における持続可能な行政のあり方を追求し続けていかなければなりません。市

民の協働と支えあいによって住み続けられる笛吹市を実現していくための取り組みについて、

お尋ねいたします。 
 はじめにいわゆる町内会・自治会、行政区とも言いますが、これへの加入促進策はどのよう

に取り組まれているでしょうか。市として可能な支援策、また呼びかけ等は行われているので

しょうか。 
 次に新たに実施するコミュニティ施設整備補助事業について、その内容をお示しください。 
 次に、防災対策としての情報活用と共有の方法について伺います。 
 行政区長や市民が情報を共有する方法やツールは具体的にどのような方法で行われ、それに

ついての課題や、さらに充実させることを検討しているでしょうか。また、危機管理体制の充

実策はどのように進めていくのでしょうか。 
 次に公共施設白書に基づく公共施設再生について、今後の方針と考え方を伺います。今後に

ついては新規に計画するものも含めて、聖域なく検討の対象にしていく必要があると思います

が、平成２６年度の取り組みとともにお考えをお聞かせください。また、地域要望として計画

されている境川町の温泉施設の考え方についてもお伺いします。 
 次に地域資源の活用と集落施策について、地域住民が支え合える仕組みを念頭にした施設の

配置や運営によって集落の持続可能性を高める必要があると考えますが、行政に頼る地域活性

化から脱却するためにもその方針を明確にし、住民と共有していくことがまずは第一歩となる

と思います。そしてこのことは、持続可能なコミュニティの再生という意味でも重要な観点で

あると考えます。この点について、市の考え方をお示しください。 
 続いて、本市の産業振興についてお尋ねいたします。 
 まず、観光分野について伺います。 
 大雪によりキャンセルが相次ぎ大きく落ち込んだ客足を回復させ、再開した日本一早い桃の

お花見を皮切りに、笛吹市の観光を立て直していかなければなりません。今月２１日からの笛

吹市桃源郷春まつりは１カ月余りにわたって市内各所で開催され、観光振興という面では通年

の観光メニューの充実も図られてきたと思われますが、今後の課題についてどのように考えて

いるのかお伺いします。 
 また市主催、物産連盟、観光協会、団体等のイベントや事業において、連携や分担は行われ

ているでしょうか。お聞かせください。 
 次に、農業分野について伺います。 
 農業という産業は市民生活における食材や食の提供に留まらず本市の基幹産業でもあり、桃

源郷の礎でもある地域資源としての性格も有しています。一方、農業従事者は減少傾向にあり、

経営の中心的な世代は６０代から７０代です。 
 定年者の就農支援にも取り組まれるわけですが、本市の農業を継承し継続していくための取

り組みは多方面にわたって行う必要があります。 
 そこで伺います。農業の体力強化のための取り組みはどのように進めていくのでしょうか。

また、部局横断的な事業の企画・立案はなされているでしょうか。 
 若い世代の就農者を増やしていくためにも、例えば地域おこし協力隊・集落支援員等の活用

や県内外の農業者や農業を志す方へのサポートとして、都市農村共生・対流総合対策（農林水

産省）事業の活用支援などは実施しているでしょうか。 



 ７６ 

 次に新年度における本市の中小企業、商工事業者への支援策、育成策についてお聞かせくだ

さい。 
 最後に教育と福祉の課題について、質問いたします。 
 まず、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）について伺います。 
 「君の汗 輝く一滴 勝利の雫」のスローガンのもと「煌めく青春 南関東総体２０１４」

が７月２６日から南関東４都県（山梨県、千葉県、東京都、神奈川県）で開催されますが、３０競

技となる今回は開催規模、内容ともに最大のスポーツの祭典とされています。 
 山梨県では７月３０日から８月１０日まで陸上競技、卓球、サッカー（男子）、ボート、笛吹

市会場の自転車競技、ホッケー、ウエイトリフティング、カヌーの８競技が行われますが、イ

ンターハイへの対応についてお聞かせください。 
 次に本市の学区再編に関する課題と現在までの取り組み状況、ならびに今後の方針について

伺います。 
 次に、産後ケアに関する取り組みについて伺います。 
 県が平成２７年度に笛吹市内に設置予定の産後ケアセンター（仮称）との連携や立地を生か

した出産・子育て支援策の充実、県のセンターとの役割分担による子育てしやすいまち笛吹の

実現に向け、取り組んでいくことが重要であると考えますが、課題と具体的な施策についてお

聞かせください。 
 最後に年々増嵩する保険給付費、各種医療費助成と適正受診など国民健康保険の財政課題と

取り組み状況について、お聞かせください。 
 以上、大雪の甚大な被害から力強く立ち上がって再建し、市民誰もが市政に信頼と期待を寄

せていただけるような充実した議会での議論を行い、市議会の一員として笛政クラブとしても

将来に夢や希望が持てるような笛吹市をつくっていくため、全力を尽くしていくことをお誓い

申し上げ代表質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛政クラブ、志村直毅議員の代表質問にお答えします。 
 はじめに、大雪災害への対応状況はとのご質問であります。 
 過去に例を見ない今回の大雪により、本市においても農業施設を中心に深刻な被害を受けま

した。市は２月１５日の朝、災害対策本部を設置することとし、人命救助を最優先に考え要援

護者の安否確認、除雪対応、帰宅困難者支援、被害情報の収集などを行ったところであります。 
 雪害対策についてはこれまでも除雪対策、農業対策、交通安全対策などに注意を払ってまい

りましたが、想定外の積雪量により道路の除雪や孤立世帯、帰宅困難者対応、市民への情報発

信など十分な対応ができたとは言えません。今回の災害を教訓として職員配備体制も含め、雪

害対策の見直しを進めてまいります。 
 次に農業被害の状況と対応策についてであります。 
 このたびの大雪によりビニールハウスが４７ヘクタール倒壊するなど、農家に大きな打撃を

与えております。市では復旧策として緊急的な対策と長期的な対策をそれぞれ講じ、支援をし

てまいります。緊急的な対策といたしまして、ボランティアによる農業関連施設復旧のための
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仕組みを２月２４日に立ち上げ、施設の雪かきなどを精力的に行っていただきました。 
 今後もボランティアの集まり状況に応じて、的確に復旧作業に参加をいただけるよう対応し

てまいります。 
 次に長期的な対策といたしましては、災害復旧にかかる経費負担を軽減するための資金支援

策を国や県と協議し方向性が決まり次第、農家の皆さんに支援の内容をお知らせしてまいりま

す。 
 続きまして、２６年度当初予算案についてお答えします。 
 はじめに、特徴と重点施策・重点事業についてであります。 
 平成２６年度当初予算については笛吹市総合計画、後期基本計画に掲げた２５の施策を着実

に実行すべく予算配分を行ったところであります。 
 主な特徴、中身について申し上げます。 
 砂原橋架け替え事業および石和温泉駅周辺整備事業などの大型建設事業の早期完了を目指し

ます。このため前年度に引き続き、普通建設事業費が予算に占める構成比が高くなっておりま

す。また市民の生命財産を守るための公共施設や通学路の安全対策、防災対策にも引き続き積

極的に取り組んでまいります。 
 本市が今年で合併１０周年を迎えることから記念事業、そして男女共同参画の推進、さらに

花いっぱいのまちづくり等、ソフト事業にも積極的に取り組んでまいります。 
 次に産業振興策として、春まつりを刷新するなどの観光振興に努めてまいります。また多様

な担い手を確保することに主眼を置いて、農業振興諸施策も積極的に展開してまいります。 
 福祉・保健面では子どもすこやか医療費助成や予防接種、検診への助成などに引き続き取り

組むとともに各種計画の見直しを進めてまいります。 
 さらに教育・文化面においては、石和中学校や芦川小学校の校舎や屋内運動場の改築など学

校施設の改修を計画的に進めるとともに、全国高校総体や俳句会などの事業にも重点配分を行っ

たところであります。 
 次に、歳入歳出の課題と展望についてであります。 
 合併以来、本市は堅実な財政運営を行ってきていると考えております。各種基金の保有も

１５７億円を超え、合併当初より１００億円以上増加しています。また、一般会計の起債残高

は増加しているものの臨時財政対策債および合併特例債がほとんどであり、これらの元利償還

金の大部分は普通交付税で措置されているところであります。 
 今後も有利な起債の活用を図るとともに、基金の有効活用により財政基盤の強化を図ってま

いります。 
 歳入歳出の課題と展望でありますが、歳入につきましては合併特例期間の終了に伴い、普通

交付税の減額という大きな課題があります。合併市町村による国への強い要請により、政府も

算定基準の変更について見直しを始めたところであります。本市も合併算定替え終了に伴う財

政対策連絡協議会の一員として、さらに積極的に国へ要請してまいります。 
 歳出については現在、第３次行財政改革大綱の策定を進めているところでありますが、今後

とも行財政改革を一層推進し、社会保障に関わる経費のように増大し続ける経費もある中で抑

制できる経費については、できる限りの削減に努めてまいる所存であります。 
 続きまして、住み続けられるまちづくりについてお答えします。 
 はじめに、町内会・自治会への加入促進策についてであります。 
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 近年、市民の価値観はさまざまであり、自治会加入によるメリットを感じない、地域との積

極的な関わりを避けたいなどの理由から、自治会に加入しない世帯は増加傾向にあるのではな

いかと思われます。 
 効果的な取り組みを行うことは難しいのが現状でありますが、自治会に加入していないこと

で市の情報が届かず、地域でのトラブルに発展する事案もあることから広報等を通じて加入促

進についてのお知らせをしてまいりたいと考えております。 
 次に新たなコミュニティ施設助成事業の内容についてでありますが、平成２６年度から従来

の地域コミュニティ施設整備費補助金に耐震改修も補助対象とすることとしており、事業費の

２分の１以内、上限１００万円以内で考えております。 
 次に、防災対策としての情報活用と共有方法についてであります。 
 情報の活用と共有の方法ですが、市民に対しては市のホームページや公式ツイッター、フェ

イスブックを活用し、情報の発信・共有を行いました。行政区長との情報共有につきましては

現状では有効な手段を持っておりませんので、なんらかの方法を検討してまいりたいと考えて

おります。 
 次に公共施設白書に基づく公共施設再生について今後の方針・考え方はとのご質問ですが、

今後は公共施設白書を基礎資料として適正な公共施設保有量の検討、個別施設の継続、建て替

え、統廃合など保有戦略評価の実施、仮称でありますが公共施設適正配置計画の策定に取り組

むこととしております。 
 平成２６年度は各部局において白書資料をもとに適正な公共施設保有量の検討を行い、市民

の皆さまにお示しをできるよう取り組んでまいります。 
 地域要望として計画されている境川町の温泉施設につきましては、これは境川中間処理施設

の建設に伴う地域振興施設として整備されるものでありますが、市民の利用を前提に活性化に

つながる施設運営を行っていく考えであります。 
 次に、地域資源の活用と集落施策についてであります。 
 地域コミュニティの重要性が叫ばれている昨今、地域が自主的に支え合って自治活動を行っ

ていくことが重要であります。 
 現在、行政区を単位として集落が形成され、公民館などを拠点として地域の活動が行われて

おります。地域の文化を継承し生活力を高め地域の活性化を進めていくため、行政に過度に依

存せず持続的・主体的な自治活動を行っていけるよう、行政としても支援を行ってまいります。 
 続きまして、産業振興についてお答えします。 
 はじめに、通年の観光メニューについてであります。 
 春は桃源郷と花巡り、夏は鵜飼と花火大会、夏から秋にかけては果物狩りやぶどうエキスポ、

冬は石和温泉冬花火やイチゴ狩りなど１年間を通して事業展開を行っており、市内にいつ来て

も楽しんでいただけるよう創意工夫し実施しております。しかしながら、冬場の誘客事業につ

きましてはイルミネーションなど新しい試みを行ってはいるものの、まだ不十分であると考え

ております。 
 今年度は都内在住者を対象に市場動向調査を実施し、その結果を新たな課題として効果的な

宣伝方法や誘客の方向を協議いただく推進協議会を設置し、観光活性化を推進していきたいと

考えております。 
 観光物産連盟は観光事業の中心的な役割を担い、傘下に各地区の観光協会が位置づけられて
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おりますので、地域性・独自性を生かしながら事業を実施すると同時に連携も取り合う中でそ

れぞれの役割分担を確認しながら事業展開をしてまいります。 
 次に農業の体力強化の取り組みについてでありますが、農業の施策については施政方針の中

でも申し述べましたように、特に重点課題ということに位置づけて取り組んでまいる所存でご

ざいます。とりわけ高齢化が進んでいる担い手対策につきましては、しっかりとした対応をとっ

ていくとともに儲かる農業、より所得の上がる農業を目指しての諸々の取り組みを支援してま

いりたい。また都市との交流等につきましても、積極的に対応していく考えでございます。 
 ご質問にございました部局横断的な事業の取り組みはまだ実施できておりませんが、農家民

宿やクラインガルテンなどを実施する際にその必要性が必ず出てまいりますので、体制づくり

等も踏まえ、関係部署と調整をしていく必要があると考えております。 
 また中央省庁において、さまざまな地域振興施策が講じられております。これらについても

しっかりと研究をし、できる限り対応していくように検討してまいりたいと考えております。 
 次に中小企業や商工業事業者の支援・育成策についてでありますが、指導育成機関でありま

す商工会との連携をより一層強固にし、今年度は新たな利子補給制度を商工会と協力して創設

することとしております。 
 今後も中小企業者や商工業者の支援や育成を図り、商工業の振興・発展に努めてまいります。 
 続きまして、教育・福祉課題についてのご質問にお答えします。 
 はじめに、平成２６年度全国高等学校総合体育大会への対応についてであります。 
 本市におきましては、８月に自転車競技が開催されます。昨年４月にインターハイ担当１名

を設けるなど体制を強化して取り組んでいるところでございます。 
 競技日程について申し上げますと８月５日、スコレーセンターでの開会式。６日から８日の

３日間、境川自転車競技場でトラックレース。練習日やロードレースを含め、８月４日から９日

までの大会期間中の医療救護対策として救護所を開設し、医師・看護師に待機していただきま

す。８月９日には、八代町と境川町の特設コースにおいてロードレースが行われます。午前８時

３０分から４時間通行止めとし、当日の規制による配置員は警察官や高校生、職員等の総勢

３３０名を予定しております。駐車場につきましては、八代中央スポーツ広場をはじめ周辺の

駐車場をお借りします。 
 道路の使用関係については道路使用許可申請を笛吹警察署に、また交通規制に伴う事前告知

看板の設置については、県峡東建設事務所に道路占用許可申請書を提出する予定で取り組んで

いるところでございます。 
 次に学区再編に関する課題と取り組み状況、今後の方針についてであります。 
 平成１９年、笛吹市立小中学校通学区域検討委員会の答申で、隣接する学区に指定校より近

い学校がある場合、距離的に近い学校への通学が合理性を有すると判断される地域、例えば一

宮町塩田団地や御坂町成田地区、石和町広瀬地区など６つの地域が調整区域として答申されま

した。 
 教育委員会ではこの答申を受け、平成２０年度から一宮町塩田団地と御坂町成田地区を調整

区域とし、それぞれ一宮西小学校、石和東小学校を選択できるようにいたしました。平成２５年

度からは石和町旧岡部地区を調整区域として、春日居中学校を選択できるようにもしてまいり

ました。 
 学区再編に関しましては、今後の児童生徒数の動向や適正規模といった数字上の判断材料が
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あるわけですが、保護者や地域住民の学校に対する思いや願いなど数値では表せない部分との

整合性をどう図るのか、大きな課題であると考えております。 
 今後の方針といたしましてはこれらの課題を踏まえつつ中長期的な視点に立ち、保護者や地

域住民のご意見を伺う中で学校の統廃合を含めた学区再編を考えてまいります。 
 次に、産後ケアに関する取り組みについてです。 
 現在、本市で実施している産前・産後の育児支援サービスは、妊婦と保健師が妊娠届け出時

に面接相談を実施するとともに、特に初妊婦にはマタニティースクールを実施しております。

また出産後３カ月までには、赤ちゃん訪問として全乳児と産婦を対象に家庭訪問を実施してお

ります。さらに乳幼児健診を実施し、特に発育・発達に気がかりな点があれば二次相談事業と

して二次健診、カンガルー教室、コアラ教室等を実施し支援をしております。そのうち育児不

安育児困難という対象者につきましては、関係課が連携を図りながら継続した家庭訪問をして

おります。 
 今、県が建設を計画しております産後ケアセンターは、出産後まもない母親が赤ちゃんと一

緒に育児指導を受けられる滞在型の施設であります。まだ県において詳細が明らかにされてお

りませんが、建設予定地が笛吹市内であることから立地を生かしていくことが大事なことでは

ないかと考えているところでございます。 
 次に、国民健康保険の財政課題と取り組み状況についてであります。 
 国民健康保険は国民皆保険制度の最後の砦でありますが、景気低迷による低所得者の増加、

少子高齢化と医療技術の高度化等、国民健康保険を取り巻く環境は依然として厳しく、また目

まぐるしく変化しているところであります。２６年度においては２年に一度の診療報酬の改定、

国保税軽減世帯の拡充等が検討されております。健全な財政運営は、自主財源である国保税の

徴収強化を図る必要があると考えております。国民健康保険課と収税課とが一層連携を図り、

さまざまな角度から滞納原因を分析し、収納率の向上に努めてまいります。また特定健診・特

定保健指導の保健事業の取り組みの中で適切な医療受診の啓発を展開し、市民の健康の維持増

進を図り、医療費の削減に努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ご丁寧に答弁をいただきました。 
 ２つ目の財政運営、予算編成等については全体的にも関わりますので必要に応じてご答弁を

いただければと思いますが、まず大雪災害の対応についてで農業被害の長期的な対策、制度が

固まり次第、国や県と連携してというご答弁がありました。まだよく見えていない部分もあり

ますけども、県や市に頑張っていただかないとならない部分も出てくるかと思います。ぜひそ

のへんはよろしくお願いしたいと思います。 
 １点目の再質問として、行政区への支援。今回の大雪で委託業者さん以外の業者にも除雪を

依頼したり、さらに自主的に地域のために除雪を行ってくださった業者さんもいらっしゃいま

す。こういう中で事業所までたどり着くことも困難、あるいは限られた重機や機材で何日も除

雪に追われて、幹線道路からなかなか市民の生活のほうまで手がまわらないという中で、市民
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のご協力、そして共助、こういう中で雪かきも行われました。多くの行政区においてもそれぞ

れに除雪に取り組まれております。重機を手配したり、バックホーや農業機械等を借り受けた

りして除雪にあたったところも少なくありません。行政区としての対応がどのように行われた

かということは今後の地域防災体制の検討や改善にも資することから、ぜひ報告等を受けてこ

れをストックして検討材料として生かしていただきたいと考えています。 
 また例えば上限を設定する中で一律的な部分に、面積や人口等も考慮するというふうな中で

行政区に対して除雪等の対策助成として財政支援、これは補助金ではなくて臨時交付金のよう

な形で行うことをご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 笛政クラブ、志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 このたびの大雪に対しまして、各行政区１３２ございますけども、とにかく地域で皆さま方

のご協力で除雪活動を行っていただきました。そういった中ではとても人力ではということで

業者さん、あるいは機材等を行政力独自で要請をして対応したところもございますし、本当に

行政区の皆さま方のいろんな持っている機材を出し合って共助の中で対応していただいた部分

もございます。こういった大雪に対する除雪への仕組みづくりというのが、まだ本市ではでき

ておりませんでしたので、これについてもこれからの検討なわけですけども、やはり各行政区

への運営交付金というのを交付しておりますけども、その中へ除雪に対する特別交付金的なも

のが一律といいますか、応分な支援ができればということで今後検討をし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（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 よろしくお願いします。 
 それから災害対策本部、また雪害ボランティアセンター、清流館の時点でのということにな

りますけども、この体制としては何部局で対応されたんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 雪害ボランティアセンターの設置ですけども、これは対策本部と笛吹市社会福祉協議会が合

同で設置をいたしましたけども、設置主体は対策本部ということで動き出しております。３月

５日でしたが、つい昨日をもちましてボランティアセンターのほうも清流館のほうから縮小い

たしまして、今度は社会福祉協議会が中心となりまして、社協の事務所の中でセンターのほう

の対応をしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 
 対策本部でということですから全部局ということになろうかと思いますが、雪害ボランティ

アセンターの状況を確認させていただきに伺いました。なかなかそうはいってもいくつかの部

の職員の方にご負担が集中したんではないかなという印象を受けました。この点はぜひ今後の

改善の意味で、それぞれにお仕事がある中での対応ですから大変でしょうけども、全部局体制

でボランティアセンターにも職員の方を送り込むということがあってもよかったのかなという

ふうにも感じましたので、そこへぜひご検討をお願いしたいと思います。 
 それからもう１点、胎内市からの支援、申し出への対応ということで今回、派遣隊が来訪さ

れて除雪作業にあたっていただき本当に助かったわけですけども、笛政クラブに寄せられた情

報によりますと大雪直後、胎内市から除雪協力の申し出があったわけですけども、一度お断り

をしていたということも聞いています。これは市長にお伺いしたいわけですが事実でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 まず１点目の災害対策本部雪害ボランティアセンターの職員配置の関係ですけども、これま

で職員配置のマニュアルがございましたけども、なかなかマニュアルどおりに機能しなかった

部分もございますので、今後しっかりと見直しをしていきたいと考えております。 
 それから友好都市でありまして、災害応援協定を締結しております新潟県胎内市からの災害

支援の申し出と、またお見舞いの電話連絡等も数回いただいております。 
 いったんはお断りしたんではないかというふうなご質問がございましたけども、記録の中で

は２月１６日の日曜日に一度、防災担当のほうにその旨の、災害支援の用意があると、準備が

できているというふうなご連絡をいただきました。ただ、その時点では中央道、高速道路関係、

国道２０号を含む国道もほとんどが通行止めの状態でしたので、若干様子を見ていたというと

ころがあります。 
 １７日の月曜日、市役所の業務開始後、私が電話を受けましたけども、胎内市の総務部長さ

んより災害の応援の用意があると。食料支援、また物資の支援、それから歩道を雪かきする専

用の機械をオペレーター付きで、職員付きで派遣する用意もあるということで、それも市長に

伝えまして検討しましたけども、以前として道路関係が通行止めでしたので、そこでの要請も

ちょっと様子を見ることにいたしました。まず歩道の雪かきよりも、まず幹線道路や市民の生

活用道路の車道の雪かきをどうも優先していると。歩道の雪かきも大事なわけですけども、車

道の雪かきが優先ということで、そのへんもちょっと様子を見ながら国道、高速道路の開通を

待っていた状況があります。 
 それで１９日になりまして、１７日の夜遅くに中央道が一部開通しました。１９日の日に、

今度は大型除雪機の派遣のご連絡をいただきましたので、そこで市長より胎内市の市長さんに

もご連絡をいただいて応援要請をしたと。１９日の、それがお昼過ぎでした。１時過ぎだと思

います。その日の夕方の４時には現地を出発して大型の除雪機４台と歩道用の小型の除雪機２台、

そのほかに職員が１１名ほど来ていただいて、それから足掛け４日間、除雪作業を本当にご協

力いただいたわけですけども、そのようなことでお断りしたということはないわけですけども、

中央道、国道関係がだいぶ不通の期間がありましたので様子を見たと。今覚えば、あと半日ぐ
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らいは早く要請をかければよかったかなと、若干反省もしているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 少し残念といえば残念ですが、対応にはやはり問題があったと思います。これは通行止めの

様子を見ているのは向こうも見ているわけですから、とにかく来られる段階で来てくれという

ふうに今後はぜひしていただきたい、そのように思います。 
 次に町内会、自治会等への加入促進策ということで転入者へのお知らせですとか配布用のパ

ンフレットの作成、そういったものが広報にチラシを挿入すると、こういうようなことは行わ

れているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 町内会への加入の進め等でありますけども、転入者等の場合にはいろんな行政のお知らせの

内容はセットでお送りしていますけども、その中には加入の進めは現時点ではお配り等はして

ございません。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ぜひやりましょう。そして地域の活動に参加していただけるように、一人でも多くの方に呼

びかけていただきたいと思います。 
 そして新年度から実施されるコミュニティ施設整備補助事業ということで、今日、笛新会の

代表質問でもありました、私ども笛政クラブの平成２３年の代表質問でこういった地域施設に

対する改修等の費用、ぜひ制度化していただけないかとご提案もした中で、今回、耐震改修に

限定してということですが、設定されたということは非常にうれしく思っています。ぜひ今後

さらに財政的な部分で課題はあろうかと思いますけども、もう一歩踏み込んで改修修繕をして

今後の地域の活動拠点として活動していただくために備えると、こういったことをぜひお願い

したいと思います。 
 防災対策としての情報活用、今回の大雪もありますけども、防災無線や戸別受信機、市のウェ

ブ等で呼びかけを行っていただいているわけですが、やはり再開時には正確かつ迅速な情報提

供が重要ですし、いわゆる複線対応が情報発信としても必要で、笛政クラブとしても、われわ

れも提案してまいります。 
 その中で笛吹市のウェブサイト、ホームページには災害時掲示板というのがありました。利

用者登録を行うと災害時の安否確認、安否情報の検索ができるようになっています。これにつ

いて利用者登録者数は把握しているのかということと、これまでに災害時の安否確認、安否情

報の検索など利用がされているか、この点についてお聞きします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 災害時のそういった安否等の掲示板の関係につきましては、誠に申し訳ございませんけども、

内容等の確認は現在のところ行っておりませんので、またそちらの確認をさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 私も登録しているんですが、これはぜひ今後の活用方法、それから周知の検討をしていきま

しょう。 
 それから笛吹市のメールマガジンは基本的に月２回発行されていますけども、２月４日以降、

発行が中断しているようです。メールマガジンの登録者、市内外さまざまだと思いますが登録

者数を把握できるようなシステムになっているでしょうか。それからメールマガジンで災害対

策本部情報を配信するという方法も有効だと思いますが、ご検討いただけますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 志村議員の再質問にお答えをしますが、そのシステムの管理母体はわれわれ建設部の広報担

当でしております。しかしながら、今お尋ねの配信のシステムについて明確なお答えができる

データを持っておりません。誠に申し訳ありませんが、のちほどまた回答させていただくよう

な形をとらせていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それから学校関係に限られるわけですけども、いわゆるふっきーメール、学校安全安心メー

ルについても休校や始業開始時間の遅れ、学童保育の実施等、保護者にとって大変助かりまし

た。携帯端末を持っている方はすべてではないとはいえ、連絡網で流すよりも早くパソコンや

スマートフォン、タブレット端末などで、ホームページを確認ができない場合でもメールでの

情報は多くの方が活用できます。情報は双方向でのやりとりが大切でもありますけども、まず

災害時に情報を発信するという第一段階をさまざまな方法で行って反応や返信、問い合わせ等

をすべて同じところに集約するようにして振り分け、対象方法の検討、返信や回答という防災

や災害対策としての情報活用の仕組みを、すでにあるものがこんなにあるわけですから、確実

に構築していく必要があると感じます。 
 行政区長や市民が情報共有する方法としても、今回の大雪で長野県佐久市長の例があります

けども、ＳＮＳを活用することは必要不可欠ですし、その中身や運用の精度、質が求められて

います。その意味では、情報活用とともに危機管理体制の充実策を検討していく必要もあると

思います。再度この点について、総合的にご答弁いただければと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 再質問にお答えします。 
 議員のおっしゃるとおりだと思います。今回の雪害の対応ですが対策本部には常時、広報担

当が横に張り付いておりました。リアルタイムでいわゆる国道、高速、それとＪＲ、それらの

情報を収集して本当にランダムな格好でトップページの中へ、取れる情報のみを流したと。シ

ステム的にこういうものを構築していかなければ、見る方に見やすい掲示の仕方だったかどう

かということについては非常に反省点があると思います。今回はそのような対応を取らせてい

ただきましたが、システム的なものもひとつ検討課題として今のご提案をいただいたと、そう

思っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 よろしくお願いいたします。 
 それから公共施設再生の関係になりますけども、新規にこれから何か新たにつくろうとか、

それが例えばグラウンドや体育施設であっても、これはしっかり議論をしていく必要があろう

かと思います。そういったことも踏まえた上で、協定によって境川中間処理施設整備に伴う温

泉設備、仮にこれを整備して運営した場合の収支の試算や運営の方法、こういった点について

はどのような状況になっているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 境川の温泉施設につきましては以前もお話をしたかと思いますけども、運営、維持管理等に

つきましては、今組合のほうと調整協議をしております。最終的な結論はまだはっきりとは出

ておりませんけども、そちらの負担でどうにかということでお話はしてございますけども、あ

と試算的には維持経費等についても目安の金額的には出ておりますけども、年間２千万円以上

はかかるのではないかというよ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（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 過剰なとまでは言いませんが、かなり収支としてマイナスになるんではないかなという心配

もあります。そうはいってもそういう中で位置づけられた施設ですので、しっかり協定の改定、

あるいは事務レベルでそういった再検討をする中で笛吹市に設置する施設とはいえ、そういっ

た性格上、やはり広く関係者の方、団体からのご負担なり運営に対する負担もいただきながら

やっていただけるようにしっかり進めていただきたいと思います。その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいま協定の関係等のお話もございましたけども、協定につきましてはご承知のとおり昨



 ８６ 

年の３月に最初の協定を結んでおります。それらに基づいて粛々と事業を進めておりますので、

協定書等についてはまた組合の議会、それから組長さん方の会議等でもお話があるかもしれま

せんけども、その維持管理等についての協定といいますか、取り交わし等については今、事務

レベル等でもお話しておりますし、組長さん方のお話もありますので、それらでまた検討して

いただいて、最終的な結論をつけていただくということで考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 よろしくお願いします。そして地域活性化、集落施策ということでお聞きをしたいわけです

けども、倉嶋市長、地域活性化ということについて端的に言うならばどんなことでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えします。 
 何かいきなり地域活性化という言葉で振られてきましたので、どういう切り口でお答えした

らいいのかなというふうにちょっと戸惑っているところでありますが、私は常々先ほど来の議

論の中でも申し上げたつもりでありますけども、この笛吹市民の生活、これをしっかり支えて

いく、守っていく、さらに懐を豊かにしていく、このことが非常に大事ではないかと常々考え

ております。なかなかこれも地域間競争が激しくなる中での戦いというとちょっと大げさかも

しれませんけども、取り組んでいかなければならない話でありますから、なかなか生易しいこ

とではありませんが、ぜひいろんな知恵を出し、さまざまな工夫をして取り組んでいくことに

よって地域が全体として明るくなり、文字どおり桃源郷のまちづくりが前進していくんだと、

そのような心づもりで私は考えているところでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 地域活性化、簡単になかなか難しいところをご答弁いただいてありがとうございます。 
 コミュニティ再生持続可能なまちづくりという観点から言えば、やはりその場合の地域活性

化というのは、そこに住み続けられることだとこのように思います。それはやはりイベント的

なものや花火的なものに目を奪われないで、地味でも地域の人たちが協力し支え合ってそこに

住み続けていけるというようなあり方だと思います。特に集落での取り組みというのは、そう

いうのが重要。例を出すのもいかがかと思うかもしれませんが、例えば芦川地区ですね、藤原

邸のような財産があって、これを指定管理に出すというようなときには私は地域の方にやって

いただきたい、こんなふうに思っています。そのためには、そういったことが担えるような地

域の人たちの育成、あるいは仕組みづくり、こういったことを進めてほしいなというふうに思っ

ています。 
 それから観光の部分ですけども、観光についても農業と同様で部局横断的な取り組みという

のは重要かと思いますが、こちらのほうでの部局横断的な取り組み、これについてはいかがで
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しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 非常に部局横断ということはなかなか難しいわけですけども、インバウンドを含め、クライ

ンガルテンを含め、市民農園を含め、市民農園とクラインガルテンは似ているところがありま

すけども、観光農業をはじめいろんな部分でやっていけるかなと思います。まだ現在、できて

おりません。たしかにできておりませんけども、例えばインバウンドをするにあたりましても、

まず先ほどの答弁の中で教育委員会が出されましたように、小さいうちから触れるということ

が大事かなと思います。それが必然的に大人になったときには、もう使える状態になっていま

す。またＩＣＴの技術、私だいぶ好きなんですけども、先日も中国の方がお見えになったとき

にスマホで全部会話ができました。喋れなかったんですけども、やはりそういった知識、あら

ゆる方法で取り組む、気持ちさえあれば語学に限らず国際交流はできると思います。そのへん

で部局横断も可能かなと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 いろいろ課題はあろうかと思います。私も課題点を挙げつらっているわけではなくて、そう

やって考えると世代の交流をどうしていったらいいのかなと。ＩＣＴの技術を使って防災まち

づくり、いろんな面で生かしていくためにはどうしたらいいのかということがこうやって議論

していく中で、前向きにいろいろ知恵が出てくるのかなと思います。そういう意味で例えば笛

吹市ではまだいらっしゃらないようではありますが、地域おこし協力隊、この方たち、山梨県

内でもいくつか入って、かなり頑張っていらっしゃいます。全国的にいろんなところに入って

いますので失敗例もありますし、先行事例も多数あります。あるいは農林水産省の都市農村共

生滞留総合対策の事業が笛吹市内でも１カ所取り組んでいただいております。 
 もっともっとこういったことを活用して農業を育てていただきたい。そのためには受け入れ

態勢の構築ということで、例えば農業関連情報をウェブのフェイスブックに特設ページを開設

するなどして、そこにいろんなものをデータ化していくと。そんなことも考えたらどうかなと

思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員おっしゃるとおりで、まず今回、笛吹版クラインガルテンと言いましたけども、最終的

には商いに結び付けていきたいと思っています。市民農園は営利が出てしまうとまずいわけで

すけども、そこから広げながら、やはりそこに来る方はおそらく、私どもホームページで公開

していきたいと思っていますので、市外、首都圏を対象にしておりますので、いわゆる先ほど

ＬＩＮＥというお話をしましたけども、彼らおそらくＩＣＴ技術を使って私たち以上に情報を

発信していただけると思っています。 
 雪害の話になりますけども、われわれ特に農林振興課は非常に頑張っております。それはＮ
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ＰＯさんが非常にそういったＩＣＴ、情報発信力がございますので、３月の終わりごろには復

興ツアーというのも彼らが企画していただいておりますので、やはりそういった情報発信は常

に最新のものを取り入れながら発信していきたいと思っております。ぜひよろしくお願いした

いと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 あと３つです。教育福祉について、まず１つ。 
 インターハイ、およそ１００日前というのが春まつりの終わりごろです。ぜひカウントダウ

ンかなんかをやってください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 今のところカウントダウンという予定はないんですが、また担当とちょっと協議をさせてい

ただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから学区再編の先に出てくる学校の統廃合にあたっては、再配置の方針として部局ごと

の施設の状況を検討していくものと思いますけども、学校は地域の拠点的な施設としても位置

づけられ、複合的な利用も含め、全体的な施設の配置と地域再生を軸に検討することが望まし

いと考えていますが、教育委員会だけでなく、これも横断的な議論により検討されたいと思い

ます。この点について、ご見解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 志村議員の質問にお答えします。 
 今ご指摘のように私どもも子どもの教育条件を第一に考えて、この問題に対処していきたい

というふうに思います。ご協力をよろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 最後、産後ケアセンターです。今後、広域的な連合組織のようなものが立ち上げられます。

ぜひその中で笛吹市もリーダーシップを発揮していただきたいと思います。ご決意をお願いし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
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 市長の答弁にもありましたとおり、今後詳しい内容が県のほうで示されてきますので、地元

に設置されるということですから、できる限りの対応はしてまいりたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 以上で笛政クラブの代表質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 続いて、誠和会の代表質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 誠和会の中村でございます。議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表しまして質問

をさせていただきます。 
 冒頭、今回の大雪により被害を被られました市民の皆さまに対しまして、心よりお見舞いを

申し上げたいと思います。 
 また復興・復旧に向け国・県との連携を図りながら、市また議会としても力を合わせ一日も

早い対応ができますことをお約束しまして質問に入らせていただきます。 
 まずはじめに笛吹市が合併して今年で節目の１０年になりますので、合併時に６町村が協定

書の締結で約束した６６項目の合併協定項目の協定結果に基づく具体的な調整方法、調整内容

についてお聞きをします。 
 平成１４年７月に６町村の枠組みによる任意の合併協議会が設置され、同１１月８日には法

定合併協議会へ移行してから１年余りでまとめ上げるという、超特急の合併協議会でした。分

科会や専門部会、さらには小委員会や合同の合併協議会など延べ６７０回にのぼる会議を重ね

て取りまとめた新市建設計画と６６項目の合併協定項目が平成１６年３月２４日、知事立会い

のもと６町村長による調印式を経て平成１６年１０月１２日に合併、笛吹市を発足して早１０年

目を迎えることとなりました。 
 この間、新市の一体的な行政サービスの実現、市民の一体感の熟成のため数多く難しい課題

を乗り越えて市政運営が行われてきたことを高く評価するところであります。協定項目は６６項

目ですが、その中には協議結果として関係項目、調整方針項目などは４００項目を超える数で

事務的に詳細、かつ具体的な調整内容となっております。 
 １０年の節目にあたり新市において調整する、また新市において検討するとされた具体的な

調整内容で、まだ未調整と思われる内容について、いつごろまでにどのような方針で対応する

のか、お尋ねをいたします。 
 それでは、協定項目順に質問をします。 
 まず協定項目１２のうち、その他の特別職で消防委員会の設置についてであります。調整内

容ではその他の条例で定める特別職については、新市において速やかに調整するとされており

ます。この件については、前にも質問をさせていただきましたが部の統合や施設の整備、車両

の配備などを年次計画で進め、条件が整った段階で消防委員会を設置するとの答弁でしたが、

整備には相当な年数が必要だと思います。合併協議では速やかに設置することとなっています
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ので、１０年を迎える年度区切りの４月からでも設置可能か伺います。 
 次に協定項目１７のうち市民憲章と愛唱歌ですが、新市において公募などの方法により新た

に定める、また新市において調整するとなっていますが、制定に対してはどのようなお考えな

のか伺います。 
 次に協定項目２２の消防団の取り扱いですが、そのまま新市に引き継ぎ編成については分団

制として分団の組織、担当区域については当面は合併時の各町村の組織および活動区域とし、

新市において調整するとしておりました。合併後、標準的な部の編成基準を示し部の統合に取

り組んできましたが、今後どのような規模の消防団を目指すのか伺います。 
 次に協定項目２７のうち金川水利組合・市民農園については、金川水利組合負担金ならびに

市民農園入園料などについては新市において調整するとしておりましたが、どのような調整が

なされているでしょうか。 
 次に協定項目３５のうち道路整備に関わる用地取得および整備基準については、旧町村時代

からの道路拡幅に伴う潰れ地の未登記についてですが、春日居町から手をつけ始めましたが、

全市をどのような計画で行うのか伺います。 
 同じく協定項目３５のうち地籍調査についてですが、継続中の事業は新市において引き継ぐ

とされております。現在は春日居町を実施中でありますが、合併時に実施中であった石和町、

御坂町、八代町、境川町の事業は合併以降、事業がストップされておると思いますが、４町の

今後の取り扱いはどのようにするのか伺います。 
 次に協定項目５７のうち給食費についてですが、給食費については現行どおり引き継ぎ翌年

度から統一できるよう調整するとされておりますが、現状と方針はどうなのか伺います。 
 次に協定項目５８のうち通学区域についてですが、先ほどの質問の中にもありましたけども、

通学区域については当面現行のとおりとし、区域境の地域については弾力的な運用に努める。

また新市において児童生徒数の動向を踏まえ、各学校の適正規模・適正配置を検討し、通学区

域の見直しを行うとされています。今までも議会の中で通学区域の見直しについての質問もあ

りましたが、見直しについてはどのようなお考えなのか。またこのへんについても要望書等も

出ていると思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 
 次に協定項目６３のうち、使用料の取り扱いについてであります。教育関係施設使用料につ

いては現行のまま継続し、算定基準の統一化、施設規模、内容に応じた適正料金設定について

新市において調整するとされておりますが、どのようなお考えなのか伺います。 
 その他、各種団体の統合に関することや補助金・交付金についての調整がまだ付いていない

ものがあるのか伺います。 
 続いて２問目ですが、石和温泉・春日居温泉の活性化への対応についてであります。 
 市長が選挙公約に掲げた石和温泉・春日居温泉の活性化については市長が就任し、すでに任

期の３分の１が過ぎようとしておりますが、なかなか具体的な施策が見えてきません。 
 また市でも「暮らしたくなる旅の地 笛吹市桃源郷を目指して」をキャッチフレーズとした

笛吹市観光振興アクションプランの実行も目立っての行動は見えてきません。今回、誠和会か

ら石和温泉、春日居温泉をどのような形で立て直すかというような提案をしたいと思います。 
 笛吹市の将来の発展を考えるに、誰が考えても観光の活性化なくしては市の発展は見えてこ

ないと思います。これは市と観光物産連盟、温泉旅館組合、観光関係者すべての皆さんの意識

転換と協力をいただき、ソフト・ハード両面から整備する提案です。現状では温泉だけでお客
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さんが楽しめるプレイスポットがなく、見るものも少なく、情緒もなくお客さんもまちなかを

歩いているような状況が見られません。そこで以前のバブル時代の石和温泉のイメージを脱却

するため、合併１０年が経過するということで笛吹市の名前にちなみ、このへんも大変難しい

ところがありますけども、名称を笛吹温泉郷と呼称替えし、笛吹温泉郷の中の石和温泉、春日

居温泉として笛吹温泉郷という新たな名称でＰＲする。また経営者全員の発想の転換と意識改

革を図る、これは以下の計画も含め徹底した研修が必要だと思います。 
 またハード事業として何点かありますが、まず石和温泉駅から旅館・ホテル街までの間に仮

称、思い出の小道というような通りをつくってお客さんが徒歩で通行できるコースと、合わせ

て大型バスの駐車場を完備して整備をする。これを補助金などを利用しながら市が設置し、商

工会や旅館組合などに運営委託する。またこの小道は昔ながらの温泉街の風情をつくり出し、

いわゆる夜店街をつくり、遊びのスペースまた食事などのスペース、またこの土産品をこのス

ペースに集約し販売したり、朝市などのスペースとする昔ながらの情緒のある温泉街をつくり、

観光客が徒歩で散策、買い物、飲食ができるようにする。 
 また桃、ブドウをはじめとする笛吹市内の農産物は市内の出荷組合、農家と提携し、価格は

前日の市場価格でお客さんに予約販売をする。これはお客さんに対して安くおいしいものを提

供するということで、温泉郷でのおもてなしになると思います。 
 また温泉に来ていただいたお客さまにあと半日くらい市内に留まって食事などをしていただ

けるような多様なコースを計画し、少しでも長時間、市内に滞在していただけるような目玉に

なり得る施設設備や食事のできるような施設の整備を行う。 
 具体的には市長の提案している花いっぱいのまちづくりとして、市内にある公園の遊歩道な

どに開花時期の違う花・紅葉木等をたくさん植栽し、長い時期、自然が満喫できるような整備

をする。メインとしては、市が拡張整備を行った八代のふるさと公園とケヤキの森を連携した

エリアです。ふるさと公園には桜だけではなく曼珠沙華、花ショウブや紅葉が楽しめる木をた

くさん植栽する。ケヤキの森にはケヤキだけではなく、周辺に赤や黄色のマンサクを大量に植

栽し、マンサクの里として長い間、楽しめるような整備を行う。 
 また見るもの、食べるもの、これは日本一ですというようなものを提供するものや施設とし

ての売りが大切であります。ここに来なければ食べることができないようなこだわりのメニュー

や手作りの昔ながら食材の提供をする。施設はリニアの見える場所に飲食の提供ができる施設

を整備する。ほかにも藤垈の滝や大窪癒しの里公園では水芭蕉だけではなく、ニリンソウをた

くさん増殖したり、山野草などの植栽、彫刻の森にも紅葉木を植え整備をする。御坂桃源郷公

園にはショウブ、アヤメなど水に関係する花や木を大量に植栽する。そのような既存施設への

植栽を多くして、各施設間の連携を図りながら市内へ少しでも長時間滞在していただけるエリ

アなどの整備を行う。観光客により多く来ていただくには、ほかにはない目玉となるような魅

力ある施設整備、既存施設の充実や史跡などの連携により多くのコースの設定を行うと同時に

メディアによる情報発信が必要だと考えます。 
 提案もまだ小規模な提案ですが、市が積極的な支援を行うとともに観光関係者が逆転の発想

ぐらいの考え方でないと現状の打開は難しいと思います。今回の提案は、みんなで知恵を出し

合いながら、この笛吹の観光を活性化させるという観念から何かお考えがあるのか伺います。 
 続きまして３問目ですが、今年の８月予定の高校総体の対応について質問します。 
 先ほどの志村議員の質問の中にもありましたが、平成２６年度全国高等学校総合体育大会が
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１都３県で開催され、笛吹市においても８月５日から境川自転車競技場を中心に自転車競技が

行われます。昨年、一部の地域において説明会が開催されたと聞いておりますが、８月９日に

開催されますロードレースは八代町をスタートし、八代町と境川町内のコース１２．６キロで

全面的な通行止めをしての開催だとお聞きしております。 
 ８月上旬は農家にとっては桃やブドウの出荷の最盛期でもあり、ロードレースのコースも広

範囲になることから沿線住民をはじめ、道路の利用者にも支障が出ることだと思いますので、

協議開催について理解していただくことが最も重要だと考えております。ロードレース協議の

全容および準備の進捗状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。 
 続いて４問目ですが、八千蔵・高家地区についてであります。 
 ９月定例会で誠和会の代表質問をいたしましたが、今回八千蔵地域対策協議会を構成する４市

の市長のうち山梨市長が交代となり、甲府市長も来年の２月が任期ということで質問をいたし

ます。 
 境川寺尾地区と同時進行とされてきた八千蔵高家地区ですが、災害時廃棄物ストックヤード

は県が事業認定を困難ということで止まったようですが、その後も４市の幹事会での事業の素

案を持ち寄るなど協議を重ねていると思いますが、市長もこの問題を正面から向き合うべきで、

４市の共同利用の縛りもありながらも関係市とよく連携をとり、知恵を出し合ってできる限り

早期の解決を図るよう尽力していきたいと思います。一刻も早い具体案の提示ができるよう期

待するものであります。 
 地権者も市長が就任して１年半が経過しようとしておりますが、倉嶋市長としての対応策の

提案も期待しています。ぜひ早急な解決策をお願いするものであります。 
 また市長が交代したところもありますので、八千蔵地域対策協議会で基本協定の締結もあり、

行政責任とされていることから笛吹市長がイニシアチブを取って関係市長に再確認をしていた

だくことと早い対応を求めるものであります。 
 次に、今回の大雪による被害状況と対応について伺います。 
 ２月１４日から１５日の未明に降り続いた大雪は、誰もが経験したことのない大雪でした。

甲府で１１４センチともいわれておりますが、この山間部を抱えた笛吹では１３０センチから

１４０センチぐらいの積雪量ではなかったでしょうか。 
 その中で被った被害は観光面、農業関係、中小企業社、一般家庭と莫大な被害と思われます。

私も１５日の午後、甲府に向かいましたが、あのバイパスは上り車線は甲府の市場のところま

でトラック、乗用車が立ち往生し、また道の真ん中をリュックを背負って片手にスコップを持っ

た市民の姿も多く見られました。その光景はまるで戦場の避難民のようでした。市では１５日

早朝、対策本部を立ち上げ被害状況の把握、除雪の対応、帰宅困難者の受け入れ、炊き出し、

本当にご苦労を願ったと思います。 
 その中で多くの被害を被ったわけですが、特に倒壊等の被害を受けたハウス農家への支援は

撤去費、また労力等も含めた中で、国・県との連携の中でどうなのか伺います。 
 また対策本部を設置した中で、いくつかの問題点も浮き彫りになったことだと思います。こ

のようなことがあってはいけないわけですけども、教訓として見直すべきところはどうだった

のか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
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 答弁を市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 誠和会、中村正彦議員の代表質問にお答えします。 
 まずはじめに合併協定項目の調整についてのうち協定項目１２、消防委員会についてであり

ます。 
 消防委員会の設置については、昨年６月にも同様なご質問をいただいております。合併時に

は旧町村ごとの団員数、部の規模、施設等、消防団組織に地域間格差があり、その平準化を進

めたのちに全市的な観点から消防行政の調査、審議を行っていただきたいと未設置の理由を述

べたところでございます。 
 現在、この格差解消が大きく進んでいないことから、設置の判断については控えさせていた

だきたいと考えております。 
 次に協定項目１７のうち市民憲章と愛唱歌についてですが、市民憲章は市民の皆さまの心に

あり、親しみやすく笛吹市を言い表すものであることが求められます。また愛唱歌についても

市民が愛着を持って口ずさむことができるものであることが望まれます。市民憲章、愛唱歌と

もに市民合意のもとで取り組まれるべきものと考えております。 
 次に協定項目２２の消防団の取り扱いについてですが、本市消防団は合併時７分団１００部

隊で編成されておりましたが、現在は７分団８６部隊に再編されております。 
 今後、引き続き各行政区や消防団の実情に応じて、統合の協議が行われていくものと承知し

ております。 
 現状では１つの部に対応する人口が、芦川町を除いて最大で４倍以上の格差が生じておりま

すので、できる限りこの格差を縮めていく必要があると考えております。 
 次に協定項目２７のうち金川水利組合・市民農園についてですが、金川水利組合については

平成１７年３月に組合規約をつくり、理事の定数、選出方法、任期が定められ、また組合長の

選出について合意がなされたところであります。組合費につきましても合意がなされ、毎年６月

には水割式が行われております。 
 市民農園についてですが、合併前は御坂町と八代町の２つの町で開設されており、１区画５千

円と３千円という利用料の調整ができずに合併を迎えました。その後、平成１９年にかすがい

ふれあい農園を１区画３千円で新設しました。 
 みさかふれあい農園については平成２５年に地主の意向により返還しましたので、現在はや

つしろ、かすがいの２つの農園の合計９７区画、これが結果的には１区画年間３千円の利用料

で統一され、市民の皆さまに耕作していただいております。 
 次に協定項目３５のうち、潰れ地の未登記についてであります。 
 本市における道水路の未登記については旧町村時代から明確な数値、個所などが把握されて

おらず、課税の点からも具体的な解消方法がない状態でありました。合併後、地籍調査が終了

していない石和・芦川地区を除く地区について、平成１８年度から航空写真と地番現況図によ

り全体リストを作成し、平成２０年度からおおむね６，５００筆の現地調査に基づく一筆ごと

の未登記台帳整備を進めてまいりました。 
 これまでは個人による分筆登記や売買などで判明した未登記個所について、その都度解消し

てきましたが、全筆調査が終了した今年度は横断的な庁内検討を行い、具体的かつ最良の解消

方法について協議を進めているところであります。 
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 次に石和町、御坂町、八代町、境川町の地籍調査事業についてですが、総合計画、後期基本

計画にもお示ししたように、芦川町鶯宿第２地区の認証事務と併せて石和町市部地区の認証事

務に取り組み、その後は山林地域の認証に向けて八代町竹居・米倉地区、境川町大黒坂地区、

御坂町上黒駒・藤野木地区の順で事務を進めてまいります。また石和町広瀬、四日市場地区に

ついては、そののちに再調査を計画したいと考えております。 
 次に協定項目５７のうち給食費についてですが、学校給食の提供は安心・安全を最優先に考

えているところであります。給食費につきましては現在のところ統一されておりませんが、給

食費を市内同一といたしますと、食材の納入業者を大手の同一業者にしなければならず、地域

振興といった面や不測の事態への対応、さらに特色ある給食づくりといった点から多くの問題

が予測されるところです。 
 一方、学校間のばらつきが大きいことは決してよいこととは考えておらず、今後も笛吹市学

校給食運営委員会での協議を通じて、できるだけ学校間のばらつきが小さくなるように努力し

ていく考えであります。 
 次に、協定項目５８のうち通学区域の見直しについてであります。 
 志村議員のご質問でもお答えいたしましたが、教育委員会では平成２０年度より一宮町塩田

団地と御坂町成田地区を調整区域として、それぞれ一宮西小学校、石和東小学校を選択できる

ようにし、さらに本年度からは石和町旧岡部地区を調整区域として、春日居中学校を選択でき

るようにしてまいりました。 
 現在、調整区域として成田地区から石和東小学校への通学を認めている児童が１２名おりま

すが、中学校は御坂中学校に進学するという条件について、地区および保護者から石和中学校

への進学も選択できるようにしてほしい旨の要望書が提出されており、教育委員会といたしま

しては、教育的配慮と広く地域保護者の意見を聞く中で検討してまいりたいと考えております。 
 今後の通学区域の見直しについてでありますが、中長期的な視点に立ち小中学校の適正配置

について、地域・保護者の皆さまのご意見を聞きながら見直しを行っていきたいと考えており

ます。 
 次に、協定項目６３のうち教育関係施設使用料についてであります。 
 現在、体育施設の算定基準についてはスポーツ推進審議会に諮問し、答申をいただいている

ところであります。 
 今後は市社会体育施設および学校施設の具体的な使用料について、市スポーツ推進審議会へ

諮問し答申を受け、教育委員会で審議後、市民の皆さまに周知をしてまいります。また社会教

育施設につきましては算定基準、具体的な使用料について社会教育委員会へ諮問し、答申を受

け、教育委員会での審議ののち市民の皆さまへの周知となりますが、できる限り体育施設と時

期を合わせて算定基準の統一化に向けた取り組みを進めてまいります。 
 なお、使用料改定につきましては議会の議決をいただくことになりますので、改めてご提案

させていただきます。 
 次に各種団体の統合、補助金・交付金についてでありますが、各種団体の統合につきまして

はそれぞれの団体の実情に応じて、さまざまな形態により運営されております。多くの団体は

合併後、市の組織として一本化し旧町村ごとに支部を置いて活動している状況です。 
 区長会のように旧町村ごとの区長会を継続し連合会方式をとるもの、消防団のように本団を

組織し旧町村ごとに分団方式をとるもの、スポーツ推進委員会のように支部を置かないものな
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どさまざまな形態であります。 
 補助金・交付金の取り扱いにつきましては、市としての基本的な方針は持っておりますが、

団体の設立趣旨などを勘案する中で、その活動内容から自主運営が可能な組織、補助金を継続

していかなければならない組織など、各部局において個々の実情に応じて対応しております。 
 続きまして、石和温泉・春日居温泉の活性化についてお答えします。 
 石和・春日居温泉郷は笛吹市の宝であり主要産業でありますので、活性化に向けましてはイ

ベントの継続や新たな試みなど、多くの振興施策を実施しているところでございます。 
 議会冒頭の施政方針演説の中でも観光対策、観光の活性化は極めて重要であると位置づけた

ところでありますし、その中心であります石和温泉、春日居温泉の活性化は喫緊中の喫緊の課

題というふうに考えております。 
 ただいま、中村議員から大変詳細なご提案をいただいたところでございます。例えば意識の

改革ということがございます。よく言われることでありますが、各旅館の皆さんがお客さんを

抱え込んでなかなかまちにお客さんが出てこない。したがってまち全体が温泉らしい風情、温

泉街らしく感じられないと。こういったような問題は常々指摘されてきたところでございます。

ぜひそういう面でも、温泉街の皆さま方の前向きな取り組みが期待されるところでございます。 
 また市内のさまざまな公園についての整備の方向とか、これもご提案をいただきました。私

が常々思っておりますのは、今これから消費者の観光客のニーズが本当に高度化する、要求水

準が高まっていく、そういう中で本当に誘客する施設というのは、相当のものでなければなら

ない。中途半端な規模では、なかなかお客さんにご満足いただけない。私はこのように思って

いるところでございます。そういう意味では、本当のところは２０ヘクタールも３０ヘクター

ルも土地を必要とするような、大型施設といったようなものが構想されなければならないわけ

でありますが、これもまた各地でどんどんでき上がっております。 
 先ほどご提案いただいたような小さな公園がいっぱいあります、市内には。これらをブラッ

シュアップして結びつけていくと、こういう発想も非常に私は大事だというふうに思っており

ます。花いっぱいのまちづくりについてのご提案、ご賛同もいただきました。私は花いっぱい

のまちづくりの先には全市公園化、町中が公園のようになる。小さな公園が至るところにある。

また今あるような公園がブラッシュアップされて結びついていく。そういったような構想も大

事ではないかということで、これから市民の皆さんにも提案をしていきたいし、議会の皆さん

のご賛同を得られれば、なかなか大きなお金はかけられませんけども、整備の方向をしっかり

と取り組んでいくべきだというふうに考えているところでございます。 
 今ご提案いただいた点につきましては、私どもに対する応援というふうに受け止めておりま

す。ご提案いただきました内容の中には関係団体と協議が必要なものもございますので、いず

れにしろ具体的にお聞かせいただいて、実施に向けて前向きに検討してまいりたいと、かよう

に考えるところでございます。 
 続きましてインターハイについてのご質問をいただいておりますが、これにつきましてはこ

の次に教育長より答弁させていただきますので、次に八千蔵・高家地区の今後の対応について

お答えを申し上げます。 
 現在、本事業を円滑に推進するために設立された４市で構成する八千蔵地域等対策協議会に

おいて協議を進めているところでございます。本年度はこれまで幹事会を４回開催し、３市と

の意見交換を積極的に行っており、行政責任を果たすべく鋭意検討を重ねているところであり
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ます。 
 今後は４市での協議が整ったところで地域の皆さまへご説明させていただき、また議会へも

経過報告をさせていただきたいと考えております。 
 続きまして、今回の大雪の被害状況と対応についてお答えします。 
 まず農家への支援についてですが、市ではこのたびの農業災害の復旧策として緊急的な対策、

長期的な対策、それぞれ講じて農家の支援をしてまいります。 
 緊急的な対策としましては、ボランティアによる農業関連施設復旧のための仕組みを２月に

立ち上げ、雪かき等について精力的に支援をしていただいているところであります。 
 今後はボランティアの集まり状況に応じて、引き続き的確な復旧対応ができるよう努めてま

いります。 
 長期的な対策としては、災害復旧にかかる経費負担を軽減するための資金支援策を国や県と

協議し方向性が決まり次第、農家の皆さんに支援の内容を一日も早くお知らせしていくよう準

備を進めてまいります。 
 次に市の対応、そして反省点についてであります。 
 先ほど来の答弁にもございますように、２月１４日の晩から総務課および土木課職員が災害

の発生や事故等に備えて市役所に待機し、１５日早朝に災害対策本部の設置を指示しました。

１５日は登庁困難な状況であったため、電話連絡による状況把握と部局ごとの対応を指示、１６日

は多くの本部員が登庁できたため、会議を開催できたところであります。 
 地震と風水害については防災訓練等を通じて対策を講じておりましたが、今回のような豪雪

による災害については想定外であったことから、職員の配備体制をはじめ除雪対応、帰宅困難

者対策、通学路の確保、孤立世帯対応など少しずつ遅れをとったと感じております。 
 今回の反省を踏まえ、雪害につきましても迅速かつ的確な対応ができるよう検討・対策を講

じてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 誠和会、中村正彦議員の代表質問、高校総体の対応についてお答えいたします。 
 平成２６年度全国高等学校総合体育大会の全容および準備の進捗状況についてでありますが、

平成２６年度全国高等学校総合体育大会ですが、笛吹市において８月６日、水曜日から８日、

金曜日の３日間、境川自転車競技場でトラックレースを開催し、８月９日、土曜日にロードレー

スを行います。期間中、全国から約６５０名の監督・選手ほか関係者や応援の人たちが訪れる

ものと予想されます。一般道を４時間通行止めにしてロードレースを開催いたしますが、特設

コース沿線地区は八代町の７地区と境川町の４地区となります。 
 八代支所前を午前９時にスタートし、１周１２．６キロメートルのコースを８周回、総距離

１００．８キロメートルとなり、約１５０台の出走を予定しております。 
 昨年７月から八代町および境川町の区長会への説明後、１０月にかけまして説明会を必要と

しない区を除き、すべての区の役員会において説明させていただき、ご理解・ご協力をお願い

してまいりました。さらにコース沿いの個人宅、事業所、コース外でも影響があると思われる
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トラック協会やタクシー協会などへ戸別訪問させていただき、ご理解をいただいております。

また、これまで広報でのお知らせとともに路線バス会社、ＪＡ笛吹、笛吹市商工会とも協議を

重ねてきております。 
 今後ものぼり旗、垂れ幕の設置や広報への掲載、３月から４月にかけて八代町・境川町の役

員会等への再度の説明会を予定しております。 
 ぜひ、日本一の桃源郷である笛吹市を全国に発信できるような大会にしてまいりたいと考え

ておりますので、市民全員でおもてなしをいただけますよう、この場をお借りいたしましてお

願い申し上げます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ご丁寧な答弁、ありがとうございました。 
 再質問をさせていただきますけども、最初に潰れ地の未登記についてでありますが、旧町村

時代の未登記が相当数あるようですが、道路に協力した地権者も土地を移動するときには大変

支障が出ると思います。早急に対応をお願いするものでありますが、潰れ地について固定資産

税など課税は当然、道路用地ですので課税はされてはいないと思うんですが、このへんはどの

ようになっているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 誠和会、中村正彦議員の再質問にお答えいたします。 
 道路等の公共物の、未登記物件への固定資産税の課税の状況についてのご質問でございます

けども、旧町村時代より多くの未登記個所があるとの認識はございましたが、明確な数値やそ

の個所の把握はもちろん、具体的な解消策等もまだ方策は立ててございませんでした。 
 したがいまして、固定資産税の未登記である現況の公共物に対する個人の所有者への課税と

いった問題も現実としてございました。固定資産税は現況主義を基本としておりまして、現況

に合わせて課税することを原則としております。ただ、土地の面積が公募と実測で違うといっ

た場合には、公募面積を課税対象面積としてやる場合もございますので、必ずしも現況が優先

されていないこともございますけども、こうしたことから未登記の公共物がこれだけ数多くあ

るということで、納税者からの問い合わせ、また分筆登記とか土地の売買などにより判明した

場合には速やかにその都度解消し、また道路関係の部局との連絡調整の中で是正、また解消も

行っております。 
 今回、５年間をかけて作成いたしました未登記台帳というのは固定資産税のそういった問題

を解消していくためにも大変有効な資料であるというふうに考えておりますので、今後この未

登記台帳といいますか、この調査結果を有効に活用して問題の解消にあたってまいりたいと、

こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 そういう、このような潰れ地の固定資産税など課税が市民の皆さまにもできていないという

ことは大変迷惑を掛ける場面も出てくると思います。ぜひ、一刻も早い措置をお願いしたいと

思います。 
 また地籍調査についてですが、私の、御坂町の場合は現地調査が完了して認証事務が残って

いるようですが、もう少しで事業が完了となると聞いております。何年も手をつけていない土

地の名義などいろいろと支障が出てくるとは思いますけども、新たな地区へ着手するよりも、

その旧町村の継続事業を完全に終わるというような、完了するというような考えはないのか、

そのへんのお考えをお尋ねします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中村議員の再質問の地籍調査についてでありますけども、御坂町に３地区ほど、調査をして

も法務局に送付がされていないということで、俗に言う調査未了という形で捉えているわけで

すけども、笛吹市におきましては、芦川の鶯宿の第２地区を現在調査しております。芦川の第

２地区が完了しますと笛吹市内、あくまでも計画したものについて完了したと、成果は上がっ

ていませんけども、調査は完了したということになってきますので、２６年度からは調査が未

了の地区について着手を順次していきたいと。一応、予定といたしましては、２６年度におき

ましては石和町の市部の第１地区をやって逐次進んでいきたいと。どうしても土地のことであ

りますので、所有者等、複雑な権利が入り乱れているため、どうしても事業については遅れる

ということでありますので、なるべく早い時点で解消できるよう努力していきたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 次にこの大雪の被害の中での質問をさせていただきたいと思いますけども、まず先ほどの話

の答弁の中で１５日に対策本部を立ち上げたわけですけども、この対策本部は誰の指示で、こ

の６時半とかというふうに時間帯を聞いておるわけですけども、この早い時間に集まったメン

バーは誰だったのか。また第１回目の対策会議の内容はどのような内容だったのか、お尋ねし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 中村議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほどの答弁の中で１５日の朝、対策本部の設置を指示ということで答弁をさせていただき

ました。１５日の朝６時半ごろでございますけども、市長、総務部長、それから私で電話連絡

をとる中で対策本部の設置が必要だということで、市長から本部の設置の指示がございました。
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それで当日につきましては各部長に対策本部の設置の連絡を電話で行い、また各部局ごとに情

報収集、それから何かあればその対応策についての連絡を逐一市長のところに連絡をして指示

を仰ぐようにということで、連絡をさせていただいたところでございます。 
 １５日については道路の状況がああいう状況でしたので、各本部員が登庁できなかったとい

うことで、私と総務部長が当日の午後、市役所のほうに行きまして被害状況等の把握をしたと

ころでございます。 
 １６日の日に部長たちに集まっていただきまして、一部の部長についてはちょっと家が遠い

ということで市役所までは来られなかったというような状況でございますけども、１０時過ぎ

に市長をはじめ部長、７、８名だったというふうに記憶しておりますけども、第１回目の対策

本部を開催したところでございます。その内容につきましては、人命救助を最優先に対策を立

てていくことを確認したところでございます。それから被害状況等の報告を担当のほうから出

していただいて、それぞれの部局で対応をするという形での会議だったということでございま

す。 
 報告内容については芦川地区の孤立の状況ですとか除雪の状況、今後の見通し、あとＪＲで

の３００人ほど立ち往生の方がいるというような報告と、それから帰宅困難者が出ていること

についての受け入れをしていこうというような決定をしたところでございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 １５日の朝６時半の対策本部の立ち上げの様子は、今の答弁の中で分かるわけですけども、

１４日の夜には立ち上げを考えていなかったでしょうか。あの時点で天気予報は未明に雨に変

わるようなことも言っていたかもしれませんけども、こういう災害、空振りを怖がらないでく

ださい。もう市民、またはいろんな対応、情報の中で過大に大雪が降ります、危険です、決し

て市民の方は空振りでも怒らないと思います。１４日の時点での対策本部としてなんらかの対

応をとるべきだったと思いますけども、そのへんのお考えはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 １４日の時点での対策本部の設置についての検討はしなかったのかということでございます。 
 先ほど中村議員のほうからもあったとおり、天気予報が日が変わってから雨になるというよ

うな予報もあったということで、一応、大雪警報が出ておりましたので第２配備体制はとって

おりました。第２配備というのは、消防防災担当、それから建設部、農林部等、必要に応じて

配備体制をとるということでございますけども、消防防災担当につきましては４名、夜から待

機をさせまして、情報収集等にあたらせたということでございますけども、翌日、雨に変わる、

それもかなり降るだろうという予測の中で、場合によっては大雨洪水警報に変わるのではない

かというような予測もあって４名を待機させたということでございます。これについては、防

災計画の中でも、異常降雪の基準を３０センチから５０センチというようなことで想定して雪

害対策についてはとってきたということでございますけども、まさに今回の１メートルを超え

る雪については想定外ということでございましたので、１４日の時点で災害対策本部を設置さ



 １００ 

せる、あるいは第３配備体制をとるということにつきましては、私、担当課長として考えも及

びませんでした。これにつきましては深く反省するとともに早め早めの対応がとれるよう、今

後計画の見直しを速やかに進めていきたいと考えています。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 今、課長のほうから答弁をいただきましたけども、本当に空振りを恐れないで早め早めの対

応の中で、ぜひ今後教訓としてやっていただきたいと思います。 
 また除雪に対しての、多くの電話等もたぶん市のほうに問い合わせがあったと思います。市

民の多くは、建設関係会社との除雪に対しての応援協定の内容がほとんど分かっていないと思

います。地域の中の道まで除雪が来てくれるものだと思っているんではないでしょうか。また

そういう中で国道、県道、市道と分かれてはおりますが、改めて市道に対しての除雪を理解し

てもらい、またこの応援協定を結んでいる市道の見直し等は考えているのかお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中村議員の再質問の除雪する道路の場所を市民に明示したらどうかというご質問と捉えてお

りますけども、現在のところ除雪する市道につきましては、市道の幹線道路と国道、県道は所

管の県、国等がやるわけですけども、市といたしましては主要幹線道路ということで、その道

路につきましては現在、各支所と協議する中、決定をしているわけですけども、今後はその決

定した図面等をホームページ、あるいは市民に知らせるような形でやっていきたいと。今回の

災害本部におきましては、先ほど総務部長の答弁にあったかと思いますけども、災害本部から

は国道、県道、あるいは市道もここが通れるというような情報が流してもらいましたけども、

今後もこの１メートルの大雪ということは想定されていませんので、今後の反省点として検討

をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ぜひ、その除雪に関しては本当に今回、皆さん、自助、共助の中でそれぞれ雪かき等をして

いただいたわけですけども、改めて今回の大雪を土木部としても検証した中で道路の除雪等に

は携わっていただきたいと思います。 
 最後の質問になりますけども、被災された農家、また痛手を受けた観光業者、中小企業者等

から減免措置を願う声もあがっています。そのへんの対応は、市のほうでは考えているのか伺

いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 被災者に対する減免というご質問でございますけども、税および料等さまざまございますの
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で、それぞれについてどういうことで減免になると、あるいは徴収猶予になるとか、そういう

ようなところはつかみきれないところがございますけども、全体的な考え方ということであれ

ば、当然、今回の災害に限らずそれぞれ例えば住宅が火災になったとかそのようなときにおい

ては減免措置、あるいは徴収の猶予等もあるわけでございます。それぞれの規定の中で対応で

きるところをしっかり対応していくということになろうかと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 以上で質問を終わらせていただきますが、ただいまの減免措置のことですけども、本当に被

災された多くの方が望んでいることです。そのへんのことは十分含めた中で検討していただき

たいと思います。 
 また新年度を迎えるにあたり市政も山積みの課題がありますが、しかし当面この大雪による

被害への対応を敏速に進め、この難局を乗り越え日本一の春、桃源郷が迎えられるようにお願

いしたいと思います。どうもありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、誠和会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を３時５５分とさせていただきます。 

休憩  午後 ３時４３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 議長の許可を得ましたので、通告に基づき質問をさせていただきます。 
 公明党の川村でございます。 
 今回は大雪に見舞われ、本市にも甚大な被害をもたらしました。ケガをされた方、亡くなら

れた方に対して心からお見舞いとお悔やみを申し上げます。今こそ英知を結集し、一日も早い

復旧・復興を願いながら質問をさせていただきます。 
 まずはじめに健康、福祉施策についてお聞きいたします。 
 ガン検診推進事業として平成２１年度から５年間、無料クーポン券制度（国の補助事業）が

導入されてきました。このたび厚生労働省は子宮頸ガンと乳がん検診を無料で受けられるクー

ポン券を受け取ったものの、受診しないまま有効期限が切れた女性を対象にクーポン券を再発

行することや受診勧奨、コールリコールすることを決め、この取り組みが今年度の補正予算に

盛り込まれました。そこでお伺いいたします。 
 １．本市において、この５年間で実施してきた無料クーポン券の配布件数と検診状況をお伺

いします。 
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 次に平成２６年度・２７年度において、ガン検診推進をどのように取り組むのか。今まで配

布を受けて検診につながらなかった方に対して、個別勧奨についてどのように取り組むのか。

また２０歳４０歳になった方に対して、無料クーポン券の配布を続けるのかどうか、お伺いし

ます。 
 次に厚生労働省が掲げる平成２８年度での受診率５０％の達成見込みは、いかがでしょうか。 
 ピロリ菌対策について、伺います。 
 今まで胃ガンの原因は生活習慣などによるものと思われていましたが、実は胃ガンの原因は

９５％はピロリ菌の感染によるものであることが分かりました。国内では胃ガン患者の９５％

がピロリ菌に感染しており、特に中高年の感染率が高く、５０歳以上の大半がピロリ菌の感染

者との調査報告もあります。そこで以下の点について伺います。 
 １．ピロリ菌を除菌することが胃ガンの予防には効果的です。まず、感染の有無の検査を推

進することについて本市のご所見を伺います。 
 ２．特定健診と同時にピロリ菌有無検査の申し込みができるようにしてはどうでしょうか伺

います。 
 次に、データヘルス計画の策定と推進について伺います。 
 ２０１２年度に、全国の医療機関に支払われた医療費が過去最高の３８．４兆円になったと

厚生労働省が発表しました。団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年度には、約５４兆円に達

する見込みで医療水準を維持するとともに財政の改善が課題となっています。その中で日本最

高戦略において国民の健康寿命を延伸するというテーマの中で予防、健康管理の推進に関する

新たな仕組みづくりとしてデータヘルス計画の策定が盛り込まれています。データヘルスとは

医療保険者によるデータ分析に基づく保健事業のことでレセプト健康診断情報等を活用し、意

識づけ、保健事業、受診勧奨など効果的に実施していくために作成するのがデータヘルスの計

画です。その先進的な事例が広島県呉市でレセプトの活用によって、医療費適正化に成功して

いる呉方式として注目を集めています。本市におきましても高額医療の抑制となる生活習慣病

対策や医療費の適正化に向けて予防活動のさらなる推進が重要であると思いますが、今後の重

要課題としてデータヘルスの導入について検討していただき、取り組みの推進について以下の

点について伺います。 
 １．今現在、１人当たりの医療費の推移はいかがでしょうか。 
 ２．本市の医療費削減にどのように取り組んでいるか、その状況と今後の施策についての方

向性はいかがでしょうか。 
 ３．レセプト分析活用して、どのように市は考えているかお聞きします。 
 次に、子どものネット依存対策について伺います。 
 携帯電話やスマートフォンの使用率は非常に高く、私たちにとって生活になくてはならない

ものになっています。パソコンや携帯電話でインターネットに熱中するあまり、健康や生活に

支障を来たすネット依存の中高生は、全国で推計約５２万人という調査報告を厚生労働省が公

表し、子どものネット依存の深刻な実態が明らかとなりました。現在ではインターネット普及

率は国民の８０％であり、特に６歳から１２歳は約７０％、１３歳から１９歳までは９７％と

ほぼ１００％近くにのぼっています。またここ２年間でスマートフォンの利用者が子どもたち

の間でも爆発的に増加しており、利用時間も１日１時間４７分という実態調査が分かりました。

日常生活においても引きこもり、学校の成績低下、不登校、さらには窃盗などの犯罪に手を染
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めるケースもあるようです。とりわけ早期発見が何よりも重要であり、遅刻・欠席を繰り返し

たり、無気力だったりと日常生活の中で発する依存のサインを見逃さないことが大事であると

思います。 
 そこで以下の点について、伺います。 
 １．子どものネット依存が増加している問題について、本市の見解と現状の把握はいかがで

しょうか。家庭においてそんな事例はあるでしょうか。また利用実態の調査はしていただ

いているでしょうか。 
 ２．今後、学校でスマホ・携帯電話などとのつき合い方に関する教育も必要であると思いま

すが、現状はいかがでしょうか。またルールづくりを提案しますが、いかがでしょうか。 
 ３．指導内容や実態を把握した結果を市職員および教職員全体で共有し、予防や対策が講じ

られる体制が必要であると思いますが、いかがでしょうか。 
 それに対して、カウンセリングの体制はあるでしょうか。 
 まず早期発見・早期対応が大切であることから、教職員やＰＴＡに対する教育や研修会など

の対応はいかがでしょうか。 
 次に、子どもの貧困対策推進法について伺います。 
 日本では、非正規雇用で働く保護者の増加などで貧困に苦しむ子どもたちが増えております。

その割合は貧困率で示されており、貧困率とは過程の所得がその国の標準的所得の半分以下に

なる世帯の割合を示し、１７歳以下の子どもの貧困率は１５．７％に達し、１９８６年の調査

開始以来、最も高くなっており、特にひとり親世帯に限ると５０．８％にのぼるとユニセフの

報告でも日本は先進国３５カ国中９番目に高い水準となっているのが現状でございます。 
 貧困による経済格差が子どもたちの人生に与える影響は大きく、高校や大学への進学を希望

しても経済的な理由で断念、専門的な知識を取得できないために大人になっても安定した仕事

に就けず、容易に貧困から抜け出せない場合も少なくないようであります。小中学校時代に貧

困が原因でいじめにあい不登校に陥り、進学の夢さえ抱けない子どもたちもおります。 
 このような状況から、親から子への負の連鎖は貧困の固定的化につながっていることから社

会全体の支援で断ち切らなければなりません。この法律は子どもの将来が生まれ育った環境に

よって左右されることのない社会を実現するため、貧困の状況にある子どもたちがすこやかに

育成される環境を整備し、教育の機会を均等に図ることなどを目的としています。この法律に

よって、地方公共団体には子どもたちの貧困対策を国と協力して地域の状況に応じた施策を実

施する責任があることが明確になりました。その基本的施策には、低所得者への無料学習支援

や奨学金の充実、貧困状況にある子どもたちとその保護者に対するサポートシステムの構築な

どが挙げられています。今後は理念だけではなく、これをもとにいかに具体的な施策を進め、

地方自治体で子どもたちの貧困対策の目標と計画づくりが実行できるかが問われています。そ

こで以下の点について伺います。 
 １．子どもの貧困対策法に対して、市の対応はいかがでしょうか。 
 ２．貧困の連鎖を断ち切るための学習支援は、どうされているでしょうか。 
 ３．学習・生活・進路に対する相談体制はあるでしょうか。 
 それから４番目として、生活困窮者自立支援法について伺います。 
 新制度において生活保護制度の見直しに合わせ、生活保護に至る前段階にある生活困窮者を

対象に、自立に向けた総合相談支援を中心に第２のセーフネットを構築していくこととなりま
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した。この相談を踏まえ個別の計画のもと住居確保の家賃補助、生活就労訓練、子どもへの学

習支援などを提供し、また借金を抱える生活困窮者には家計を再建できるよう、きめ細かく対

応していくものと認識しております。そこで以下の点について伺います。 
 １．この支援法に対する市の見解は、いかがでしょうか。 
 ２．この法律における先進事例によりますと、相談窓口での業務は総合的かつ継続的な支援

が必要なため、仕事は広範囲に及ぶことが予想されています。したがって本市において相

談窓口を設置するのにあたり、新たな担当部、また係の設置が必要になると思いますが、

市のお考えはいかがでしょうか。 
 ３．中間的就労とは直ちに一般的職業に就く、一般就労とは難しい方に本格的な就労に向け

た準備の一環として日常生活の自立や社会参加のために働くことでありますが、中間的就

労の場を確保するための方策はいかがでしょうか。 
 最後に５番目として、消費税率アップに伴う負担軽減対策について伺います。 
 今年の４月から消費税率が引き上げられるのに伴い、影響が大きい家庭への負担軽減策とし

て住民税非課税世帯には臨時福祉給付金、児童手当受給者世帯には子育て世帯臨時特例給付金

が支給されることとなりましたが、本市の対応についてお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問、健康・福祉施策についてお答えいたします。 
 はじめにガン検診推進事業ついてです。 
 本市では平成２１年度から子宮ガン検診と乳ガン検診を、２３年度から大腸ガン検診を対象

者全員に無料クーポン券を通知して実施しております。 
 ２１年度から２４年度までの受診状況ですが、子宮ガン検診は対象者８，６３６人に対して

受診率は約２７．４%、乳ガン検診は対象者９，７２０人に対して受診率は約３２．７%でし

た。また２３年度から２４年度の大腸ガン検診につきましては、対象者９，７２４人に対して

受診率は約１４．９%でした。 
 今後の取り組みについてですが、平成２６年度は子宮ガン検診は新たに２０歳、乳ガン検診

は新たに４０歳になる女性に対しても無料クーポン券の個別通知をするとともに、子宮ガン検

診・乳ガン検診の平成２１年度から２５年度までの未受診者の方にも、今後も受診勧奨通知を

送り、受診率を向上させる取り組みを行ってまいります。 
 しかし、笛吹市の現在のガン検診受診率は前述のとおり１４．９%から３２．７%であり、

国が掲げる平成２８年度の受診率５０%達成につきましては大変厳しい状況でありますので、

さらなる受診勧奨に取り組みたいと考えております。 
 次にピロリ菌対策についてでありますが、昨年６月の一般質問でお答えさせていただきまし

たが、ご指摘のとおりピロリ菌につきましては胃ガンの発症率を高める要因となることが報告

されております。しかしながら、ピロリ菌の除菌によって胃ガンの発症率は減りますがゼロに

はなりませんので、胃ガン検診を受けなくていいということではありません。 
 今後も胃ガンの予防といたしまして、胃ガン検診の受診率の向上に努めてまいります。ピロ

リ菌有無検査につきましては胃潰瘍・十二指腸潰瘍のみならず、慢性胃炎の治療にまで保険適
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用になりましたので、広く制度が拡大したことの周知を行うとともに胃ガン検査で所見のある

人には受診勧奨をしてまいります。 
 したがいまして、市で実施します検診へのピロリ菌検査の導入につきましては、今後も研究

成果や国の動向を注視しながら判断してまいりたいと考えております。 
 次にデータヘルス計画についての質問です。 
 まず１人当たりの医療費の推移についてでありますが、過去３カ年の同時期平均で１人当た

りの医療費は平成２３年度は１万８，９４０円、平成２４年度は１万９，８９２円、平成２５年

度は前年比で５．４%増の２万９８１円となっております。 
 次に医療費軽減策の取り組み状況と今後の施策の方向性についてでありますが、少子高齢化

および医療技術の高度化に伴い、増え続ける医療費の軽減策といたしましては生活習慣病等の

疾病の予防、特定健診および各種ガン検診等による疾病の早期発見・早期受診の勧奨等を行っ

ており、このことが疾病の発症・重症化の予防であると考えております。特に医療費が高額と

なる腎臓病予防対策に取り組んでいるところであります。 
 今後は健診未受診者対策、健診受診者のフォローアップ、生活習慣病の１次予防に重点を置

いた取り組み等を医師会、商工会、他の健康組合等と連携し推進してまいります。 
 次にレセプト分析活用についてでありますが、１月１９日に生活習慣病重症化予防対策の一

環として「国保フォーラム慢性腎臓病ってなんだろう」を開催するにあたり、平成２３年度に

導入された国保総合システムを活用し、最近のレセプトで高血圧または糖尿病の病名がある１８歳

から６４歳の国保被保険者２，５２０人に案内の通知を発送したところ、多くの方々に参加し

ていただき、ご好評をいただきました。このようにレセプト分析を生活習慣病への予防対策、

疾病の発症・重症化予防にも活用してまいります。 
 今後は国からの詳細内容の通達が示され次第、データヘルス計画の策定や平成２６年度から

稼働する国保中央会の国保データベース（ＫＤＢ）の導入など、国の動向を注視しながら対応

してまいりたいと考えております。 
 続きまして２番目のご質問、子どものネット依存対策、そして３番目の子ども貧困対策推進

法についてのご質問は教育長より答弁をいたしますので、私からは続きまして生活困窮者自立

支援法についてお答えをいたします。 
 昨年１２月に可決成立した生活困窮者自立支援法は、増加する生活困窮者に早期に支援を行

い、自立の促進を図るため就労支援や自立相談の実施、住居確保給付金の支給などの支援を行

うものであります。 
 したがいまして、これらの支援は最後のセーフティネットである生活保護に至る前の段階で

自立支援策を講ずる、いわゆる第２のセーフティネットとして必要があるものと考えておりま

す。 
 次に相談窓口の設置等についてでありますが、支援法の施行は平成２７年４月１日で、必要

な政省令がこれから示されますので、生活困窮者に包括的な支援体制が取れるよう早急に検討

し、準備をしてまいりたいと考えております。 
 次に中間的就労の場を確保するための方策についてですが、市では生活困窮者に就労の機会

を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練事業の実施を検

討してまいりたいと考えております。 
 続きまして、消費税率アップに伴う負担軽減対策の臨時福祉給付金についてお答えします。 
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 消費税率引き上げに際して低所得者に与える負担増に適切に対応するため、また子育て世帯

臨時特例給付金は子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る

観点から暫定的・臨時的な給付措置として国が行うものであります。 
 実施主体は市町村になりますので、保健福祉部福祉総務課が臨時福祉給付金給付事務を担当

し、子育て世帯臨時特例給付金事業は児童課が担当します。給付にかかる経費につきましては

国の補助金が全額交付されることとなっており、平成２６年度の当初予算で臨時福祉給付金給

付事務２億７，５００万円を、また子育て世帯臨時特例給付金事業は１億７００万円を計上し

たところであります。 
 給付金業務システムを導入し、臨時職員を雇うなどして６月の市県民税の決定後、給付金の

申請手続きがスムースに行えるよう準備をしてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 公明党、川村惠子議員の代表質問にお答えします。 
 はじめに子どものネット依存対策のご質問のうち、市の見解と現状の把握についてでありま

すが、本市においてインターネット依存やスマートフォン中毒についての調査は行っておりま

せんが、今回の学校教育ビジョンの改訂作業におきましても委員の中で話題になったところで

あり、教育委員会といたしましても大変危惧しているところでございます。 
 笛吹市教育協議会発行の２０１２年笛吹教育白書によりますと、本市における小中学生の携

帯電話の所有率は学年が上がるにつれて高くなっており、小学３年生２０％、５年生３０％、

中学２年生６０％であります。またその用途を見ると小学生は家族との通話が最も多く、中学

生はメールによる友だちとの連絡が最も多くなっております。 
 また議員ご指摘のように、厚生労働省研究班が行った調査ではパソコンやスマートフォンを

使ったチャットやメール、オンラインゲームなどに没頭してしまうなど依存度の強い中高生が

全国推計では約５１万８千人にのぼり、睡眠不足や体調不良、食事の不摂取など健康への悪影

響が心配されています。 
 以上のことから本市におきましても学校と連携をし、なんらかの方法でネット依存について

の実態調査を行っていきたいと考えております。 
 次に学校における教育やルールづくりについてでありますが、学校における情報教育はメディ

アリテラシーのみならず情報モラル教育も行っており、情報機器の危険性についてもさまざま

な場面で学習することになっています。また、特に中学校では情報機器を媒介としたいじめや

誹謗中傷、性被害等の事件に巻き込まれる可能性も否定できず、情報機器の利便性と危険性に

ついて、警察署から講師を招いて研修会を開催しております。 
 しかし実際に情報機器を使用する場面は家庭生活の部分がほとんどで、その危険性について

保護者を含むわれわれ大人がどれだけ理解しているのかにかかってくると思われます。 
 次に予防や対策を講じる体制、カウンセリングの体制、教職員や保護者に対する教育につい

て合わせてお答えします。 
 教育委員会といたしましてはこれまでの各学校の情報教育に加え、ネット依存症の危険性も
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含めた予防と対策を講じていかなければならないと考えております。 
 教育委員会の指導主事が中心となり、各学校の情報教育担当者を集めた研修会の開催、ネッ

ト依存症についての資料提供等を積極的に行ってまいりたいと考えております。 
 また学校と連携して各家庭に情報を提供したり、情報機器を買い与えるときの家庭内ルール

づくり、さらに学校のスクールカウンセラーやふえふき教育相談室での相談体制を充実させ、

笛吹市の子どもたちをネット依存症から守るために努力してまいりたいと考えております。 
 続きまして、子ども貧困対策推進法についてお答えします。 
 まず市の対応でありますが、法律では国が大綱を定め、県はそれを勘案し子どもの貧困対策

についての計画を定めるよう努めることとされておりますが、現在のところいずれも定められ

ていない状況であり、市といたしましても今後における国、県の動向を注視するとともにそれ

らを踏まえ、必要な施策を講じていきたいと考えております。 
 次に貧困の連鎖を断ち切るための学習支援についてでありますが、貧困が親から子どもへ連

鎖する、いわゆる貧困の連鎖が指摘される中、それを断ち切るためには早期から適切に対応す

るとともに子どもが置かれた状況をさまざまな観点から把握し、支援に努めることが重要であ

ります。 
 本市では貧困の状況にある子どもだけを対象とした学習支援は行っておりませんが、教職員

による放課後や長期休業中の補習教室、退職教職員や学生ボランティアによる土曜学びの広場

や学習支援を行っております。また就学援助費という形でも支援をしているところであります。 
 次に学習・生活・進路に対する相談体制についてでありますが、学校においてはスクールカ

ウンセラー等を活用しながら学習や進路に対する相談体制の充実を図るとともに、教育委員会

やふえふき教育相談室、保健福祉部生活援護課、児童課における家庭児童相談室など関係機関

が連携する中で、保護者の生活上や経済的な相談にも応じているところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。順次、再質問をさせていただきます。 
 はじめに健康と福祉施策についてですけども、無料クーポン券の件なんですけども、大阪府

の池田市では子宮頸ガン検診の受診率が例年１０％前後だったのに対して、無料クーポン券を

配布したところ３０％に上昇し、クーポン券の期限が切れる３カ月前に再度受診勧奨をしたと

ころ１０ポイント上がって４０％を超えたという例もあります。また調査によりますと未受診

者の理由として、忙しくて受診できなかったのが５割、これから受診するつもりだったが４割

強ということで、もう一度チャンスがあれば受診率が高まる可能性が高いといわれております

けども、先ほど笛吹市の受診率を聞きましたら本当に低い状況であるのが分かりました。そう

いった意味ではこのコールリコールということでどういった利用をしながら、受診率を上げる

ためにもう一歩どういうふうにするかをお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 お答えします。 
 ご指摘のとおり例えば子宮ガン検診であれば２１年度は２１％の受診率でした。それが２５年

度は１７％というふうに下がっております。それから乳ガン検診についても３１％が２３％と

いうふうに下がっております。やっぱりそのへんの分析をしっかりしなければならないかなと

思います。 
 受診勧奨につきましては積極的にやっているわけですが、また先進例も参考にさせていただ

いて、この率を元に戻し、さらには国で目標としております５０％に向けて、さらに頑張って

いきたいと思います。またよろしくお願いしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ受診率をアップするために、コールリコールという部分で職員の方のもう一歩の努力を

お願いしたいと思います。 
 それから胃ガン検診のピロリ菌に対してですけども、去年、渡邉議員が質問したと同様の答

弁だったわけですけども、やっぱり検診率をアップするには検診項目を充実することが重要だ

と思うんですね。血液検査をすることによってピロリ菌の有無が分かりますので、ぜひそういっ

た意味では集団健診のときにピロリ菌のありなしができるように、もう一度盛り込むという考

えはないでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 答弁をさせていただきます。 
 ６月の議会で答弁をさせていただきましたけども、学会のほうでもまだそのへんが正確に把

握できていない、研究が統一されていないというような状況もある中で、県内のピロリ菌検査

の導入については県に確認したところ、まだありません。このへんを十分に検討させていただ

いて、効果があるであればぜひ前向きに検討したいと思います。今のところ病名が付けば保険

適用になるということがありますので、そのへんを周知しながら受診率について上げていきた

いというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ピロリ菌があるなしによって胃ガンになりやすいということが分かっている状況ですので、

ぜひその集団検診に行ったときに、ちょっと厚くすることによって、わざわざピロリ菌がある

かないかだけというのはなかなか個人としては除菌に行く、検査はしても、保険適用になった

ので除菌はしても、そのありなしということが手軽に町の検診で分かるということは非常に大

事なことだと思うんですね。ぜひ受診項目を厚くして、検査項目を厚くすることが検診率のアッ

プに必ずつながると思いますので、このへんをよく精査していただいて実施できるようにお願
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いしたいと思います。 
 この婦人の子宮ガン、乳ガン検診に関しては本当に先ほども言いましたようにコールリコー

ルということが、やっぱり国としていかに大事かということで、女性の健康を守るということ

で打ち出された２６年の事業ですので、それに則って、また受診率が上がりますようにご努力

をお願いします。 
 それから医療費削減ということで、この間、委員会でも審議がありました。本当に２２年、

２３年、２４年からは５％ずつ増加している、いろんな事業をしているにもかかわらず、やっ

ぱり増加しているということは、しっかり受け止めながら、削減に向けて頑張っていただきた

いことと、その重複受診者というか頻繁に受診される方が多いということなので、そういった

ことに対しての対策としてはどのようにしているのか。また糖尿病に対する有病者の割合が増

加しているということで、この重症者予防対策としてどのような点に力を入れているのか、お

聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 重複受診対策につきましてですけども、今度お話が出ておりますように２６年度から稼働い

たします国保データベースシステムの準備をしてきましたけども、この４月から運用が開始さ

れるということで、被保険者の医療の情報から対象者を絞り込むということで、医療機関と共

同して被保険者に必要な指導を行うということで、取り組みを行っていきたいというふうに考

えております。 
 それからあと糖尿病の重症化の関係のことでございますけども、特定検診、それから特定診

査の結果から対象者を抽出いたしまして精密検査、あるいは治療が必要な対象者に対しまして

面接、それから通知等で受診勧奨を行っているというのが今現在の状況であります。これに加

えまして、さらに医療機関の受診が確認できない場合には再度、受診勧奨を行っているという

ことで今現在、行っております。あとは健康増進課等と連携を取りながら糖尿病の予防教室棟

も開催しているというような状況でございますので、今現在の対策といたしましては、そのよ

うな状況でございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひいろんな事業を取り組む中で、医療費が削減できるような方向性でよろしくお願いいた

します。 
 それから教育委員会のほうですけども、本当に先ほどスマホの所有者、特に携帯電話でスマ

ホの所有者の割合が増えて、子どもたちの中でＬＩＮＥによるいじめが横行していると。その

中で、ＬＩＮＥによってグループ外しなどのトラブルが多発しているとか、スマホを所持する

ことによってネット依存の増加に拍車をかけている。またこのネット依存というのは、アルコー

ルや薬物依存とは違って診断基準が確立されていないとか、専門医療機関が少ないということ

もいわれています。このＬＩＮＥによってのトラブルとか、いじめとかの報告が笛吹市の中で

ありますでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 川村議員のご質問にお答えいたします。 
 中学校において、今年度３件ほど教育委員会のほうにトラブルとして報告があがってきてお

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 おそらく本当にＬＩＮＥというのは私も初めて知りましたけども、始まるといつ終わるのか

分からないぐらいどんどん続けていくというのがひとつのあれでして、親とか先生たちになか

なかＬＩＮＥをやっていることが分かりにくいということが１つの問題になっていると思うん

です。今後も、今は３件ですけども増える可能性がありますし、そのことによるいじめによっ

て不登校にならないように、やっぱりきちっとこれから現状を把握しながら先生方、市の職員、

ＰＴＡ、あらゆる方々がこの依存症ということをしっかり認識した上で、依存症にならない子

どもたちをつくるために施策をやっていただきたいなというふうに思います。 
 それから生活困窮者のことなんですけども、本当に本市の中にもなかなか相談したくても相

談する場所が分からないとか、あるいは自分に適用される制度があるのかどうかということも

分からないという方もいらっしゃいます。今回、笛吹市のこの４月の終わりに本庁舎が耐震化

が終わりまして新たにきれいになる、安全になるということですので、とにかくその一画を設

けて、総合相談窓口、そこに行けば専門職の人がいて、すべてその人の悩み、困っていること

が救済できるという総合相談窓口、この本庁舎の耐震もできますので、そういった一画を利用

していち早く設置をするという考えはあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 一般的な総合相談窓口とは別に、簡素な旧措置の件での総合相談窓口ということでよろしい

んでしょうか。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 あくまでも生活困窮者自立支援法に基づいた総合支援センターのことです。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 今、保健センターのほうでは２階部分ですね、道路から入った２階部分に、窓口を設けてそ

こに来ていただければ、そこから各関係の担当のほうへ割り振るようになっております。基本

的にはお年寄りであれば包括支援センターのほうへ行っていただくと。そこへ相談を受けると

いう格好になりますけども、お子さん方については１階のほうへ行って窓口で相談を受ける。

最初の入り口のところで相談を受けていただくという格好になっていると思います。今、老人

とそれから障害者等の相談が別々になっているんですね。社協のほうにお願いしている関係も
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ありますので、そのへんを将来的には一体とした形で総合相談窓口をつくっていきたいという

ことも今、社協等も含めて検討させていただいているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひこの自立支援法のもとによりますと６項目ありまして、この１、２の部分で第１に掲げ

ているのが総合支援センターを設置しておく、行って自立相談支援事業というのが必須事業に

なっています。今、一番思うことは１人の人が相談に行っても、部署を教えてもらっても、そ

こにまた行って同じことを繰り返さないと解決には至らない。となると、かなりのエネルギー

がいりますし、途中で挫折してしまうということも多々あると思うんです。それでこの２７年

度の施行にあたっても、いち早くその人の根本から支援をしていくという意味で、ぜひ総合相

談窓口、分庁舎方式でもありますし人員確保も難しいと思いますけども、ぜひよろしくお願い

いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 今の件については、答弁は必要ですか。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 いただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 では答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 答弁をさせていただきます。 
 ご指摘の点、前向きに検討させていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 先に延長を行います。もうすぐ５時になりますので、時間延長をさせていただきます。 
 日本共産党の代表質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表いたしまして、代表質問をさせていただきます。渡辺正秀でございます。 
 はじめにこのたびの未曾有の豪雪被害に対して、まず心からお見舞い申し上げたいと思いま

す。今回、農業振興について質問を用意いたしましたけども、この農業振興の前提を打ち砕い

てしまうような大災害です。万全の対策をまず求めたいと思います。 
 倉嶋市長は日本一桃源郷宣言を行いました。これは日本一の果実郷、笛吹市農業を維持発展

していく決意を示したものと理解しております。 
 今、笛吹市農業発展のさまざまな動きが始まっております。ＪＡ笛吹では総合的な営農支援

センターをつくり、営農支援の飛躍的発展に着手しております。グリーンファームが農水大臣

賞を受賞するなど地産地消、農業の６次産業化に取り組んでおります。新規就農者が増えはじ

め、若手農業者、先輩農業者との新たな連携が生まれております。ＥＭ菌を使って品質向上と
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減農薬有機農業を進めるグループの活動も広がっております。一方、ＴＰＰ交渉や大企業優遇

の農業政策など地域農業にとって厳しい現実もございます。 
 こうした中で笛吹市農業の維持発展のために行政ができること、やらなくてはならないこと

は何か、以下伺いたいと思います。 
 まず第１は行政の第１の役割、農業関係者の連携・交流を後押しすることだと思いますが、

その点での市の考えと施策を伺います。 
 ２つ目に農業後継者の育成に関して、市の支援策が大きな成果を上げていると思いますがま

だまだ不十分だと思います。私どもはかねてから４０歳未満の方、そして月５万円までの支援

拡大ということを提案してまいりましたけども、今それ以上にこの支援が必要なことが明らか

になっているのではないかと思います。 
 ３つ目に遊休農地解消、適切な農地利用のために独自のシステム確立を急ぐべきだと思いま

すが、市の考えを伺います。 
 ４つ目にバイオマスセンターは中止になりましたが、ＥＭ菌活用をはじめ減農薬有機農業に

対する支援は必要です。この考えを伺いたいと思います。 
 ５つ目に、農業地域と都市との交流事業の促進の考え・計画を伺います。 
 ６つ目に資材、燃料等高騰に対する対策を伺います。 
 これが第１問目でございます。 
 続いて水道、下水道の耐震化と財政問題についての質問でございます。 
 東日本大震災で水道、下水道施設も多大な被害を受けた。管種で被害が少なかったのはポリ

エチレン管、耐震補強ダクタイル鋳鉄管でございました。合併処理浄化槽と下水の被害を比べ

ると下水のほうが大きな被害を受けました。本市においても東日本大震災の被害を教訓に、そ

の対策が求められると思います。 
 今後、水道施設では地震対策や浄水場に続く配管工事の増、下水施設では地震対策と莫大な

借金の返済などで財政問題が大きな課題になります。合併処理浄化槽事業の事業主体では、市

町村設置型が個人設置型に比べ財政的にも断然有利でございます。配管材料としてはダクタイ

ル鋳鉄管よりポリエチレン管のほうが材料費、工事費ともに安いものでございます。こうした

ことを前提に以下伺います。 
 まず第１は、下水道マンホールや管の接続部の耐震化対策が必要な個所はそれぞれ何カ所あっ

て、何カ所が対策済みか。 
 ２つ目に下水道管、水道管の管材ごとの延長距離は何キロメートルか。耐震化が済んでいる

延長距離、耐震化が必要な延長距離は何キロメートルか。 
 そして３つ目に下水道管、水道管の敷設替え必要距離、新設計画距離はそれぞれ何キロメー

トルか。 
 ４つ目に水道ビジョン、下水道計画による１０年程度の長期事業費はいくらとされているか。

現在の進捗と費用はどうなっているか。 
 ５番目に排水処理事業、水道事業における建設費節減の決意とその方法を伺います。 
 具体的には１つは下水道計画区域を見直し、市町村設置型合併処理浄化槽事業を検討する考

えがあるかどうかということでございます。 
 ２つ目は、安くて丈夫なポリエチレン管中心の建設を検討すべきだと思いますがいかがでしょ

うか。 
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 まず、以上について答弁を求めたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 日本共産党、渡辺正秀議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに、農業振興策のうち農業関係者の連携・交流についてであります。 
 笛吹市では平成２４年度から人・農地プランに基づき、農業の経営基盤づくりを行っており

ます。これは担い手不足と遊休農地解消等、これからの農業の問題点を地域ごとに解決するた

めに設けられた国の施策であります。 
 本市では人・農地プランの対象地の枠について、合併前の旧町村単位の７地区を集落会単位

と位置づけ、これからも必要に応じて集落会を開催してまいります。各地区の集落会役員は農

業委員、農協職員、円滑化団体、青年農業者等により構成されており、まさに農業関係者によ

る連携・交流の場となっております。 
 普段から農業振興については地域住民、農協や市役所、県があらゆる情報を共有しながら連

携し行っておりますが、そこに人・農地プランを組み入れることにより新たな農業関係者を巻

き込み、各プランを発展的に進めることができるものと考えております。 
 今後は笛吹市全体の農業形態の統一を目指すというのではなく、小規模な地域ごとに適合し

た農業形態の形成を支援し、地域の特色や将来への意向を組み込んだ農業の振興を図ってまい

ります。 
 次に、農業後継者の育成支援についてであります。 
 国の施策といたしましては、青年就農給付金制度があります。この制度は独立自営を目指す

者に対し、給付しております。 
 国の施策の対象外となる農業後継者に対しては、笛吹市独自の農業後継者育成支援制度があ

ります。平成２５年度は３０名の給付対象者がおり、他市にはないこの支援制度は担い手確保

の面から効果があると考えております。 
 この市独自の制度では３０歳未満の新規就農農業後継者に毎月３万円、最長５年間補助金を

支給しております。５年を目途に見直すことになっており、５年目にあたる平成２６年度は支

給年齢の引き上げや月額支給額の増額改定の是非も含め、制度の見直しを行ってまいります。 
 次に、適切な農地利用のための独自システムについてであります。 
 市では平成２２年６月に策定した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想により、

農地利用集積円滑化団体でありますＪＡふえふきによる農地集積事業を進めると同時に、市単

独事業である農地流動化補助金制度を活用してさらなる農地の集約化を図り、毎年約５０ヘク

タールの利用集積を行ってまいりました。 
 国では中間管理機構による農地集積事業を進めるとしておりますが、市では国の動向に注視

し、引き続き県農務事務所、農業委員やＪＡなど農業関係者間で農地や担い手の情報を共有し、

連絡を密にしながら遊休農地の解消と農地の集約化を進めてまいります。併せて援農支援セン

ター、営農支援センター、地域再生協議会の３つ組織の連携を密にすることにより、笛吹市独

自のスタイルで担い手育成や遊休農地の解消など適切な農地利用の推進を図ってまいります。 
 次に減農薬有機農業に対する支援についてですが、バイオマスタウン構想に則り、今後も減
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農薬、有機農業を推進してまいります。現在、石和町井戸にある生ごみを原料とした堆肥化施

設において堆肥等を配布し、有機農業の推進を図っております。同施設では生ごみから作った

堆肥と培養したＥＭ液を無料配布しており、年間延べ２，５００人から３千人の方々が利用し

ております。 
 今後は経費面と配布方法に検討を加え、引き続き減農薬有機農業に対する支援を図ってまい

ります。 
 次に農業地域と都市との交流事業促進についてですが、当市においては観光農園という形態

を通しての展開は全国でも有数のものでありますが、体験プログラムを整えた交流、ワーキン

グホリデー、民泊といった方面での取り組みはこれからの課題かと捉えております。 
 最近、近隣の先進的農家で加工部門の展開を基礎とした体験プログラムを準備し、農家民宿

に取り組み始めたとの動きも見られ、当市のような専業的農業地帯であっても、取り組み次第

ではさまざまな都市農村交流の可能性が広がるものと考えております。 
 観光農園を中心とした笛吹型の展開に加え、今後は先に述べた農業体験、農家民宿などの展

開も市として旗振りをすべきと考えています。併せて新笛吹型ともいうべき取り組みとして、

平成２６年度に担い手確保と遊休農地解消を目的とする新たな農業を目指す笛吹型クラインガ

ルテンを実施いたします。これは温泉街近くの遊休農地を市が借り、都会の定年退職者を対象

として笛吹、石和・春日居温泉の宿を安価に提供し野菜などを作っていただき、また直売所な

どで販売していただくものです。農業に興味を持った方を就農者として確保するとともに、遊

休農地を解消するほか、就農者を通じて笛吹市の農業を都会に発信することにより新たな農業

の可能性を発掘するものであります。 
 次に資材、燃料高騰に対する対策についてですが、市単独での補助制度等はありませんが国

や県の補助事業を活用しながら農業関係者や農業団体からご意見やご要望をお聞きし、必要に

応じて国や県に対し要望してまいります。 
 続きまして水道、下水道の耐震化と財政問題についてのご質問にお答えします。 
 まずマンホールの浮き上がり対策、管の接続部の耐震化対策についてでありますが、下水道

マンホールの浮き上がり対策ならびに管の接続部の耐震化対策については、２８２カ所の対策

が必要であり、現在３８カ所が対策済みであります。 
 次に下水道管、水道管の管材ごとの延長距離についてでありますが、はじめに下水道管の管

種ごとの延長距離につきましては硬質塩化ビニールパイプが３６７キロメートルあり、そのう

ち耐震化が済んでいる延長につきましては１．５キロメートル、耐震化が必要な延長につきま

しては８２．９キロメートルとなっております。 
 その他の管種としてコンクリートヒューム管が１．７キロメートル、その他の管材が６キロ

メートルありますが、これらにつきましてはまだ耐震化は済んでおりません。 
 水道管につきましてはダクタイル鋳鉄管および鋳鉄管が２２キロメートルあり、そのうち耐

震化が済んでいる延長は１７キロメートル、耐震化が必要な延長は５キロメートルとなってお

ります。 
 ポリエチレン管につきましては延長が８キロメートルあり、そのうち耐震化が済んでいる延

長は１キロメートル、耐震化が必要な延長は７キロメートルとなっております。 
 その他の管種として鋼管が６キロメートル、そのうち耐震化が必要な延長距離は４キロメー

トル、硬質塩化ビニール管が６００キロメートル、そのうち耐震化が必要な延長距離は２８２キ
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ロメートル、ステンレス管が１キロメートル、そのうち耐震化が必要な延長は１キロメートル

となっておりますが、これらについてはまだ耐震化が済んでおりません。 
 耐震化が必要な基幹管路は３１６キロメートルあり、２９９キロメートルが未実施でありま

す。耐震化の済んでいない個所につきましては布設替え等の際に順次、耐震化を行ってまいり

たいと考えております。 
 次に下水道管、水道管の敷設替え必要距離、新設計画距離についてでありますが、はじめに

下水道管につきましては長寿命化計画での詳細診断を平成２６年度から委託予定であり、敷設

替えの必要延長については、診断結果を踏まえて必要延長を決定してまいります。また、新設

計画距離は約２６０キロメートルとなっております。 
 次に水道管につきましては、布設替え必要距離はおよそ３４キロメートルで、新設計画距離

は約１０キロメートルとなっております。 
 次に水道ビジョン、下水道計画による１０年程度の長期事業費、現在の進捗と費用について

ですが、はじめに水道ビジョンにおける事業費は、平成２０年度から平成３３年度までで８４億

２，７００万円の予定でありましたが、老朽管の更新および送水管の延長等があり、現在事業

費につきましては９８億円を予定しております。現在の進捗状況は４３％で４２億２千万円と

なっております。 
 次に下水道計画についてですが、下水道経営健全化計画に基づき平成２６年度から平成３３年

度までの８年間の事業費は約２４億円で、平成２５年３月末現在の進捗率は５９．４%となっ

ており、年間約３億円の事業費となっております。 
 次に排水処理事業、水道事業における建設費節減の決意とその方法についてお答えいたしま

す。 
 下水道事業は平成３０年度には、全体計画の見直しを計画しております。今後、下水道全体

計画の縮小を検討していく中で、下水道計画区域外につきましては市町村設置型、または個人

設置型の合併浄化槽補助事業のいずれかを検討していかなければならないと考えております。 
 次にポリエチレン管中心の建設についてですが、今後は水道配水支管において耐震管である

ポリエチレン管を使い、布設・布設替えを行っていく予定であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 まず第１問目の農業振興についてでありますが、１問目、最初の質問に対して集落営農など

地域ごとに適合した農業形態の支援、地域の特色や将来の意向を組み込んだ農業振興という答

弁がございました。そうしていただきたいというふうに思います。しかしそれとは矛盾した動

きがありました。八代地域の農業振興セミナーは３０年の歴史を持ち、大きな役割を果たして

きましたが、近年マンネリ化との指摘もありました。 
 ところで、これは支所かもしれませんが、マンネリ化打破ではなくて農業振興セミナーは今

回で終わり、合併から１０年も経って来年から必要なら、笛吹市全体の企画を検討するという

対応でございました。私はマンネリを打破して、今こそ関係者が一堂に会し、地域農業発展の

展望を開く、そういう場にこのセミナーをしてほしいと、そのことが必要と考えております。
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農林振興課の考えを伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 先ほどのセミナーの終了についてはちょっと存じておらないんですが、やはり地域ごとのそ

ういったものというのは、７町ある中で、市長の答弁にございましたように地域性というもの

を生かしていかなければならないと思っています。されど全体的なセミナーも必要なことがあ

れば、全体的なセミナーも開催して、市の一体感もつくることも必要かなと思っておりますの

で、関係者と協議する中でまたそれについて検討していきたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひそうしていただきたいと思います。 
 ２つ目に市独自の農業後継者や育成支援制度の成果を、立ち入って説明していただきたいと

思います。 
 また先ほどの答弁について、２６年度の見直しでこれは対象も育成も、それから支援金それ

ぞれについて強化拡大を図る方向で検討するというふうに受け止めてよいか、再確認させてい

ただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 まず再質問にお答えさせていただきますが、順序をちょっと変えさせていただきまして、見

直しにつきましては状況を見る中、また財政も厳しい中でもございますので、今年度、１０％

の補助金につきましてもちょっと見直しをしております。１０％だけでなく、しかも共同化と

いう流れもございましたので、そのへんもちょっと変更させていただきながら幅広く、額は小

さくなりますけども、多くの方々、個人でも使えるようなことも考えておりますので、ぜひそ

の就農関係の補助金につきましても、予算措置は抑えながらさらに幅広い形ができればなとい

うことを今ちょっと検討させていただくというのが２６年度だと思っておりますので、意見を

聞かせていただきたいと思います。 
 それから就農状況でございますが、まずいろんな補助制度がございます。いろんなインセン

ティブを与えながら、就農人口を増やそうということで今、取り組んでおります。定年就農に

つきまして、笛吹型クラインガルテンもそうです、これについては市外の方に就農していただ

き、それを発信していただくということで、かなりのインセンティブを与えているわけでござ

いますが、国が実施しております青年就農者の関係でございますが、今年が２３名ですか、そ

して市の認定農業者の関係、９名でございますか、非常に多くなっていると思います。農業後

継者の関係が認定後継者の関係で３３名ということで、非常に多くなっています。またこの内

容につきましては、今の説明では非常に分かりにくい部分がございますので、案内等も含めな

がら広報等に掲載して、さらに農業に従事していただける就農人口の増加に努めてまいりたい
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と思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 大変大きな成果を上げているということが分かりました。またこれから大きな、非常に効果

のある事業ですから積極的な支援をお願いしたいと思います。 
 さて３つ目にバイオマスセンター中止ということですが、ＥＭ液の生産、それから有機減農

薬、農業普及事業の運営方式および補助の考えを伺いたいと思います。また販売における有機

減農薬農産物の特化を支援してほしいと要望が強いのでございますが、市の考えを伺いたいと

思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 バイオマスセンター建設につきましては中止ということになりましたので、大規模な有機農

法についてはノットということになりましたけども、今現在、各地区で分別収集について中止

しますよというお話をさせていただいた中で、御坂町につきましては今までどおり分別収集を

行ってくださいという要望が出ておりますので、やはり需要としてはあるかなと思いますので、

すべての地域というわけにはいきません。やはり、例えばすべての行政区にそういった機器を

置くとなるとセンター化したほうが得だと思いますので、それぞれ地域地域の要望を聞きなが

ら、またニーズに合わせながら、またその運営がしっかりできるかを確認しながら対応させて

いただければと思っております。 
 また堆肥化等の特化についてでございますが、有機農法につきましては市内全域で取り組ん

でおられると思います。やはりブランド化ということで、笛吹、有機が作り出せればいいわけ

ですが、今、農家さんが使っているものは市内でできたものも多少ありますけども、多くが市

外から入っているものが多いですので、バイオマスセンターの中にそんなブランド化もできれ

ばということがございましたが、されどその中で特化できるようなものがあればぜひ取り組ん

でいきたいと思いますので、ぜひ今後とも研究を重ねていきたいと思っています。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 有機農業をしている方々のグループの要望をしっかり受け止めて、この特化に関しても応援

をしていただきたいと思います。 
 この第１問目の最後にいろいろな部局にわたりますけども、今回の雪害被害、これは本当に

今の振興策を無に帰すような大災害だったわけですのでちょっと伺いたいと思いますが、ハウ

ス撤去や再建の支援策についてはさまざまな努力がなされていますが、万全な支援を求めるも

のであります。特に農業者の年齢や農業規模による差別、これは絶対にあってはならない。す

べての農家に対して、やはり平等に対応していただきたいという、そのために市としても努力
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していただきたいと思います。この点について答弁を求めます。 
 それから今回の豪雪被害で、これまでの中核農家も含め、多くの農家が借金生活を余儀なく

され、税の支配能力をなくしていったということであります。国保税減免要綱第２条１項の基

準を明確にまずしていただいて国保税の減免を行うこと、それから住民税固定資産税について

は地方税法３２３条に基づく条例改定を行い、今回の豪雪被害に適用することを求めます。 
 さらに医療費の一部負担金、保育料、介護保険料、利用料等の減免と、それから就学援助の

適用を求めるものですが、各部局からの答弁をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問のうち雪害に遭った方々の撤去等に対して差別がないように、平等にということでお

答えさせていただきたいと思います。 
 新聞等で報道がなされている中において、国の撤去の補助につきまして農業を続けない方に

ついては撤去費を出さないということもありますけども、そういったことがないような形で取

り組んでいければと思っております。 
 平等なことは大事ですので、ハウスを続けられない方がいた場合については、撤去につきま

しても平等な取り扱いができるよう努力していきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 では、ここで暫時休憩といたします。 

休憩  午後 ５時１７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時２０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ただいまの渡辺議員の再質問に対しまして、先ほどの税・料については通告にございません

ので、ここで却下とさせていただきますので別の問題のほうからお願いしたいと思います。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 分かりました。今回の雪害、今の振興策を無に帰するような大災害でしたので万全の対策を

お願いいたします。 
 続いて第２問目の再質問に移ります。 
 下水の耐震化対策済みはわずか３８カ所、耐震化が必要な下水管路の延長は８２．９メート

ルということでございました。さらに新設計画もあります。水道管については、耐震化が必要

な水道基幹管路は２９９キロメートルということであります。さらに敷設替え必要距離が３４キ

ロメートル、新設計画距離が１０キロメートルということでした。これを行う前には莫大な費

用がかかると思います。下水道事業は８年間で２４億円としておりますが、耐震化敷設替え等、

すべて計画ができるかという点では非常に不安ですが、耐震化敷設替えを新設に対して優先す

べきではないかと思います。 
 そして２つ目に水道ビジョン等で、平成２０年から３３年までの事業費９８億円としている
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が耐震化敷設替え新設計画は達成できるのかどうなのか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 再質問にお答えいたします。 
 下水道におけるマンホールの耐震個所は８年間で１２０カ所を予定しておりまして、達成率

については５６％程度になるものと考えております。 
 次に管路の耐震化につきましては、平成２６年度から実施いたします長寿命化計画を策定す

る中、耐震診断を行い必要な個所から耐震化を図っていきたいと。 
 次に敷設替えの延長につきましては、８年間で約１．８キロ程度ではなかろうかと考えてお

ります。新設の延長については１６キロを予定しております。１６キロは全体でわずか６％で

しかありません。 
 続きまして水道ビジョンで求められております部分につきましては敷設後、管路の耐用年数

の関係もございまして、すべてが含まれておりません。敷設替え新設計画において達成は予定

される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（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 安くて丈夫なポリエチレン管を今後の配水支管に使うという答弁は歓迎いたします。ダクタ

イル鋳鉄管とポリエチレン管を比較しますと材料費は２分の１から３分の１、接続工事費も３分

の２程度だといわれております。笛吹市の水道管静水圧はすべて０．７５メガパスカル以下だ

と思いますので、それならば支管だけでなく承認されている２００ミリメートル以下のものに

ついては基幹管路もダクタイル鋳鉄管ではなく、ポリエチレン管の使用を検討するべきだと思

いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 再質問にお答えします。 
 基幹管路におきましては、やはりダクタイル鋳鉄管を基本として取り扱っていきたいと考え

ております。しかしご指摘の中、状況等を勘案する中で使えるところにおいてはポリエチレン

管も検討を踏まえて使用していくつもりでございますので、よろしくお願いします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ２６年度の水道配水管の整備費は約９億円以上、さらに第１次拡張事業に含まれる送配水管

建設に約４億円、送配水管工事全体では１３億円以上に達します。この２６年度の事業、設計

変更も含め、２６年度分からぜひ見直していただきたいというふうに思いますがいかがでしょ

うか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、松岡公営企業部長。 

〇公営企業部長（松岡利明君） 
 質問にお答えします。 
 先ほども申し上げましたが、あくまで基幹管路におきましてはダクタイル鋳鉄管を基本に敷

設を考えていきたいと思っております。 
 されど、それ以外の管路については敷設状況を見る中でもって管種の選考を、ポリエチレン

管を中心に考えて進めてまいります。なお、それによって工事費が安価になることも踏まえる

という中でもって鋭意努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 本当に鋭意努力していただきたいと思います。 
 下水道の新設は平成２２年度から抑えられ、そして平成３０年には計画自体見直すという答

弁をいただきました。代替事業として個人設置型合併処理浄化槽事業への補助が行われてきま

したがなかなか進まない。なぜ有利と思われる市町村設置型に展開しないのか、その理由を伺

います。市町村設置型への転換を重ねて求めるものでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 再質問にお答えします。 
 下水道の全体計画は当面３２年を目標にして掘ったわけでありますが、何回ものご指摘の中、

少しでも早められればと思う気持ちがありまして、３０年に、２年早めまして見直すと。ただ、

これにつきましては、わが市だけが見直すんではなくて、歩調を合わせまして、流域全体でもっ

て見直していくような形になっております。ただ２年早まったことだけは、ご報告させていた

だきたいと思います。と同時に縮小ということを市長も答弁で出しています。前回の下水道見

直しは縮小でした。と同時に議員がおっしゃる市町村設置型の浄化槽、浄化槽の部分について

は個人設置型もございます。その部分については、あくまでも３０年の見直し時期に市町村型、

また個人設置型を両方検討する中でもって見直しを図っていくということでもって、私からは

これ以上申し上げられませんので、よろしくご理解をお願いします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 積極的な答弁をいただきまして、ぜひ鋭意見直しを図っていただきたいと。そして市町村設

置型で大いに普及していただきたいと思います。 
 最後に市長に伺いたいと思います。合併優遇措置の終了等で笛吹市の財政が今後極めて厳し

くなるということで、今後福祉の充実も必要になります。今回の豪雪被害のように何があって

も不思議ではないような時代です。全知全能を傾けて、最小の予算で最大の効果を上げるよう
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努力しなくてはならないのではないでしょうか。私はこれまでも危機感を持って、倹約のため

に下水道と合併処理浄化槽のすみ分けの提案、高すぎる学校屋上への太陽光パネル設置事業費

の見直し、御坂浄水場築造見直し、リニアトンネル湧水の活用等々、同一効果を確保しつつコ

スト削減を実現する提案をしてまいりました。提案実現への困難は実現したこともございます

が、事業がいったん計画され始まるとなかなか止まらない、舵が切れない、行政体質というも

のでした。この悪しき体質を断ち切り、市民の税金を大事に使う。そして市民の幸福と市財政

の健全化を実現する。それが倉嶋市長だと思いますが、この点、改めて市長の決意と所見を伺

います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺議員に申し上げますけども、内容的に複数の問題になっていると思いますけども、この

へんの中で通告にあることの中での質問に変えていただきたいと思いますけども。 
 質問の内容をちょっと精査していただきまして、通告にあるものの中でお願いしたいと思い

ます。 
 水道事業に関することの総括の市長の見解ということですか。できましたらちょっと訂正を

お願いしたいと思いますけども。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ちょっと議長が言っている意味が分からないんですが、要するに表題のとおり下水と水道問

題と、それから財政問題ということで、この健全化、それから税金を大切に使うということの

決意を伺ったところでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいま大変幅広い見地からのご質問をいただきましたが、とりわけ今日の流れからいけば

水道、そして下水について、しっかりとこれも非常に財政負担のかかる仕事であるし、なかな

か進捗も大変だと。口を開けて待っている市民がいるのにどうなっていると、こういうような

ご指摘だったろうと思います。 
 ご指摘の点については、しっかりと受け止めました。もとより厳しい財政についての認識は

議員とも同じ認識でございますので、これからも財政の基礎をしっかりと見つめながら、特に

大変お金のかかる水道事業、下水道事業でございます。いろいろご指摘、提案いただいたこと

もしっかり吟味しながら、今後の事業の推進に努めてまいりたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ありがとうございました。 
 水道のほうの配管だけで今年は１３億円以上という予算でございます。それ以外に水道、下

水道、大変な事業費がかかります。決算時にはこれらを十分検討して事業を行っていただいて、

大幅に縮減したという決算報告が出ることを期待して、私の代表質問を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 次の本会議は週明けの３月１０日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時３５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 改めまして、おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２０名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告をいたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、６番 梶原清君より欠席届が提出されましたので、これを受理しましたので報告をい

たします。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では７名から１１問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 なお、関連質問につきまし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、ご了承願います。 
 それでは順次、質問を許可いたします。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。 
 質問に入ります前に、先般の大雪により犠牲となられてお亡くなりになられた方のご冥福を

お祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆さまにお見舞いを申し上げます。 
 公明党としましても地方議員と国会議員のネットワークを生かし、繰り返し政府に対策を申

し出ました。大雪で倒壊した農業用ハウスは撤去、運搬、処分などを市町村が中心となって実

施する場合は、環境省の災害等廃棄物処理支援の中で支援いたします。また被害農業者が市町

村より前に実施する必要がある場合は、農水省のほうの被災農業者向け経営体支援事業のほう

で支援する体制となりました。今回の雪害には、さまざまな新たな課題が浮き彫りになってま

いります。万全な体制づくりに向け、今後とも引き続き働きかけてまいります。 
 また明日３月１１日は、東日本大震災から３年目となりました。いまなお約２７万人の方が

避難生活を余儀なくされております。一日も早い復旧・復興を願いつつ、以下質問に入らせて

いただきます。 
 はじめに消防団の処遇改善について、お伺いいたします。 
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 近年局地的な豪雨、豪雪、台風などの自然災害が頻発し、地域防災力の強化が喫緊の課題と

なる中、消防団の重要性が改めて注目を集めています。消防団は消防署とともに火災、災害へ

の対応などを行う消防組織法に基づいた組織であり、すべての自治体に設置されており、団員

は条例により年額報酬、出動手当が定められています。 
 災害、火災が発生した際にはいち早く現場に駆けつけ、対応にあたる地域防災の要です。特

に東日本大震災においては、団員みずからが被災者であるにもかかわらず救援活動に身を投じ

大きな役割を発揮しました。その一方で住民の避難誘導や水門の閉鎖などで１９８人が殉職し、

行方不明者を含めますと２５４人となります。まさに命がけの職務であることが全国的に知ら

れました。しかしその実態は厳しく、全国的に団員数の減少が顕著となっており、１９６５年

には１３０万人いた団員が２０１２年では約８７万人に落ち込んでいます。その背景には高齢

化に加え、サラリーマンが多くなり、緊急時や訓練の際、駆けつけにくい現状が団員減の要因

ともなっているようです。 
 こうした事態を受け、昨年１２月に消防団を支援する消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律が成立しました。同法は消防団を将来にわたり、地域防災力の中核として欠

くことのできない代替性のない存在と定義し、この法律のもとに消防団の処遇改善と装備等の

拡充を図ることとなりましたが、この点につきまして本市の対応をお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 渡邉清美議員の一般質問、消防団の処遇改善につきましてお答えいたします。 
 この法律は地域防災体制の確立、地域の防災活動の担い手の確保などの課題に鑑み、住民の

積極的参加のもと消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るものであり、消防団の強化

策として団への加入促進、事業者の協力、団員の処遇改善、消防団の装備の改善等について規

定をしております。 
 団員の処遇改善につきましては今回、活動実態に応じた適切な報酬および手当の支給につい

て規定されたところでありまして、また安全対策、救助、情報通信機器等の装備基準の拡大に

ついて消防庁より具体的に示されておりますので、消防団の一層の充実強化を図っていくため

国・県の動きを注視しつつ取り組んでまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。お伺いいたします。 
 消防団の年額報酬とか出動手当につきましては交付税化されておりますが、交付税に対して

どのような割合になっているか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
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〇総務課長（雨宮寿男君） 
 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 消防団員の報酬につきましては交付税の基準額が示されておりまして、人口１０万人規模に

おける団員報酬、一般的な団員については３万６，５００円というような金額でした。総額で

は４，４００万円というような金額が出ているようでございますけども、団員１人に対する本

市の割合ということでありますと、本市の一般団員につきましては現在、報酬が２万円という

ことで約１５％ぐらいの割合です。ただ階級によってですが、団長から副団長、分団長、副長

というふうに階級がありますけども、ほかの階級につきましては一定の基準額を上回るような

額になっております。 
 また県内との比較をした場合に南アルプス市、それから笛吹市、中央市、甲斐市等が県内で

も上位ということで、団員報酬につきましては１万円前後のところが多いという中で、笛吹市

については県内では多いほうだ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（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 たしかに笛吹市は県下でも一の金額となっていることは承知しております。しかし、やはり

交付税の割合からいきますと、まだまだ県下をリードしてもいいのではないかということを強

く確信しております。 
 また出動手当ですけども、本市は一切ありませんけども、その点についてはどのようなお考

えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 出動手当につきましては、やはり県内の状況を調べてみたところ、出動手当がないのが南ア

ルプス市と笛吹市ということでございます。あとはなんらかの形で金額が２００円程度から１，

５００円程度までさまざまでございます。 
 笛吹市の場合、出動手当はございませんけども、合併前に旧石和町と旧八代町で出動手当が

あって、ほかの市町村にはなかったような状況で、合併後それらを平準化するという意味で分

団運営交付金という制度をつくりまして、支給をしているということでございます。出動手当

の一部についても、その分団運営交付金の中に含まれているというような形でご理解をいただ

きたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 おおよそは何千円を目途にやったほうがいいんではないかなと、今後条例化の改正なども強

くここは希望するところでございます。 
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 あとは消防団の装備の関係ですけども、本当に命がけですので、果たして今、手袋、長靴、

あとはどういう被害がくるか分かりません。火山灰が降ってくるかもしれない。そういったも

のを防ぐメガネとかいろいろ、そういったものをどのように今後は考えていくのか、その点を

お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 消防団の装備基準につきましても、今回この法律によりまして新たに定義づけられたもの、

それから配備数等を明確に謳われたものがございます。当然、消防団員の安全を確保していく

ために装備品なんかも充実していかなければならないと思っているところでございますけども、

今回、定められた具体的な中でも例えば救助用の半長靴、安全靴については笛吹市のほうでは

一応、基準を設けて配備をしているというような状況でございます。また情報通信機器等につ

いても車載用の無線機等は車を更新する際には、必ず付けるような形にもしております。あと

救助活動用の資材等につきましても拡声器ですとか投光機、発電機等を各分団に配備するよう

な形でこれまでもやっておりますけども、今後、地域の中でいわゆる自主防災組織をリードし

ていく消防団ということでございますので、できる限りそういった安全基準に配慮して装備の

ほうの充実は順次進めていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 どのような事態になるか分かりませんので、そこに助けたい人があっても何か、切る機械が

ないとかそういうことがありますから、そういったものはその消防署の車の中に装備されてい

るんでしょうか。ちょっとすみません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 団の車両の中で、一応避難用の器具等については配備されている部分もありますけども、た

だ万全ではないというふうに思っておりますので、そのへんは再点検する中でやっていきたい

と思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 先ほどトランシーバーというお話がありましたけども、これはお一人おひとりに配布してく

ださるということでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 トランシーバーの必要配備数については、今回の基準で団員および班長の階級にある消防団
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員数というような形でありますけども、このへんについても１，８０４人の定数ということで、

なかなか一度に全部配備していくというのは難しいではないかと思っています。部ごとに何台

かというような形で、これから基準のほうもしっかり明確に位置づけていきたいと考えており

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 消防団の方が退職というか、退団するときのお金ですけども、それはどのように今後、変化

を考えているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 消防団員の退職報償金でございますが、この制度につきましては山梨県の市町村総合事務組

合のほうで事務を取り扱っているというところで、現在、県内の２１市町村がこの山梨県総合

事務組合の消防団員の退職報償金制度について加入をしているということでございます。団員

数割で市が負担金を納めているというような形でございますけども、今回の法律改正によりま

して団員の退職報償金一律５万円の引き上げ、最低支給額２０万円というような数字が示され

ております。これらについては、組合議会の中でまた決定をしていくものだと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 消防団が、いろんな災害があったときに助けたいんだけども、それ以上いくと自分自身の身

の危険ということがありますけども、そういったものの教育なんかは今後どう考えているのか。

また撤退ルールなどはお考えになっているのかどうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 年に数回、水防訓練ですとかそういった中で、いわゆる災害救助活動等に関する訓練を行う

中でそういった部分も訓練としてやっているような状況でございます。 
 また撤退ルールについても、今ちょっとここに詳しい、どういうときに撤退するというもの

がございませんけども、一応定めてありますのでそれを徹底する中で、本人がケガをすること

のないような、そういうこともやっていかなければならないというふうに思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 さまざまな災害が、本当に人知ではかり知れないものがありますので、いろんな場合におい

ての撤退ルール、やはりここでしっかりといろんなことに対応できるように見直しが必要と思

いますけども、その点は期待してよろしいでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 また消防団の幹部会等を通じる中で、撤退ルール、消防団員の安全確保等について再確認を

していきたいというふうに思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 ありがとうございました。それでは、２問目に入らせていただきます。 
 防災・減災等に資する国土強靭化基本法成立から地域計画の策定について、お伺いいたしま

す。 
 公明党が掲げる防災・減災ニューディールの主張を反映した防災・減災等に資する国土強靭

化基本計画が昨年１２月４日に成立しました。１２月１７日には同法に基づき、国土強靭化推

進本部の初会合が開催され、巨大地震等の大規模災害が発生した場合、壊滅的な被害を免れる

ための政策大綱が決定し、防災・減災の取り組みが本格的にスタートしようとしています。 
 政策大綱では１．人命の保護、２．国家の重要機能維持、３．国民の財産、公共施設の被害

最小化、４．迅速な復旧・復興を基本目標として規定し、住宅市街地の大規模火災やあとは市

街地の広域にわたる浸水などの、あってはならない事態に対しての対策を分野別にまとめてい

ます。今後、政府は政策大綱をもとにより詳細な国土強靭化基本計画を５月を目途に作成する

予定となっています。また防災・減災等に資する国土強靭化基本法では、地域公共団体に対し

まして計画策定や、また施策に対して何点かの責務を明記しております。地域策定計画の実施、

そういったものに対して責務が定められていることからも、地域の実情を踏まえた災害が起き

ても命を守るための計画、策定について本市はどのようなお考えを持っているのかお伺いいた

します。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 渡邉清美議員の一般質問、国土強靭化基本法に基づく地域計画の策定についてお答えいたし

ます。 
 地方公共団体はその責務としまして法の基本理念に則り、国土強靭化に関し国との適切な役

割分担を踏まえ、地域の実情に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとされ

ております。 
 また国土強靭化地域計画は都道府県、または市町村の区域における基本的な計画を国土強靭

化地域計画以外の国土強靭化にかかる計画等の指針となるべきものとして、地方公共団体が定

めることができるものと規定をされております。 
 大規模自然災害発生時には人命の保護、救助・救急、医療活動の迅速化、行政機能および情

報通信機能の確保、道路・橋梁等交通手段やライフラインの確保と早期の復旧、地域社会およ

び経済が迅速に再建・回復できる条件を整備していく必要があります。 
 国土強靭化地域計画につきましては、国および県が策定する強靭化基本計画および市が策定
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済みの他の計画との調整を図りながら、検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 本市では東日本大震災での現地においていろんな救援というか、そういう格好で職員の方を

派遣いたしましたけども、その方が行ったその中で見てきたことで、それを通じてこの本市と

して役立てていくということも必要となりますけども、特に避難所生活の中でどのような動き

があり、男性的視点でそれが行われたのか、女性的視点で行われたのか、そういったことと、

ほかこういう点には気を付けたほうがいいとかそういったものを、職員の方が持ち帰ったかど

うか、そのへんをお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 それでは、再質問にお答えをいたします。 
 笛吹市では、平成２４年度に男性職員１名を福島県南相馬市のほうに派遣をいたしました。

職務としては下水道の復旧工事ということでございました。派遣をしたときにはすでに避難所

生活ではなくて、いわゆる仮設住宅のほうへ移っていたということで、その職員が避難所を通

じて感じたことを市へ持ち帰ったということは特に聞いてございません。 
 そのほかに市の保健師が１名、被災地のほうへ行っていろいろ見てきたということですけど

も、こちらのほうも行ったときにはもうすでに仮設住宅のほうへ移動したあとということで、

避難所でどういうことが行われているかというような、直接、目で見て体で感じたということ

はございませんけども、保健師さんのほうで一応、避難所運営、女性の視点でということで教

えていただいていることがございます。専用更衣室の確保ですとか洗濯スペース確保、専用ト

イレの確保、それから女性の担当者による物資の配布、それから女性の専用窓口の設置等が必

要ではないかということで、意見のほうをいただいているというところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 やはりああいったところでも男性中心のような運営になってしまいますので、どうかその点、

女性の視点を生かした体制を本市では整えていただきたいということを強く感じております。 
 そしてもう１つは、男性は例えば倒壊していろいろなものを片付けるのにお金が出たけども、

女性は食事を作っても一銭にもならなかったという、そういう現場の声も聞いておりますので、

やはり男女共同参画、どの働きにおいてもそれなりの対価は、しっかりそのへんも考えておく

べきではないかと思います。その点もよろしくお願いしますが、その点いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
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〇総務課長（雨宮寿男君） 
 そういった避難所ですとか被災地の活動で、どういった形で賃金とかそういったものが出る

のかちょっと分かりませんけども、当然、男性女性の区別なくそういったものが、もし支給さ

れるんであれば、男性女性の区別は付けることはないだろうというふうに考えています。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 次に、道路の空洞化のことについて伺います。 
 こうやって今、道路はアスファルトになっていますけども、その下がどうなっているのか、

とても心配な場合があり、各自治体においてこの検査が行われておりますが、本市においては

そのようなお考えがあるのか。県下においてももうすでに始まっているところもありますが、

そういった情報が入っていらっしゃるかどうか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 渡邉議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 ただいま道路の空洞化ということで、道路の下に空間が空いては困るということであります

けども、今、建設部のほうでやっている事業といたしましては、橋梁と同じように道路の長寿

命化の中で道路ストックヤードということで、道路の舗装あるいは施設等の調査を行っていま

すけども、現在この地下にある空洞化というような調査は、市としてはいたしておりませんの

でよろしくお願いします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 甲府市が取り組んでおりますので、どうかまたそういった情報もお寄せいただきながら進ん

でいきたいと思います。また先ほどの避難所の件は南アルプス市が率先してやっておりますが、

そこへの視察とかそういったことはなされたでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 南アルプス市のそういう避難所の関係の活動についての視察は、現在行っておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 やはり県下でも各自治体、必死になって自分たちのところ、先進的なことを取り入れながら

やっておりますので、今後そういったことで視察はしていただけるでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 避難所運営については大震災、あるいは先日の雪害でもそうですけども、初動体制として速

やかに避難所運営がいかにできるかというのが必要であると思います。まず県下にそういった

先進事例があるであれば、積極的に行ってまいりたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 ありがとうございます。あと雪の場合も、本当に市内の皆さんどこへ雪を捨てていいのか、

大変苦慮いたしました。そして本当に庭が、目いっぱい狭いところなんかは、本当にかきたく

ても雪をかけないような状態がございましたけども、今後こういった大雪が起きた場合はしっ

かりとどこへ捨てるとかそういった放送とかそういうことは今後、この前の大雪のことについ

ての反省点というか、そういうのは皆さまの中でやっていただいて、改善なんかは考えている

でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 お答えいたします。 
 先日の大雪につきましては、地域防災計画の想定が先日も話をしましたけども、５０センチ

の想定ということで、そういった雪捨て場のところまでは想定はしていなかったものでござい

ます。今回の大雪で雪を捨てる場所を県の一級河川ですとか、あるいは公共施設、駐車場等の

指定を急きょさせていただいたところでございます。ただ、指定はしてもそこまで行けないと

いうような事情もございましたので、そういったことも想定する中で、今後の計画の中で雪捨

て場の除雪を、優先的にやるとかそういったことも含めて検討をしていかなければならないと

いうふうに考えています。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 雪の場合は自然に解けていきます。少しは。しかし震災の場合は、それこそ解けないものが

どっさりときます。これをいったいどこへどういうふうに処理したらいいか、そういう点につ

いてどのような対応をなさることになっているか、お聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 かなりの高い確率で将来的に発生が予想されております大地震への備えでありますけども、

東日本大震災、また遡りますと阪神・淡路大震災がありますけども、そういった震災の教訓を
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生かしながら、今後細部につきまして検討してまいりたいとこのよ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（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 子どもたちの災害が起きた場合の逃げ場とか、歩いていたときのいろいろな災害とか、子ど

もたちにもそういったことを日ごろ学校のほうでも勉強していると思いますけども、なおかつ

もっと、例えば灰が降ってくるとかいろんなことが考えられますので、今後どのような対策を

さらに考えていらっしゃるのか、もしおありであったら教えていただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡邉議員の質問にお答えします。 
 今の、各学校では防災計画をきちんとつくっておりまして、例えば登校途中に大きな地震が

きた場合はこれこれこうしなさいとか、あるいは下校途中にこういった大きな地震がきた場合

はここに避難しなさいという計画は各学校独自にそれぞれつくっているわけでありますが、今

ご指摘のような灰が降ってきたということについては、私の記憶でも各学校の防災計画の中に

入っておりませんので、その点についてはこれから検討いたしまして、また教育委員会でも各

学校に指示を出していきたいというふうに思っております。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 あと雪の、すごく皆さん、いろいろな業者の方々が応援してくださいました。日ごろ提携を

結んでいる業者の方々は本当に一日中、寒い中をやってくださいまして心から感謝を申し上げ

ます。またそういった方々にはとてもかくことができないような、ものすごい豪雪でしたので

自発的に重機を持っていた方たちで手伝ってくれた方もいますし、またそういった方たちを見

て、住民の方たちがあの人たちへ少しでも、何かガソリン代とかそういうことも考えたらどう

かとか、そういうお話も直接いろいろいただきました。 
 ただ心配になったのは、例えば一生懸命、善意でもって手伝ってくれた。しかしもしなんら

かの、子どもさんがいて、こんな雪ですからいないとは思いますけども、なんらかの支障があっ

た、ケガをした、何かが起きた場合、これはどこでその補償を考えているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 今回の雪害対策につきましては、本当に除雪等の作業で業者さんのみならず、市内で個人的

にいろんな機械をお持ちの方も率先してご協力いただきまして、市といたしましても燃料代程

度をお出しするくらいしかできませんでしたけども、本当にご協力いただきました。 
 万が一そういった事故等があった場合というところも、まだ明確化されていない部分もござ

いますけども、本当に今回の大雪を教訓といたしまして、除雪対応ですとかそういった仕組み
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づくり、マニュアル化もこれは進めていかなければならないと思いますので、早急にそのへん

の検討も進め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（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ああいった重機は保険には入れないですよね。そういった何か、こうすればいいんではない

かというような補償ができないか。今ここで、何かあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 企業、事業所さんで持っている重機、また個人で持っている重機で若干取り扱いは違うかと

思いますけども、現段階ではちょっと詳細について把握しておりませんので、このへんの調査

もしながら今後の対応を考えていきたいと。よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 どうか、本当に善意でもって行ってくださった方々が、何かその人たちの身に弁償しなけれ

ばならないようなことが起きては絶対になりませんので、どうかその点はしっかりと検討をお

願いいたします。 
 あと今、この大雪で各市営住宅のトイレのところかそういったものが壊れた、外に出ている

煙突みたいなものですね、ああいうものに対して市として火災の保険には入っているけども、

地震に入っていないとか、入っていると思いますけども、入っていたらそこの部分は個人では

なくて、補償できる部分とここはちょっと個人でなければという点をちょっと教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 渡邉議員の再質問にお答えします。 
 市営住宅のこの大雪による破損状況は樋、換気口等いろいろ出ているわけですけども、住宅

にもともとあったものについては市が補償するということで保険を適用にするか、あるいは市

独自で直すかでありますけども、個人が据え付けたというものについては個人に直してもらう

ということで、今現在も各種何十カ所も樋等、壊れておりますので発注はしておりますけども、

間に合わないと。それについては市のほうで修繕していくという考えであります。よろしくお

願いします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 
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〇１５番議員（渡邉清美君） 
 市営住宅については、本当に電柱なんかもＮＴＴさんのほうに早急に話はしてくれましたけ

ども、ヒビが割れて倒れそうなところもございます。そういった点につきまして、しっかりと

よろしくご答弁をお願いします。 
 最後に地震のときにブレーカーが自動的に下がってくれれば火災にならない。そういったも

のがあります。また地震で１回遮断されたときに、電気がまた通るときに火災があって多くの

家が焼けてしまうことがあります。わざわざ耐震化の家を建てたのに火災で壊れてしまっては

何の意味もありません。その点について、市としての対策をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 大地震等が起きた際にいったん電気は止まりますけども、比較的早期に迅速に復旧いたしま

す。そういったときに、これまで阪神・大震災とか東日本大震災の教訓として通電火災、ある

いは再送電火災ですか、そういったことがございまして注意が謳われております。 
 市といたしましては防災訓練なんかも通じまして大地震で避難するときには、ブレーカーを

落として避難していただくということを周知、ＰＲに努めておりますけども、果たしてすべて

の方がそういうことができるかどうかと、そういった時間があるかどうかということもござい

ます。まずは身の安全を守るということも大事ですので、ブレーカーを落とすことも非常に難

しいわけです。基本的にはブレーカーを落とすことを今後もお願いをしていきたいと思います

けども、そういった地震に伴う通電火災を防ぐためのいろんな機器や設備も最近は出されてい

るようですので、そのへんもちょっと調査、研究をしながら効果的なものであれば周知に努め

ていきたいと、こんなふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 消防長さん、その点について何かお知恵があったら教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 ただいまの、渡邉議員の再質問にお答えします。 
 地震のときですが、今、市販で出ておりますものはブレーカーに重りを付け、震度３・５・

７の区別ごとに、揺れたときにボールが落ちてブレーカーを自動的に落とすものが市販されて

おります。そういったものを個人で対応していただくと、人間の手で落とさなくても自動的に

落ちる仕組みになっております。名称は「グラッとシャット」です。グラッと揺れたらシャッ

トするという、そういう名前で市販されております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

 



 １３８ 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 こうしたものがありますけども、生活が非常に厳しい方に対する対策をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 そのへんにつきましても、今後の検討課題とさせていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、渡邉清美君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 １問目の消防団の処遇改善について伺いたいんですが、今、部によりましては消防団員が少

ないということで、協力隊員としてＯＢの方がかなり消防団として活躍してくださっておりま

すけども、そういった方々の処遇改善は今後考えてくださいますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 消防団員のＯＢの方には、いわゆる後尾隊というものについていくつかの区でそういったも

のが設置されていると思われます。現在のところそれらに対する支援というか、市のほうでは

特にないわけでございますけども、これから団員の確保がなかなか難しくなってきているとい

うところで、いわゆる部の統合とかいろいろなものを進めているわけでございますけども、消

防団員に代わるそういった地域を守っていく組織というのも当然、これから重要になってくる

んだろうというふうに思います。これについては今後の検討課題とさせていただいて、もし支

援できるものがあれば何か考えていく必要があるのかなと思いますので、検討をさせていただ

きたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 それから先ほども言いましたけども、消防団員数を確保するのはなかなか厳しいということ

で、すべての消防団活動に参加できなくても広報や高齢者訪問などに限定的な活動をする機能

別消防団や大災害のときだけ活動する機能別消防分団という制度が設けられているようなんで

すけども、本市においてはそういった方がいるのか、また今後そういった方を、制度を設ける
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のかどうかお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 今、消防団員については自分の仕事がサラリーマンの方が増えているということで、昼間、

市外へ勤められている方が非常に多いという状況の中で、何か火災等が発生した場合になかな

か駆けつけられないといったようなこともございますし、仕事の都合で帰りの時間が遅いとか、

いろいろその勤務形態も多様化してまいりますので、昔のような消防団活動はなかなか難しい

んではないかということで、今回の法改正の中でもそういった機能別の分団制度とか部の制度

についての検討ということが示されていると思います。 
 笛吹市では現在、機能別ということであれば排水機隊ですとか、あるいはちょっと内容が違

うかもしれませんけども、ラッパ隊というようなものもございますが、これからそういった通

常の消防団の業務とは別に今言った大震災があった、災害があったときにだけ出てくるような

形ですとか、そういったことも今後は必要になってくるのかもしれません。これについてはちょっ

と研究をさせていただいて、今後の検討課題というふうにさせていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 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） 
 笛新会の神澤でございます。議長のお許しをいただきましたので一般質問をいたします。 
 その前に山梨県下、観測史上例のない豪雪は本市にも壊滅的な被害をもたらしました。亡く

なられた方々に心からご冥福をお祈り申し上げ、また災害に遭われた皆さまに衷心よりお見舞

いを申し上げます。 
 本市では１５日早朝、いち早く対策本部を立ち上げ消防団員、家族、区長さまの多大なご協

力とご苦労に心から敬意を表するところでございます。一日も早い復興・復旧を願い一般質問

に入ります。 
 農業、温泉、自然活用の観光振興についてお伺いいたします。 
 倉嶋市政発足１年４カ月が経過する中、五大プロジェクトを検証・精査しバイオマスセンター

建設は年間３，６００万円の負担となり、将来市民の負担を考えるとき中止にすると結論を下

し、すべてのプロジェクトで結論を見ました。 
 ２６年度当初予算、一般会計３５３億５，３００万円計上され笛吹市最大の予算額となり、

行財政改革は急務、尊い税金は有効活用を掲げ、市民から負託されました倉嶋市政の政策立案

実施が期待される中、公約基本姿勢である笛吹市の地域活性化は喫緊の課題、産業資源である

農業・温泉・自然を融合した地域活性化に取り組み、農業観光振興に観光ビジョンを設置し、

農業に笛吹農業高度化（６次化）戦略会議づくりをしていきたいとしています。以下６点、伺
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います。 
 １点目といたしまして、笛吹市活性化に農業特区導入について伺います。国の施策で地域を

限定し、大胆に規制を緩和する戦略特区として複数の地域を束ねて１つの農業特区に指定し、

バーチャル型として農業委員会から市町村長に権限を委譲し、農家と企業の連携を促し、生産

から加工、販売まで手掛ける６次産業を後押しするとしております。この１点をお伺いします。 
 ２点目といたしまして農業、温泉、自然などの観光資源を活用する観光戦略ビジョンの策定

状況を伺います。 
 笛吹市は耕地面積の９割を樹園地が占め、桃・ブドウにおかれては全国でも圧倒的な産業量

を誇ります。現在、観光業と連携してＰＲ活動をしています春日居町・石和町には温泉郷、そ

して市内には恵まれた自然と文化遺産があり、その資源を農業と融合し活用するため、観光ビ

ジョンを策定するとしていますが、その進捗状況をお伺いいたします。 
 ３点目といたしまして通年型の農業を目指し、就農しやすい環境をつくる笛吹農業高度化（６次

化）戦略会議設置状況を伺います。 
 戦略特区の地方農業は農業生産者の高齢化が進み遊休農地・耕作放棄地が増え、規制に縛ら

れ、農地が有効活用できない状況を打破し、農業委員会から市町村長に権限を移譲し、農業団

体と民間企業が連携し、生産から加工、販売まで手掛けられるシステムづくりと私は理解しま

す。これからの時代を考え、当市に確立できれば高齢化生産農家の安定収入と通年型の農業と

就農しやすい環境づくりとなります。伺います。 
 ４点目といたしまして果樹と温泉と地域、地産地消の郷づくりについて伺います。平成２２年

３月、市民、事業者、農業者の協働による笛吹市地産地消推進計画が発表され、５年契約となっ

ています。平成２６年度が最終年度となりますが、これまでの事業成果とこれからの効果を伺

います。 
 ５点目といたしまして、笛吹市地産地消推進計画を継続事業にについて伺います。生産農家

の高齢化、遊休農地、耕作放棄地を考えると笛吹市が地産地消の推進で享受するメリットとし

て５点ほど挙げられます。 
 第１に旬の地場農産物がいつでも手に入り学校給食でも食育に取り組める、市民全体のメリッ

トとなること。 
 第２に販売、飲食、宿泊を提供することで付加価値が生まれ、地域特性の新たな市場が生ま

れ、事業者のメリットとなること。 
 第３に地産地消は農業者の収益を高め、市民の旅行者や市の農や食に触れることで、生産担

い手の獲得につながり、農業者のメリットとなること。 
 第４に旅行者が日本一のブドウ・桃の農業地域に四季を通して味覚と生産活動に触れ合うこ

とができること。 
 第５番目に行政も総合産業化により地域主導の新しいビジネスモデルが確立し、事業収入確

保が期待できるとして、果樹と温泉と地産地消のまちづくりが地域の顔となり、笛吹市の魅力

が拡大することによります。この事業を継続することで活力となって表われ、６次化にもつな

がると思いますが伺います。 
 ６点目といたしまして、笛吹市農業高度化６次化戦略会議に全国公募についてお伺いいたし

ます。 
 農業の高度化は、国でも地方の農業の弱体化を視野に戦略特区に組み入れております。笛吹
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市におかれても現状を見るとき、生産農家確保は５年後１０年後の高齢化農家を考えますと農

業の高度化戦略は不可欠であります。戦略会議に全国から専門的知識を持った優秀で有能な人

材を公募する、確保することにお考えはないか伺います。 
 以上６点伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに農業特区導入で活性化を図れないかとのことですが、特区は規制緩和が大きな柱と

なっております。本市は桃・ブドウの一大生産地であり、生産量日本一を誇っております。少

子高齢化の中で農業後継者問題が他市と同様に深刻な問題となっております。また担い手の確

保につながる課題でありますが、儲けを増やすこと、これが２つ目の課題だと考えております。 
 現在示されている特区制度は国際戦略に重点が置かれ、農業関係に関してはメリットが少な

いと思われます。引き続き、特区制度の状況を見定めながら研究を重ねてまいります。 
 次に観光戦略ビジョンの策定状況についてですが、本市では平成２２年度に観光振興ビジョ

ンをスタートし、観光関連団体との連携・協調のもと効果的施策の展開に努めてまいりました。

２６年度は策定から５年目にあたり、また総合計画の後期基本計画も今年度策定されたところ

でありますので、観光振興ビジョンにつきましても見直しの時期にあると考えます。施策事業

の評価や検証を行い、その結果を反映させた新たな観光戦略ビジョンの策定に向け、準備をし

てまいります。 
 次に農業高度化（６次化）戦略会議の設置についてですが、市長が施政方針で述べた儲けを

増やす農業を目標に６次産業化を促進させることは、就農人口を増やすことを考える上で大切

であると考えます。大変重要な課題だと考えますので、設置する方向で前向きに検討していき

たいと考えております。 
 次に地産地消推進計画の推進状況と継続事業化について、併せてお答えいたします。 
 地産地消計画は平成２２年３月に策定し、市内直売所での地場農産物の販売促進や料理教室

の開催、学校給食への使用推進などの取り組みを実施し、笛吹市産農産物の消費拡大に努めて

まいりました。計画期間につきましては、平成２６年度までの５年間となっております。 
 直売所での農作物販売は工夫すれば販売量や収入の増加が目に見えて分かり、果樹以外の作

物も販売することが可能であるため、畑の片隅や遊休農地等でも栽培できる作物であれば、高

齢になってもずっと現役農家で頑張っていけると思います。２６年度中に検証を行い、計画の

継続に向け準備をしてまいる予定であります。 
 次に農業高度化（６次化）戦略会議への人材公募についてですが、農業高度化戦略会議を設

置する際には、議員のおっしゃるとおり外部からの人材確保も含め、幅広いメンバーが参画で

きる戦略会議としたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １番、神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 
 農業特区のほうは今、大変難しい、世界的な、いろんな枠組みで推進する国の姿勢ですから、

これはまた執行のほうで、当局でいろいろ検討しながら進めていけるものならばやっていただ

きたいと思います。 
 ２点目のほうの観光ビジョンについてお伺いします。 
 戦略ビジョンの１つとして２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催にあたり、ま

たリニア新幹線が甲府区間使用開始、これらを視野に入れて魅力ある観光資源として捉え、温

泉観光地、自然を活用した各観光スポットにアクセス道路の整備が必要と考えますが、いかが

でございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 今年の桃源郷春まつりは、八代ふるさと公園をメイン会場としております。ただ残念なこと

に農林土木課が所管でございます第２農免でございますか、２カ所ほど工事が滞っているとこ

ろがございます。そういったことを考えますと、市民の皆さまにさらに説明をしながら新たな

道路や、また既設で開通を予定しておりますところにつきましても協力を得ながら、やはり道

路がないといろんな面で発達、また発展が遅れる場合もございますので、ぜひ市民にそのへん

も呼びかけながら、産業観光部とすれば新たな道路づくりについては積極的に取り組んでいき

たいところでございますが、市道等につきましては建設部所管でありますので、いろんな計画

があろうかと思いますので、今ある道についてしっかり確保しながら、新たな道路の整備も考

えていければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 もう１点、２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京開催にあたり、県のほうでは各

競技に対しまして、練習場を提供して長期観光滞在型の誘致を図りたいとして計画をしており

ます。わが市でもスポーツ振興、観光を考えるときに会場の誘致が考えられないか、特にサッ

カー場ですね、それからソフトボール球場、そういうものがまた、あと終わりましても多目的

なゲートボール場、それから今流行りの多目的なスポーツに使うことができると思います。ど

うか有利な財源を活用する姿勢でもって、もし計画に入りましたらやっていただきたいと思い

ますけども、いかがでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、総合的なグラウンドの検討を始めようというところまではきておりますので、なるべ

く早く検討委員会を立ち上げる中で、是か非かも含めて考えてまいりたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 この事業も有利で、またチャンスだと思いますからぜひ早い立ち上げのほうをお願いいたし

ます。 
 ３点目の通年型についてお伺いします。 
 通年型の農業に就業しやすい環境づくりには、安定した収入が得られることが不可欠です。

農業生産基盤整備が新規就農者確保につながり、農業の高度化確立にもつながると思いますが

伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 今回、新年度で予算についてまたご説明をさせていただくわけですが、就労人口の増加とい

うものが第一だと思っていますし、その就農人口増加の中でまず最初は新規就農者の方は桃や

ブドウの跡継ぎとして入っていただき、正規の販売ルートで販売をする。また直売所へ持ち込

むことも可能でございます。また先ほどの答弁の中で、畑の片隅とか遊休農地等で簡単に作れ

る野菜等もしっかり手を入れることによって、お金になる。芦川の直売所でも販売しておりま

して、やはりしっかり苦労をして努力をすると、それなりの対価が得られるということもござ

いますので、地産地消計画の中にございますけども、直売所または地産地消施設についても力

を入れていきたいなと思います。特に芦川の直売所につきましては、軽食コーナーが売り上げ

の３割から４割を占めるということでございますので、そういった軽食コーナーにつきまして

も、今はないようなところにつきましても県等の補助金を見ながら設置できるものであれば設

置をするようなことで考えていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 どうもありがとうございます。ぜひ普及、あるいはそれを把握した中で率直的にどんどん前

へ進めていただきたいと思います。 
 ４点目の果樹と温泉について、お伺いいたします。 
 ＪＡ笛吹では平成２１年度直売課を設置し、総合的な対応を実施しております。市民が活用

することによって成果は挙がっていると聞きますが、行政が農業団体と一体となり、住民に行

き届いた情報発信をすべきかと考えますが、いかがでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員のおっしゃるとおり、情報発信というものが非常に大切だなと思っています。やっぱり

情報通信技術を使う力、リテラシーというものが農協等も防災無線の関係でいろんな放送がで

きなくなった、そういったことに関してメールでいろんなことを配信しております。やはりそ
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ういう時代がきたかなと思っております。ＳＮＳとかＬＩＮＥとかいろんな情報ツールが出て

おりますので、今までどおりのホームページはもちろんのこと、時期時期に合った、時代時代

に合った情報通信機器を利用しながら周知、情報発信に努めていきたいと思っています。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ぜひ農業団体と一体になって地産地消の原点である、住民が品物をすぐ買えるようなものを

つくっていただければと思います。お願いいたします。 
 最後に、市長にお伺いいたします。 
 未曾有の大雪に見舞われ、県内の物流はストップし過疎となり市民の食料確保に支障を来た

しました。時代が変わり量販店での購入が主となり近くの商店は姿を消し、高齢化時代を考え

させる社会となりました。 
 本市におかれては観光外地域、農村地域、山間地域を形成する行政区の中、住民の生活基盤

整備構築は不可欠でございます。市長は重要施策の１つとして積極的に取り組んでおりますが、

改めて決意をお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 神澤議員のご質問であります。 
 さまざまな地域で人々がそれぞれの生活を送っている、この事実をまずしっかりと受け止め

てそれぞれの地域を豊かにし、それぞれの地域で安心して暮らせる、そういう笛吹市をつくっ

ていくということが大変大事ではないかと思っております。 
 これはもし、またあとでお話が出ればお話しようかと思ったんですけども、昨日、おととい

と九州のほうへ、ある種の先進地視察という形で行ってまいりました。さまざまな知見を得て

これたというふうに思っております。大変印象に残ったのは、現場を見たわけではございませ

んけども、買い求めた雑誌、今、手元に持ってきているんですが、寂れた温泉街をみんなの力

でにぎやかな町にしたという、そういうお話がありました。阿蘇市の旧一宮町、阿蘇神社とい

う、肥後の一宮がありますけども、その門前町です。その発想が私は大変、そうかというふう

に思いました。人を呼ぶんではないと。集客ではないと。３０分、とにかく来ていただいて、

３０分間楽しんでいただける町にしようと。楽しんでいただける町。ということは自分たちも

やっていて楽しい。そういう方向でのまちづくりをこの１０年間やってきた。大変なにぎわい

を取り戻したと、こんなお話がございました。 
 ぜひそういったような取り組みも参考にして、今、議員ご指摘の地域を元気にしていく、暮

らしいい笛吹市をつくっていく、全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 大変、貴重なご答弁ありがとうございます。 
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 私たちもやっぱり行政、あるいは農業団体と耳を、ネットを高くしながら積極的に取り組ん

でいきたいと思います。私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 笛新会の岩沢であります。 
 神澤議員の農業、温泉、自然活用の観光振興についてということで関連質問をさせていただ

きます。 
 先ほどの部長の答弁の中で地産地消推進計画、またこれについての継続事業としてやってい

きたいと、２７年度が一応終わりですけども、地産地消については現在、農産物直売所がかな

りの貢献をしていると思います。今、公設といいますか、市の指定管理、あるいは施設の直売

所、いろんなところがあります。集客として私どもが把握している中で、八代、境川、それか

ら芦川ですか、その３つだけでも年間の利用者数が２５万人にのぼっております。計算しても

大体、平均１人１千円以上。ですから３つで２億５千万円以上、これは間違いないと思います。

春日居についてはちょっと把握しておりませんけども、この２５万人が来る、この人たちの直

売所を利用した観光戦略、これは使わなければもったいないと思います。どのようなお考えで

いますか。これをぜひとも使っていくという方向でやっていかなければならないと思うわけで

すけども、ちょっとお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員のおっしゃるとおり、非常に多くの方がおいでです。客単価１千円以上ということです

から、ぜひ積極的にやっていきたいと思います。今、地産地消でやっている中で６次化の問題

もございます。やっぱり果樹って６次化が難しゅうございますので、年１回しか収穫できませ

んけども、野菜等につきましては何回か収穫できますので、そういった面も含みながらぜひ対

応させていただければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 直売所は６月、７月、８月、９月、１０月、この果実の出るときが一番の売り上げになりま

す。これは笛吹市の特徴ですね。その中でやっぱり売り上げが一番大きいのは果物を贈る、贈

答用の単価が非常に高くて、春日居もそうだと思います。これが一番売り上げが伸びておりま

す。その中で境川の直売所では、その送り主が金を払って相手先に送るわけですけども、それ

に必ずパンフレットを入れます。境川の直売所ではこうやって、１年間こういうものを出して

いますよと。よそはまだ確認を取っておりませんけども、これを利用してかなり笛吹市の観光

のパンフレット、そういうところの春日居、相当多いと思いますよ。この贈り桃、贈りブドウ、

それは八代も多いと思います。こういうものを使って、やはり直売所を使った笛吹市の観光の
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パンフレットをどんどん送って宣伝していく方向もいいではないかと思うわけですけども、そ

のへんまた直売所の運営会議もあるわけですから、よく検討していただきたいと思うわけです

けども、部長の見解をお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員さんの提案、しっかり受け止めたいと思っています。やはりただ、桃を贈るだけではな

く、境川の取り組み、大変素晴らしいと思いますので、数には限りがあるかもしれませんけど

も、そういった販路、また観光においでいただくことも、おいしい桃を食べたあと、またここ

へ行ってみようという気になると思いますので、ぜひ前向きに検討させていただければと思い

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 ６月、７月のそういう時期には、やはり石和の花火まつりとか、そういうようなパンフレッ

トもどんどん送っていただいて、そこからまた広がるように、点がまたどんどんつながるよう

な形でやっていけば、金がかからずできるではないかと思いますので、直売所をとにかく観光

戦略にどんどん使っていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 折り返しての答弁はよろしいですか。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 結構です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 「銀世界 はたまた悪夢か幻か」、多くの市民、市の基幹産業である農業をはじめ多くの商工

業者、また企業に甚大な影響を及ぼしたわけですが、一刻も早い復興支援策、復旧が望まれま

す。そしてこの雪害に対しましても、市長を頂点とする市当局、市職員の危機管理体制、機敏

に適切に指示を出し、動く能力、安心・安全な市民生活の確保のための組織のあるべき姿に対

し、改めて再考する機会にもなりました。言うまでもなく職員は豊かな市民生活実現のための

エリート集団、その知識、経験および能力を有効に活用し、地域行政の円滑かつ効率的な伝達、

運営が不可欠であり、そのための人材育成、人事管理も必要であります。 
 さて笛吹市においても新たに平成２５年度以降に定年退職する職員が、退職共済年金の支給
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開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する者については再任用するものとするとの方針が

閣議決定され、地方自治体にも再任用を義務付ける内容の要請がなされました。それを受け本

市も笛吹市再雇用非常勤職員設置要綱を制定しました。 
 下げ止まらない、アベノミクスの恩恵をほとんど実感できない地方経済において民間と公務

員、公民間の待遇格差拡大を指摘する声もある中で、単に人員削減をせよというつもりは毛頭

ありませんが、退職後の退職共済年金の支給開始年齢が段階的に６５歳へと引き上げに伴う雇

用機会の確保、無収入期間が発生しないための措置というだけに留まらず、市民に対しても積

極的な人材活用策や人事管理制度を説明する必要がありましょう。そのための具体的制度設計

について、下記伺います。 
 新しい再任用制度の概要を具体的に説明願うとともに応募状況、採用状況および配属先と勤

務内容はどのような状況でありましょうか。 
 また嘱託職員、臨時職員、非正規職員が増加する中で本制度の位置づけと将来に向けた効率

的なマネジメントに対し、どのような展望をお持ちでしょうか。また本制度導入によりメリッ

ト、デメリットも想定されますが、特に職員全体のモラル、働く士気の向上のための具体的取

り組みをお聞かせください。 
 以上、１問目であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 大久保俊雄議員の一般質問、本市における職員再任用制度についてお答えいたします。 
 はじめに再任用制度の概要についてでありますが、平成２５年度以降に６０歳定年退職とな

る職員を対象として、退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に６５歳へと引き

上げられることに伴い、６０歳で定年退職する職員について雇用と年金の接続が図られる必要

があり、雇用を希望する者については再任用を行うものとする。これが本制度の概要でありま

す。 
 本制度につきましては再任用する職員の知識、経験および能力を有効に活用し、市行政の円

滑かつ効率的な運営に資することを目的としておりますが、同時に行財政環境が厳しさを増す

中、スリムで効率的・効果的な組織や人員体制の確立を図るためにも適切に運用してまいりま

す。 
 次に応募状況についてでありますが、本年３月末の定年退職および早期退職予定者２６名の

うち本制度には２３名が該当し、このうち当初は１１名が再任用を希望しておりましたが、そ

の後辞退者があり、現在では７名が再任用を希望しております。 
 次に採用条件および配属先についてですが、本市では定員管理を考える中で給料表の２級程

度の格付けおよび短時間勤務を基本として運用を行うものであり、コスト的には新規採用職員

以下の人件費となります。 
 業務の内容といたしましては、２６年度につきましては住民窓口系事務、支所の地域振興事

務、団体事務、福祉系事務等を予定しております。 
 次に本制度の位置づけと将来展望についてでありますが、組織の新陳代謝等にも配慮するこ

とはもちろんですが総人件費の抑制、臨時職員とのバランスという観点も必要になろうかと考
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えております。 
 次に職員士気向上への具体的取り組みについてですが、今後も事業主としての責務でもある

定年退職職員の就業機会の確保に取り組みながらも一般職員および再任用職員の士気を保ち、

年金支給開始年齢までのいわゆるつなぎというような消極的な再任用の考え方ではなく、より

効率的・効果的な組織運営と雇用コストも踏まえた再任用制度の運用に努めてまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 自治体を取り巻く環境は非常に厳しい行政経営が余儀なくされている中で、笛吹市も笛吹市

定員適正化計画、これは平成３０年４月までの定数管理をしておりますし、行財政計画大綱お

よび集中改革プラン、一体になって数値目標を達成する努力をしている中で、今回あえて制度、

定数に引っ掛からない、正規の１週当たりの５分の４にあたる３１時間で雇用するということ

でありますが、新年度、２６名いた中の７名、将来的にもこれずっと継続されれば行革大綱と

定員適正化計画との整合性が図れるか否かの検証が必要であろうかと思いますが、そのへんは

どのように分析されますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 行革大綱、また定員適正化との整合性が図れるか検証が必要であるということでございます

けども、再任用制度につきましては正規の勤務時間の５分の４以内ということで、３１時間以

下で雇用ということで職員の定数管理にはこれは影響がないわけでありますけども、定員適正

化などこれから職員数が大変減少していきます。そういった時代に向かっていく中で、必要労

働力の確保というふうな観点から、本当に長い行政経験の豊富な方、豊富な知識、能力を持っ

た方を有効に活用していくという点で、非常に重要な取り組みであると考えております。 
 しかし先ほども申し上げましたように、ただ単純に再任用するというふうな消極的な考え方

では業務の効率化ですとか、財政面の効果は望めないんではないかと思いますので、業務の効

率化、あるいは費用対効果、それから財政節減効果、そういったことを総合的に勘案しながら

効果的に進めてまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 民間でも６５歳定年延長がなされつつありまして、延長に関してはしっかり事務分掌、どう

いう部分の現場、人が足りないですとか、労務管理の整備が当然必要であります。当然のごと

く労働内容に対する対価が賃金であるということはこれは基本でありまして、民間の行政職、

まったく同じではないにせよ本件に関する行政職給料も見ておりますけども、待遇は決して悪

くないように思われる中で、そういった希望ですとか現場を分析した中での事務分掌、労務管
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理、どのように取り組む予定でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 再任用職員の労務管理、それから賃金等の待遇の関係ですね。そのご質問をいただきました

けども、再任用職員につきましては、職員給料表の２級相当職を基本的に考えています。２級

相当職の再任用という給料月額が２１万３，６００円という規定がされております。これを５分

の４という短時間勤務、３１時間以内を基本としておりますので、それで試算をしますと約１７万

円というふうな再任用職員の給料月額となります。例えば管理部門とか、配置になる場合には

例えば３級相当職ということもあるわけですけども、今のところそういった管理部門というよ

りも２級相当職を再任用の基本として考えておりますので、１７万円程度ということで一般の

嘱託職員、あるいは臨時職員とほぼ同額で長年の豊かな経験を持った方に必要な現場で市民サー

ビスの向上、また住民福祉の向上といったところに勤めていただけるということで非常に有効

活用できるんではないかと思います。労務管理については、市役所の通常の労務管理の中で総

合的に考えてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 もう１点、正規職員と臨時職員などの非正規職員との格差という部分でお伺いしますけども、

公務員の皆さんは当然、無期雇用、定期雇用の間の不合理な格差を禁じた労働契約法ですとか

パート労働法の枠内でありまして、非正規職員の雇用不安や労働条件で大きな格差が生じてい

る人も耳にしますし、労働現場での声を多く集約した検証で本制度運用、配置決定も大事であ

りましょうし、例えば仕事がない中で市民の方もいろいろ臨時でもいいからと数多く希望され

ている中で、その部分、本制度の運用、配置決定、ここらへんもリンクさせまして、どのよう

なお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 正規雇用職員と非正規職員の雇用条件の格差ということは、従来から言われていたことであ

りまして、非正規職員の雇用条件の改善にはやはり取り組んでいかなければならないというこ

とでいろいろ検討もしております。そういった中で再任用職員の制度につきましては、先ほど

来申し上げておりますように、本当に長年の豊かな経験、知能、能力が活用させていただける

ということで非常に大きなメリットと考えておりますけども、逆にデメリット的なこともござ

います。実際、元上司、先輩が同じ組織の中へ入って、そこがスムーズに業務ができるか。あ

るいは若い後輩的な職員がうまくその上司を使えるかということもあるかと思います。 
 それから再任用職員を増やしていくことは、当然ながら新規採用職員の枠が抑制されてしま

う。あるいは臨時職員、嘱託職員で希望されている方の枠も制限されてしまうと。そういった
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採用枠を圧迫してしまうということもありますので、そのへんには十分配慮をしながら制度の

運用に努めていきたいと。それから職員全体の年齢構成、そういったものにも場合によればひ

ずみが出てしまうこともありますので、そういったことがないように制度の運用に努めていき

たいと、こんなふうに考えております。 
 ご質問のお答えになっていたかどうか、ちょっと分かりませんけども答弁とさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今、部長がおっしゃったように私も職員の方何人かに意見を伺ったわけですが、共通した認

識は役職の有無は別にして、それまで以上に気を使う部分があると感じる職員が多いようです

し、また人を減らせとかではなくて、さらなる職員の育成という観点から伺いますが、本人の

希望の通る通らない、私はむしろ顔が広い部分を生かせるんであれば、この時期は就農ですと

か滞納整理に集中的に交渉していただくと、交渉能力、土地収用とかそういった部分も必要で

はないかと思うわけですけども、まず１点、ワークライフバランスの推進の観点からお伺いし

ますけども、当然、今のワークライフバランス、仕事と生活の調和と訳されまして企業も行政

も働く者すべてに当てはまる言葉でありまして、自治体職員が地域に出ていけば住民を巻き込

んだ地域社会の活性化に当然つながりますし、今、新しい公共ですとか市民との協働、今後大

きな地域課題になる中で当然、地域現場の情報を行政サービスに生かせる職員を育てないと住

民ニーズから遊離した政策になりかねないわけでありまして、本制度を中長期的な自治体戦略

に結びつける方策も必要かなというわけで、いわゆる「ダラダラぬくぬく」から「バリバリ生

き生き」という職員を増やす必要があるわけであります。そこらへん逆に、この制度を活用し

て、例えば組織ですから、市長さんの思いを各部長さん、職員にまで浸透すること、これは組

織で非常に重要なわけであります。そこらへん、市民の意見を反映するのも大事ですが市長の、

倉嶋カラーというのは職員の部局長さん、またすべての職員の方に浸透する思いと、この制度

はいい機会だと思うんですよね、みんなで一人でも多くの方に倉嶋カラーを浸透させていく、

そこらへんはいかがでしょうか。できれば市長のお考えを、人材活用策、本制度を核にして、

お伺いしたいわけですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 大久保議員のご質問にお答えいたします。 
 まず１つは、この再任用制度をいたしてこれまでの経験をしっかり大事にしながら、それぞ

れの部署で活躍していただく、このことが大事だと思うんですが、やはり私は職員に対して古

い言葉でありますけども、滅私奉公というようなことを常々言っているつもりであります。あ

まり古めかしい言葉で、議員さんの中には笑っている方もいらっしゃいますが、私自身は本当

に公務員になった以上はぜひそのことは肝に銘じて２４時間３６５日、公のために働いてもら

いたいと、こういう具合に申し上げているわけでありますので、今度再任用される方には特に

またこの点は強く希望していきたいと思っています。 
 もう１つ、先ほど長期的な観点というようなお話もございました。先だって、ある研修会で
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私、非常に気に入りましたのは地域に飛び出す公務員という、そういうテーマでの研修会がご

ざいました。私ども職員も何人か参加しているわけであります。ぜひ地域づくりの最前線に立

つというような、そういう意気込みで再任用の皆さん、あるいは再任用に限らず職員全般に対

しても私は、もっとどんどん地域に出ろと。本当にあなた方は地域の実情を分かっているのか

なと。ちょっときつい言葉でありますが、そういうようなことも考えておりますので、ぜひ私

も今、申し上げたようなことも１つ２つ付け加えなければならないこともあるのかもしれませ

んけども、今ちょっと思い浮かびませんが、そういう立場で職員の指導にあたっていきたいし、

再任用の皆さんに強く訴えていきたいというふうに思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 民間も公務員も組織の原則で２・６・２の原則、２割は一生懸命賃金以上にやる。６割はそ

れなり。あと２割が違う方向に向くという部分がありますので、またぜひこういう時期ですか

ら職員の方、また市民、ある方向を向いて一生懸命頑張ればと思います。 
 続きまして２問目の質問でありますが、笛吹市の鉄道の玄関口ＪＲ石和温泉駅を中心とする

周辺近隣地域における各種整備計画について、いくつか伺います。 
 合併前からの長年の懸案、強い要望であった石和温泉駅舎改築、旧岡部地域と駅南側を結ぶ

南北自由通路および北口広場もいよいよ平成２７年３月完成を目指し、工事も順調に進んでお

ります。それを受けて市民の皆さま、近隣住民をはじめ行政区、商工会、旅館組合、観光協会

をはじめとする経済団体からも新たな提案や要望も出され、それらに対し以下、具体策を伺い

ます。 
 まずＮＴＴグラウンド跡地の活用策について伺いますが、駅から徒歩５分の一等地２万４千

平方メートル、民間事業者の太陽光発電システム、市の玄関口のブラックホールにならないか

と。民間とはいえ完成予定である本年７月までに手をこまねいていたのでは、当該地域として

も市としても取り返しのつかない汚点を残すではないかと。にわかに大勢の市民から懸念が噴

出しております。市として活用策に対し所見を伺います。 
 ２点目および３点目でありますが、当該土地、ＮＴＴグラウンド跡地には合併前から石和町

都市計画に基づく都市計画道路が存在しており、着工完成した道路もある中で今後の方針とそ

の土地にかかる労報橋、この橋は昭和３６年竣工、駅前区画事業終了後も普通車２台がすれ違

うこともできず事故も頻発。昨年３月には、近隣行政区および各種経済団体名が要望書が出さ

れました。この架け替えは。具体策について、いかがでしょうか。 
 ４点目、近隣地域で都市計画道路のうち駅前線・市部線は完成し、広く新しい道路が完成し

ましたが、完成後まもなく１０年、商店の減少や電気代高騰を受けて街路灯のＬＥＤ化が速や

かに必要との声が大きく寄せられる中で、駅前市部線に加え温泉街の主要道路のＬＥＤ化の具

体策をお聞かせください。 
 ５点目でありますが、温泉通りを流れる近津用水、第２平等川における小規模水力発電など

の活用策についていかがお考えでしょうか。さらに近日中に温泉熱を核とした再生可能エネル

ギーの活用法を検討する石和温泉再生エネルギー協議会が官民協力のもと発足する予定であり

ます。官民挙げた市の今後のエネルギー政策、先進地となる有効策の活用策について、２問目
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を質問いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにＮＴＴグラウンド跡地の活用策についてでありますが、石和町松本地内にＮＴＴ東

日本が所有しております旧グラウンド等の用地が所在する場所は石和温泉駅から温泉旅館街、

さくら温泉通りへの導線上にあり、市の将来のまちづくりを考えると非常に有用性が高いエリ

アであると認識しております。 
 今後の経過を見守りつつ、前向きに検討してまいりたいと考えております。 
 次に合併前から懸案となっている都市計画道路の今後の方針についてでありますが、市内に

おける都市計画道路については昭和３７年に５路線が都市計画決定され、現在までに７路線が

都市計画決定されており、そのうち３路線の整備が完了しております。 
 決定当時と現在においては、社会情勢等の変化により計画路線の機能、必要性等に変化が生

じております。 
 このような中、未着手となっている４路線については周辺交通量等の検証を行い、見直しを

してまいりたいと考えております。 
 次に労報橋の架け替えについてでありますが、労報橋は都市計画道路八田線の計画ルートに

なっており、架け替えにつきましては今後、都市計画道路の見直しと併せて検討してまいりま

す。 
 次に駅前線、市部線、川中島線をはじめ、近隣道路の街路灯の整備およびＬＥＤ化の具体策

についてでありますが、街路灯の整備やＬＥＤ化には各路線の整備された経緯、管理区分等を

確認した上で検討してまいりたいと考えております。 
 次に近津用水における小規模水力発電等についてであります。 
 近津用水は、国土交通省より許可を得て笛吹川から取水しており、笛吹川の水量や川筋の変

化などにより、水量の確保が困難な状況が続いております。特に昨年の夏から秋は取水できな

い事態にもなり、渇水状態の日々が続きました。このような状況から、動力源である水の安定

確保が厳しい近津用水において、水力発電は不向きであると考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 ＮＴＴファシリティーズの件、これはつまびらかになったのは去年の１１月ということであ

りますが、市のほうへそんな話があったのはさらに遡ること１年前にあったわけですけども、

そこらへん、タイムリーな情報提供をいただいたほうがよかったなと思うんですが、そのタイ

ムラグというのはどのような経緯で発生したんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 大久保議員の再質問でございますが、太陽光発電、メガソーラーの計画が発案されてからの

タイムラグということでしょうか。正直、情報が遅いではないかという話になるかと思います

が、新聞紙上でこれの反対運動があったということで私どもそこで再確認をいたしました。そ

れ以降、住民の皆さまの反対活動があるということでＮＴＴの同列会社のファシリティーズさ

んというところから、２回ほどそのメガソーラーについてのご説明を受けたということで、立

ち遅れというご指摘であればそれは真摯に受け止めたいと思います。申し訳ありませんでした。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 その経緯ですけども、昨年の１１月に２万４千平方メートル、４，３００万円の黒いパネル

の設置、２メガワットの太陽光発電ということで、それに対してなんでも反対とかではないん

ですね。例えば笛吹商工会、温泉、石和温泉観光協会、旅館協同組合は石和・春日居温泉郷の

中心に建設することによって、景観イメージを損ね地域の活性化にならないのではないか、地

域特性を生かした土地の有効活用が必要ではないか、他の経済活動の中心地でない場所におい

て設置できないのか、災害時や市民の幅広い活用策のための有効策はないのかという要望書を

出しておりますので、なんでもかんでも反対だよということではありません。幾たびかの説明

会を経て協議会の設置、ここにきてさまざまな具体策や有効策も打ち出されるようになったわ

けでありまして、それに対しＮＴＴファシリティーズ社側もここにきて態度を軟化させたのも

事実であります。民間において、笛吹市においても基幹産業である温泉と果樹を融合した観光

産業の発展に向けて積極的に取り組んでいる現状、建設予定地内の都市計画道路の見直しの可

能性などの背景を受けて官民あげて積極的発展に取り組むのであれば、来年、平成２７年の２月

を目途に建設を猶予する意向と聞いております。これらの交渉経緯を踏まえて、市として市の

玄関口とも言える広い一等地、これ一度、事業が完成すると何十年も元へ戻せない中でこのＮ

ＴＴのグラウンド跡地の活用策というものを市長は所見どのようにお考えでありましょうか。

これは非常に極めて重要な問題だと思いますので、市長のお考えをお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 石和温泉駅の近くの２．４ヘクタールという広大な土地であります。利用するといっても民

間会社が所有している土地でありますので、その利用というのはなかなか、相手との交渉ごと

が入ってくるので、右から左に、ではこうしましょうということにはなかなかならないという

ふうに考えております。相手とのいろいろなやりとり、また市民の皆さまの意向、どういう具

合にあの土地をみていくかというご意向もしっかり確かめた上でないと、なかなか市としてこ

うするんだというふうに打ち出すというのは、慎重にいかなければならないと考えています。 
 ただ、私としては２つばかりの角度から考えていきたいというのは、１つはこの笛吹市の本

当に長期的なまちづくりを考えたとき、中心市街地をどのように形作っていくのか、つくり上

げていくのか。そしてまちの風格とか、そういうようなことは大変大事だと思っております。
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格ですね、品格。そういう角度から考えていきたいなと。 
 もう１つは産業を起こしていくという、先ほど来も私ずっと言い続けているのは、やはり市

民生活を豊かにしていく、市税を上げていかないとこれはいけないわけでありますから、そう

いう意味で農業も観光も商工業も活性化させる、底上げをしていく、こういう観点が大変大事

だと思っています。そのほかにもさまざまな議論があろうかとは思いますけども、慎重にこの

土地の問題については議論をしていきたい、検討していきたい、また必要に応じて考え方も提

示していくというふうに進めてまいりたいと考えています。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今後の協議においてもなんでもものをつくれとか、費用対効果を考えた中で民間も知恵を出

し合う中で、民間でできれば当然民間で協議していくでしょうが、その部分で市当局に力を借

りなければならない場面も発生した場合には、積極的にその協議の場に加わっていただけると

いう認識でよろしいということですね。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 今、申し上げましたように大変重要な、笛吹市全体の将来にとって大事なテーマであるとい

うふうに考えております。民間の皆さまがあれを積極的に使っていくんだというふうに取り組

んでいただければ、私としてはベストだと思っておりますが、そういう方向性の中でも市とし

て必要なことがあれば議論なりに参画していく、これは当然のことというふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 その土地と関連しまして都市計画についてちょっと伺いますけども、本計画は話があったよ

うに半世紀近くの計画が出てから遂行された部分、完成した部分、保留になった部分がある中

で、例えば鵜飼橋から松本線ですとか、１キロ近くの。文化川中島線、こういったものを、４路

線が未着工ということで土地の売買にも必要になっておりまして、今後継続するのか、リセッ

トなのかの判断はこれは必要かなと思うわけでありますし、余計、合併というのはある部分、

すべてのものがリセットになってどの部分は延ばしていくのか、やめようかという部分の中で

今後の方向性、もうちょっと明確にお示しいただきたいと思いますけど。都市計画に関するお

答えを。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 大久保議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 答弁の中でも申したとおり未着手の部分について４路線あるわけですけども、当初予算のほ

うへも、２６年度当初予算にも計上させていただきまして、この４路線について交通量等々、



 １５５ 

いろいろ調査する中、見直しの中にも廃止もあるだろうし、変更もあるだろうし、いろいろな

部分も含めて、この２６年度からやっていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の見直していないということで、都市計画ですが、従来のまちづくりは道路だとか橋だと

か、そういうもの、インフラ整備に終始するわけですけども、今後の都市計画というのは、総

合計画の下の都市計画、いろんな部分でそういったまちづくりに対する思いというものも住民

ですとか、そういった要素も必要だとは思いますけどもそこらへんはいかがでしょうか。単に

やるやらない以外に、そういった市民の意見を取り寄せた都市計画、これはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 再質問でありますが、まちづくり等にもということでありますけども、一応都市計画の中に

は道路もありますし、まちづくり、あるいは用途地域、いろいろあるわけですけども、この道

路の見直しをきっかけにまちづくりについても考える中、どういう道路を造っていったらいい

かというような形で検討をし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（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 あと街路灯ですがこちらの電気料管理支払い、例外を除いてほとんどが民間で管理組合をつ

くっております。商店の消滅、地域住民の高齢化等を鑑み、ＬＥＤ化の要望を強く耳にします

けども、設置が一時に比べて安価になりましたし、一定の期間を経過すると国等の補助金も出

る中で導入に向けた積極的な市の姿勢をお聞かせいただきたいわけですが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 大久保議員の再質問の街路灯についてでありますけども、この３路線、駅前市部川中島線に

ついては設置した経緯がございます。町内会等々、いろいろな団体が設置をして現在、維持管

理料も払っているということがありまして、簡単に蛍光灯、あるいは電球を替えればいいわけ

ではありませんので、それも調査する中、関係団体と今後協議する中、前向きに検討をしてい

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（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 そちらのほう前向きということは、すぐには実現しないけども、調査費を盛った中で一歩前

進しただけという認識でよろしいわけですね。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 調査費等は特に盛ってありませんけども、関係者と協議する中、話を聞けばどんなものが建っ

ているか、あるいは現地を見ても確認できるわけですので、中には街路灯そのものを替えなけ

ればならない。そうした場合には、いろいろ費用もかかってきます。そういった中に県の補助

等々もあるわけですけども、その中で関係者と今後協議を進めていきたいというふうな形で進

めていきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 あとまたその該当地域をいろいろ商店もあったり、旅館があったり、中心地になる中で、やっ

ぱり今後の再生エネルギーというものを、市としても考えた中で温泉熱、こういった再生エネ

ルギーも、まもなくエネルギー検討会も発足しますし、水力というのは一部の考えであります

けども、官民挙げて市の今後のエネルギー政策というものに対して、どのようにお考えでしょ

う。あの川も非常に大きな鯉もいるし、ハード面の整備ではなくても非常にあちこち大きい鯉

も泳いでたり、またそういう部分でも総合的に市のエネルギー政策、人が大勢住む中での環境、

エコといった部分を情報発信していけば、またプラスアルファで果樹と温泉とか大地の恵みに

感謝する笛吹市プラスそういったエコ政策が必要だとは思いますけども、そこらへんの考えは

いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 議員のご提案ということで解釈をさせていただきます。 
 再生可能エネルギーの対策としては、今現在は太陽光への補助金等々があります。今回この

一般質問の中では、小規模な水力発電というようなご指摘でした。若干、近津のなりを見ます

とちょっと厳しい部分もあるかもしれません。ただ、こういう政策についてはしっかり軸足を

据えて推進をしていかなければならないという立場の中で総じ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（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 ちょうど鐘も鳴りましたので、これで終了します。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、大久保議員の関連質問をさせていただきます。 
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 雇用と年金の接続という課題もあるので、この再任用という部分は非常に大変な課題の１つ

でもあるかと思うんですけども、先ほどのご答弁の中で当初１１名の希望があって、現状では

７名ということでしたけども、差し支えがなければ辞退をされた方の理由ですね、仕事の内容

等ということなのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 関連質問にお答えをいたします。 
 当初１１名が希望をされたわけですけども、現在７名ということで、うち２名はこの再任用

制度ではなくて、個々に自分で再就職先を決めたと。あと２名については、こちらで用意した

職種について、ちょっとそういう内容ではお断りをしたいということで辞退をされたというよ

うな状況でございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 分かりました。再任用を今回から導入していくにあたって、今回の経過の中で新たに導入し

ていくにあたってという意味ですけども、庁内でその再任用にかかる、検討するような組織等

はつくられているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 今回、再任用に関わる検討組織はつくっておりません。総務課の担当の中で内容のほうは決

定をさせていただき部局長会議にお示しをして決めていただいたというような形でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 これは制度からすると今回に限らず、今後も続いていくことになるかと思うんですけども、

平成３８年ぐらいまででしょうか、そうなるとやはり先ほどご答弁の中でバランスということ

もありましたけども、部局長会議等を活用されているという説明もありましたが、再任用に関

係する、執行部のほうでメニューとして用意していただく職種とマッチングがうまくいかない

というようなことも、場合によっては今後も出てくるかもしれませんし、定員管理の面でもそ

ういった部分、庁内組織を立ち上げられてもいいのかなと思いますし、またそういう場でしっ

かりと今後も職務の内容にもよりますし、大久保議員のご提案でもあったような、こういった

ところにキャリア、経験を生かして配置をしていったらどうかというふうな部分も含めて、ぜ

ひ検討していくためのそういった組織のような形も必要ではないかと思いますが、この点につ

いてはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
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〇総務課長（雨宮寿男君） 
 お答えをいたします。 
 再任用について、今年が初めてということで今回、当初の希望者が１１名ということで６５歳

の年金支給開始まで再任用を希望する場合には採用するということで、５年後には単純に考え

て５０名ぐらいの再任用、雇用していかなければならないということでございますけども、ど

ういったことを仕事していただくのか、そういったことについては非常に今後、課題になって

こようかと思います。 
 今回も各部局のほうにも聞きながら、仕事先については選択をしていったわけでございます

けども、今後そういった将来を見据える中で安定的に再任用を運用していくために、そういっ

た検討組織も必要ではないかと考えるところでございます。今後の課題としてちょっと研究さ

せていただき、検討させていただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を午後１時３０分より行います。 

休憩  午後１２時０６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 短い時間ですので、早速通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 
 まず保育行政について、伺います。 
 笛吹市内には来月４月に、石和町井戸に開園予定の私立の保育所も含めまして２５の保育所

がありまして、その定員はおよそ２千名となっております。近年は女性のライフスタイルの変

化や厳しい経済情勢のもとで子育てしながら働く女性が増えておりまして、保育所は働く女性

の拠りどころ、そして子どもたちにとっては集団保育を通して心身ともに育ち合う場となって

おります。 
 ２０１５年からは保育システムが大きく変わろうとしておりますけども、それはさておき以

下の４点について、保育所を利用する保護者の視点と保育所を育ちの場とする子どもたちの立

場に立って質問いたします。 
 まず２６年度の保育料について、伺います。 
 現在、市の保育料は徴収階層が１４階層に分かれておりまして、保育料は０円から最高額で

４万５千円となっております。来月の４月からは予定では消費税が上がることになっておりま

すけども、私は保育料の据え置き、あるいは引き下げを求める立場にありますけども、市の方
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策について伺います。 
 ２つ目について、全国的には大都市においては保育所が圧倒的に不足して待機児童をたくさ

ん抱えている一方で、地方では少子化の影響で定員に足りなかったり、保育所の統廃合が起こ

るというふうな、地域によって大変大きなアンバランスが見られるところですけども、２６年

度の入所状況についてお伺いします。 
 ３つ目に、保育所の給食の脱脂粉乳について伺います。笛吹市の保育所に通う３、４、５歳

児の子どもたちはおやつの時間、いまだに脱脂粉乳を飲まされております。全国的に見てもい

まだに脱脂粉乳を飲ませている保育所、圧倒的に少なくなりました。人生８０数年の間に保育

所に通う３、４、５歳児の３年間だけ毎日、脱脂粉乳を飲まされるわけです。小学校給食では

牛乳ですので、味覚混乱を起こす子どもも多いというふうに聞きます。国産の安全でおいしい

牛乳があるにもかかわらず、なぜ笛吹市では、わざわざ輸入品の脱脂粉乳を飲ませるのでしょ

うか。理由を伺うと同時に牛乳に切り替えるよう求めるものです。 
 最後に３、４、５歳児の完全給食について伺います。保育所では０歳、１歳、２歳児の間は

給食におかず、主食も提供されますけども、３、４、５歳児については主食は提供されません。

子どもたちは毎日主食だけ家から持ってくるわけですけども、冬は冷たいご飯を食べ、梅雨期

から夏にかけては衛生面に気を使いながらの食事となります。これは国が定めている保育単価

に主食代が含まれていないということから発生することでありますけども、市内においても、

また県内のいくつもの自治体でいろいろ工夫を凝らしながら、主食を出している保育所も少な

くありません。主食を提供することを求めまして、１問目の質問を終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 亀山和子議員の一般質問、保育行政についてにお答えいたします。 
 はじめに平成２６年度の保育料についてでありますが、本市では国で定める保育所徴収金基

準額表とは別に市独自の保育料表を定めまして、保護者が負担する保育料の一部を軽減してお

ります。２６年度におきましては、この保育料表を改定する予定はございません。 
 次に、平成２６年度保育所入所状況についてであります。 
 入所手続きの終了時における定員に対する充足率は平均で直営の公立保育所が８５％、指定

管理導入保育所が１０６％、私立保育所が９８％で全体では９５％となっております。 
 次に、本市が保育所において脱脂粉乳を使用している理由はとのご質問でございます。 
 脱脂粉乳は脂肪の取り過ぎを抑え、不足しがちな栄養素をとることができる有効な食品であ

ると考えているからであります。またコスト面でも牛乳に比べて安価であり、その分、限られ

た予算の中で多様な食材を購入することができております。 
 しかしながら牛乳を否定するものではなく、子どもたちに幅広く食材に親しんでもらうため

に給食のメニューを工夫することや県内外の状況の調査・研究を行いまして、牛乳の活用につ

いても前向きに検討してまいりたいと考えております。 
 次に、給食の主食の提供についてであります。 
 いわゆる完全給食の実施につきましては調理施設や設備の整備、職員態勢、実施する上での

保護者の経費負担などいくつかの課題がございます。また保護者が子どもに主食を持たせるこ
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とで子どもたちの食の様子を把握し、親子で食育への関心を持っていただけるなどの利点もあ

ると考えておりますので、保護者のニーズを把握しながら、実施の必要性や課題への対応につ

いて検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 脱脂粉乳について、お伺いします。 
 答弁では脂肪の取りすぎを抑える、コスト面という２つの理由を挙げておりました。それで

は今現在、全国の保育所と県内の保育所でどのくらいの数の保育所がこの脱脂粉乳を飲ませて

いるか、把握しておりますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 全国の状況はちょっと分かりませんが、県内の市の調査をさせていただきました。牛乳のと

ころが結構ございまして、南アルプス市が牛乳。それから山梨市も牛乳。甲斐市は牛乳、麦茶、

野菜ジュース。甲府市が牛乳と麦茶の交互。韮崎が異常児がスキムミルク。北杜市が牛乳。甲

州市が平均してスキムミルクが週２回、牛乳が週２回、カルピスやお茶が週１回というような

感じで、ここ数年、牛乳が増えていることも確認をしております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 全国の様子をつかんでいないようでありますけども、今の給食用の脱脂粉乳を一手に輸入し

て扱っているところは児童育成協会というところです。そこによりますと２５年度、全国では

７，４５０カ所の保育園で利用したということでした。１０年前は９，６００カ所でしたので、

この１０年で２，２５０カ所減りました。全国に保育園、およそ２万２千カ所あるはずですの

で、大体利用しているところは３３．８％です。 
 児童家庭課によりますと、今部長からも答弁がありましたけども乳児院と児童養護施設、こ

れは９つありますけども、これも合わせた数で脱脂粉乳を利用しているところ、平成２１年度

は１１１カ所、２５年度は９３カ所ということでした。この利用率は全国より少し高いわけで

すけども３８．１％でありました。 
 このように世間は脱脂粉乳ではなく牛乳なんです。それでもまだ脱脂粉乳にこだわる、そう

いう考えを貫くということなんでしょうか。再度伺います。最後の１％になるまで脱脂粉乳を

飲ませるんですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
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 この間、質問を出されてくる中で、職員の栄養士を中心に議論を重ねてきました。いずれに

しましても牛乳のいいところいっぱいあります。それから今まで続けてきた理由として、先ほ

ど挙げましたスキムミルクのいいところと言われているところもございます。とにかく一回、

ゼロベースで議論をしようではないかということで、議論を始めさせていただきました。した

がいまして、できるだけ早く笛吹市としての方向性を、職員の議論の中で一番正しい方法、子

どもの成長の面、それから食育の面、それから経済的な面、多方面にわたると思うんですが、

議論をしまして、結論を出してこれでいくんだという方向性をできるだけ早く出していきたい

なというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 大変前向きな答弁ですので、最後の１％になるまで頑張る決意はないようでありますけども、

少し答弁の中で気になったことがありました。脂肪の取りすぎを抑える。コスト面、食育とい

うことでありました。さて脂肪の取りすぎということは、やっぱり肥満ということもこの間、

婦人団体の講習の場で肥満を予防するために脱脂粉乳を飲ませるんだということもありました。

今の部長の答弁、そうだと思います。ところで牛乳と幼児肥満の関連性を今、部長が答弁した

ように裏付けるような、信頼できる統計とか信頼できる学説を示すことができるんでしょうか。

そんなふうなものがあっての答弁なんでしょうか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 今までこの議論は繰り返しされてきました。そのたびにそういう回答をさせていただいた経

過があると思います。たしかにスキムミルクは脂肪が少ないのは事実でございます。ただ、そ

れとの関連が、議員さんが指摘されたような牛乳と肥満との関連、これは証明するものがはっ

きりこれだというものがあるわけではございませんけども、一般的にそういうふうに言われて

きたというのも事実でございます。したがいまして、そのことも含めてしっかりと検証をして、

栄養士の立場、それからわれわれ職員としての立場からしっかり検討させていただいて結論を

出していきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 たしかに日本医師会の文献によっても、それから日本肥満学会の文献によっても牛乳と幼児

肥満を関連づけるものは何もないというふうな現在の段階での定説でありますので、そこのと

ころはぜひ見直しをしていただきたいと思います。 
 あとそれとコスト面のことを答弁しておりましたけども、たしか去年か一昨年、保育課で脱

脂粉乳１００ｃｃと牛乳１００ｃｃのコストを出してもらったことがあります。そのコストを

調べたところではそれほど変わらないという回答を得たことがあります。コストというのは、

脱脂粉乳１００ｃｃいくらで牛乳１００ｃｃいくらというふうに見積もっているんでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 再質問にお答えします。 
 園児１杯分にしまして牛乳が２７円、スキムミルクがこれは輸入物ですけども１４．７６円、

国産だと牛乳と変わりない値段であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 この牛乳２７円というのは、今の部長の答弁と保育課でいただいた回答とはかなり誤差があ

ります。たしか１５円から１６円、１７円だったというふうに思っていますので、やっぱりも

う少し詳細にこの２７円は調べていただきたいと思います。 
 次に、完全給食について伺います。 
 答弁にありましたように、主食を提供するためには施設の準備が必要であります。１施設ど

のくらいの費用がかかる、工事費も含めてというふうに試算していますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 １施設の整備費用について、試算はしておりません。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 施設費がかかるというふうな答弁をしているわけですから、どのくらいかかるのかというこ

とも、試算した上で答弁してもらいたかったと思いますので、そのへんのところはまた後日お

願いいたします。 
 あとそれから指定管理を導入している石和第３保育所ですけども、ここは完全給食を実施し

ております。指定管理ですから担当課では１年にいっぺんモニタリングをしているわけですけ

ども、その中でこの完全給食について担当課として学んでいることがあったら示してください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 完全給食にした場合には、議員さんもご指摘のとおり特別な費用がかかりますので自己負担

をすることになるかと思いますけども、今のところ特に苦情等は聞いておりません。むしろ完

全給食することによって喜んでいただいていると。特に石和第３保育所については希望が殺到

しているという事実もございますので、そのへんも反映しているのかなというふうに思ってお

ります。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 当局が指定管理を導入したら、今答弁にあったようにとても人気が出たとか保育サービスが

向上したとかというふうにして称えるわけですけども、やっぱりそこからぜひ私、学んでほし

いというふうに思います。そこから学んで、ではどうしたら公立の皆さんに喜ばれるような保

育ができるのかということをぜひ学んでほしいというふうに私は思います。 
 石和第３保育所、園長先生の話によりますとやっぱり完全給食によって大変メリットがあっ

たと、いくつか述べておられました。１つは献立のメニューが非常にバラエティ豊かになって

幅が広がった。主食を持っていかないわけですからチャーハンもできるし、混ぜご飯もできる

し、麺類もできるし、サンドイッチもできるということ。あとそれから温かいものが食べられ

る。そして梅雨期から夏場にかけて衛生面の利点を挙げておりました。このようなメリットの

ことについてどのように考察するでしょうか、お願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 指定管理を導入した理由は、サービスの向上というのが１つ柱になっております。その結果

が表われてきたというふうに思っています。議員さんも前からご指摘のとおり指定管理にでき

ることが、どうして公立の保育所にできないのかなということについては、私ども重く受け止

めております。いろんなところで、そのいい効果が表れていることも事実でございます。指定

管理、それから私立の保育所と競い合って公立の質の面もぜひ盛り上げていきたいというふう

に考えておりまして、例えば春日居の保育所が今２つありまして、１つは指定管理、これは東

のほうは新しい保育所ですが、西のほうは古い保育所で公立の運営になっています。東のほう

は指定管理になっていますが、たしかに東の保育所も人気ですが、西の保育所につきましても

いろんな工夫をしまして、東に負けないように頑張っているのも事実でございます。そんな関

係を全市内の保育所に広めていきたいなと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 先ほどの入所状況を伺いますと公立は充足率８５％、指定管理１０６％です。ぜひこの指定

管理を導入している保育所のいいところを、ぜひたくさん学んでほしいというふうに思います。 
 ２問目について、質問します。デマンドタクシーの件についてであります。 
 市では市内全域を区域として地域公共交通総合連携計画が４年前、２２年３月につくられて

おります。それによりますと基本方針として市民の日常生活における移動手段の維持確保、多

様なニーズに対応した効率的・効果的な公共交通体系の構築というように、主に２つの柱を基

本方針として掲げております。その基本方針に沿って従来からあった一宮巡回バスや境川ぐる

りバスに加えて御坂ルート、石和富士見ルートのデマンドタクシーを運行しております。現状
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と今後について、まず伺います。 
 ２つ目に笛吹市公共交通会議の資料によりますと、特にデマンドタクシーについては１日当

たり、また１便当たりの利用者数が増えるどころか減る一方、あるいは横ばい状態であります。

このような状況について、どのように考察するのかを伺います。 
 次に市内の高齢者や障害を持った人、また交通手段を持たない人にとっての交通権の補償は

大きな課題であります。要望があるにもかかわらず、笛吹市のデマンドタクシーは成功してい

るとは到底言いがたいものであります。要望があるにもかかわらず成功していないというのは

市民のニーズにぴったり合った事業になっていないということではないでしょうか。このデマ

ンドタクシーに対して利用者、市民の声がきちんと把握できているのか。そしてその声が生か

されてきた経過があるのか、伺います。 
 最後にデマンドタクシーの今後の方向性、またデマンドタクシーのみならず他の施策は考え

られないのか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにデマンドタクシー、巡回バスの利用状況の推移と考察について、併せてお答えをさ

せていただきます。 
 デマンドタクシー御坂ルートにつきましては、平成２２年１０月に運行開始してから約３年

が経過したところであり、利用者数は月平均で約３７０人という状況です。この数字は対前年

度比で約４５％、対前々年度で約６４％の増加となっており、直近の３カ月間に限ってみると

月平均で約４３０人まで増加し、着実に利用の輪が広がってきているものと認識しております。 
 富士見ルートにつきましては平成２３年１０月にスタートし、対前年度比で約２１％、対前々

年度比で約２４％の増加を示しているものの、利用人数は月平均で２００人程度に留まってお

り、当初の目標を下回っております。 
 デマンドタクシーにつきましては地域や利用者からの要望に応じて、毎年度運行エリアの拡

大を図ってまいりました。市営バスの利用状況につきましては、合併前の平成９年から運行を

行っている一宮循環バスが月平均７８９人という状況で、特にここ数カ月は対前年度比で月

１００人程度増加しております。これは昨年の４月、地域の要望を受け大幅な運行内容の見直

しを行った成果が徐々に表われてきているものと考えておりますが、曜日ごとに運行ルートが

異なる複雑な路線網がこの路線の今の喫緊の課題となっております。また同様に平成９年より

運行しております境川巡回バスは月平均２５９人という利用状況で、ここ数年横ばい傾向にご

ざいます。小型の車両でシンプルかつスリムな運行が行われてはいますが、市の中心部などへ

のアクセス性に課題を抱えております。 
 芦川バスにつきましては、平成１４年に運行開始をし月平均で１，２２０人となっており、

ここ数年横ばい傾向でございます。芦川地区と石和温泉駅を接続する運行路線が長距離なゆえ

に、運行便数の少なさと運行経費がかさんでしまう点が課題となっております。それぞれにさ

まざまな課題を抱えた各路線ですが、地域に欠かせない貴重な移動手段であることに変わりな

いと考えております。 
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 次に利用者、市民の声が把握でき生かされてきたかとのことですが、デマンドタクシーの検

討に際しては、平成２１年度から２４年度の各年度に実証運行調査を行い、その一環として対

象地域住民を対象としたアンケート調査を行っております。そのアンケート結果を公共交通会

議で検討し、デマンドタクシーの停留所設置等の運行実施に反映させております。また運行開

始後も事業者からの聞き取りなどを実施する中で、毎年の運行計画に反映させております。 
 次に市民の交通権保障をするためこれからの方向、ほかの施策はとのご質問ですが、交通政

策基本法に定める国や地方公共団体の責務を持ち出すまでもなく、高齢化が進む本市において

も、安心して暮らせる地域社会を実現するための公共交通の担い手として自治体の果たす役割

は大きいと考えております。 
 今後の方向性につきましては、２６年度より順次路線を定めて利用者の皆さまへの調査を行

い、地域の公共交通のあり方や再編方法について笛吹市公共交通会議に諮りながら検討してま

いりたいと考えております。 
 なお他の施策は考えられるかとのご質問ですが、ただいまの答弁と重複いたしますがさらに

利便性に優れ、また効率的な方法があれば積極的に研究し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（前島敏彦君） 
 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） 
 今の部長の答弁を聞きますと、たしかに前年度、前々年度よりかなり増えているわけですけ

ども、平成２５年４月２３日付けの事後評価によりますと御坂ルートについても目標１４人に

対して１０．７人、１便あたり目標２．５人に対して１．９人。富士見ルートに対しては目標

１２人に対して６．６人、１便あたり目標２．０人に対して１．６人というふうにあります。

増えていながらもまだまだやっぱり、目標にはまだまだ達していないわけですけども、その中

でニーズに合っていないからだと。それで改善点として、利用ニーズに沿った効果的な運行と

必要な改善を図っていくというふうに、２５年４月２３日の事後評価で位置づけております。

ということは、この御坂ルートにしても富士見ルートにしても、この利用ニーズというのはど

のようなものだったのか、それに対してどのように答えていったのかということを伺いたいと

思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 議員の再質問でございますが、私どものデマンド、よくフルデマンドという言葉があるんで

すが、フルデマンドとはちょっと違います。予約制をとって、それで必要な時期にそのところ

へお迎えにあがってという、利用のしにくさ等が１つある。そういう分析がされております。

それと、すみません、今ちょっと頭の中で整理したことが、１つそんなような問題点がある。

それともう１つはこのデマンドの広報をする際、広報不足、システムが、広報誌の宣伝を見て

もそうなんですけども、細かい数字でぎっしり書いたような広報、ただ私ども、自分がたとえ

すればすべて言い切った言い方で説明をしたいというようなことが、その表われになるんです

が、やはり広報の仕方にも若干問題があるのかなと、そんなような問題を抱えながらそこらの
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改善点を今から検討していかなければならないかなと考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 この２５年４月２３日付けの事業の今後の改善点として、利用ニーズに沿った効果的な運行

と必要な改善を図っていくというふうにあるんです。これがどういうふうに改善されたのかを

伺っているんです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 ただいま明確なお答えが出せません。申し訳ありませんが、のちほど回答させていただきた

いと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 高齢の人とか障害を持った人が移動するための切実な要求というのは、とにかく戸口から戸

口へというのが切実な要求であります。これを実現していくために、ぜひとも障害者１、２級

の人に出しているタクシー券、これをぜひ、ほかの高齢者にも出すことを考えてほしいと思い

ますが、どうでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 亀山議員の今のご提言でございますが、それも１つの方法かもしれません。しかしながら公

共交通と福祉という、いわゆる区切りの難しさというのも１つの課題ではないかと思います。

今後、来年度に実は予算をいただきまして、そこらのニーズ調査をするんですが、今いただい

たご提言なんかも参考にしながら検討をさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 この循環バスのデマンドタクシーについては、行政区からいろんな要望が出されているとい

うふうに思います。例えば一宮循環バス、今、土手を通っていますけども、あれは川中島区内

へ乗り入れていただけないかというふうな要望も出ておりました。ほかにもいろいろ要望が出

ているというふうに思いますけども、ほかの要望も含めて、例えばこの川中島区内の方の区内

の乗り入れに対しての要望は、２６年度、どういうような方向で進んでいるか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 基本的にデマンドタクシーはいわゆる路線バス的な、今、路線の補完的な、その空白地域を

埋める交通網として、デマンドという方式を今とっておるというのが市のスタンスでございま

す。さまざまな、戸口から戸口というのは本当にそのとおりだと思います。私が例えば高齢化

したときにもそうしていただかないと乗りにくいなという部分はあると思うんですが、そこら

も含めて、いわゆる現行の路線のありようも含めて来年度の調査に期待をするところが大きい

と認識しております。今現在は今年度の運行については、現行のままやらせていただく予定で

ございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 一宮巡回バスはデマンドではないですよね。それが今、土手を通っているのであれを何度か、

川中島というところはかなり高齢化が進んでいるところですけども、それをなんとか区内を走っ

てもらえないだろうかというふうな要望が、区から出ていると思います。その要望にどのよう

に答えていくのかということと、ほかにも巡回バスやデマンドに対して区とかいろんなところ

から要望がないのかどうか。また、あったとしたらどのように答えていくのか、巡回バスも含

めてお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 
 一宮巡回バス、これについては地区からの要望がございまして、停留所の増設をいたしまし

た。率直に言いますと一宮区から要望をいただきまして、増設をしたという経緯があります。

それと今、通っておる路線バスのルート、これを増やして川中島の下のほうへおろして、路線

の中へ入れられないかということでございますが、方法としては不可能ではないと思います。

でも先ほど申し上げましたように、実際のニーズと今の現行の路線、そこの部分を検討してお

かないと、それが効率的であるかどうかという結論は出てきません。しかしながら不可能では

ないということを申し上げて、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 不可能ではないということであれば、ぜひとも可能な方向で２６年度、そのことが区の要望

が実現できるような形にしていただきたいというふうに思います。 
 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 保育行政について伺います。 
 一概に私立、あるいは指定管理を受けている保育園といっても、その人事政策は多種多様だ

と思うわけです。臨時職員がほとんどで、あるいは全員でマニュアル化されて、それでやって

いればいいというのが世間にはあるというふうに聞いておりますが、笛吹市にはそういうもの

はないと思っておりますが、またもう一方では職員の大多数を正職員として採用しているとい

う保育園もございます。そこの話を聞きましたら、やはり正職員で同じ仕事をしていくという

ことが大事だと。特に産休とか臨時の場合、あるいは本人の都合で正職員として働けない、そ

ういう場合には臨時職員でやっているけども、ただ正職員とすると人件費も大変だけども、やっ

ぱりこれはいい保育をしていくためには守らなければならない、まったく頭が下がるような、

そんなお話も伺っているところでございます。そういう点で、この点こういう考え方について

どのような受け止め方、感想をお持ちか伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えします。 
 私の感想ということでしょうか。人事政策につきましては、議員さんもおっしゃっていまし

たとおり、各園、各園長さんの考え方、福祉法人の考え方があろうかと思います。基本的にそ

こにわれわれがどうこう、こうしなさいということはできませんけども、できるだけ不安定な

身分で仕事をしていただくということは、避けたほうがいいかなというふうに思います。ただ、

これについては、われわれとして口を挟むということもできないわけです。指定管理をお願い

するときには、今まで臨時さんで市のほうで働いていた方につきましては、できる限り指定管

理を受けたところで働けるようなことをお願いしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 指定管理等をする場合については、当然そういう職員の対応、扱い、どうなっているかとい

うこともたぶん評価されるだろうと思いますが、さて笛吹市の保育園の臨時職員と正職員の比

率はどうなっているか。また今後どういうふうにしていく考えがあるか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 正確な数字は今、持ち合わせておりません。指定管理を導入する前は半々ぐらいまでいたか

なというふうに思っておりましたが、指定管理導入してきましたので、現在、正職員のほうが

６割ぐらいだというふうに把握しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 



 １６９ 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ同じ仕事をしていく、そしていい保育をしていくためにも正職員の比率を高めていただ

きたいと思います。 
 それからもう１つ、先ほどから、あるいは以前からの最近の答弁を聞いていますと、公立保

育園がどうもなかなか時代のニーズに応えきれていない。一方で指定管理や私立がそのニーズ

に応えているという趣旨の答弁が多々見られたと思います。保育所の歴史を見ますとやはり公

立および社会福祉法人等の私立、保育をしっかりやっていこうとする人たちの、それぞれの努

力の中で今の保育の水準の向上というものが得られたと思うわけなんですが、今、公立のほう

がなかなか時代のニーズに追いついていないかのような答弁、この原因はどこにあるのでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 ニーズに追いついていないという表現をちょっといつ使ったのか分かりませんが、指定管理

のいいところを強調した裏返しにそう捉えられたのかなというふうに思いますが、実は先ほど

申し上げました充足率、公立の平均が８５％ぐらい、指定管理が１０６％ぐらいということで、

この数字だけを見ると、なぜこんなに差がつくんだというふうに思われがちですが、これはあ

る意味、私立の場合は保育単価を上げるために、できるだけぎりぎり定員を抑えようというこ

とで、その結果が充足率の上昇に反映しているというところもございます。公立の場合はそう

いう、というかできるだけ広く受け入れようということもありますので、この数字が示すほど

差が開いていると、サービスに差が開いているということではありません。それは誤解のない

ように強調はしておきたいと思います。 
 先ほど答弁でもさせていただきましたけども、いい刺激を受けて公立についても努力をして

おります。ただ私立の場合には、条例等に縛られずにすぐに柔軟に対応できる。例えばスイミ

ングに行きたい子どもたちが多ければ、その親御さんたちに説明をしてスイミングのバスに来

てもらって、別料金になりますけどもスイミングに行かせるというようなこともすぐにできる

ということがございます。公立の場合はある程度、全体を見ながら公平なところを見ながらと

いうところがありますので、そのへんからお母さん方のニーズに応えられないという側面があ

るのかもしれません。このへんにつきましては今後、私立、それから指定管理等々の方々の意

見も聞きながら、ぜひ改善をしていきたいというふうに考えています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 指定管理のところ私立、そして公立と比べての遜色はないということであれば、誠に結構な

ことだと思いますが、しかし指定管理のよさを強調するためというようなことで、もしそうい

う発言があったとするならば、やはりこれは客観的に正確な評価をしていかなければならない

ということで、政策的に指定管理をやりたいからそこをいいように強調するということがあっ

てはならないというふうに思います。 
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 そして特にこの間、私も公立保育所の改善、あるいは時代のニーズに応えるということで遅

れが私もあったように感じるわけなんですけども、その大きな原因として市の保育所政策が指

定管理にすることに努力が傾けられていて保育所自体の運営の改善、ここに毎日毎日、そこに

努力がされていなかったという、またその体制もなかったというふうに感じるんですが、これ

は私の間違った理解でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺議員、ただいまのは質問ですか。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 質問です。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 私としてはこの間、その体制をとってきたつもりでございます。実は保育所の保育士、現場

にいた保育士を保育所の保育課のほうへ来ていただいて、そこで全体を見渡して、いいところ

を普及していくということをここ数年やってきました。行政職の目からではなくて、現場の目

でいいところを吸収して普及していくと。そういう体制をとって、この間、刺激を受けながら

公立保育所につきましても前進をしてきた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（前島敏彦君） 
 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。市長も公務員の基本的な立場というのは市民に奉仕することだとい

うことで、そのために頑張るんだということをおっしゃっておりますので、ぜひそういう立場

で、公立の保育所もしっかり市民のニーズに応えられる、そしてよりよい保育ができるものに、

日々改善していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ただいま通告に従いまして、議長よりご指名をいただきましたので質問を始めさせていただ

きます。公明党の中川秀哉でございます。 
 はじめに３年前の明日３月１１日は、東日本大震災の発災の日でございます。このとき私も

議会の現場におる中で震度５の地震を感じて、また東日本の現状を見る中で本当に人間のでき

る範囲というのは、これほどまでにないものなのかということをまざまざと見た感じがいたし

ました。 
 復興３年目を迎えるにあたってまだまだ避難をされている皆さま、またお亡くなりになった

方々、ご冥福またお悔やみを申し上げるとともに一日も早い復興を祈るものでございます。 
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 それでは、これより質問に入らせていただきます。 
 私の質問は、想定外の大雪による自然災害に対する笛吹市の取り組みを伺うでございます。 
 ２月１４日、１５日に降ったこの大雪に伴いまして、たくさんの被害を被った笛吹市でござ

います。これについて以下、質問に入らせていただきます。 
 まず、笛吹市内の被災・被害状況はどうなったのか。 
 また災害対策本部として、どのように取り組んだのか。 
 市民への除雪作業や避難指示等、緊急災害放送等はどうだったのか。 
 また要支援援護者世帯への安否確認や除雪作業等の対応はどうだったのか。 
 そして週末でもございましたので、観光客や帰宅困難者への対応はどうだったのか。 
 そしてハウス農家を中心とする果樹、また野菜、花卉等への農家への対応はどうなっている

のか。 
 そして今回の交通網遮断による食料不足への対応はどうだったのか。 
 最後にこの災害に対する国・県に対して激甚災害の指定要請はどうなのか。 
 以上について、お伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市内の被災・被害状況についてでありますが、農業被害につきましては桃・ブドウ・

スモモ・梨の果樹ハウスの被害面積が約４１ヘクタール、農家戸数にして１８８戸でイチゴな

どの野菜・花卉のハウスなどを合わせますと被害面積は４７ヘクタール、農家戸数２２３戸と

なります。これはあくまでも途中経過でありまして全体の数値ではございません。 
 ハウスの再建費用につきましては、解体費用を含め１０アール当たり１，２００万円としま

すと費用は全体で約５６億円となり、植替えして出荷できるまでを考慮しますと莫大な金額に

なる可能性がございます。 
 商工業関係につきましては、今のところ工場等の施設被害が１１件、約１億４千万円と報告

を受けております。 
 さらに交通手段が絶たれたことによる売り上げ等への影響は計り知れず、現在調査中であり

ますが、目に見えない非常に大きい被害損失が生じたものと推測されます。  
 観光関係につきましては、宿泊客の予約のキャンセルが石和温泉旅館協同組合で現在までに

分かっている範囲で件数で約２，４００件、人数では約２万人、１人当たり１万５千円と試算

いたしますと３億円の損失ということになります。 
 そのほかの被害といたしましては３月３日時点の調査内容でありますが、人的被害につきま

して２名の方がお亡くなりになり、ケガをされて救急搬送された方が２９名おりました。また

住宅の損壊や作業所、カーポート等の倒壊が３７６件、道路の通行止め、水道の漏水等が３件

となっております。 
 孤立集落等については芦川地域が県道の通行止めにより一時孤立状態となり、その後、緊急

車輌のみの通行となりましたほか、市内全体で１３世帯が孤立状態となっておりました。 
 帰宅困難者の受け入れ状況ですが、市役所南館など３カ所に１８０人の受け入れを行い、ま
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た数え切れないほどの車が国道２０号線に立ち往生となりました。市内小中学校は２月１９日

まですべての学校が休校し公共施設の一部毀損が２７件、公用車の被害も２３件を数えたとこ

ろであります。 
 次に災害対策本部の取り組みについてでありますが、２月１５日の早朝、災害対策本部を設

置し、人命救助を最優先に病人や高齢者など要援護者の救済や安否確認、除雪対応、中央道通

行止めによる帰宅困難者への支援、被害状況の収集などを行ったところであります。 
 想定をはるかに超える降雪量に、対応の遅れが生じてしまったことは否定できません。今回

を教訓といたしまして、雪害対策に対しましても迅速な対応を心がけてまいります。 
 次に防災無線による緊急放送等についてでありますが、生活道路等の除雪や要援護者の安否

確認などについて地域の皆さまにご協力を呼びかけ、雪崩や落雪に関する注意喚起の放送など

１日に複数回放送を実施いたしました。 
 防災無線につきましては通常時は放送内容が限定されているため、放送の依頼内容によって

は慎重な対応をとらざるを得ず、ややスピード感に欠けたところもありましたが、状況に応じ

た適切な緊急放送について今後、研究してまいりたいと考えております。 
 次に要支援援護者世帯への対応についてですが、今回の大雪に対し市では高齢者等の安否確

認をすることを最優先と考え、速やかに対応したところであります。当初は、道路状況が非常

に厳しく電話での安否確認をいたしました。特に一人暮らし高齢者や障がい者の方々を中心に

約３５０名の体調面、食料、燃料等の状況を確認いたしました。多くの高齢者の方は体調面に

も問題なく、食料等の蓄えがあることが確認できました。 
 その後、道路の状況が回復に向かい始めた段階で訪問を開始し、個別に対応する中、高齢者

の方々の生活が徐々に大雪の前の状態に戻りつつあることを確認するとともに、必要な支援を

行ってまいりました。 
 また各支所におきましては地域の民生委員さん、消防団、行政区の役員さん方にご協力をお

願いし約３千名、社会福祉協議会では約１，３００名の安否確認を行ったところであります。 
 孤立した芦川地域につきましては保健師等の職員を現地に派遣し、直接訪問と電話での安否

確認を行い、体調面や内服薬などの備蓄品の不足の状況を確認し、地域の皆さんや支所と連携

をし対応をしてまいりました。 
 除雪作業の対応につきましては市民の皆さまにご協力いただく中、特に高齢者等がお住まい

の家のまわりについてはご近所、行政区、民生委員さん方、地域の皆さま方にご協力をいただ

くとともに市の雪害ボランティアセンターを活用し、除雪作業を円滑に進めることができまし

た。 
 次に観光客への対応についてですが旅館・ホテルなどの宿泊先で足止めされ、連泊をせざる

を得ない状況でしたが、大きな混乱もなく中央自動車道やＪＲの開通により帰宅されていきま

した。 
 今回、交通網が麻痺している状況のもとで旅館組合等のご厚意により帰宅困難者への無料入

浴サービスや安価での宿泊等の手配もでき、石和・春日居温泉の被災時のおもてなしが関係者

のご協力により、しっかりできたものと考えております。 
 次に帰宅困難者への対応についてですが、中央自動車道等の通行止めにより帰宅困難となっ

た方々に対しまして市役所の南館、保健センター、なごみの湯を避難所として開放いたしまし

た。２月１６日から１９日にかけて１８０人が避難し、食事や毛布の提供を行いました。また
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国道２０号バイパス上に車内で待機されている方に対しましても、炊き出しのおにぎり、毛布

の提供を行ってまいりました。 
 なお、こうした方々は中央自動車道等の通行止め解除とともに帰路につかれましたが、後日、

複数の皆さまから感謝のご連絡などをいただいたところであります。 
 また市民の方や企業、事業所の方々が自主的に炊き出しを行い、食料品を配布していただい

たことに対しましては、心から敬意を表するところであります。 
 次にハウス農家・果樹農家への対応についてでありますが、市ではこのたびの農業災害の復

旧策として緊急的な対策と長期的な対策に分類し、農家の目に見える形で着実に支援をしてま

いります。 
 まず緊急的な対策としまして、ボランティアによる農業関連施設復旧のための仕組みを２月

２４日に立ち上げました。具体的には市内の農業災害に限定して、支援してくださるＮＰＯの

ご協力をいただきながら、農業関連施設の雪かきを精力的に行っていただきました。 
 今後はボランティアの集まり状況に応じて、的確に農業関係の復旧ができるように対応して

まいります。 
 次に長期的な対策としましては、災害復旧にかかる経費負担を軽減するための資金支援策を

国や県と協議いたします。方向性が決まり次第、農家の皆さんに支援の内容をお知らせし、将

来への不安解消に努めるとともに、一日も早く支援が受けられるよう準備をしてまいります。 
 次に交通網遮断による食料不足への対応についてですが、市内のコンビニ、スーパー等にお

いても食料品が品薄の状態が続いたことにより、芦川地区や孤立世帯、要支援者宅、病院等に

おいて食料品が不足する事態となりましたので、市が備蓄しておりますアルファ米、水等の提

供を行いました。 
 次に国・県に対する激甚災害の指定要請についてでありますが、２月２１日、衆議院予算委

員会地方公聴会が行われた際に峡東３市が連携し雪害被害に対する復旧が円滑に進むよう、激

甚災害の指定など財政支援の充実について要請を行ったところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。今回の豪雪の被害により尊い命が、お二人の命が亡くなられたと

いうことでございます。市内からそういうことが発生したことに対して、お悔やみを申し上げ

たいと思っております。またケガをされた方もいらっしゃるということでございますので、早

い復旧を望みたいと思っております。 
 それでは質問に入らせていただきます。 
 これは阪神・淡路大震災のときより言われ始めたことでございますが、ライフラインの復旧

にあたり約７２時間の壁ということが言われました。今回もこの７２時間を踏まえ、１週間以

内のこの復旧・復興がなされるならば、もう少し早い段階での解消ができたのではないだろう

かということがいわれます。これは市のみならず県、国、これは併せて同じだと思います。今

回の内容は特に週末における降雪ということもありまして、やはりそういう中での分断という

ことが大きかったのかなと感じております。その中で、まず市の対策本部の設置における状況、
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当日どのくらいの人数で始めたのか。またそのときにどのような指示で行われたのか、確認し

たいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 災害対策本部の設置状況等についてでありますが、代表質問等の答弁の際にもお答えしてき

ましたとおり、１４日から降り始めた大雪、１５日の早朝に市長から対策本部設置の指示がご

ざいました。具体的には６時３０分ごろですけども、対策本部を速やかに設置ということで電

話連絡等をして本部員に連絡をしました。本来でしたらその場ですぐ参集の指示等もするわけ

ですけども、あまりにも想定外の積雪量ということで、移動手段も阻まれている状態なので参

集できる、比較的市役所に近い本部員は参集をしましたけども、それ以外の本部員で参集が不

可能という職員もおりましたので、そこは電話連絡を緊密にとりながら応急対策をそれぞれ行っ

てきたと。１５日につきましては、前日からもう警報が出ておりましたので防災担当４名が常

駐体制で詰めておりました。そこへ私や総務課長、また建設部長等が集まって、それから市役

所に比較的近い職員に参集の指示をして応急対策を行ってまいりました。本部員の多くが集ま

れたのは、やはり１６日の午前中でして、１６日の１０時から対策本部の会議を第１回目行っ

たと、こんなふうな進行状況であります。 
 やはり先ほど議員さんからもご指摘がありました災害発生から７２時間という、そういった

重要な時間、タイミングもございますので応急対策については１５日の早朝から行ってきたと。

警報自体は前日の夜から出ておりましたけども、雨の予報なんかも出ていた関係で対策本部の

設置も１５日になったという状況であります。 
 応急対策も十分だったかと言われれば、やはりなかなか想定していなかった部分もございま

して決して十分とは言えませんけども、今回のこの大雪、雪害を教訓にしながら今後の対策を

早急に検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 また市の対策本部とともに消防本部等でも同じような初動体制、また対応が行われたと思う

んですけども、その点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 中川議員の再質問について、お答えいたします。 
 消防本部といたしましては、災害対応にあたりまして３つのことを心掛けておりました。ま

ず三手先を考えろということは、災害時に後手にまわると負の連鎖になりますので、常に前の

ことを、次のこと、最悪の事態を想定しておけ、考えろと職員には伝えてありました。 
 それと皆さんにちょっと申し訳ないんですが、消防には想定外という言葉がありません。私
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も研修に行って想定外は逃げ言葉と教わりました。ですから職員にも想定外という言葉は使う

なと。想定していても間に合わなかったと、言葉のちょっとあやなんですがそういうことを私

たちも研修してまいりました。 
 そしてもう１点が、われわれは舞台役者と一緒であります。舞台に立てなかったら一生の不

覚です。この現場が舞台です。職員にも舞台役者と同じ気持ちでやっていこうということでやっ

てまいりました。 
 当日でありますが１４日１０時０３分、大雪警報発令と同時に警戒態勢に入りました。１４日

の２０時３０分、状況が芳しくないだろうということで近隣の職員を参集。とともに幹部職員

を２０時３０分に招集しました。この１４日の２１時半、ある程度職員がそろいましたので雪

害対策本部を設置しました。翌１５日７時１２分、全職員に参集命令、これは当然、近場の職

員は来ておりますので、おおむね２時間から８時間、徒歩でみんな職員が参集してまいりまし

た。私もそのことに対しまして、市民の安全・安心を守るために素晴らしい部下を預からせて

いただいたことに感謝の意を表するところであります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 誠にもって命を預かる部署として本当に誇らしく思います。ありがとうございます。 
 またそういった中で緊急出動もこの大雪の中で多かったと思うんですけども、それについて

伺いたいと思います。いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 中川議員の再質問にお答えします。 
 救急出動の状況ということでありますが、救急に非常に時間がかかりました。ということで

職員には救急車が全部出てなくなった場合には他の車を使え、それがなくなったら徒歩で行け

と、こう指示してあります。最終的にはですね。要請がある限り、職員が一人になるまで現場

に向かおうという方針でやってまいりました。 
 救急の件数でありますが、幸い２月１４日は少なく１５日から救急件数が増えまして１５日

２２件、２月１６日、日曜日が２６件、２月１７日が月曜日でありますが３８件となっており

ます。これと並行しまして透析患者の要請が入りましたので、当本部で対応できない部分は市

のほうにお願いして出ていただきました。 
 一応、雪害災害対策本部の縮小目途は救急件数が２０件以下になったときと、あと１件に関

する救急時間の経過を見ながら縮小し、職員が自宅に帰っていないので、少しずつ自宅に帰す

ようにいたしました。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。こういう緊急車両がなかなか出て行く中でも、やはり一番難しかっ
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たのはこの除雪の対応ではなかったかと思います。やはり積雪、当初は現場の方にも伺うと、

やはりライフラインの確保が先だということで、電力会社の変電所等々を中心に除雪作業を行っ

た上で国、県、市という形で除雪を行うというふうには伺いました。ですが、やはり市内の幹

線道路の中で、特に緊急の病院等々へ向かう道路には、やはりいち早い除雪を求めたいと思い

ますけども、この点についてはいかがでございましょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中川議員の再質問であります。 
 除雪作業のうち幹線道路のほかに病院、緊急車両が行くところの除雪ということであります

けども、建設部につきましては幹線道路を優先して、それから幹線道路をかくとほとんどの公

立病院等は入ってくるかと思いますけども、今後、点検をしましてそういうところが含まれる

ような形で検討していきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ぜひともお願いしたいと思います。 
 今回、除雪にあたって友好都市の新潟県胎内市から応援をいただいたということを伺いまし

た。この中で大型除雪車に加えて、小型の除雪機等々の出動もあったというふうに伺っており

ます。私も何日かしたあと、近隣の現場で赤い機械だったと記憶しておりますけども、それを

使った除雪作業をやられている風景を見ました。 
 想定外ということは消防本部にはないというふうには言われましたけども、これから起こり

得る可能性があるという形の中で、ぜひとも最低でも中学校区に１つという単位で、あるなら

ば今後、本当にこれまで４９センチ、５０センチ以上はないけども、これからはあるという中

の想定の中でぜひ導入の検討をお願いしたいと思いますが、これについていかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 
 今回の大雪に対しまして、災害時応援協定を締結しています姉妹都市の新潟県胎内市より大

型の除雪機、大きいブルドーザーですね、４台とそれから歩道なんかを除雪するのに適した除

雪機を２台、それに職員オペレーター、合計１１名を一緒に派遣していただきまして、本当に

市内の各生活用道路、また学校の通学路等の除雪を本当にご協力いただきまして、心から感謝

をしている次第であります。 
 今回、本当に雪に対する除雪の機材の不足ということを痛感いたしまして、今後こういった

大雪対策、１メートルまでは降らなくても、例えば１５センチぐらい、あるいは５０センチぐ

らい降った場合でも、なかなか人力だけでは大変ということがあります。除雪の機材もある程

度、市として備えていかなければいけないのかなということも今回、教訓として考えたことで

ありますので、今後、財政的ないろいろ問題もあろうかと思いますけども、機材のそういった
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備えについても大きな課題として検討してまいりたいと、こんなふうに考えております。答弁

とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川秀哉君。 
〇１３番議員（中川秀哉君） 

 次にこれはやはり除雪の関連でございますが、私も過去二度ほど質問をさせていただきまし

た。空き家対策についてでございます。やはり市内にもいくつかの空き家に対する今回の除雪

に対するトラブルというものがあったというふうにも耳にしておりますけども、これについて

市のほうには何か情報はございますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 空き家に関係する除雪のトラブルということですけども、市のほうに報告があったのは１件

ございまして、現在住んでいない家の屋根から雪が落ちてきて、隣の家の物置だったと思いま

すけども、それがちょっと傾いてしまったというような報告がございました。一応、職員、現

場へ行って確認をし、その空き家の関係者の方に連絡をとったというような状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 私も同様のトラブルを３件ほど伺っております。その中でちょっと気になった点がありまし

た。やはり空き家を抱える、分譲住宅の方で高齢の女性が住んでいるんですが、ここは袋小路

になっておりまして、隣が空き家、その手前の２軒が空き家ということもあって、そこをかか

ないと道路に出ることができないということがありました。しかもその方、やはり高齢世帯の

住宅が多いために区の役員をされていて、市から要請された可燃ごみ収集の情報を無線で流し

てほしいと言われたそうでございます。高齢の方なので、どうしたらいいだろうかという相談

を受けたんですけども、お手伝いをしながらなんとか１人通れるような状態の中で行ったとい

うことがございました。この空き家に対する対策というのは先進地域ではやはり条例化をされ

た中でいち早い対処、これは先ほど課長からもお話がありましたけども、特定をされた中で直

接本人が対処できなければ市が代わって対処をしたあと、ここへ請求をするという措置ができ

る条例というものが、先進地でいくつも例がございます。これは今回に限らず水害であり、木

が倒れてきたなり、瓦がですね、そういった害が起きたときでも使えるものでございますので、

ぜひ調査、また導入に向けての検討を前向きに、さらに進めていただきたいと思いますがいか

がでございましょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 空き家問題、これは雪害だけではないと議員もご指摘されております。いわゆる空き家にな

るということはコミュニティが崩壊するということなんですよね。今回のような雪でも人手の

人海作戦でかく以外ないというような雪でした。これはすべてのことで、今、笛吹市ではいわ



 １７８ 

ゆる草刈り条例、空き家の繁茂した草については火事があるから困るよと、所有者の責任のも

とによって、こちらのほうで第三者が刈って、その費用を請求するよという条例があります。

それの延長版だと思いますが、これは条例制定ということもさることながら、来年度から空き

家対策、合わせて定住化促進ということで空き家バンクなんかも施策として方向づけをしてお

ります。総体的に条例等も視野に入れながら対応していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ぜひともよろしくお願いいたします。 
 続きまして、これは他県の議員からの要請で対応させていただいた事例でございます。石和

温泉駅に特急あずさが４日間、停留したということがございました。ここで約３００名の乗客

が足止めをされたということでございます。ここでこの週明けから、大学の受験を予定してい

た高校生が１人で電車に乗っていたという事例でございます。この方に対する支援をというこ

とでございました。要は週末から週明けでテストを受けてそのまま帰ってくるということで、

着の身着のままという状況だったと。高校生ですから、特にそんなにたくさんのお金を持って

いたわけでもないという中で、この３日間というのはＪＲが手配をした食事、またホテル等が

利用できたということは伺ったんですが、この中にはいくつかお金が絡んでくるということが

ございました。その中でお金のある人はそれを利用して、どんどんグレードのいいところへと

いうこともあったようなんですけども、そうでない方はやはり電車の中、もしくは簡易的なと

ころへということになっていました。そういったところで、ＪＲとの協定、また協議の中で支

援というのがどのように行われたのか確認したいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 
 ＪＲ石和温泉駅の構内で特急が４日間、乗客の皆さんは３晩、車中泊をされたということで、

毛布の要請なんかも市へございましたけども、特にＪＲさんと市で災害時の協定というのは今

のところまだ結んでいないんですけども、今回、車中泊をされた方の対応はＪＲさんがほとん

ど、食料の提供とか毛布の提供はしていただきました。市のほうでは国道等に立ち往生されて

いる方を中心に行いましたけども、笛吹市で避難所を開設しているという状況を、ＪＲに車中

泊されている方も情報を得て、避難所へぜひお願いしたいということで何名か受け入れた方は

いらっしゃいます。 
 そういった中でこのへんも今後の課題ですけども、ＪＲともまた機会を見つけてそのへんの

協議をして、もし協定等が結べて迅速な対応がしていけるようであれば、そういう方向でやは

り対策を講じなければいけないんではないかと、こんなふうに思います。 
 いろんな事情で車中泊をされた方はいらっしゃるかと思いますけども、詳細な部分について

はちょっとつかみきれておりませんので、答弁はこの程度に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（前島敏彦君） 
 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。現在そういう協定等がないということでございまして、今後、今

回を機にそういったことをぜひまたＪＲ東日本と結んでいただけるよう望みたいと思います。 
 そしてまた観光客の皆さまがやはり週末を利用した中で、足止めをくったということがあり

ました。一番大きなものはやはり中央高速が止まっているということがありまして、２０号バ

イパス沿いも一車線を本当に列をつくるぐらい、留まっていたということもあったと思います。

やはりそういった皆さまへの周知ですね、足止めとなった方々への連絡避難、また状況の説明

等々、どのような形で行われたのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 
 中央自動車道の通行止めに伴う国道２０号の立ち往生、帰宅困難者への周知についてであり

ますけども、大雪のあった１４日、１５日はほとんど車中泊でした。２晩車中泊をして３日目

の１６日から避難所の開設が始まったんですけども、職員が手分けして徒歩で国道沿いに立ち

往生している車に物資の提供をしながら避難所の開設についてもお知らせをしておったと。中

にはボランティアで、そういった周知にご協力もしたいけどもというふうな申し出が市のほう

へありましたけども、当面は職員が手分けして周知とその立ち往生されている方がどんな支援

を求められているか、そのへんの調査も合わせて行いました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 今までのお話を伺う中で、やはりこの市民、また観光客の皆さま等々、内外への情報の伝達

というものが今回、大変重要だろうというふうに感じます。市ではホームページの情報広場の

中で緊急災害情報、笛吹市大雪関連情報ということでの周知は日々行われていたというふうに

伺っておりますけども、実はやはりたいがいの皆さまはソーシャルネットワークサービス、い

わゆるＳＮＳ、もしくはタブレット端末等々を持った形で情報を収集する、できる方というの

はそんなにまだ多くないのではないかと。やはりマスメディア、テレビであるとかラジオであ

るとかということでないとなかなかできないと思うんですけども、笛吹市では平成２３年にコ

ミュニティ情報サービスの研究会を発足されたということを伺っておりますけども、それにつ

いてどのように進んでいるのか、確認したいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 議員おっしゃるとおりだと思うんですよね。今の情報ソースとしては、普遍的に皆さんがイ

ンターネットをご覧になられる環境にあれば、それが一番よろしいんですけども、そうではあ
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りません。そうした中で防災無線というものが今、かなり音源として皆さんへお伝えする。今

回の雪害についてもかなり防災無線の役割は大きかったと思います。ただこれも１つのチャン

ネルなんですが、今ご提案にありましたコミュニティチャンネル、いわゆるＦＭ局ですね、こ

れは激甚災害等々を受けますと関東電波管理局から緊急時ですから、その自治体へ無条件で２カ

月間という期間限定で周波数をくれます。ですから機械さえ購入すれば一般のラジオがＦＭへ

飛び込ませて、その地域の情報を与える。当時、これはいいではないかと。要は笛吹市でずっ

と恒常的に使えるＦＭ局を開設したらどうだと。その検討に入ったんですが、１つ問題があり

ました。というのは恒常的に、この放送を聞いていただかないと。常に、つまり緊急時だけチャ

ンネルを合わせる、これでは意味がない。要は恒常的な運営が必要になってくる。そこらのラ

ンニングコストであるだとか、そこらへの検討を考えると今、検討が止まっている段階でござ

います。 
 しかしながら、今言ったように防災無線も激甚の災害がきますと倒れてしまう可能性があり

ます。そうすると情報ソースというのがまったくなくなってしまうような状況がありますから、

検討の必要性もあるのかなということを、再検討する必要性があるのかなということを感じて

おります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 やはり激甚等々も含めて、緊急時だけでも使えるチャンネルがあるならばやっぱりそれが一

番、有効であればぜひ用意もしておく必要があると思います。 
 最後に２点、やはり孤立集落ということで、笛吹市の中でもございました。芦川町へ抜ける

間の中で通行止めになる部分がありました。それに対して、私の勉強の中で新しい、いわゆる

雪崩防止対策として全天候型のフォレストベンチ工法というものが今、先進地で話題になって

ございます。これについて、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中川議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 今、ご指摘の土砂災害危険地域、あるいは指定個所等へフォレストベンチ工法を取り入れて

斜面を改良したらどうかというご提案でありますけども、これを採用するには斜面、あるいは

高さ等の適用要件もございます。また周辺の景観への配慮、あるいは間伐材の使用等のメリッ

トもあるわけですけども、今後傾斜地の保全工事等の事業主体となる山梨県のほうへ市といた

しましては、整備の際には活用の検討を提案していきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 これは国土技術開発賞を受賞した有力な工法ということでございますので、ぜひ取り入れて

いただければと思います。 
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 最後に、いわゆる雇用の創出に対する対策を望みながら終わりたいと思います。 
 最後はなしで。時間切れで申し訳ありません。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了させていただきます。 
 関連質問を許します。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ４番の要支援援護者世帯の安否確認ですけども、これは職員の方が１名がおよそどのくらい

の人数の数を必要になっているのか。そしてその安否確認ですけども、実際本当に話が分から

ない場合もあると思うんですけども、そういう点はどのようなことを考えながら行ったのか、

お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 福祉総務の障害担当、それから高齢福祉の高齢担当、あと包括ですね、合計で６、７人にな

りますか。最初はもちろん少なかったんですが、徐々に増えてきまして５、６人でやった記憶

がございます。あとそれに社協の職員のほうはちょっとつかんでおりませんが、社協にもお願

いをして、当然それではやりきれませんので、あとは行政区の方々、民生委員さんにもご協力

をお願いしたという経過でございます。 
 答えになっておりませんけども、以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。やはり大勢の方がいらっしゃいますので、これがもし雪とかでなく

て何か違う別な災害だった場合は、そのかけようとしている職員の方も来られるかどうか分か

りませんし、生きていられるかどうかも分かりません。そういった場合、個人情報のことがあ

りまして、なかなかこういうことが、どういう方がどこに住んでいるかとかなかなか分からな

い部分もありますが、そういった場合はどのような対策を考えていらっしゃるのか、お願いい

たします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 現在、２５年度の予算で要援護者台帳システムの導入を準備しております。５００万円ほど

かけまして台帳整備をします。関係担当と、それから支所、消防本部等に端末を置きまして、

すべてのところで確認ができるようにしていきます。いざというときには、どこからでも同じ

ものが見られるという状況になる計画でおります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 この安否確認は何日ぐらいの期間がかかっているでしょうか、今回は。 

〇議長（前島敏彦君） 
 山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 電話作戦は基本的には１５日、１６日の２日間で、あと休み明けはできるだけお宅を訪問し

てという格好になってきました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 電話がかかる場合はいいんですけども、なかった場合はやはり身近な人が身近なところをか

けるという対策もちょっと必要かなと考えます。それと同時にそのお宅の親戚とか、近場にそ

ういう方たちがいたら、そういう形の電話番号とかそういうことは、そこまではまだでしょう

か。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 直接電話をかけまして、ちょっと不安だなと、食料がちょっと足りないなとか暖房がちょっ

と心配だなというところにつきましては民生委員さん、行政区長さん等にお願いをして食料を

持って行ってもらったり、ちょっと声をかけてくれませんかというような格好でお願いをした

経過が何件かございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 私のところへきた情報というのは、実は雪の重みでもって軒先というか、自宅ではないんで

すけども物置みたいなものが倒れてしまいまして、そしてガスボンベが通るところも、大体ど

のお宅も裏方にあると思うんですけども、そこにもガスボンベがいかないような状況。また下

水ではありませんから、衛生車を頼んでいたんですけども、そこに入れないような状況だった

んですよね。そういうことがありますから、やはり早急にやっていかなければならないと思い

ますけども、今回は災害対策本部のほうからボランティアさんが来てくださって、そしてそこ

のところを助けてくださって本当に感謝しましたけども、そういったどこへかけてということ

でもって、そのお宅の親戚の方も対策本部のほうへかけまして、そうしたら区のほうにやって

くれと、区長さんのところでもってと。でも区長さんもいろんなことがいっぱいありますから、

なかなか動けませんから、またそういったところの連携をちゃんと、その身近な家の人たち、

また親戚の人たちも困らないような体制というか、そういうものも必要ではないかと思うんで
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すけども、今回の場合は社協のほうにかけたほうがやはりいい場合は、こういう方とかそうい

うのがあったら教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 今回、教訓になったのがやはり地域で本当に身近な方々が複数いて、どこからでも声をかけ

られる、ちょっと目を届かせられると、足を運べるという状況が一番よかったのかなというふ

うに思います。それを補完するのが社協であったり、市役所だというふうに思います。ですか

ら要援護者の台帳の中にもそういう取り組みを補完していきたいというふうに思っています。

いずれにしましても、地域の皆さんのご協力がまず第一番だというふうに感じた経験でござい

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ちょっと変わるんですけども、対策ということでもって、今回ちょうど時期が確定申告の時

期でしたけども、こういう点におきまして本当に農家の方々、また災害に遭われた方々は申告

どころではない場合があったと思いますけども、こういうことを市として少し待ってほしいと

いうか、そういったことの対策は何か特別なところに働きかけたとか、そういうことのお考え

はどうでしたか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の関連質問にお答えいたします。 
 農業施設等に深刻な被害を受けられた農家の皆さまには、本当にお見舞いを申し上げます。

それからその施設の片付け、復旧等、本当に大変作業だと思います。とても申告どころではな

いですというふうなお宅もいらっしゃるかと思いますけども、今回の大雪、雪害を受けまして

確定申告相談、２月１７日から３月１７日、来週の月曜日までですけども、総務部の税務課が

所管して行っております。やはり税務署のほうへは、こういった雪害を受けて申告期間の猶予

とか期間延長のような考えはないか、そういったことができるかどうかという問い合わせはす

でにしております。ただ、国税当局のほうからは期間猶予とか期間延長ということはおりてき

ていないということですので、なかなか今回の災害の場合には、申告期間のほうは来週の１７日

までということですけども、なんとか期間内に申告をしていただけますようお願いをしたいと、

こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 何度か申し出というか、そういう書類を提出すれば少し猶予とかそういうことはどうでしょ
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うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉清美議員の関連質問にお答えいたします。 
 お約束はできませんけども、そういった申し入れというか、いただければまた関係当局にお

願いというか、お話はしてみたいとこんなふうに考えます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 私たちとしても全力を尽くしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を１５時３０分からとさせていただきます。 

休憩  午後 ３時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 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、質問に入らせていただきます。 
 その前に積雪について、一言述べさせていただきます。 
 去る２月１４日・１５日、山梨県には観測史上初めての誰もが経験のない豪雪に見舞われま

した。市の職員の皆さま方も豪雪の中、対策本部、帰宅困難者等々のいち早い対応に敬意と感

謝を申し上げます。 
 当市におかれましても甚大な被害を受けたところであります。この豪雪によって市内在住の

方２名が尊い命をなくされました。ご冥福をお祈りするとともにお悔やみ申し上げます。 
 市民の皆さまの生活する中、大変な状況、被害等を受けたことだと察し、お見舞い申し上げ

ます。 
 特に市内の施設園芸８０％以上が壊滅状態であり、今後の農業経営環境にも変化が生ずるこ

とと思われます。このハウス施設の倒壊された農家の皆さま方には掛ける言葉もなく、ご心痛

のほどを重ねてお見舞い申し上げます。また商業、工業、観光業をなされている方々も同様で

ございます。ぜひ行政当局の迅速な対応と公正、公平、透明性な立場の判断の中、手厚い復興
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支援をよろしくお願い申し上げます。 
 それでは、質問に入らせていただきます。 
 平成２０年から平成２３年度にかけて実施した、甲斐国分寺史跡地買い上げにかかる不適正

事務処理の虚偽の実績が報告されたところであります。平成２４年の１０月の会計検査、平成

２４年の１１月の文化庁の調査により不適正と認定された問題でございます。このことにより

調査委員会が設置され、６回の委員会が行われ、平成２５年５月に調査報告がなされました。

その調査結果はなんと担当職員の補助事業に対する初歩的ミスと軽率な裁量等が重なって生じ

たものと報告されました。 
 市民に対し、市民の大切な税金から補助金１億３，７００万円と加算金３，３００万円、合

わせて１億７千万円のお金が国に返還されました。これは大きな問題であり、市民の多くは大

変疑問に感じているところでございます。 
 １億７千万円というお金は普通のサラリーマンが一生働いてももらえないお金であります。

行政当局の皆さんはどうお考えでしょうか。初歩的ミスとか、軽率では済まされない問題だと

考えられます。調査委員会の報告がなされてから９カ月を経過したにもかかわらず、誰がいつ

どのような形で責任が明確になるのか、答えが見えてきません。 
 そこで以下、お伺いします。 
 この不透明な責任問題と対策はどう考えているのか、笛吹市のこの市民が納得できるような

回答をよろしくお願い申し上げます。 
 以上、質問です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 荻野謙一議員の一般質問、甲斐国分寺跡等整備事業にかかる不適正事務処理についてお答え

いたします。 
 この不適正事務処理に関しましては、平成２０年度から２３年度にかけて実施した甲斐国分

寺・国分尼寺の史跡買い上げにかかる国の補助事業にかかるものでありまして、史跡買い上げ

に伴う上物補償費で、住宅および果樹等の撤去について事業期間内に完成していなかったにも

かかわらず、完了したものとして虚偽の写真を添付して実績報告を提出したものであります。 
 市では、この不適正事務処理問題の原因を究明するとともに再発防止の徹底を図るため、外

部有識者および市民代表等による調査委員会を設置し、客観的かつ公正な調査を行ったところ

であります。 
 直接的な原因と責任につきましては、担当職員の補助事業に関する初歩的なミスと軽率な裁

量が重なって生じたものであります。また担当個人に帰すべき原因に加えて、それを生み出し

抑止できなかった組織的な原因と責任もあったものと考えております。 
 今後の再発防止策としては職員研修の充実と事務手続きのマニュアル、チェックリスト作成

の徹底、人事配置の適正化と人材育成および複数職員による事務処理体制の徹底、管理監督者

によるチェック機能およびチェック体制の整備等に努めております。 
 なお今回の不適正事務処理により、補助金返還および加算金の総額が１億７千万円余の巨額

にのぼることとなってしまった市の財政的損失につきましては、市民の皆さまにお詫びを申し
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上げるところであります。 
 その上で損害賠償に対する問題につきまして、調査委員会の意見、調査報告書の内容を尊重

しながら一定の負担を求めていく方向で検討しておりましたが、判例や実例に基づき調査報告

にありますとおり、補助金返還に伴う加算金３，３２７万円の４分の１にあたる約８００万円

を上限として関係職員に求めていくものであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 非常にこの１億７千万円という、笛吹市にとっては大きな経済損失でございます。この問題

が発覚して４年間、放置されていた原因はなんだとお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野謙一議員の再質問にお答えいたします。 
 この不適正事務処理が４年間にもわたる長い間、放置されていた、もっと早期に発見できな

かったのか、その原因でありますけども、人事配置の長期化、組織内の管理・監督、チェック

体制が十分ではなかった等、調査委員会からの調査報告書にあるとおり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（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 答弁の中で組織的な原因と責任と答弁がございましたけども、その組織というのはどこまで

のことを組織というんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 この事業自体は笛吹市としての事業でございますけども、調査委員会の調査報告を踏まえて、

またその内容を尊重する中で今回処理をさせていただいておりますけども、調査委員会の中で

は教育委員会の組織的なミス、そこを指摘していると、このように認識しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今、部長の答弁だと組織というのは、これは教育委員会の組織ということでしょうか。再確

認いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
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〇総務部長（荻原明人君） 
 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 そのような認識でよろしいかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 そういうことであれば結構です。この職員の範囲、職務権限者というのはどこの方のことを

言うんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野謙一議員の再質問にお答えいたします。 
 事業執行にかかります最高責任者、また決定権者は当然市長であります。国への補助事業で

すので、補助申請等につきましては最終的には市長が決定しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 そういうことであれば当時の職務権限者、最高責任者は前市長ということでございますけど

も、先ほど言われました加算金３，３００万円、このうち上限で４分の１の８００万円を上限

として与えるということで、これは一般的には、加算金って行政の中ではいいことのように使

いますけども、一般的には損害賠償金とか違約損害金とかと申しますけども、金額はもう８００万

円で確定されつつあるということだと思いますけども、こういった中で多くの方に案分で責任

を持って、迅速にこれを配分した中でこれを解決できるんではないかと思いますけども、この

９カ月の間に調査委員会から報告があった中で、今まで何をどのように今日まで過ごされたで

しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野謙一議員の再質問にお答えいたします。 
 ５月に調査委員会からの報告を受けまして、公式に市長のコメント等も付けましてマスコミ

発表等も行いました。そういった中で加算金にかかる部分につきましては、今回の補助金返還

に伴って市に直接与えた損害に値するという調査委員会の報告を踏まえる中で、関係職員にそ

れを求めていくことができるんではないかということで、実際この不適正処理として扱われた

２０筆の事業のうちの１４筆ですけども、その事業へのそれぞれの関わり方を勘案した中で、

その負担の割合といったものを精査してきましたので、その間ちょっと時間がかかりましたけ

ども、関係の職員に年度末までに納付をお願いいたしまして、おおむねの了承をいただいてい

るところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今、部長の答弁で今年度末までに関係職員に納付していただくと。これは何人の職員でしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 今回の不適正事務処理に関係をして、その責任があると調査委員会で指摘された職員であり

ます。現職の職員が３名、ＯＢの職員が４名、計７名の職員であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 その７名の方の金額、最高額８００万円という位置づけになっていますけども、本来なら、

これは１億７千万円全額ということでしょうが、それはそうもいかないという、３，３００万

円のうちの８００万円ということでしょうが、その７人の方はいくら、８００万円のうちのい

くら、８００万円満額でしょうか、いくらでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど申し上げました３，３２７万円の加算金、そのうち関係職員に求めることができると

いうのは過去の判例、また実例等により４分の１を上限した額ではないかというのが、調査委

員会がそういった過去の判例や法的な根拠に基づいて結論付けた金額であります。残りの金額

はどうなるのかというふうな考え方もありますけども、組織としての責任、そういったことも

考えていかなければならない。４分の１にあたります約８００万円を上限として、その関係し

た職員、合わせて８００万円というふうな考え方であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 それではこの８００万円で間違いないですね、もう一度お願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 間違いございません。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 
 そうすると今、７人の方が、これはどういうふうに８００万円を案分しているか分かりませ

んけども、今年度中に納付していただけるということでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 そのように進めております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今のところそのように進めていると言っておりますけども、そのようにしていただかないと

市民の方もたぶん納得いかないと思います。ぜひこういうことのないように今後対策等を練っ

た中で、やはり責任を明確にしていただいて、本来なら７人でなく当時の最高責任者、執行者

等にも、数多くの方にやはりこの責任というものの大事さをとっていただかないことには、やっ

ぱり今後の市政運営にも支障をきたすことではないと思います。ぜひ本年度中にこの８００万

円が７人の方からどういうふうに、加算金に対してだけども納付していただけるということが

明確にお答えいただいたので、市民の方も多少は納得すると思いますけども、今後ぜひこういっ

たことのないような対策を練っていただいて、今後とも倉嶋市政の実現ができるように行政当

局の方にも努力していただきたいと思います。 
 以上、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、荻野謙一君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 笛新会の北嶋でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、早速ですが質問に入らせていただきます。 
 １問目は笛吹市公共施設をどのように生かすかについて、お伺いいたします。 
 市では公共施設の老朽化や将来の財政状況、人口動態などを把握した上で維持保全や効率化

のための課題をまとめました笛吹市公共施設白書を作成されました。 
 先般、全協で概要説明を受けましたが、どの施設も存在意義とつくられてきた歴史がありま

す。今あるものをこれからどのように生かしていくかが重要だと思いますが、以下内容につい

てお伺いいたします。 
 １としまして地域住民にとっては現在の公共施設はどれも親しみがあり、必要性のあるもの

が多いと思います。今後、再編・統合などをするとしたら、どのへんに判断基準を置いていく
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のかお伺いいたします。 
 ２番目としまして、この公共施設白書は市民には大いに知ってもらう必要があります。これ

からどういう公開方法にするのか。また今後は市民アイデア、民間活力などの意見も取り入れ

た公開討論会なども行う考えはあるのか、お伺いいたします。 
 ３つ目は、学校施設の老朽化対策では文部科学省案では校舎耐久性を８０年に延長する方針

といっているようですが、国の補助制度が活用できる改修例や工法などがどのようなものがあ

るのかお伺いたします。 
 ４つ目としましてどの学校もできるだけ早く大規模改修し、学校間で施設内容に格差がない

ように、子どもたちにはよい環境で学ぶことを願うものであります。そのためには学校予算へ

の先行投資、基金の活用とかもやむを得ないと思います。市長のお考えがあれば、お伺いいた

します。 
 ５番目としまして各地区の公民館などは今回調査の対象外でありますが、地域コミュニティ

や福祉避難所などの場所になっておりますが、環境面では不備なところが多いと思います。地

区住民にとっては公共施設と同じに考えていますので、当局の対応は避けられません。どのよ

うに考えているかお伺いたします。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに現在の公共施設を今後、再編・統合する基準についてですが、今年度作成した公共

施設白書を資料として適正な公共施設保有量の検討、個別施設の継続、建て替え、統廃合など

保有戦略評価の実施、仮称、公共施設適正配置計画の策定に取り組むこととしております。 
 平成２６年度は各部局において白書資料をもとに適正な公共施設保有量の検討を行い、市民

の皆さまにお示しできるよう取り組んでまいります。 
 施設の適正な保有量につきましては、その施設の利用目的などさまざまな要素があり、一様

な尺度で判断することはできないと認識しており、それぞれの施設の使途、利用状況からの検

討、地域や利用者のご意見などをもとに判断基準を検討していくことが必要と考えております。 
 次に公共施設白書の公開方法、公開討論についてですが、公共施設白書につきましてはすで

に市ホームページにて公開しておりますが、２月から開始しております出前学習会におきまし

てもメニューに加えており、市民の皆さまにもその内容をお伝えしていく考えです。 
 現時点では今後の適正配置の取り組みに向け、職員の認識の共有を図るための学習会や保有

戦略評価の考え方、進め方を検討する上での研修から取り組んでまいりますが、いずれ市民の

皆さまのご意見をいただく場や地域での協議を計画していく考えであります。 
 次に学校施設の老朽化対策で新たに創設された長寿命化改良事業についてですが、公立小中

学校施設については、全国的に建築後２５年以上を経過した建物が多く、老朽化が深刻な状況

となっております。国・地方とも厳しい財政状況の中、できる限り多くの学校について安全面

や機能面の改善を図ることが課題となっており、本市においてもこの状況に変わりはございま

せん。 
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 こうした状況を踏まえ、文部科学省は平成２５年度から長寿命化改良事業を創設いたしまし

た。この事業は従来、建て替えていた老朽化施設の不具合を直し建物の耐久化を高めることに

加え、建物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで引き上げる改修を行う事業で

ございます。具体的には、構造躯体の長寿命化を図るためのコンクリートの中性化対策や鉄筋

の腐食対策、劣化に強い塗装材料等の使用、水道・電気等のライフラインの更新などに合わせ

て多様な学習内容や学習形態による活動が可能となる環境整備や断熱・二重サッシ等の省エネ

ルギー対策等の実施がその内容となっております。 
 従来の建て替えよりも工事費用の縮減と工期の短縮が可能といわれており、コストを抑えな

がら建て替えとほぼ同等の教育環境の確保が可能とされております。これまでの改築事業や大

規模改造事業と併せ、選択肢が１つ増えたことにより今後の改修にあたってはそれぞれの施設

の状況によってどのような事業が最も適当か検討し、実施してまいりたいと考えております。 
 次に学校予算への先行投資についてですが、学校施設の整備については今後の児童生徒数の

動向や適正規模・適正配置といった課題もございますが、まずは保護者や地域住民の皆さまの

ご意見を伺う中で、計画的な整備を図ってまいりたいと考えております。 
 次に各地区の公民館などの対応についてですが、各地域の公民館、コミュニティ施設の建設

にあたってはさまざまな補助金・制度資金を活用して、地域住民の建設にかかる負担がなるべ

くないように努めてきたところであります。竣工後は地域の責任により、管理・自主運営を行っ

ていただいております。 
 地域の公民館等は地域コミュニティ醸成の場として活用され、災害時には地域の防災拠点と

しての役割を担う重要な施設であります。しかしながら、昭和５６年以前に建築された非耐震

施設も多いことから地域の一次避難所、防災拠点施設としての機能を十分に果たすことができ

ないことが考えられます。 
 市では地域コミュニティ施設耐震化について一部助成を行っていくこととし、２６年度当初

予算に計上しておりますので今後、区長会等におきまして周知してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 いろいろ述べていただきまして、ありがとうございます。 
 このお話を聞きますように、施設の統廃合というのは非常に難しいと思います。しかしもう

なんとかしなければならないのが小学校の統合問題だと思います。子どもたちの居心地のよい

学校をつくってほしいと私は思っております。今、笛吹市の小学校統廃合の議論はどの程度進

んでいますか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 今の小学校の統廃合に対する議論の進捗状況でございますが、答弁でもお答えしましたとお

り、学校の統廃合につきましては児童の今後の生徒数の動向、それから適正規模・適正配置と
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いった問題も含まれております。それからあと校舎の老朽化も含めまして、慎重な対応が必要

であると考えております。 
 今後、十分市民の皆さまにもいろいろご相談申し上げてご意見をお伺いする中で統廃合につ

いても進めてまいりたいと考えております。現時点で統廃合についての協議は、教育委員会内

部でそういう検討が必要であろうというところまではきておりますが、それ以上についてはま

だ未定の状態でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 これから本格的にということですけども、ぜひここで１つお考えになっていただきたいと思

うんですけども、石和町内には今５つの小学校がございます。石和北小が２３５名、それから

東小が１９８名ですね、それから南が３２３名ということです。それから御坂東小が９３名、

御坂西小は６００名ということでございます。一宮には３校ございまして、西小が３４０名で

一番大きいんですけども、あと南小と１５２名、北小が１０８名ということで、こういったこ

とを考えますと将来は石和もこの２校を１校にする。それから御坂も当然これはもう１校にな

る。南小も南と、一宮南と北小も１校にしてもいいということで、そういう問題が出てくるん

ではないかと思うんですけども、こういった場合、いわゆる長寿命化ということでその学校だ

け耐震化をしたり、内装をしたり直すということですと、その合併がなかなか難しいという考

えになりますけども、ぜひこれを中間地点に新しい場所を求めて、そうすればその２校のほう

は廃校になるんですけども、そこも当然、土地利用を考えまして民間に払い下げたり、売却し

たりということをすれば、その売却益で新しい土地を求められるんではないかと。そうすれば

仮校舎も造らなくて済むということで、そして何よりも今の状況ですと、３０年も４０年も前

の建物ですから、非常に子どもが居心地が悪いということで、これからの建築は居心地のよい

学校を造ってほしいということでございます。そんなことで、そういうような発想はいかがで

しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 学校施設につきましてはおっしゃるとおりでございますが、子どもの学習、生活の場である

とともに、災害時には地域住民の皆さまの避難所としてもたぶん指定をされているはずでござ

います。そうした中で保護者、それから市民の皆さまのコンセンサスを得ることが非常に重要

であるということから、そうしたご理解を得るということがまず施設の管理をしていくについ

ても、それから学校の統廃合にしても必要であると考えております。 
 今後、十分関係部署で協議をするとともに地域住民の皆さまにご意見等を伺いながら進めて

まいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 
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〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 たしかに地域と密着して、卒業生がいっぱいいるわけでして、どうしても自分の学校を残し

てほしいということがあるわけですけども、何せやっぱり子どもの気持ちを中心にこれからの

学校建築等を考えていくべきだと思うんですけども、私もたまたま「学校をつくろう」という

本をちょっと手に入れまして、非常にユニークな学校ができたということで、教室の壁も職員

室もないユニークな学校ができたということで、福岡の博多なんですけども、そうしたら子ど

もたちが非常に学校へとにかく行きたくなって、登校拒否はほとんどなくなったというような

ことで、そういうふうに、この校舎には子どもの心を元気にする力があるということを、この

魅力ある空間をつくって、どれだけ子どもの心を惹きつけるのかを大人が目で見て理解する以

上に小さな子どもたちは全身で感じることができたということを、この建築した方がおっしゃっ

たんですけども、そんなことを考えまして、やはりあまり昔のことにこだわってしまうとなか

なか新しい発想が生まれないということですから、これを機会にぜひ本当に子どもの心を理解

して、これからの統廃合のことも考えていただければと思いますけども、もう一度ご意見をお

願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 北嶋議員の再質問にお答えします。 
 議員ご指摘のように、まさに児童生徒の立場に立って、あるいは児童生徒、保護者の意見等

を十分に聞きながら、これからの学校はどうあるべきかということを考えていく必要があろう

かと思いますが、石和の西小学校、一番新しい学校なんですが、ここは児童の考え方を十分に

取り入れて展望台等も設置をしたというふうに伺っています。今後そういった方向で教育委員

会としても考えていきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうぞよろしくお願いします。期待しております。 
 次に地域ぐるみで生ごみ有効利用の取り組みについて、お伺いいたします。 
 バイオマスセンター型の事業計画は先般、中止になりました。笛吹市の目指しております地

域ぐるみで取り組むバイオマスの郷づくりの精神は続けていかなければならないと思います。

身のまわりの小さいことから広めていくために、市民参加型事業として現在実際に行っており

ます成功事例を参考にして、市内全域への啓発を図っていってほしいと以下、見解をお伺いい

たします。 
 １としまして、現在の笛吹市農業は有用微生物の活用による土づくり（有機栽培）を中心と

した環境保全型農業が進められていると思いますが、より一層この理想に近づけるためにはこ

れからの課題をどのように捉えられているか、お伺いいたします。 
 ２としまして、モデル地区（御坂町成田区、一宮町田中区）では生ごみ収集して砂原地区で

の仮称、バイオマスセンターで微生物（ＥＭ菌）を活用した堆肥原料化作業を行ってきました

が、これからも存続を望む市民は非常に多いです。今後の予定はどうなっているか、お伺いい
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たします。 
 ３としまして、市民参加型の小規模生ごみ処理事業の成功事例、成田地区、田中地区、それ

から八代町岡区もございますが、参考にして市内各地区に大型処理機を補助してもらい、通常

の維持管理・運営は地元の責任で行えるような仕組みづくりを先導していってほしいと思いま

す。このことが地域住民の連帯感が生まれまして、桃源郷のまちづくり、人づくりとなってい

けたらよいと思うが、いかがかお考えをお伺いいたします。 
 岡区の生ごみの有効利用の事例ですけども、おおよそ２６０世帯の参加型であります。それ

から１日平均４０件ぐらいが生ごみを投入しているということです。そこでは太陽光発電を設

置しまして、生ごみの処理を行っていると。できた肥料は投入者に無料で配布しているという

状況でございます。 
 以上、お伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに環境保全型農業を進める上での課題についてですが、市内の果樹栽培や野菜作りな

ど農家の多くが有機栽培を取り入れて品質の高い、商品価値のある農作物を生産・出荷してお

ります。良い苗、良い技術そして良い土壌の３拍子揃うことが大切であり、その土作りには堆

肥の存在が大きなウエイトを占めております。 
 安全で安心でき、しかも見栄えがよく、おいしい農作物を安定的に供給するためには安全・

安心な堆肥の安定供給が必須であると考えます。 
 次にモデル地区の今後の予定についてですが、バイオマスセンター建設事業の中止に伴い、

市内２地区の生ごみ分別収集についても、今年３月で中止することを区長さんに説明させてい

ただきました。 
 しかしながら、御坂町成田区からはせっかく分別をすることができた収集方法を今までどお

り継続してほしいとの要望書をいただいたところでございます。継続への要望につきましては、

今、検討しております。 
 次に市民参加型小規模生ごみ処理機の設置についてですが、議員のご提案のような新たな取

り組み方法は生ごみの収集が省略されることとなり、ごみの減量という観点で考え環境推進課

とともに検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 ぜひ今まで長年そういった収集をやってきたものですから、その経験を生かして、ぜひそれ

を全市内へ普及させてほしいと思うんです。それには各支所に地域課というのがございますけ

ども、そこにも担当課を置きまして、なぜいいかというとやはり市民同士が接する機会が多く

なるということだと思うんです。それとまた、以前はバイオマスセンターという大きな事業が

大前提にあったんですけども、小さいところから生んで大きく育てるというのが私たちはそう
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思っていまして、ぜひそういうふうにしてほしいなと思っていましたものですから、そういっ

たことをぜひ、その事例を普及させてすれば、私はいいではないかなと思うんです。そういっ

たことをぜひ啓発してもらいたいと思うんです。その出た肥料を各区に配って、花づくりをす

れば市長の提唱する全市花いっぱい運動なんかにも発展するんではないかなと思いますけども、

そんなふうに地産地消の堆肥を使えば、本当に気分的にも最高な循環型社会が築かれるんでは

ないかなと思いますけども、ぜひもう一度考え直して、それだけが願いでございます。もう一

度そういう考えがあるか、検討をお願いしたいと思うんですけどもご意見をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 今、議員さんがおっしゃったとおり小規模な野菜作りとか、そういった面には需要と供給の

バランスでうまくいくのかもしれませんけども、やはり果樹農業を支えていくには各家庭、各

農家さんに配るだけの堆肥の供給ができるかというところはまだ検討不足でございますので、

今ご提案のありました岡区で成功したような事例がございますので、答弁させていただきまし

たようにごみ減量という観点とコミュニティづくりという点で、ぜひ環境推進課と協議させて

いただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 市長が提唱いたします市民と触れ合う場をこれからもたくさん持ってもらうために、こういっ

たことでもって１つの目標をそれぞれが掲げて、１つのものに取り組むということが必要では

ないかと思って、このような提唱をいたしましたけども、ぜひこのへん、また再検討をお願い

して私の質問を終わりたいと思います。今日はありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 それでは許可をいただきましたので、北嶋笛新会代表の質問に関する関連質問を２問ほどさ

せていただきたいと思います。 
 地域公民館、先ほども１問目の最後のところで出ておりましたが、地域公民館、コミュニティ

施設は地域住民にとりまして、半ば公共施設に準ずる同等の施設として理解されておるという

ことで捉えております。 
 市内公共施設ではないためにこのたびの白書での調査対象外であるということですが、市で

はそのような施設の現状の中にありまして、公民館等の施設のトイレ、これは和式、洋式、ど

のようになっているのか、これを把握されておりましたら教えていただきたいと思います。私

の知る限りでは最近新しくつくられたような地域のコミュニティセンター、そういう施設では

ほとんど洋式が取り入れられているかと思いますが、和式トイレが圧倒的に多いんではないか

ということで、市ではそのへんは捉えられておりますか、よろしくお願いします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 神宮司正人議員の関連質問にお答えいたします。 
 行政区１３２ございます。各地区にコミュニティ施設、また集会施設等、地区公民館といっ

た施設もございますけども、だいぶ年数の経っている公民館も多くございます。議員のご指摘

のように新しい公民館については洋式、またある程度経ったもので洋式に切り替え、改修を行っ

ているところもありますけども、まだ和式のものもたくさんあると思います。具体的な数は把

握しておりませんけども、今後把握に努めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 市の公共施設ではないということですので把握はされてはいないと思いますが、ほとんど古

い地域のコミュニティセンター、和式が多いというふうに私は捉えております。そんな中でも

高齢化社会の中、その公民館、それを活用する高齢者、その方たちがいきいきプランですとか、

いきいきサロン等で活用されておると。お年寄りがたくさん活用されておりますが、なかなか

この施設を使ってみて非常に不便だと。高齢の方、足の悪い方、そういう方がトイレに行って

座って立ち上がる、これさえ大変難しいということの中でもって、誠に市のほうでもいろんな

補助事業、耐震化の補助というふうに先ほどのご答弁では捉えたんですが、こういうトイレの

ちょっとした軽微な改修、そういうものにも目を付けていただいて、なんとか行政区もたくさ

ん、このたびの雪害で１０万円、２０万円の金がどんどん行政区から出ていっております。そ

ういう高齢のお年寄りを抱える公民館施設にも手厚い補助金を出すと、そのようなお考えがご

ざいますかどうか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 神宮司正人議員の関連質問にお答えいたします。 
 地区公民館の軽微な改修、修繕等について財政的な支援はどうかというご質問でございます

けども、これまでの答弁の中でもお答えしておりますように、まず地域のコミュニティの場、

それから災害時の一時避難所という重要性を考えまして、まず耐震化をしていないような施設、

それから耐震診断、そのへんについては２６年度予算計上もさせていただいて対応していきた

いと。その後はやはり改修の関係だと思います。現状では運営費、行政区運営費交付金の中で

軽微な修繕は対応していただいておりますけども、それだけでは対応しきれない部分もござい

ます。今後そのへんについては、課題ということで検討させていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ぜひ耐震化の補助も含めまして、トイレの改修、すべてのトイレを洋式にしなさいというこ
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とではないと思います。一部にあれば非常に使い勝手がいいということで、そんな中でできれ

ばウォシュレットもというふうな、だんだん欲が増えていくのかもしれませんが、少しずつそ

ういうところには補助金を出して改修してあげてほしいなというふうに私は考えております。 
 それから北嶋代表の中での生ごみの処理、これの問題ですけども、市のほうでは今後は２、

３、協力していただいた行政区のことについては取り組んでいかないというふうに理解して、

部長よろしいでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 今からまた検討させていただければと思っています。ただ御坂の成田地区につきましては分

別収集をしただけで、そのあと業者さんが回収にあたっていましたので、生ごみ処理機を置い

て維持管理ができるかどうかそのへんもございますので、ＥＭ菌等、微生物を扱っている愛好

者の団体もございますので、そういった方々と調整をさせていただきながら、今ある資源でご

ざいますので、でき得る限り対応させていただければと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございます。成田地区から要望が出されていると。ぜひ継続していただきたい。

成田地区では自分のところでもって処理したわけではなくて、分別収集していくということの

ステータスが地域住民の方たちの利用でどんどん上がっていきました。ですから、せっかく上

がってきたものをゼロにされるというふうな理解だと皆さんが非常に、せっかくここまできた

のになということで理解していますので、市のほうに要望されたと思います。 
 それから先ほど北嶋議員のお話の中にも八代町の岡地区でのコミュニティの取り組み、太陽

光を屋根の上に乗せて、それで使用するよりも売電のほうが毎月毎月２万円、３万円くらいの

売電収入をしています。それから大型の生ごみ処理機、それを活用されてその地域ではその４０軒

ぐらいの方たちがいつも生ごみをそこへ持って行く。それから出た堆肥をリサイクルして自分

たちで活用されている。そういうところがございますので、ぜひ成田地区のそういうところに

も、実験的ではなくて、今度はそういう小さなコミュニティ、本当に小さなコミュニティが少

しずつやって一番持ってくる、またリサイクルできるということでいい循環がされると思って

います。ぜひそういう要望が出ましたら、前向きに捉えて補助金等を出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（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 捉え方がございまして、生ごみという捉え方になりますとどうしても環境推進になってしま

いまして、おっしゃることよく分かりますので関係部署と協議をさせていただきながら、なん

かうまい方法でもあればと思いますので、太陽光を使って省エネルギーなり、さらに売電収入

できると区費の助成にもなったりしますので、部局横断的にまた検討させていただければと思

います。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 ぜひ、部局横断的というふうな回答をいただきました。できるだけ小さなコミュニティの方

たちからどんどん大きく、この輪が広がってくれたりすると一番使いやすいのかなというふう

に思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 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。 
 お諮りいたします。 
 明日１１日から１９日までは、議案調査のため休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、明日１１日から１９日までは休会とさせていただくことに決定いたしました。 
 次の本会議は２０日の午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時２６分 

 



 １９９ 

 
 
 
 
 

平 成 ２ ６ 年 
 
 

笛 吹 市 議 会 第 １ 回 定 例 会 
 
 
 

３ 月 ２ ０ 日 
 
 
 
 



 ２００ 

 
平成２６年笛吹市議会第１回定例会 
 

１．議 事 日 程（第５号） 
平成２６年３月２０日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１９号 平成２６年度笛吹市一般会計予算について 
日程第 ２ 議案第２０号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について 
日程第 ３ 議案第２１号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計予算について 
日程第 ４ 議案第２２号 平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計予算について 
日程第 ５ 議案第２３号 平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について 
日程第 ６ 議案第２４号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計予算について 
日程第 ７ 議案第２５号 平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について 

日程第 ８ 議案第２６号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計予算について 

日程第 ９ 議案第２７号 平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１０ 議案第２８号 平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計予算について 

日程第１１ 議案第２９号 平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 
日程第１２ 議案第３０号 平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１３ 議案第３１号 平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１４ 議案第３２号 平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計予算について 

日程第１５ 議案第３３号 平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１６ 議案第３４号 平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計予算について 

日程第１７ 議案第３５号 平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計予算について 

日程第１８ 議案第３６号 平成２６年度笛吹市水道事業会計予算について 

日程第１９ 議案第３７号 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算につ

いて 

日程第２０ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 
日程第２１ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 



 ２０１ 

日程第２２ 議案第５８号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（６号）について 
日程第２３ 議案第５９号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について 
日程第２４ 議案第６０号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて 
日程第２５ 議案第６１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２６ 同意第１号 副市長の選任について 
日程第２７ 発議第３号 平成２６年２月の雪害により被災された市民の市税、ならび

に各種料金等の納付に関する対策を求める決議について 
日程第２８ 閉会中の継続審査について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 
 

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
 保健福祉部長 山 下 真 弥 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 
 産業観光部長 風 間 和 仁 建 設 部 長 斉 藤  寿 
 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 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   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ３時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 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

に申し添えます。 
 直ちに日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第１９号から日程第１９ 議案第３７号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありますので、そ

れぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託してあります案件について、総務常任委員長より審査結果の

報告を求めます。 
 総務常任委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 それでは議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告いた

します。 
 去る２月２６日の本会議初日に本委員会に付託されました議案のうち、平成２６年度一般会

計当初予算案について、３月１１日、１４日および１７日の３日間の日程で委員会を開会し、

委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 
 なお、各課の説明に際しては新年度の主要事業、主な課題と業務への取り組み方針について

それぞれ説明がありました。 
 まず総務部所管では、入湯税特別徴収交付金と税の徴収・滞納について質問がありました。 
 入湯税特別徴収交付金関係では、この交付金の性格についての質問に対し、特別徴収義務者

が、期限内に申告・納付した場合に手数料の意味で納付額の２％を交付しているとの説明があ

り、他の入湯税課税市町村でもこのような交付金を交付しているのか、これは一種の慣行であ

り見直しの必要があるのではないかとの質問に対し、今後、他の市町村の交付の情報を収集し

た中で方向性を考えたいとの説明がありました。 
 これに関連し、他の税目で類似の制度はあるのかとの質問には、交付金ではないが間接的な

補助金として、たばこ販売促進補助金があり、新年度からは検証の結果、減額する予定である

との説明がありました。 
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 税の徴収・滞納関係では徴収率目標の８４．７％は低いのではないか、滞納の状況はとの質

問に対し、現年は９６％を見込むが過年度分を１２．２％としているためである。滞納の中身

としては前年度分が最も件数が多く、平成２４年度実績の滞納状況は市民税が１万９，１８８件

で２億９，４００万円、固定資産税が２万２，０６８件で９億４，７００万円、入湯税が２１８件

で１，５１０万円となっているとの説明がありました。 
 これに対し、さまざまな事情により滞納となってしまうケースもあると考えられるが、単一

の税目だけでなく複合的な滞納となることも少なくなく、徴収率の向上対策のさらなる検討が

必要と思われ、これについて見解を求めたところ、収税課設置後、差し押えや処分、不納欠損

など厳正な調査をしながら鋭意取り組んできている。入湯税未納と固定資産税の滞納など、多

分に関係があるものもある。税負担の公平性、納税意欲や経済情勢などを勘案しながら、さら

に対策を検討していきたいとの説明がありました。これについて、委員会としても税収確保の

観点からも研究を深めていくことを確認し、閉会中も引続き検討していくこととしました。 
 また、雪害を受けて地域防災計画や防災訓練の見直しは考えているかとの質問に対し、今回

の豪雪では、警報が発令された場合の対応、交通途絶による避難者受け入れ、除雪への対応と

方法、孤立した集落や世帯の問題など、数多くの課題も明らかになった。来シーズンに向け計

画の見直しを進めていきたい。防災訓練については、これまで実施していない避難所運営の訓

練を行いたいとの説明がありました。 
 消防団の装備の充実強化や退団者や地域住民による後援組織の位置づけはとの質問に対して

は、装備については国の新基準が示されたので、今後、装備の充実を図っていきたい。後援組

織の位置づけについては、団員確保が難しくなってきている中で後援組織の活動に対する体制

づくりを検討していきたいとの説明がありました。 
 議会事務局所管では本庁舎耐震化が完成し、公共施設のあり方を検討する中で議会棟として

の八代庁舎について議会機能の充実という観点から活用方法の検討を求めるがとの質問に対し、

平成２６年度は最小限の改修や修繕を行う予定であり、八代支所費の中に計上させていただい

た。今後は八代庁舎全体の活用の中で検討していきたいとの説明がありました。 
 その他、雪害による税・料の減免や猶予等の取り扱いについて質疑が複数出され、検討を求

める意見がありました。 
 次に経営政策部所管については借換債と一時借入れについて説明を求めたところ、平成１６年

に借り入れたものが１０年を経過し、繰上償還しなければならないので、残額について借換債

を起こすものである。２５年度の決算状況を見ながら、できるだけ繰上償還したいと考えてい

る。一時借入れについては、基金からの繰り替え運用もこれに該当することから、２６年度か

ら限度額を７０億円に設定しているとの説明がありました。 
 また住民情報系と１人１台パソコンの統合について利点とコストはとの質問に対し、業務に

より複数のパソコンを使用する状況もあり、向こう１０年間の試算では統合した場合は１億１，

３００万円、統合しない場合は２億円を見込んでいることから統合したいとの説明がありまし

た。これに対し仮想化した場合のセキュリティは問題ないのかとの質問があり、担当業務に関

係のない職員には表示されない設定を行うため問題ないとの説明がありました。 
 また、空き家対策については経営企画課と芦川支所となっているが区分けはどんな人に定住

してもらおうと考えているのかとの質問に対し、芦川は地域のまちづくり実行委員会で調査等

を予定しており、地域の実情に応じた対策を行い空き家バンクは課で準備していく。定住の対
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象としては、本市に住んでみたい人と農業対策として居を構えて耕作していただける方を想定

しているとの説明がありました。 
 次に消防本部所管については、消防救急無線デジタル化等整備事業について、国の方針と財

源構成はとの質問に対し、平成１５年１０月の電波法改正により従来運用されてきたアナログ

方式の消防救急無線は、平成２８年６月１日付けでデジタル方式に移行することとされている。

財源としては事業費の１００％を充当可能な緊急防災減災事業債を活用し、２５年度と２６年

度の２カ年で７億９，２００万円を計上している。また同事業債は、元利償還金の７０％が交

付税措置されるとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管については、戸籍システム構築について５年ごとの更新とのことだが、

情報システム関係では仮想化により台数の削減を進めているが協議は行ったのかとの質問に対

し、機器の契約期間が５年で、その後の保守ができないため、重要な戸籍情報の管理と適正な

証明書発行のため更新を行いたい、今後はこういう場合は協議を行うようにするとの説明があ

りました。 
 また地域振興促進助成事業の審査方法の変更について、回数を増やした理由はとの質問に対

し、これまでは３カ月ごとに審査を行ってきたが、交付決定後に実施される事業に助成するも

のであり、申請受付後、速やかに審査を行うことで申請者の事業を円滑に行えるよう配慮した

との説明がありました。 
 その他、環境推進課から寺尾地区周辺整備事業の説明があり、地域要望施設である温泉施設

について、十分に検討を行うよう意見が出されました。 
 また各支所にも委員会への出席を求め、支所費についての審査を行いました。 
 なお、議案第１９号については、反対討論がありました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第１９号 「平成２６年度笛吹市一般会計予算のうち、総務常任委員会担当項目につい

て」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第１９号 「平成２６年度笛吹市一般会計予算」につきましては、各常任委員会に分割

付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 続いて教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それでは、議長より教育厚生常任委員会に関わる審査結果の報告を求められましたので報告
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いたします。 
 去る２月２６日の本会議初日に本委員会に付託されました議案のうち、平成２６年度一般会

計当初予算案、ならびに特別会計予算案について、３月１１日、１４日および１７日の３日間

の日程で委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑・意見等がありましたので主なものを報告いたします。 
 保健福祉部所管では、障害者地域生活支援事業の中で手話通訳業務委託職員における年間活

動数と活躍の場および仕事内容の説明を求めたところ、障害福祉担当の嘱託職員として通常勤

務をしており、基本的に視覚障害者などの窓口対応、派遣依頼があれば、会議・イベント各種

集会など日常業務の必要に応じ対応している。 
 また、これとは別に意思疎通支援事業として手話通訳者を委託しており、派遣依頼があれば

通院時の通訳、地区の会合・役員会、ＰＴＡ・授業参観など日常生活全般にわたり、いろいろ

な場面で付き添い支援を行っているとの説明がありました。 
 次にふれあいペンダント事業について利用状況等の説明を求めたところ、一人暮らしで身体

の不自由な高齢者等、現在２８０人が利用しており、それぞれ近隣者および民生委員などの協

力員が２名から３名で支援をお願いしている。現在ペンダントは直接、消防本部につながるシ

ステムになっており、誤報等も多く、ほかの救急体制に支障が出ていたため、２６年度からは

誤報出動を極力減らすことを目的に２４時間対応のコールセンターに発信され、状況確認後、

消防本部へ救急要請するよう改善していくとの説明がありました。 
 次に救急医療事業の中で、３，７７０万円の負担金の内容についてどのように使われるのか

詳細な説明を求めたところ、小児救急医療事業費については山梨県小児救急医療事業推進委員

会が、県下、各市町村により組織されており、小児の救急医療が受けられることになり、市町

村の利用実績に基づき精算をしている。 
 休日夜間急患診療体制整備費については峡東保健所が管轄しており、二次救急として行われ、

市内では笛吹中央病院、一宮温泉病院、石和共立病院が輪番制で休日および夜間を通し対応し

ている。病院郡輪番制病院設備整備は平成２６年度に笛吹中央病院で、血液検査を自動的に行

う自動分析装置、心電図等のセントラルモニターを整備するために負担するものであるとの説

明がありました。 
 次に芦川保育所の来年度の取り組みについて説明を求めたところ、芦川保育所運営について

今年度１名の子どもであったが、来年度からは３歳児１人、２歳児２人の入所が決定されてい

る。また、同席した芦川支所長から保育所存続の意義と芦川地域のまちづくりの取り組みにつ

いて補足説明があった。芦川地域では昨年１１月にまちづくり実行委員会を立ち上げ、活動を

進めており、人口減少の食い止め、空き家対策・定住促進等に取り組んでいる。保育所・小学

校の存続は欠くことのできない施設であるとの説明がありました。 
 市民環境部所管では地下水資源保護審議会委員、廃棄物減量等推進審議委員、環境審議委員

など、各種委員会の構成メンバーでは一般市民の参加状況はどのようになっているのかとの質

問があり、現在の委員の選定については、原則的に関係する各種団体の代表者が大半を占めて

いる場合が多い。しかし今後は第三者的な立場から一般市民や女性の登用を含め、広報等で公

募する選考方法も検討していきたいと説明がありました。 
 また資源物回収奨励金はどのように分配されているのかとの質問に対し、実施回数1回につ

き1万円、ただし回収量１千キログラム以下の時は５千円と回収量１キログラムあたり６円を
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乗じた額を合計して奨励金として計算して各地区に重量により分配している。２４年度の市内

全体では２，９００万円となったとの説明がありました。 
 次に国民健康保険特別会計において、雑入の第３者納付金の第３者行為は何かとの質問があ

り、交通事故での入院やケガ、ケンカ等で医療にかかることも第三者から危害を受けたことに

なり、これにあたる。保険を掛けていれば保険会社から支払われるとの説明がありました。 
 また平成２５年度医療費の状況を求めたところ、今後も療養費の増額が見込まれ、大変危惧

している。１２月診療分以降の大幅の増額が見込めず、今後２月診療分の支払いが困難な状況

であるため、補正での対応をお願いしたいとの説明がありました。 
 教育委員会所管では学校施設整備維持管理事業において、消防用設備保守点検業務はどのよ

うな内容か説明を求めたところ、保守点検は毎年実施しており、学校火災報知機や消化栓、煙

感知器、防火扉等の点検となり、すべての小中学校が対象となっている。また、スコレーセン

ター改修設計費の５００万円の内容について説明を求めたところ、老朽化のため不具合の個所

が出てきている。今回は全体を調査し改修計画を策定したい。今回の雪害による雨漏り等はす

ぐに修理していく。また各小中学校の維持管理費について説明を求めたところ、昨年度よりお

およそ３％削減の予算となった。各学校間の予算規模は児童数、学級数を考慮し決めていると

の説明がありました。 
 次に地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業の、スクールガードリーダーの活動内容を求め

たところ、現在３人のガードリーダーが市内３地区に分かれ、年間延べ２７０日程度活動して

いる。原則的には児童生徒の登下校を中心に、学校周辺地域の見守りを行っている安心・安全

のための事業であり、学校ボランティアの交通安全指導や見守り隊とは別事業であるとの説明

がありました。 
 次に指定管理事業の中で、花鳥の里スポーツ広場の放送設備の不具合および屋外トイレの清

掃管理の状態について、どのように管理・監督しているのかと説明を求めたところ、放送設備

は調子のよいとき、不具合があるとき等、原因がはっきりしていない。原因を再度、調査して

いく。屋外トイレは県外・市外者の利用者も多く、朝夕の点検を欠かさないよう指定管理者に

徹底させていきたいとの説明がありました。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１９号 「平成２６年度笛吹市一般会計予算のうち、教育厚生常任委員会担当項目に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２０号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２１号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 
 議案第２２号 「平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第２３号 「平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計予算について」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 
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 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１９号につきましては各常任委員会に分割付

託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第２０号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２０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。 
 よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第２１号および議案第２２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。 
 これにご異議ございませんか。 
 （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、議案第２１号および議案第２２号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第２３号を議題とし、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 議案第２３号 「平成２６年度後期高齢者医療特別会計予算」に対する反対討論を行います。 
 この制度は平成２０年度から始まりましたけども、２年ごとに保険料を見直すことになって

おります。言葉では見直すということですけども、７５歳以上の高齢者は毎年確実に増えてい

くわけですから見直しイコール値上げであります。２０年度に制度を発足してから２６年度、

２７年度の保険料は３回目の見直しになっております。後期高齢者医療の保険料は均等割と所

得割から計算されますけども、この２６年度・２７年度は平成２４年・２５年度に比べて所得

割率は変わりませんけども、均等割額は値上げとなりまして１人当たりの平均保険料も上がる

こととなりました。この３回目の保険の見直しで、均等割は発足当初の３万８，７１０円から
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４万４９０円になりましたし、所得割率も７．２８％から７．８６％に上がっております。１人

当たりの保険料も発足当初の６万８，９０４円から７万１，２６５円にもなりました。後期高

齢者の医療は７５歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収するものでありまして、税制上の

扶養になっていても、以前はサラリーマンなどの健保などに加入できましたけども、そのよう

なことはなくなりまして、すべての高齢者が保険料を負担しなければなりません。値上げ幅が

小さいからといって、２年ごとに確実に上がり続けるこの保険料を私は到底容認できるもので

はないと考えております。 
 広域連合では剰余金を活用して、保険料上昇の抑制を図っているというふうに言っておりま

すけども、平成２５年９月３０日の広域連合の財政報告を見ますと、およそ２０億円の基金を

溜め込んでおります。この基金を取り崩して値上げをやめるべきではないでしょうか。この後

期高齢者医療制度は発足当初、発足前からもさまざまな人たちから高齢者差別だと制度に反対

する人もたくさんおりまして、そして民主党政権の時代にはこれを廃止する方針を出していた

ほどでありました。改めてこの高齢者医療制度、高齢者を差別するこの制度に改めて反対しま

して反対討論とします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第２３号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 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。 
 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託してあります案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それでは議長より建設経済常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので、報告

いたします。 

 去る２月２６日の本会議初日に本委員会に付託されました議案のうち、平成２６年度一般会

計当初予算案ならびに特別会計予算案、企業会計予算案について、３月１１日、１４日および

１７日の３日間の日程で委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたし

ました。 

 審査にあたり何点か質疑・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 

 まず産業観光部所管では、芦川支所に関わる藤原邸管理事業・農産物直売所管理事業・すず

らんの里指定管理事業などについて、市の貴重な観光資源として、支所だけでなく各施設や観

光商工課と連携してＰＲしていく必要があると思うが方策は考えているかとの質問に対し、昨
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年から指定管理者の連絡協議会を立ち上げ、勉強会を行っている。年間を通して関連施設や観

光商工課と連携を図りながら、市のホームページやフェイスブックなどのＩＴも活用して情報

発信し、事業を実施する計画である。また、芦川町の魅力を地域の方が理解するための取り組

みも進めている。支所が核となって、さらに連携を強める中で事業を推進したいとの説明があ

りました。 

 また、住民自らが地域の課題解決や活性化に取り組むためのまちづくり実行委員会が立ち上

がり、２６年度は空き家対策に取り組むことになった。支所職員も積極的に地域に飛び出して

行き、住民の活動をバックアップしたいとの報告に対し、この取り組みが笛吹市全体に広がっ

ていくことを期待するとの意見がありました。 

 農業委員会事務局関係では今年８月に農業委員の改選期を迎えるにあたり、改めて委員の構

成について説明を求めたところ、委員３８名のうち選挙での選任委員が３０名、農協からの推

薦が２名、農業共済組合からの推薦が１名、土地改良区からの推薦が１名、議会推薦が４名で

ある。選挙委員のブロックごとの人数は石和地域５名、御坂地域７名、一宮地域７名、八代・

芦川地域５名、境川地域３名、春日居地域３名であるとの説明がありました。 

 農林振興課関係では地産地消推進事業のうち直売所の軽食施設の増設に関して、施設で提供

するメニューについて商工会や飲食店との連携は考えているのか。また、集客には施設ごとに

特色あるメニューが必要だと思うが考えはあるのかとの質問に対し、商工会などとの連携も視

野に入れて観光商工課と協議を進めたい。さらに地域の農産物などを利用した特色あるメニュー

の開発について、地元と十分に協議を行う予定であるとの回答がありました。 

 また定年就農推進事業について市外在住者を対象とした理由について説明を求めたところ、

市内在住者向けには、すでに市民農園を提供している。また援農支援センターにおいて就農や

農業講習会等を開催している。さらに意欲のある方に対しては、営農支援センターにおいて農

地を斡旋している。そのことを踏まえて、今回は特に定年を迎えて農業に興味がある市外の方

をターゲットに農業に触れもらうことで就農人口の増加を図り、合わせて笛吹市の情報発信を

行うことを目的に、この事業を計画したものであるとの説明がありました。 

 農林土木課関係では、笛吹川沿岸土地改良事業費のうち国営および県営事業負担金について、

支払い期限はいつまでかとの質問に対し、国営事業についてはあと７年、県営事業については

国営事業の支払い終了後３年ほどで終了となるとの回答がありました。 

 また資源保全事業費のうち、農地・水・環境保全向上対策事業活動団体交付金６００万円に

ついて詳細な説明を求めたところ、市内で１４団体が農地や水の環境保全に関する活動を行っ

ている。平成１９年から行っている国の事業で事業費の２分の１を国が補助し、残りを県と市

で２分の１ずつ補助している。農道・水路の草刈りや軽微な補修、植栽など地域の環境保全活

動に対する補助事業であり、いわゆる山付きの農用地帯が対象となるとの説明がありました。 

 観光商工課関係では、観光宣伝事業費のうち観光宣伝事業委託について、観光物産連盟に委

託する理由について説明を求めたところ、直接観光業者との接点もあり、スピーディでタイム

リーな情報発信により、効果的な観光宣伝が行えることから委託するものであるとの説明があ

りました。 

 また中小企業者経営改善資金の利子補助要件等について説明を求めたところ、資格要件とし

て市内に１年以上事業所を有し、引き続き特定事業を継続しようとする者で、市税を完納して

いる者。対象となる資金はマル経資金、商工貯蓄共済資金、山梨県商工業振興資金、商工会簡



 ２１１ 

易融資制度の融資であるとの説明がありました。なお、資格要件について、笛吹市独自の制度

の設立を求める意見が出されました。 

 建設部所管では管理総務課に関わる住宅使用料について、前年対比マイナスの理由と収納率

向上への取り組みについて質問したところ、住宅使用料の収納率については前年度実績を基準

に算出しているため、結果的に当初予算額は今年度を下回る数値となった。平成２５年度の収

納率は現段階で現年度分約９６％、過年度分については個別交渉を重ねて徐々に回収している

ところである。また、高額滞納者に対しては訴訟も起こす中で回収にあたっている。滞納対策

をマニュアル化し、職員が共通認識を持って対応しているとの説明がありました。 

 まちづくり整備課関係では、石和温泉駅周辺整備事業にかかる北口駅前広場などの管理方針

について尋ねたところ、現段階では決まっていない。平成２６年度から各種団体や地元と管理

についての協議を行う計画である。有効的な管理方法についてさまざまな角度から検討したい

との回答がありました。 

 また建築物耐震診断・耐震改修等支援事業にかかる大規模建築物耐震診断補助金について、

要綱の整備状況と制度の周知方法について質問したところ、補助要綱については４月１日から

の適用を予定している。市内では５、６件が対象となると県から情報を得ており、関係者には

直接情報提供しているとの回答がありました。 

 土木課関係では、浸水対策事業費にかかる境川町大坪地内浸水対策工事費について、進捗状

況と今年度の事業計画について説明を求めたところ、平成２４年度から事業を開始し、昨年用

地買収が完了、第１期工事で水路の切り回しや調整池のための盛土を行っている。続いて第２期

工事で調整池掘削のための工事を発注した。調整池の掘削後は道路とポンプの設置等を行い、

２６年度予算で完成する予定であるとの説明がありました。 

 また道路維持管理費にかかる工事請負費のうち橋梁長寿命化修繕工事について、工事個所を

選定する基準は何かとの質問に対し、平成２６年度は５橋の工事を計画している。優先度は災

害時の緊急輸送路の確保を基本に考え、中央道や鉄道に被害を及ぼさないことを前提に、市が

管理する橋をメインに選定した。今後は幹線道路に架かる橋を中心に修繕個所を検討したいと

の回答がありました。 

 公営企業部所管では、簡易水道事業会計にかかる簡易水道維持管理事業のうち工事請負費の

減額理由について説明を求めたところ、昨年度は流量計の設置工事を計画したため工事費が増

えたが、今年度は消火栓の設置費のみのため減額となったものであるとの説明がありました。 

 水道事業会計では、御坂浄配水場建設工事の進捗状況について説明を求めたところ、浄水場

については建築工事は３月中に完成する。土木工事については４月中の完成を予定している。

機械・電気工事については、外構工事も含めて８月末の完成を見込んでいる。配水場について

は本体は３月中に完成となる。外構工事は今月発注となり、機械・電気工事と合わせて７月の

完成予定となっている。送水管の整備については、２６年度中には石和までの送水管工事が完

成する予定であるとの説明がありました。 

 公共下水道特別会計では、流域下水道維持管理負担金事業および建設負担金事業について負

担金の算出根拠を尋ねたところ、維持管理負担金については平成２５年度から２７年度までの

３年間の汚水量１立方メートル当たりの単価は５６円と決められている。その単価に笛吹市の

計画汚水量６９６万１千立方メートルを乗じた額に消費税を加え、そこから昨年度の余剰金を

差し引いた額が負担金額となる。１立方メートルあたりの単価は３年ごとに見直しを行ってい
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る。ちなみに平成２２年度から２５年度の単価は５７円であったとの説明がありました。 

 また建設負担金については、県と市が２分の１ずつ負担している。峡東流域下水道は甲府、

笛吹、山梨、甲州の４市で構成しており、各市の負担割合については笛吹市が５３．９３５１％、

山梨市が２０．９０５５％、甲州市が１９．４６４２％、甲府市が５．６９５２％となってい

る。負担率の割振りについては計画面積、計画人口、計画汚水量、汚濁負荷量に則り決められ

ているとの説明がありました。 

 なお、石和温泉駅周辺整備事業にかかる観光案内所内装工事については、事業関係課が複数

の部署にまたがることから庁内横断的に部局間の連絡調整を蜜に行い、笛吹市の鉄道の玄関口

として、利用者にやさしく効果的な施設となるような事業展開を図るよう、申し入れを行いま

した。 

 また境川町寺尾地区へのごみ処理施設建設に伴う周辺整備事業関係予算について、市民環境

部環境推進課から内容説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 なお議案第１９号 「平成２６年度笛吹市一般会計予算について」は、観光や農業施策にお

ける課題解決に向けて新規事業の展開を図るなど積極的な行政運営に一定の評価はするが、個

人商店や農家を直接支援するための予算としては、まだまだ不十分である。特に桃・ブドウ日

本一を誇る笛吹市の農業関係予算としては、農家支援が足りないこと。また、観光物産連盟に

ついては、市から多額の補助金を受けて活動する団体としては、現在の形態は適正ではないこ

と。また公営住宅については、住宅マスタープランや長寿命化計画に基づき事業が進められて

いるが、入居を希望する市民の要望に応えられる施策展開がなされていないことなどの理由に

より反対討論がありました。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第１９号 「平成２６年度笛吹市一般会計予算のうち、建設経済常任委員会担当項目に

ついて」、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２４号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計予算について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２５号 「平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計予算について」、賛成全員で原

案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２６号 「平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計予算について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定。 

 議案第２７号 「平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２８号 「平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第２９号 「平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３０号 「平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３１号 「平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
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 議案第３２号 「平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算につ

いて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３３号 「平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３４号 「平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予算に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３５号 「平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計予

算について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第３６号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計予算について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 

 議案第３７号 「平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計予算について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１９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２４号から議案第３７号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１４案件は討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本１４案件についての委員長報告は、可決であります。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第２４号から議案第３７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１９号を議題とし、討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党を代表しまして、平成２６年度一般会計予算についての反対討論を行います。 
 今回の予算３５３億３，５００万円、雪害も異常でしたけども未曾有の超大型予算となって
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います。この原因は前市長時代からの継続事業、途中で修正困難な事業が主な原因です。石和

駅周辺整備事業、砂原橋架け替え事業、水道会計への出資金、境川中間処理施設関係予算など

でございます。 
 倉嶋市長は６大プロジェクトなど大型事業と、それによる将来財政に危機感を持ち、また市

民生活を守る立場で市長になった方です。市長に就任して１年半、２回目の予算編成になりま

す。今回の超大型予算の主な原因は修正困難な継続事業にあることは認めますが、市長の各事

業に対する歳出削減の考えが貫徹されていないことを指摘して反対討論を行いたいと思います。 
 まず石和温泉駅改築に関わる変更施行協定についてでございますが、今回は自由通路部分に

ついての変更ですが、全協定額が９億１，９００万円、それが１０億５千万円に、１億３，１００万

円の増になりました。ＪＲ東日本は労務単価の増というばかりで、実際労務単価をどのように

変更するのかも説明しないということであります。また工事費は、全額笛吹市の負担でＪＲ東

日本が施主となって競争入札をかけて工事を行うということですが、たとえ入札差金が出ても

笛吹市には戻ってこない協定だということであります。 
 さらに今後、駅舎本体工事の協定変更もあるということですが、駅舎自由通路、北口交通広

場総工事費は２３億７，９００万円から２６億９３２万円への２億３千万円のアップというこ

とになります。それぞれの負担額は、笛吹市が２４億７００万円に対してＪＲ東日本の負担額

はわずか２億１９０万円です。２億１９０万円で駅舎と北口交通広場がＪＲ財産になるという

ことであります。入札差金があれば、ＪＲ東日本はこの負担額がさらに減るという仕組みでご

ざいます。ＪＲ東日本はあまりにも横暴、一方笛吹市はこの横暴を認めてしまったと言わざる

を得ません。 
 システム関係では情報政策課を中心にシステムの改善、経費の削減に努めているところでご

ざいますが、各事業課との連携が十分ではありません。ハード、ソフト更新で２千万円以上を

要する事業で情報政策室の協議がなく、更新にあたっての課題も機器の必要性も明らかになら

ないまま予算化されているものも見受けられました。市営バス、デマンド交通の検討、執行さ

れ始めてから大変な企業であります。今年もそのための調査といっております。笛吹市になる

前、合併前に境川村がぐるりバスとタクシー利用補助制度を併用して交通弱者の足、戸口から

主要路線まで、主要路線から目的地までの足の確保を低コストで基本的に実現してまいりまし

た。そこから学ぶという姿勢をとれば、これはもっと速やかに実現できるのではないでしょう

か。 
 商工費関係では予算全体の０．９％でございますが、そのほとんどが商工会への補助金、こ

れでは市内商工業者への営業指導等はほとんど商工会任せということになります。市内業者の

活性化を図るために予算を増やし支援することが大事だと思います。また小口融資資金の貸付

が税金完納者に限るというのでは、そのときに限って税金が払えないという状況が生まれたと

き、困ったときのなんの助けにもなりません。それから市営住宅に関しては高齢者、若者の安

くて良質な市営住宅への要望に応えておりません。合併前の平成１４年に御坂桃源郷団地が建

設されて以来、１０年余りにわたって建設がないのでございます。観光物産連盟、一般社団法

人でございますが、市役所と一体となっていて市民の理解が得られません。連盟設立から４年

経過していますので、早急に自立を図っていくべきだろうと考えております。 
 私どもは石和中建て替え等、これは本当に必要なことだと主張してきまして、それが今年進

められることになりました。新規就農者支援事業についても検討し、さらに充実させる方向で
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あるというふうに伺っております。石和温泉駅観光案内所、当初石和コンシェルジュと呼ぶ予

定だったと聞いておりますが、大きな予算とその内容に関し、また命名に対して建設経済常任

委員会でも厳しい意見が出されたということでございますが、当局の執行に際しては縮小を図

るという、こうした柔軟な対応には賛成です。ぜひそのように執行していただきたいというふ

うに思います。 
 終わりに子どもたちにこれ以上のツケを残してはならない。ますます必要になる福祉、活気

ある地域と産業の育成、災害対策、そのために財政の健全化を図らなければなりません。節減

できるものは節減しなくてはなりません。私は今議会でも水道管敷設事業のコスト節減を提言

してきましたし、これまでもなんとか節減できないか、さまざまな提案を行ってきましたが、

しかし素人で提言できる中身は限られています。笛吹市全体を挙げて、多額を要するシステム

構築や道路河川、建物等についてこれは専門的でないとなかなかその点、精査できません。節

減可能なものはたくさんあると思いますので、この点については市当局、市職員が徹底してそ

のことを進めていくことを期待しております。 
 そうした観点に立った事業計画と予算編成が貫徹されることを期待し、また本予算案が可決

された場合も節減の観点で執行されることを求めて討論とさせていただきます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１９号の採決を行います。 
 本案に対する各常任委員長報告は、可決であります。 
 本案は、各常任委員長の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。 
 よって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第２０ 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りします。 
 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。 
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 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、議長が指名することに決定いたしました。 
 笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に上野隆弘君、樋口公忠君、近藤紫郎君、雨宮孝一君

を指名いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議長が指名いたしました笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定める

ことにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 ただいま指名いたしました方が、笹子山恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第２１ 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。 
 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと思い

ます。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りします。 
 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に上野隆弘君、樋口公忠君、近藤紫郎君、雨宮孝一君

を指名いたします。 
 お諮りします。 
 ただいま、議長が指名いたしました方を大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と定

めることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 ただいま指名いたしました方が、大蔵沢恩賜県有財産保護組合議会議員に当選されました。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を１６時１５分からとします。 
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休憩  午後 ４時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時１７分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ただいま市長より５件の追加案件が、また総務常任委員長から所定の賛同者とともに１件の

発議が提出されました。 
 お諮りいたします。 
 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、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（前島敏彦君） 
   これより日程第２２ 議案第５８号から日程第２６ 同意第１号までを一括議題とし、提出議案

に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 はじめに議案第５８号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（６号）」につきましては

既定の予算額に歳入歳出それぞれ７億５，６００万円を追加し、総額を３６０億２，５００万

円とさせていただくものであります。また、繰越明許費の補正も併せてお願いするものであり

ます。 
 補正予算の内容は、今回の大雪により被害を受けた農業用施設の撤去費用などであります。 
 次に議案第５９号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」につ

きましては既定の予算額に歳入歳出それぞれ１億円を追加し、総額を９１億２，７００万円と

させていただくものであります。内容は保険給付費の追加であります。 
 次に議案第６０号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第５号）」につきま

しては既定の予算額に歳入歳出それぞれ１，９００万円を追加し、総額を５５億６，８００万

円とさせていただくものであります。内容は保険給付費の追加であります。また繰越明許費の

設定も併せてお願いするものであります。 
 次に議案第６１号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。 
 任期満了となります人権擁護委員１名につきまして、永井公子氏を推薦いたしたく人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 
 住所は笛吹市石和町松本３４７番地の２。生年月日は昭和１９年５月１０日、満６９歳。新

任であります。 
 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 
 任期につきましては、平成２６年７月１日から３年間となります。 
 次に同意第１号 「副市長の選任について」であります。 



 ２１８ 

 副市長に小林明氏を選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求め

るものであります。 
 住所は甲府市中村町７番２３号。生年月日は昭和２８年６月３日、満６０歳であります。小

林氏は昭和５４年に山梨県庁に入庁し環境整備課長、企画部次長、観光部長などを歴任し、平

成１５年４月から会計管理者の職に就いておられます。本年３月３１日をもって退職される予

定であり、任期は平成２６年４月１日から４年間であります。 
 なお、経歴等は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（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第５８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 議案第５８号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５８号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、議案第５８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５８号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第５９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第５９号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 



 ２１９ 

 議案第５９号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第５９号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第５９号は原案のとおり可決することに決しました。 
 続いて、議案第６０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６０号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第６０号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第６０号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第６０号は原案のとおり可決することに決しました。 
 続いて、議案第６１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６１号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 議案第６１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 



 ２２０ 

 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第６１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第６１号は原案のとおり承認することに決しました。 
 続いて、同意第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第１号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第１号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました小林新副市長から議場での発言の申し出がありましたので、

これを許可したいと思います。 
 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。 
 小林新副市長の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 小林明君の発言を許します。 

〇副市長（小林明君） 
 このたび、副市長選任のご同意をいただきました小林明と申します。 
 もとより浅学非才の身でございますので、何もできるわけではございませんけれども、今後

笛吹市発展のために誠心誠意、全力投球で取り組んでまいる所存でございます。 
 どうぞ議員の皆さま方のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

 



 ２２１ 

〇議長（前島敏彦君） 
 小林明君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第２７ 発議第３号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、ただいま議長から説明を求められましたので発議第３号の説明をいたします。 
 発議第３号 
 平成２６年３月２０日 提出 
 笛吹市議会議長 前島敏彦 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 志村直毅 

賛同者 
笛吹市議会議員 北嶋恒男 
   〃    海野利比古 

 平成２６年２月の雪害により被災された市民の市税、ならびに各種料金等の納付に関する対

策を求める決議について 
 上記の議案を別紙のとおり、笛吹市議会会議規則第１３条の規定により提出いたします。 
 提案理由 
 平成２６年２月１４日から１５日にかけて本市を襲った豪雪な農業、観光、商工業、ならび

に市民生活等、多方面にわたって甚大な被害をもたらしました。これにより事業や生活に大き

な支障を与えた上に、被災により市民の担税力を著しく損なわせる状況に対して必要な対策を

講じることを求め、これを提出するものであります。 
 なお、決議案の文面については裏面をご参照ください。 
 以上、発議第３号の説明を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りします。 
 本案については質疑、討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第３号は質疑、討論、委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、発議第３号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 



 ２２２ 

 よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２８ 「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、本件について各常任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２６年第１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。 
 本定例会は２月２６日から本日までの２３日間に及ぶ日程で開催されました。本議会に上程

いたしました提出案件のすべてにつきまして、慎重なるご審議をいただき本日ここに総額３５３億

５，３００万円の平成２６年度一般会計予算が成立いたしました。また本日、追加で提案させ

ていただいた案件につきましても、すべてご承認賜り厚く御礼を申し上げます。 
 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熱心な審議に

努めていただき、感謝申し上げます。ご議決いただいた予算に基づき、公平で公正な視点を欠

かすことなく、市民の声を聞き市民参加の市政の基本姿勢に立ち、それぞれの事業を積極果敢

に執行してまいる所存であります。 
 先月、関東甲信越地方に甚大な被害をもたらした観測史上最大の大雪の対策につきましては、

今議会中にもさまざまなご意見・ご指摘をいただきました。市では災害応急対策が一段落し、

新たな災害発生の危険性はなくなったものと判断し、３月１３日、災害対策本部を閉鎖し災害

復旧支援本部に切り替えました。被害に遭われた方々の一日も早い生活再建に向け、国や県に

も働きかけを行いながら最大限の支援策を講じてまいります。 
 さて穏やかな春の訪れを感じさせる季節となり、本市はこれから１年で最も美しい季節を迎

えます。先日、山梨県果樹試験場が今年の桃の開花開始予想日を４月９日と発表したところで

ありますが、その翌日となる１０日は桃の花を中心とした色鮮やかな笛吹市桃源郷の日を迎え

ることができるものと期待しています。 
 当日は、八代小学校２年生が桃源郷への思いを託したメッセージと花桃の種を付けた風船を

大空に放ち、同校金管バンドによる演奏や記念花火の打ち上げを予定しております。１２日に

も夜空に記念花火を打ち上げて、広く日本一桃源郷をアピールしてまいります。 
 明日３月２１日、境川水芭蕉春まつりを皮切りに４月２７日までの期間、桃源郷春まつりを

開催します。市内一面が柔らかく温かみのあるピンク一色に染め上がった桃源郷を多くの皆さ

まにご堪能いただきたいと思っております。 



 ２２３ 

 特に今年は市内全体が花のテーマパークとなるよう工夫を凝らし、八代ふるさと公園を拠点

としながら市内各地での特選花見散策、市内７カ所の七福桜ライトアップや笈形焼き、大文字

焼きの点灯、さらに石和、春日居温泉街の２００本の桜並木がライトアップされ、芸妓さん

２００名による石和花神輿が華やかに温泉街を練り歩きます。 
 ６日は３，６００人のランナーが駆ける笛吹市桃の里マラソンを、２０日には９００人の鎧

武者が戦国時代さながらに戦いを再現する川中島合戦戦国絵巻を今年も盛大に開催いたします。 
 また今年も訪れる観光客の皆さまのために、石和温泉駅を拠点とした春の花見バスを運行す

るとともに、タクシー協会のご協力をいただき石和温泉駅を春まつり会場等を格安な料金で結

ぶ春の花見定額タクシーも運行いたします。 
 この春、本市を訪れる多くのお客さまを市民の皆さまとともにおもてなしの心と笑顔でお迎

えし、より活気に溢れ多くの皆さまが元気になるような祭りにしたいと考えております。 
 結びに議員各位におかれてもさらなるご協力をお願いし、閉会のごあいさつといたします。

ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２６年笛吹市議会第１回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ４時４０分 

 



 ２２４ 
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