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平成２６年笛吹市議会第２回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２６年６月１３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 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 報告第１号 平成２５年度笛吹市一般会計継続費繰越計算書の報告について 
日程第 ６ 報告第２号 平成２５年度笛吹市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

日程第 ７ 報告第３号 平成２５年度笛吹市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につ

いて 

日程第 ８ 報告第４号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 

日程第 ９ 報告第５号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

日程第１０ 報告第６号 平成２５年度笛吹市水道事業会計繰越計算書の報告について 

日程第１１ 報告第７号 笛吹市市営住宅建物明渡し訴訟の提起における専決処分の報

告について 

日程第１２ 承認第１号 笛吹市税条例の一部改正についての専決処分の承認を求める

ことについて 

日程第１３ 承認第２号 笛吹市都市計画税条例の一部改正についての専決処分の承認

を求めることについて 

日程第１４ 承認第３号 笛吹市国民健康保険税条例の一部改正についての専決処分の

承認を求めることについて 

日程第１５ 承認第４号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）の専決処分

の承認を求めることについて 

日程第１６ 承認第５号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第６号）

の専決処分の承認を求めることについて 

日程第１７ 承認第６号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第６号）の

専決処分の承認を求めることについて 

日程第１８ 承認第７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

４号）の専決処分の承認を求めることについて 

日程第１９ 議案第６２号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について 
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日程第２０ 議案第６３号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について 
日程第２１ 議案第６４号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第２２ 議案第６５号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
日程第２３ 議案第６６号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第２４ 議案第６７号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について 
日程第２５ 議案第６８号 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第１号）について 
日程第２６ 議案第６９号 財産の処分について 
日程第２７ 住民監査請求監査結果の報告 
日程第２８ 議案第７０号 契約の締結について 

 
 

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 ） 
 
 

４．会議録署名議員 
 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 
 

 ６ 



 
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（２０名） 

 
 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 
 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 荻 原 明 人 
 経営政策部長 芦 澤  栄 会 計 管 理 者 成 島 敦 志 
 市民環境部長 前 田 一 貴 保健福祉部長 鶴 田 一 二 美 
 福祉事務所長 遠 藤 正 文 産業観光部長 風 間 和 仁 
 公営企業部長 萩 原 幸 広 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 飯 島  茂 
 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 
 監 査 委 員 中 川 啓 次 監 査 委 員 小 林  始 
 
 
 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   三 沢  久 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議会事務局長（三沢久君） 

 会議に先立ちまして、ご報告申し上げます。 
 去る５月２８日に開催されました第９０回全国市議会議長会定期総会において、議会議員と

して１０年以上在職された前島敏彦議長が市政の振興にご尽力された功績が認められ、表彰を

受けられましたのでご報告いたします。 
 つきましてはここでお時間をいただきまして、表彰状の伝達を行いたいと存じます。 
 伝達を野澤副議長にお願いしたいと思いますので、前島議長と野澤副議長は前のほうにお進

み願います。 
〇副議長（野澤今朝幸君） 

 （表彰状・伝達） 
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年第２回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 私ごとで恐縮でございますが、先ほどは永年表彰の栄誉を賜りまして、心よりお礼を申し上

げますとともに原点に立ち戻り、地方自治のため微力ではございますが議会ならびに執行部の

皆さま方のご協力を糧に日々研鑽してまいりたいと存じておりますので、よろしくご指導のほ

どお願い申し上げます。 
 梅雨に入りうっとうしい日々が続いておりますが、今年の梅雨は偏西風の大きな蛇行により

長雨や雹、突風など予想外の局地的な大雨による浸水や土砂災害による被害に遭われた方々に

お見舞いを申し上げます。 
 本市の基幹産業でもあります果樹栽培も、２月の大雪によりビニールハウスの農家に多大な

影響を与え、今もなお影を落としております。いよいよ当市の路地の桃、スモモ、モロコシ等

の出荷も間近に迫り、日本一の名にふさわしい高品質の農産品の収穫を期待しているところで

もございます。また国道１３７号線、御坂トンネル天井板撤去工事に伴う当市への観光への影

響も深く懸念しているところでもあります。 
 いよいよサッカーワールドカップがブラジルの地におきまして開幕いたしました。東日本大

震災を受けた福島県広野町議会では日本代表のユニフォームに着替えて議会も開催され、応援

が行われている報道がなされておりました。 
 なかなか明るい話題が聞こえてこない昨今、日本代表の活躍を通じて地球の裏側から感動を

いただければと大いに期待をしております。 
 また本日、議会からの要請に応えていただき３名の監査委員さんにもご出席をいただいてお

ります。改めて感謝を申し上げる次第でございます。 
 本日、傍聴および撮影の申請があり、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。 
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 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 
 議席第３番 荻野謙一君 
 議席第４番 古屋始芳君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から６月２７日までの１５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。 
 したがって、本定例会の会期は本日から２７日までの１５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。 

 建設部長、高野一治君から病気療養中のため今定例会の欠席届が提出されておりますので、

ご報告をいたします。 
 なお、お手元の定例会説明一覧には建設部長の記載はありませんのでご了承を願います。 
 本日までに受理した請願はお手元にお配りした請願文書表のとおりでありますので、総務常

任委員会および教育厚生常任委員会に付託いたします。 
 次に、監査委員から平成２６年２月分から平成２６年４月分の例月出納検査の結果について

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

求めたところ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等についてはお手元に配布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 市長より行政報告ならびに日程第５ 報告第１号から日程第２６ 議案第６９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。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 平成２６年笛吹市議会第２回定例会の開会にあたり提出した案件につきまして、その概要を

ご説明申し上げるとともに行政運営の現状を申し述べ、議員各位ならびに市民の皆さまにご理

解を賜りたいと存じます。 
 はじめに、本市に甚大な被害をもたらした雪害への対応についてご報告をさせていただきま

す。 
 市では復旧支援として４月１日に災害復旧支援室を設置し、室長以下職員４名による体制で

業務を開始いたしました。この間、環境省および農林水産省の補助事業による農業ハウスや工

場、カーポートや住宅施設などの撤去、運搬、処理についての相談、申請受付を行いましたが

延べ６００件の問い合わせ等がありました。 
 農業施設につきましては、ＪＡのご協力もいただきながら調査を行ったところ約１千カ所の

撤去意向があり、農家の約９割が再建を目指しております。現在では、被災したビニールハウ

スの約６割の撤去が終わっているところでございます。また大型の工場や集荷所等、計４件の

撤去処理につきまして業者に発注いたしました。被災した市民を幅広く救済できるよう、市単

独による支援要綱を講じて対応しているところでございます。 
 また税・料の減免、猶予の制度も広く適用するとともに国や県への支援策の拡充についても

なお一層の働きかけを行い、一刻も早くもとの生活が取り戻せることを願い、支援を行ってま

いります。 
 今議会には被災農家のハウス再建のため国や県の制度活用策も含め、ＪＡと共同で補助する

市独自の支援策を盛り込んだ補正予算、約４７億円を提出させていただきました。 
 なお先月、５月２３日には新潟県胎内市に伺い、除雪支援をいただいた感謝の意をお伝え申

し上げてまいりました。 
 それでは、主な事業についてご報告申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 仮駅舎による営業が開始され３カ月が経過しました。現在は基礎工事に着手しております。

また北口駅前広場を整備するため、関係部署と調整し工事に向けた準備を行っております。 
 今後も駅利用者をはじめ関係者のご理解をいただきながら、準備を推進してまいります。 
 次に、空き家バンク事業についてであります。 
 笛吹市空き家情報登録制度設置要綱を策定し、本市の空き家バンクの制度を進めてまいりま

す。空き家バンクの仲介業務に関して、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会と７月１日に

協定の締結を行う予定であり、現在はこれに向けた準備を行っているところであります。締結

後にはホームページや広報等で制度の周知を図り、定住促進とともに農業振興施策とも連携し

た取り組みを推進してまいります。 
 次に、観光イベント関係についてであります。 
 この春から桃の花まつりを八代ふるさと公園をメイン会場とした笛吹市桃源郷春まつりと改

め、３月２１日から４月２７日までの約１カ月間、境川町の水芭蕉、市内一面がピンクに染ま

る桃の花、石和町の桜温泉通りや芦川町の桜など各地に咲く春の花々を多くの観光客に楽しん

でいただきました。 
 また４月１０日、笛吹市桃源郷の日には花桃の種に八代小学校２年生のメッセージを添えた

風船を児童等の手で大空に放ち、日本一桃源郷・山梨県笛吹市を首都圏へＰＲしました。さら
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に恒例となりました川中島合戦戦国絵巻は、合戦参加者の応募がすぐに定員に達するほどの人

気で参加した観光客からも楽しいので、ぜひ来年も参加したいとの感想が多く寄せられ、楽し

める祭りとして成功裏に終了することができました。 
 本市の夏の風物詩「石和温泉花火大会」を中心とする笛吹市夏まつりにつきましては、すで

に県内外へ向けた宣伝活動を積極的に行っております。 
 次に、緑化推進事業についてであります。 
 ４月２５日、新緑がまぶしい好天のもと、八代町岡のふるさと公園を会場に第８回笛吹市植

樹祭を開催いたしました。市内の緑化団体や緑の少年少女隊など約２００人の参加をいただく

中、モミジとカエデの苗木８００本の植樹を行いました。森林や緑に対する関心が高まる中、

緑をつくり・緑を育て・緑を守る意識の啓発につながるものと考えております。 
 次に臨時福祉給付金、ならびに子育て世帯臨時特例給付金についてであります。 
 本年４月からの消費税引き上げに際し、低所得者への影響を緩和し消費の下支えを図るため

の経済対策として、２６年度の住民税が課税されていない方を対象に臨時福祉給付金を１人１万

円支給するものであり、老齢基礎年金等の受給者には１人につき５千円が加算されることとなっ

ています。 
 また、児童手当等を受給している方に子育て世帯臨時特例給付金を対象児童１人につき１万

円が給付されます。これらの申請受付は６月中旬より開始できるよう準備を進めております。 
 次に、高齢福祉についてであります。 
 本市の高齢者人口は現在１万８千人を超え、高齢化率は２６．２％となっております。本年

度は要支援・要介護の認定を受けていない約１万４千人余りの高齢者の皆さまを対象に、元気

度チェック笛吹・生活機能調査を実施し、健康意識を高めていただき自発的な健康づくり、介

護予防事業への参加につなげていくよう働きかけをしてまいります。 
 また本年度は高齢社会に対応した保健福祉サービス構築のため、第６期介護保険事業計画お

よび高齢者福祉計画の策定を行うこととしております。 
 高齢者が元気に活躍するまち、安心して生活できるまち、互いに支え合うまちという長期的

な将来像を市民の皆さまが思い描き、実現に向けた取り組みにつながる計画となるよう、地域

や関係機関の方々との連携により策定作業を行ってまいります。 
 次に、国民健康保険税についてであります。 
 ２６年度、国における制度改正で低所得者にかかる保険税軽減の拡充、保険税の賦課限度額

の見直し、７０歳から７４歳までの一部負担金の見直し、高額療養費に該当する負担区分の見

直しが行われます。 
 新たな制度改正に伴う財源の確保を図る必要がありますが、低迷する経済状況の影響などか

ら被保険者の所得金額は低下し、国保財政を圧迫している状況にあります。 
 このような状況下でありますが、２６年度の国保税本算定に伴う税率改正につきましては国

保運営協議会からの答申を受け、財源の確保が可能であると判断し、税率の改正は行わないこ

とといたしました。しかしながら２６年度も医療費の伸びが見込まれますことから、生活習慣

病の減少、医療費の適正化を目指し、市全体として健康づくり事業の実施に力強く取り組んで

いきたいと考えております。 
 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は給食棟本体が完成したところであり、今後は調理員の研修を経

 １１ 



て、２学期からは新しい給食棟での給食の提供を予定しております。 
 また仮設校舎のリースについてはすでに入札・契約を終え、設置工事を進めているところで

す。北館の改築工事は本議会中に追加議案において契約の締結についてご審議いただいたのち、

工事に着手する予定であります。 
 また春日居中学校校舎増改築改修事業は４月に改修工事が完了し、５月から改装された教室、

新たに増築された図書室で生徒たちが学習に励んでいるところです。 
 次に、学校教育ビジョンについてであります。 
 本市、学校教育の指針である笛吹市学校教育ビジョンの改定作業が完了し、４月に概要版を

全戸配布したところです。今後はこのビジョンを基本方針として、取り組んでまいります。 
 市議会議員の皆さまにもご一読いただき、本市の教育について共に考えていただき、ご意見

等をお寄せいただけますようお願い申し上げます。 
 次に全国高等学校総合体育大会、インターハイについてであります。 
 ７月２６日からの約１カ月間、山梨県を含む１都３県による南関東ブロックで合同開催され、

県内では８競技が行われます。 
 本市は自転車競技の開催地となっており、８月６日から９日までの４日間、高校生の熱い競

技が繰り広げられます。特に９日は八代町・境川町の一般道を使用する特設周回コースでロー

ドレースが開催されます。この競技開催に伴い、生活道路を使用することから午前８時３０分

からの４時間、全面通行止めとなります。今日まで交通規制時間内に市民生活に支障が出ない

よう関係機関と協議を重ねてまいりました。大会を目前に控え、着々と準備を進めているとこ

ろであります。市民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 次に、市民協働事業の取り組みについてであります。 
 地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業につきましては、２５年度は２４団体

に７３２万円を交付いたしました。６月３０日に事業報告会を開催し、８団体が報告、１６団

体が資料掲示を行います。本年度はすでに５団体に対し、２０８万円の助成金の交付を行った

ところであり、自主的な市民活動が年々盛んになっていることを実感しております。 
 また芦川町まちづくりワークショップをこれまでに６回行い、４月１５日には芦川町の魅力

や課題を住民みずからが発見し、内容を共有化する中で地区の課題解決に向けた自主的な活動

を行う組織、芦川まちづくり実行委員会が立ち上がりました。今後より活発な活動に期待いた

します。 
 次に、男女共同参画についてであります。 
 笛吹市誕生から１０年、市民と行政が一体となり、市民誰もが相互に認め合い、住みやすく、

子どもたちに輝く未来を託すことができる男女共同参画都市を目指し、２３年度に男女共同参

画推進条例が制定されました。男女共同参画意識の醸成と活動のさらなる推進が求められるこ

とから、男女共同参画都市宣言を行うべく準備を行っております。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 市税の徴収率は依然として低い水準にありますが年々向上しており、平成２５年度の徴収率

も前年度を上回る見込みであります。昨年度は山梨県総合県税事務所へ１名を派遣して、県と

の協働による市県民税の徴収率向上に取り組んでまいりました。本年度も県税事務所へ職員を

１名派遣し徴収体制の強化を図り、税負担の公平性および自主財源の確保に努めております。

また利便性向上のためのクレジット収納導入に向けた準備を進めているところであります。 
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 続きまして本日、提出をさせていただきました案件につきましてご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は専決処分の承認案件７件、条例案１件、補正予算案６件、その

他８件、合わせて２２件であります。 
 まず専決処分についてでありますが条例３件、補正予算４件について地方自治法１７９条第

１項の規定により専決処分をしましたので、ご承認をお願い申し上げます。 
 条例の内容でありますが、笛吹市税条例及び笛吹市都市計画税条例につきましては、地方税

法等の一部を改正する法律が平成２６年３月３１日に公布、４月１日に施行されたことに伴い、

一部改正を行う必要が生じたものであります。 
 また笛吹市国民健康保険税条例については、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令及

び地方税法等の一部を改正する法律が平成２６年４月１日施行されたことに伴い、一部改正を

行う必要が生じたものであります。 
 補正予算４件につきましては、平成２５年度の事務事業の終了などに伴う一般会計および特

別会計の歳入歳出予算額の補正であります。 
 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）でありますが、歳入歳出それぞれ３億４，

６７０万円を減額し、総額を３５６億７，８３０万円としたものであります。 
 次に特別会計の補正予算でありますが国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計の３会計で総額２億１，９８０万円の減額と財源更正を行ったものであります。 
 いずれも緊急的な対応が必要で、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、専決

処分をいたしました。どうかご承認をよろしくお願い申し上げます。 
 続きまして、条例案について概略をご説明申し上げます。 
 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正については、平成２６年１１月１日から重

度心身障害者医療費の助成方法が窓口無料方式から自動還付方式に移行することに伴い、助成

金の支給方法等について一部改正を行う必要が生じたものであります。 
 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 
 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）でありますが、歳入歳出それぞれ５２億

１１０万円を追加し、総額を４０５億５，４１０万円とするものであります。 
 歳入の主なものでありますが、国庫支出金につきましては２月の大雪で被災した農業施設の

撤去および再建ための国庫補助金２３億３，４００万円の追加であります。 
 県支出金につきましては、国庫補助金と同様の農業施設の撤去および再建のための補助金９億

３，８１０万円追加、また雪害関係の借入資金の利子補給補助金８１８万円を追加するもので

あります。 
 また、境川ごみ処理場に関連した地域振興施設整備の県補助金５，８５０万円を追加するも

のであります。分担金及び負担金につきましては、境川ごみ処理場の一部事務組合から地域振

興施設整備の負担金として５，８５０万円追加するものです。 
 また、合併特例債など市債として１億７，９６０万円を追加計上するものであります。 
 歳出の主なものとしましては雪害緊急対策事業として４７億２０万円、地域振興施設事業と

して１億１，７１０万円、鳥獣害等防止対策強化事業費として３，０７０万円、春日居支所移

転費用として１，５７０万円などを追加計上するものであります。 
 特別会計の補正予算案については国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事

業特別会計の３会計で総額１億７，３４０万円の追加と予算の組み替えを行うものであります。 
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 次に公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出において５００万円を

追加し、資本的収入において６１０万円を追加し、支出につきましては２４０万円を減額する

ものであります。 
 また笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）では、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。 
 続きまして財産の処分についてでありますが、山梨県市町村総合事務組合が建設する一般廃

棄物最終処分場の事業用地となります境川町寺尾地内の市有地を処分するにあたり、地方自治

法第９６条第１項第８号および笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分の

範囲を定める条例第３条の規定により、本案を提出するものであります。 
 その他の案件につきましてはその末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりまし

てご了承をお願いします。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして提案理由をご説明させていただきまし

た。 
 よろしくご審議の上、ご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。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第５ 報告第１号から日程第１１ 報告第７号を一括議題とします。 

 本案については議案書にありますとおり、地方自治法施行令などに基づく繰越計算書の報告

および市営住宅に関わる訴訟提起における専決処分の報告でございますので、ご了承願います。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   次に日程第１２ 承認第１号から日程第２６ 議案第６９号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、承認案件７案件を除き所管の常

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

たいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 以上で質疑を終結します。 
 ただいま議題になっております議案第６２号から議案第６９号までの８案件について、お手

元に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 
 次に承認第１号から承認第７号については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付

託を省略し、それぞれ討論・採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 これより、承認第１号について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第１号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 次に、承認第２号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第２号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第３号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第３号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第４号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
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 承認第５号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第６号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 続いて、承認第７号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論なしと認めます。 
 承認第７号について、採決いたします。 
 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、本件は承認することと決しました。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を２時２０分とさせていただきます。 

休憩  午後 ２時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時２０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
   日程第２７ 住民監査請求。 

 監査結果の報告を行います。 
 住民監査請求監査結果の報告を代表監査委員 古屋眞彦君。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 それでは、ご報告をいたします。 
 平成２６年２月２８日 笛吹市職員措置請求が市民６名の方々より提出されました。 
 平成２６年３月１２日 笛吹市住民監査請求制度に基づきまして、要件審査を厳正に実施い

たしました。この結果、要件を具備していたので正式に受理をいたしました。 
 平成２６年３月１８日から４月７日まで監査基準の定めによりまして関係人の陳述聴取、関

係書類の調査等を実施いたしました。その結果、監査結果はお手元に配布いたしました平成２６年
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４月２５日付け、告示第４号、住民監査請求監査結果の通知のとおりであります。 
 制度に基づいて同日に市長ならびに請求人への通知も併せて行いました。 
 以上、ご報告を申し上げます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 代表監査委員の報告が終わりました。 
 これより、質疑を行います。 
 質疑は通告順に行います。 
 それでは順次、質疑を許可します。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 笛新会の神宮司正人です。 
 許可をいただきましたので、監査結果につきまして質問させていただきます。 
 住民監査請求における監査結果、当該団体に対する助成金は不当な公金支出であり、市長は

１００万円から返還金を差し引いた額について弁済せよというものであります。 
 新聞にも大きく報道されたが、市が不当支出をした、市長は弁済せよ、これは重大な問題で

あり、議会としても余すところなく監査結果について把握しなくてはならない。 
 まず私は問題とされる当該団体 芦川ぷらすについてお伺いをいたします。 
 私は当該団体のホームページを拝見して、先日、本人たちともお会いしてまいりました。そ

して感じたもの、３人姉妹、３代表の方は幼・小・中学まで子ども時代を旧芦川村で育ち、甲

府市内の高校まで行っています。そしてこのたび、ふるさと芦川の村おこし、持続可能な村づ

くり、おもしろく社会問題を解決する、そのことをコンセプトに活動を始めた。大変素晴らし

い志である。一度東京に出て斬新な発想、熱意を持った若い仲間の力を集めて、ふるさと芦川

地域に新しい風を呼び込もうとしている。 
 以前から笛吹市御坂町在住の三女、その方に続いて次女の方も市内へ移住、長女も移住の予

定。また芦川や笛吹市民との協働・協力を進める固い決意を掲げ、いまなお芦川の空き家活用

に着手をしておるところです。 
 この方たちは本気だな、本当に本市にとって貴重な方々、もろ手を挙げて歓迎、心から応援

したいと思ったところでございます。 
 以上、私の印象・評価は述べたとおりですが、監査委員はこの団体に対しどのような印象、

評価を持ったのかお伺いいたします。 
 本年３月２８日の関係人調査の折、監査委員は大変崇高な考え、その団体は悪くないとのこ

と。しかし公式文書、住民監査請求監査結果の通知では団体は収益事業にもかかわらず助成金

を受け取っている。市民が代表を務める団体には当たらない。公益性のある団体とは言えない。

それに付け加え親族が監査役で公平性・透明性が担保されず、適格性に欠けるとしています。 
 しかし、そうでしょうか。私の考えでは大方の任意団体のほとんどは親族が監査役である。

また中小企業のほとんどにあっては、親戚が監査役に就くなどということは常に常態化してい

るところであります。なぜ、ここで地方自治法１９９条の２項がこの団体に準用されるのか不

思議でなりません。親族が監査役であれば何かいかがわしい団体、とんでもない団体との印象

を与えるものとは思わなかったのか。ちなみに今回の監査報告を見た元監査委員の方いわく、

市は架空の団体に助成金を出したと思ったと、そのような発言をされております。 
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 次に当該団体の調査、意見聴取の議事録を見て私は大変驚きました。２０ページにわたる議

事録が私の手元にもございますけども、すべて拝読をさせていただきました。市の一執行機関

である監査委員が当該団体に対しとんでもない対応をしていると感じました。なぜなら、その

中身は威圧的な質問、誤った示唆、誘導質問、嘲笑、それらが多数見られます。以下、数例を

述べてみます。 
 １つ、みんなが言っている。こういう団体が団体の体をなしているのか。みんなが言ってい

ないでしょう。これは明らかに威圧です。これは８ページ、１０行目に書いてあります。みん

なが言っているというなら、その根拠はいかがでしょうか。いつ、どこで、どのような方々に

どのくらいのサンプリングをしたのか、それものちほどお答えいただきたいと思います。 
 ２つ目、代表が決めるんだよ、構成員は付いていくだけだよ、これは１つの決め付け、威圧

です。１３ページ。 
 ３つ目、備品は使えない、そこに書いてあるでしょう。地域振興事業の要綱のどこにもそん

なことは書いていない。代表の女性は困惑している。これは９ページの下から９行目です。 
 それから４つ目、市内への移住について。再三の、芦川にしっかりと根を張りたいためとい

う答弁にもかかわらず、監査委員は補助金をもらう都合で住民票を移すという指導を受けたと

いうことですよねと決め付けて言い、団体役員がそのような市の指導は受けていない。そのよ

うに答えると監査委員は、さっきそう言ったと畳み掛ける。いくら違うと言ってもその結論に

持っていこうとする。これは１４ページの全般にわたっています。 
 さらに４回に及ぶイベントへの参加者について監査委員は尋ねました。好奇心で来てしまっ

てね、行っている使命を果たせないからね、好奇心で来たってなんにもならないわけだから。

何もイベント参加者が好奇心で参加したって問題はないのではないでしょうか。これは市民活

動に対する嘲笑、傲慢です。 
 私は笛吹市の一執行機関である公正・公平であり、見識があるはずの監査委員が市民、市民

団体にこんな言葉を吐いていたのかと思うと、怒りでわなわなと震えるのを覚えました。これ

らを言った監査委員の見識、意見を伺います。 
 いずれにしても、のちほど質問があろうかと思いますが、監査委員の皆さんは常に公平・公

正でしっかりと見識を持って対応しなければいけません。監査にダブルスタンダードがあって

はならないと考えています。 
 それでは以下、質問をいたします。 
 まず１番目、監査委員それぞれの方にお伺いをいたします。 
 任意団体 芦川ぷらすに対し、どのような団体であると評価をお持ちなのか伺います。 
 ２つ目、みんなが言っていると決め付けられた根拠。芦川ぷらすに対する市内、地域の住民

の意見聴取、サンプリングはいつ、どこで、どのような方法でどのくらい行って結論を出した

のか伺います。 
 ３つ目、３月２６日に行われた監査請求人に対する意見陳述時の２名の対応と３月２８日、

芦川ぷらす、保要氏ほか１名に対する監査委員の対応にはあまりにも接遇が違う。違いすぎた

と意見がある。芦川ぷらすの調査、意見聴取に対し威圧的質問、誤った示唆、誘導質問、嘲笑

等なかったのか、お伺いをいたします。 
 次に４つ目、市の一執行機関の公平・公正であり・・・。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司議員に申し上げます。 
 通告には１問ということになっておりますので、こちらの当該団体であるというようなこと

の中で、こちらのほうの答弁をお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 
 通告にないものには、こちらのほうで答弁をしないことになっております。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 全般的にですよ。芦川ぷらすに関係することです。 

〇議長（前島敏彦君） 
 通告には出してございませんので、ただいまの１番目の。 
 （「休憩。」の声） 
 ちょっと、暫時休憩とさせていただきます。 

休憩  午後 ２時３４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時３５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 神宮司議員に申し上げます。 
 通告によりました中で、明確に質問の趣旨をお願いしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 それでは、そのようにさせていただきます。 
 市の一執行機関の公平・公正であり、見識あるはずの監査委員が年若の市民、市民団体に対

して意見聴取の際、非礼・無礼な接し方はなかったか伺います。 
 芦川ぷらすの若い共同代表、市民団体に対し監査委員はその非礼をお詫びし、謝るべきであ

ると考えるがその考えがあるのかも伺います。 
 このたびの監査報告は、ほぼ住民監査請求を踏襲したものになっている。芦川ぷらすに対す

る住民監査請求が出された折、そこですでに請求に基づいて監査を行うと監査委員は約束した

のではないか伺います。 
 以上、１問目の質問とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を求めます。 
 答弁を、古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 私どもがいただいていた質問とちょっとニュアンスが違うようでございますけども、私は決

して非礼な対応をしたとは思っておりません。それと本会議の中で議論的なそういう話が出て、

住民監査請求、要するに職員措置の取り扱いがどうであったかということでございますけども、

この住民監査請求制度というものの条文の解釈、これと最近言われております住民監査請求の

判断に対する最高裁の判例が示されているわけでございます。これによりますと２４２条の条

解のほうはまた別にいたしまして、最高裁の判例、これが住民監査請求制度の判例の今、近時
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の中心になっているものでありますけども、これは平成６年９月８日、最高裁の判例、９７号、

行のツであります。今、神宮司議員が言われたようなことは全然、最高裁の住民監査請求の中

では判断の要素にすらなっていないわけですね。住民監査請求は地方公共団体の執行機関、ま

たは職員による財務会計上の違法もしくは不当な行為、または怠る事実により普通地方公共団

体に損害を与えた場合に、当該普通地方公共団体の住民がその損害を補填するために必要な措

置を講ずべきことを請求できるとされているわけであります。たとえ、ここですよ、たとえ違

法性、不当な行為、または怠る事実があるとしても市に損害をもたらさない行為は住民監査請

求の対象にはならないと、こういう判例があるわけです。 
 これに基づいて最近の、近時の住民監査請求は全部行われているわけでありますけども、な

んか新聞報道を見てみますと違法性、不当性はなかったとかなんか、そういう解釈をなされて

いるようであります。そんなことはいいよと言っているわけです。というのは、この判例の中

が効率化という言葉を使いまして、要するに行政が停滞してしまったではいけないよ、スムー

ズに進めていかないと、非常に住民に不都合を与えることだからという考えの解釈も出ている、

法務事情とかそういう中では解釈されているようでありますけども、要するに行政が停滞しな

い、スムーズに進めるためにこの判例は出ているわけでありまして、要するに損害はどこにあ

るかということでございます。 
 （「質問に全然答えていないよ。質問権があるんだよ、議員には。監査委員に対しても。」と

いう声あり） 
〇議長（前島敏彦君） 

 静粛に願います。 
 代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 だから私は言いましたように、いただいていたこの質問であれば、通知の６ページの３の対

象団体に対しての適格性というところで回答されております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 それでは切り口を変えますけども適格性がないと判断したんでしょうか。芦川ぷらすですよ。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 その違法性とか不当性とか、そういうことは判断の基準にならないといっているわけですか

ら、それが間違えていてもいいよと言っているんですよ。最高裁でも。要するに損害を、それ

が損害を与えたかどうかという部分でございます。どこに損害を与えたかというところをお聞

きいただければ、この質問が噛み合うわけでありますけども、違法性・不当性はいわないと言っ

ているんですよ。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 議長、答えていないですよ。芦川ぷらすという団体が。 
 （「暫時休憩。答えになっていない。」という声あり） 
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〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司議員に申し上げますけども、神宮司議員は当該団体である芦川ぷらすはどのような団

体であるか、どのような方々と判断したかという質問内容でございますよね・・・。 
 ここでちょっと、暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時４４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時４６分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 神宮司議員の２回目の質問に対しましての答弁を求めます。 
 古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 これも通知書の６ページ、（３）対象団体としての適格性についてというところに具体的に

書いてございます。 
 以上、お答えとします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司議員の質問は・・・。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、答えていないのでお願いしたいんですけども、いいですか、私は芦川ぷらすという団体

がどのような団体と考えてジャッジを下したのかということで、地域のみんなが言っている、

悪いふうに言っているというふうな意味ですよ、それについての住民の意見聴取、サンプリン

グはいつ、どこで、どのような方法で行って最終的にこの団体が良いか悪いかの結論を出した

のかということを３名の監査委員の方にお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 小林監査委員。 
〇監査委員（小林始君） 

 神宮司議員のサンプリングということは調査をどこでしたか、どういう調査をしたかという

ことでしょうかね。これは失礼かもしれないですけども、監査委員として３名の合意の結果で

ありまして、その途中の過程をあなたに言う必要は一切ないと思いますよ。審査の途中の過程

を、調査の過程を言う必要はないと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司議員の質問は終わります。 
 次に質疑を続けます。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今、神宮司議員が質問したことを踏まえると、私が質問してもまた同じような答えが返って

くるではないかと思われますけども、私も一応、通告して時間を取っていただいたので質問さ

せていただきます。 
 何を根拠に対象団体に該当しないと言っているのか。収益事業である。３代表のうち２名は
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県外在住者である。構成員の８人はほとんど家族で構成している。関係者も市内の活動実態は

確認できていない。監査役が両親であり、公正・透明性が担保されず適格性に欠けている等と

ある。対象団体に該当しないと断じた、かつ市については事務処理が不適正で公金を支出して

いると言っています。そこで監査委員は、おのおの独立した機関であることをご存じでしょう

か。私はそう思いますが、監査の結論として論戦もなく、私は全員が同意見で合議したことは

監査委員の見識不足ではないかと思われます。私は公正不偏な態度で市民を代表する立場でお

伺いしたいと思います。 
 本当に対象団体にならないのかについてですけども、収益事業で対象事業に当たらないといっ

ているが、収益事業という意味は収益を目的にし継続的に事業を行うことだと私は思います。

当該団体は任意法人で、単年では収益などを見込める事業ではないかと考えます。仮に収益事

業としても地域振興促進助成金事業要綱の中には収益を目的とした事業は、助成は対象になら

ないということの項目も見当たりません。むしろ地域の産業活性化が助成対象になっている。

産業を活性化するということは売り上げの向上、事業の安定、収益を上げ元気になり、地域振

興や地域づくりの効果につながる。いずれは笛吹市の繁栄に資すると私は考えます。この対象

団体は地産地消を使う料理で有名なシェフに安価で協力してもらい、芦川の風土の中で提供す

る事業、また対象団体は幼少時代に過ごしたこの地域に愛着を抱き、地域の特性、創造性を生

かしたまちづくりを考えた事業だと私は思います。この事業は地域の活性振興を目的とし、意

識が強く当該団体の支出の持ち出しは予想されたと思います。この事業を収益事業に断定する

ことは、根拠として言うのは無理があるのではないかと私は思います。 
 当該団体は任意団体で監査役の設置は義務付けられておりません。地域振興促進助成金要綱

にもそのことは求めていません。なぜ地方自治法１９９条の２の準用が求められるのか。地域

振興促進助成金事業の監督監査は、補助金を交付した市の役割ではないか。監査役うんぬんで

対象団体に該当しないと断定することはできないのではないかと私は思います。 
 地域振興促進助成金事業は地域づくりに寄与することを目的とし、事業について支援するも

のであり、またその多くは目的が正しく地域づくりに貢献するものと期待されるものであり、

また資金が足りないとか、あるいは将来を見据えた上の団体、事業であるから助成金を仰ぐの

ではないでしょうか。当該団体は素晴らしい志と決意、可能性を持った団体であり、それに対

し市民活動支援課が門を閉ざす対応でなく、まだまだ未熟な発展段階にある当該団体にさまざ

まな助言を与えつつ、事業の発展を支援しようとしたことに私は感謝を申し上げます。 
 そこで質問させていただきます。 
 この事業を収益事業と断定することは、何を根拠にそういうことを言うのか。また地方自治

法１９９条の２をなぜこの任意団体に適用するのか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 この団体うんぬんにつきましては、通知書の６ページの３に対象団体としての適格性の中で

通知してあります。 
 そしてその収益性うんぬんというお話がありましたけども、それにつきましては、この募集

のご案内の中でもこんなふうに書いてありますね。団体運営に関わる経費であって、事業実施
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に必要な経費に限定、団体や内容によって個人への利益配分につながる恐れがありますので事

業実施に必要な経費のみといたします。利益配分につながるから必要経費だけだよと、こうい

う具合に仕切ってありますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻野謙一君。 
〇３番議員（荻野謙一君） 

 その利益配分というのは、どこを根拠にそういうことを言っているんですか。この団体が果

たして、それだけ利益があがる団体だったんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、古屋代表監査委員。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 利益のうんぬんとか単価という話、先ほど言いましたように市にとって出したお金が損金に

当たるかどうかと。損害になるのかどうか、妥当なのかどうかという部分でありまして、それ

を私どもが仕切ったわけではありません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、荻野謙一君の質問を終わります。 
 （「議長、答えていないですよ。それを指導するのが議長でしょう。休憩。」という声あり） 

〇議長（前島敏彦君） 
 ここで、暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時５７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時０６分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 今回の質疑につきましては、事前通告いただいた内容に基づいて許可をもらいました。通告

の範囲内の中で質問をお願いしたいと思います。 
 また答弁者に申し上げます。通告に基づいて明瞭な答弁をお願いいたします。 
 荻野謙一議員の２回目を行います。 
 荻野謙一議員。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 再度お聞きします。 
 この事業を収益事業と断定することは、何を根拠に言っているのか、それをお伺いします。 
 それと地方自治法１９９条の２項、なぜこの地方自治法が一般の団体に適用なるのか。これ

は全然、会社法と全然かけ離れた問題だと思いますが、それについてお答えください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、古屋代表監査委員。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 ２つ、明瞭にということですから、今度は具体的にお答えいたします。ただ、あんまり本会

議でそんなことを具体的に議論するのもどうなのかと思いましたのでやめていたんですけども、

何をもとに収益事業と判断したかという点、まず最初のことだと思いますけども、それは私ど
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もの判断にあたっては何をモットーに最終的に判断しろというふうに書かれているかというと

条理により判断してくださいと、これが判断基準の決定的なものでございます。 
 条理というのは昼食４，９８０円、夕食６，９８０円、これがベース料金でございます。こ

れだけのものを市民全員が食べられるんであれば公平性も担保できるかと思うんですけども、

２５人限定ということで出しているわけでありますけども、それが収益があがる計算にならな

いで何になるのかはそのへん説明は受けておりません。というのは全然、要するに１００万円

出した算出根拠について、では説明してくださいという説明に対して行政側の説明、そして団

体の説明、団体の説明はクオリティーを上げるためにとこういう説明でございました。何にお

使いになるんですか、クオリティーを上げると。全然分からないです。行政の説明は交付基準

にありますように総体の事業経費２７９万何がし掛ける７０％、小なり１００万円とこういう

ことで交付したとこういう説明でございました。したがって、そのへんの経緯については私ど

もは調べる余地もございませんでした。これが実態でございます。 
 それと１９２条の２項というものについては、準用うんぬんという話でありますけども、任

意団体だからいいではないかということですけども、税金を使うものについて、監査基準の中

でもそういう、１９２条の中でそういうものは避けなさいという、監査する人たちも避けなさ

いということが出ています。それが当然、おのずから同じお金ですから準用されるべきという

判断に至ったわけでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、荻野謙一君の質疑を終了します。 
 質疑を続けます。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 それでは、私からはこの事業に関わる定期監査と住民監査請求監査の経過の中から質問をさ

せていただきます。 
 分かりやすいように、ちょっと日程を追いまして説明させていただきます。 
 昨年の６月１３日にはこの２４事業の採用が決定されまして、その中に芦川ぷらすが入った

わけでございます。 
 そして１０月３日にこれは定例の監査ですけども、市民環境部の定例監査が始まりました。 
 そして２０日ほど経ちまして、１０月２１日にこの助成事業の中から芦川ぷらすに関する監

査が具体的に、助成金交付に関わる事務手続き的な指摘がございました。説明をして指摘があ

りました。 
 そしてそれを１１月１３日には指摘事項の回答と、さらにまた再質問があって、それから２週

間ほどして１１月２７日、これは監査委員から監査結果の議長宛ての報告が出されました。市

に対して、芦川ぷらす事業の８項目からの是正措置の指摘事項の内容がありました。この是正

措置指導が出た時期より少し前に一議員から１２月議会への一般質問の通告がありました。そ

してその１２月議会の１２月１０日の一般質問で監査指摘内容とほぼ同一内容で、市側の回答

を求めた経緯がありました。 
 問題はなぜ、一議員が指摘された内容を知り得たのか。監査委員が是正措置を指導したばか

りの情報を公の場で問題にするのは考えられません。地方自治法１９８条に監査委員は職務上
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知り得た秘密を漏らしてはならないとあります。そのようなことはなかったのか、お伺いいた

します。 
 それから次にこの是正措置の回答がその翌年の２６年の１１月７日、市側から８項目につい

ての是正措置の回答がされました。ここでお伺いします。地方自治法１９９条には監査委員は

是正措置を講じた内容については公表しなければならないと謳ってあります。しかし今回は公

表を怠っておりましたので、是正措置の内容がどんなものであり、どんなように是正されたの

かは明らかではありません。市側の是正措置は誠実、適正なものと私は評価していますが、監

査委員はどのように評価したのか伺いたいと思います。 
 それから日を追いまして５０日ぐらい経ちまして、２月２８日、市民団体より住民監査請求

が出されました。先ほども代表の方から申されましたように６名の請求人から出されました。

この請求を受けまして、監査委員はそれぞれ関係人に対して意見を求めることを始めました。 
 まず３月１８日に関係課、これは市民活動支援課ですけども職員の陳述がありました。 
 そしてしばらくして３月２５日にはこの内容が山日新聞に掲載され、公になりました。 
 そして翌日の３月２６日、住民監査を出しました請求人の何名の方に説明と補足説明があっ

たということがあります。 
 それから３月２８日に芦川ぷらすの関係人の調査が終わりました。同日に関係課の総務課と

か市民活動支援課の説明もありました。芦川プラスの保要さんからはちょっと気になる話です

けども、このような話をいただきました。関係人の調査には企画担当者と２人で出席をしまし

たと。その出頭連絡の際に絶対に出席しなければならないということはないよという旨の話が

あったそうでございます。また監査委員から質問を受けた最後に、あなた方の問題を追及する

ことではなく、市の体制の責任を問うことが目的ですからと、ある委員から言われましたとい

うことで、大変ほっとした同時に複雑な気持ちになったとおっしゃっておりました。 
 そして４月７日には関係人の調査としまして、助成事業の委員長でありました前久保田副市

長の参考人の調査がございました。 
 そして４月２５日、住民監査請求監査結果報告書が市長宛てに出されたわけでございます。

これには市に対しての助成金交付は不当である。市長に対しては弁済勧告をされたいというこ

とでされました。一通りの関係人の聞き取り調査を終えた結果として、このような報告書が出

たわけでありますので、相当自信のある内容だと思います。 
 そこで伺いたいと思います。この報告書の監査意見というところですが、複数の応募申し込

みがあったとか、内容の書き換えがあって甚だ遺憾だと述べられております。なぜ複数の応募

申し込みが作られたか、内容の書き換えが行われたのか、これについては市の担当と監査委員

の説明を求めます。 
 また定例監査の是正の指摘に基づいて市は是正措置を取りました。そうしたら今度は住民監

査請求監査ではこの是正内容が不可解だ、遺憾だとされているわけでありますが、むしろ不可

解、遺憾なのは監査意見だと思いますが見解を伺いたいと思います。 
 またもう１つの質問ですが、同じく監査委員の意見で団体の性格について言及しております。

共同代表制か複数代表制かについてでありますが、監査委員は芦川ぷらすを複数代表制と決め

付けております。これは関係人調査から明らかであると言っておりますけども、具体的にどの

ような点が明らかなのか、明らかにしてください。 
 そもそも任意団体を組織する市民に対して、複数か共同かという議論を吹きかけて複数代表
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制だと決め付けるのは不当なやり方だと思います。任意団体なのだから私たちは相談して運営

していますと言えば共同代表制でよいわけで、３人のうち１人しか市内に住んでいないことを

導く強引なやり方だと言わざるを得ません。複数代表制を決めつける明確な根拠をお示し願い

たいと思います。 
 以上、長々と意見を言ってきましたのでちょっと整理いたしますと、まず１点目は監査委員

の職務上のことを他者に漏らしてはいないか。２番目に市側の是正措置の回答に対してどのよ

うに評価したのか。３．監査委員が不可解、遺憾であると述べられていますけども、その見解

をお伺いしたい。それから複数代表制を決め付ける明確な根拠をお示しください。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋議員に申し上げます。 
 通告内容とちょっと変わっている点もございます。通告に対しての答弁を求めたいと思いま

す。 
 中川監査委員。 

〇監査委員（中川啓次君） 
 通告によりますと、北嶋議員からはこの定期監査とそれから住民監査請求についての経過に

ついて伺うという内容でございましたので、不足する部分は代表監査委員、あるいは小林監査

委員のほうから答弁してもらおうと思いますが、私からまず経過についてご報告をさせていた

だきます。 
 まず定期監査は地方自治法第１９９条１項の規定によりまして、平成２５年度は不適切な会

計処理防止を重点項目としまして、市の監査方針、監査計画に基づきまして市のすべての部局

の監査を実施いたしております。その中で先ほども北嶋議員から申された部分と重複するよう

な形になりますが、今回の件に関しましては担当であります市民活動支援課の定期監査を昨年

１０月３日に実施をさせていただきました。この際にいくつかの疑問点がございましたので、

自治法１９９条第５項の規定に基づきまして１０月２１日に随時監査を行いました。その際、

関係書類の日付でありますとか団体代表者名の指摘を行わせていただきまして、１０月２３日

に指摘事項の質問書を送付させていただきました。 
 そして１１月１３日に再度監査を実施し、書類の提出を受ける中で１１月２７日に出させて

いただいた監査報告書において、市長と議長宛てに改善等の是正措置要求の内容を示させてい

ただきました。 
 このあと議会うんぬんのご質問がございましたが、私個人につきましては議会とはまったく

つながりがございませんで、関知しないところでございます。 
 これを受け、その後、本年平成２６年１月７日に市より是正措置の回答がなされております

が、この内容につきましては指摘した事項を是正したもの、あるいは是正した、あるいは今後

は是正する、または精査して対応していくという内容のものでございました。したがいまして、

これから精査して対応していくという回答も含まれておりましたので、この時点で公表するべ

きものではなかったと判断しております。 
 そうした中で、今回の住民監査請求による監査につきましては、地方自治法２４２条第１項

に基づきまして、本年２月２８日に請求人６名による監査請求が提出されましたので、これを

３月１２日に請求事案の内容を要件審査を行い、この受理を決定し監査対象といたしました。
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これは冒頭、代表監査委員が申し上げたとおりでございます。 
 受理後は監査結果を６０日以内に提出しなければならないということから３月１８日に担当

課職員の陳述を、また３月２６日には請求人の代表２名の陳述を受けまして、さらに３月２８日

には関係団体と担当課職員から聞き取り調査を実施し、７月７日には関係人である地域振興促

進助成事業の審査会の委員長でありました前副市長からも聞き取り調査を行いました。 
 なお、この間には弁護士でありますとか県などの関係機関等にも参考意見を聞き、関係法令

や行政判例等の調査も行っておりますが、そうした中で監査委員の合議の結果として本年４月

２５日付けで、住民監査請求の監査結果の通知として公表をさせていただいたというのが経緯

でございます。 
 定期監査から数えますと、少なくとも１０数回の３人同時での対応を行った上での結論とい

うことがこれまでの主な経過でございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうも中川監査委員さん、ありがとうございました。 
 私がちょっと調べたのとほぼ同一な日程で経過が進められていることですけども、お話を聞

きまして一連の流れをみたんですけども、市側のほうも誠意ある回答をしているんですけども、

なかなかそれがこの中に反映されないということで、どうしてかなと思うわけですけども、聞

く耳を持たないというのか、そんなふうな思いがするわけでございます。ぜひ監査委員は公正

中立な監査を行われているのが当然でございますので、相手の声をよく聞いた上でこれからの

監査をお願いしたいと思いますけども、私のほうはまだちょっと回答を得られないものがあり

ますけども、今後に託してまた聞く機会を持ちたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、北嶋恒男君の質疑を終了いたします。 
 質疑を続けます。 
 渡辺正秀君・・・もとい通告順でいきたいと思いますので、渡辺議員はそのあとでお願いし

ます。 
 質疑を５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 私は笛新会の岩沢ですけども、通告は公正な監査であったか、その点について伺いますとい

うことで通告をしてあります。 
 質問は１問ということでながなが話ができないわけですけども、その中で１つだけ、対象団

体としての適格性について、これは住民監査請求の中の内容と大体一致しております。先ほど

もいろんな話が出ておりますけども、地方自治法の１９９条の２、監査委員の監査役、監査委

員についての条項であります。これは地方自治法の１９９条の２は地方自治体の監査委員さん、

あなた方３人に関する条項です。これを任意団体に準用したとはっきりおっしゃいましたけど

も、この条項はどの法律、私も３人ばかり法律の詳しい人に聞いてみましたけども、これを本
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当に準用できるのか。これを準用して是正勧告へ、この中に盛り込んだということが本当にこ

れは公正な判断であったのかと。そしてその準用できるとした、この公的な根拠ですね、先ほ

ども最高裁の判例が出ておりましたけども、こういう判例はどこかにあったんですか。あるい

はどこかの自治体で、こういうことを準用してこういう事例があったんですか。これは私はな

いと思っております。いろんな方たちに聞いても、これを準用することが、この間の５月の全

協の中でもちょっと言いましたけども、監査委員の事務局長はこれは監査委員さんが判断した

ことだとはっきりおっしゃいました。あなた方がそういうふうに準用したということをはっき

りと答弁しているわけですけれども、その本当の根拠、どの法律をもとにこれを準用したのか、

これ１点だけ明確にお答えをしていただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 いただいていたのが公正な監査であったか、その点についてという質問だったと思うんです

けども、これは住民監査請求についての根拠法は２４２条でありまして、取り扱いは全国の都

市監査基準に基づいて、それと笛吹市制定の住民監査請求制度のマニュアルに基づいて公正に

監査いたしました。 
 そして１９９条の２項ということでありますけども、先ほどから適正な団体であったのかと、

団体の体というのは何かということになろうかと思うんですけども、まず。団体の構成要員が

８人でございました。今回の場合。うち６人は家族。２人が知己というような感じでございま

す。その中で監査うんぬんという話になるわけでございますけども、８人のうち６人が実態の

家族であろうと推測するわけでありますけども、２人が違う。その中でその事業の進め方等に

ついて、人数の半数を持って決めると。家族会議というふうな形になってしまうわけで、その

法的な根拠うんぬんを言えということですけども、それは準用ですから、ぴったり当たるもの

はないんですけども、判例についてもすべてをあたってわけではありませんけども、住民の借

金に補助金を使うことについて、それが適正なのかどうかということにつきまして、私ども監

査役の条理で判断をいたしました。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 今の答弁ですと、これはやはりあなた方の判断でこの準用を決めたということに、そういう

ふうに受け取りました。事務局がいろんな法律的な、どこかに相談したとかそういうことはな

く、あなた方がこの準用を決めたという判断でよろしいということですね。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、古屋代表監査委員。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 私どもの条理で決めました。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、岩沢正敏君の質疑を終了します。 
 質疑を続けます。 
 ９番、海野利比古君。 
 通告順になっておりますので、９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 本来ですと私はこの順番ではないのでちょっと質問の趣旨が違うかもしれませんが、私は何

しろ最後にやる予定でおったのでそういう質問内容になっていますが、とりあえずまだあと２人、

質問者が残っていますけども、私の通告は市民、社会に与えた影響とその責任について問いた

いという通告になっていると思います。 
 まず今まで質問をそれぞれしてきたわけですけれども、答弁の内容そのものはほとんどと言っ

ていいくらい納得のいくものとは到底、私は思いません。今回の監査結果につきましては、法

理論的にまさしく論外と言わざるを得ない。まず要綱に照らして吟味し、要綱にない規定に関

しては事業の趣旨を汲み取って行間を埋める。そういう作業を丁寧に行いながら論理を組み立

てるのが審理の鉄則、常識ではないかと思います。市の不当支出と決め付け、その責任を市長

に負わせ、いわんや弁済せよとまで結論づけているわけでございますが、これは大変なことで

あるという認識でございます。 
 普通、世間では監査委員とは公正で中立の立場にあり、見識の高い方が選任されていると思っ

ているはずでございます。それだけに今回の勧告が報道されたことにより、笛吹市だけでなく

全国の方々が非常に驚いているんではないかと思います。もし今回の勧告のとおり本当に市長

に責任があるのであれば、それは市長が責任を取るべきであると思われますが、監査委員の監

査結果が仮に不適切であった場合は、それなりの対応をすべきであると思います。 
 また地方自治法第１９８条の３第１項の規定に対して、監査委員の公正不偏の原則や先ほど

からも盛んに申しておりますが守秘義務、服務規定に違反する疑いがまったくないのかという

ことを考えたときに、これから先、もし監査委員が不適切な監査であるということが認められ

た場合は監査委員の皆さんのご所見はどのような対処にするおつもりでいらっしゃるか、その

ことだけ１点、お伺いして私の質問とさせていただきたいと思います。 
 お三方それぞれにお答えをお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、小林監査委員。 

〇監査委員（小林始君） 
 海野議員の通告に基づいての答弁を行います。 
 地方自治法の１９５条で監査委員を置くこととなっております。主たる職務として普通地方

公共団体の財務に関する事務の執行および、経営に関する事業の管理としての定例監査および

随時監査、事務の執行についての監査、長からの要求による監査や補助団体等や公の施設の管

理を行わせているものに対する監査等をはじめ、地方自治法第２４２条の住民からの違法、不

当な支出がある等の住民監査請求監査等、多岐にわたって適切な執行を監査する役割を担って

おります。私たち監査委員は制度に基づいた監査として、責務を遂行しております。 
 以上です。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 今、小林監査委員が回答したとおりだと思っております。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川監査委員。 

〇監査委員（中川啓次君） 
 私も合議の上で決めさせていただいたことでございますので、小林監査委員の答弁したとお

りでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 海野利比古議員。 
〇９番議員（海野利比古君） 

 それぞれなんか答えになっているような、いないような感じがするわけですが、覚悟のほど

をちょっとお伺いしたかったんです、私は。万が一にも不透明であり、不適切な監査報告書だ

ということが何かの折に出た場合に皆さんの見識を問いたかった、そういう質問ですから、法

律上うんぬんというよりも、先ほど代表監査委員が条理という言葉をお使いになったんですが、

まさしく私ももしそういう場合に、あなた方の覚悟のほどを、監査委員としての覚悟のほどを

お聞かせ願いたいという意味で、条文だとか法律だとかという問題を監査委員自らが否定され

て条理という言葉で決しましたというお話がありましたので、私もそういう意味では万が一の

ことが想定された場合にあなた方はいかがなされるのかなという質問でございましたので、こ

れ以上ここで私が申し上げてもまた、もとへ戻ってしまいますので、お三方まったく同じ理由

でございますということであれば私はこれ以上追及もしませんし、改めて覚悟を伺うようなこ

ともしません。 
 以上で、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、海野利比古君の質疑を終了いたします。 
 質疑を続けます。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 私は市長が弁済せよという最後の勧告になっているわけですけども、この根拠について伺い

たいということでございました。ただちょっと心配しているのは、先ほど違法性とか不当性の

問題ではない。損害を与えていればというようなことがございましたけども、そういうことで

あれば違法性、不当性、こういうことが法に則って問題にならないというふうにお聞きしたわ

けでございます。ですから私の質問にどこまでお答えいただけるかということをちょっと心配

しているわけでございます。 
 おおよそ人にお金を返してくれ、返せというにはきちんとした根拠が必要であります。まし

てや今回は市の代表である市長に対して弁済せよというものであります。知人が相手での弁済

請求とは異なり、新聞にも大きく取り上げられる、市民や全国から笛吹市はどんなところだ、

どんな市長だ、市と市長への信頼を失墜させるものになります。それだけに弁済せよという根

拠はちゃんとしていなくてはならない。私はこのことに関して改めて民法、国家賠償法、地方
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自治法などを読み返しました。また関連する判例を探しました。その結果、監査の通知に疑問

を感じたものであります。疑問をぜひこの場で解いていただきたい。そういう思いで以下質問

いたします。 
 まず１番目、全員協議会で小林議員は地方自治法に基づく判断だったと言ったと思いますが、

この点、再確認させてください。 
 ２問目、地方自治法２４３条の２第１項によれば職員の賠償責任は故意、または重大な過失

によって市に損害を与えたと認めるときとしておりますが、市長あるいは市民活動支援課職員

に故意、または重大な過失があったと認定したのか。認定したとすればどこに書いてあるか。

この質問に対しても故意とか重大な過失は関係ないんだよ、損害を与えればお金を返すんだと

いうふうに判断するのかもしれませんが、法律はそうなっておりません。 
 ３番目に笛吹市事務決裁規程によれば２００万円以上は市長ですが、今回の案件は１００万

円で、この審査およびその決定については副市長以下の職員であり、市長が直接関わってはい

ないということでございます。この場合、市長に賠償責任がなぜ生ずるのか、監査委員の認識

を伺います。 
 ４つ目に市長は職員を統括する責任があるが、その点から弁済責任が生ずる条件は不当支出

が予見、または推測される事実があるにもかかわらず、予防対策をとらなかったと認定された

場合だと思いますが、この点について監査委員の認識を伺います。 
 ５番目に、これまでも不当支出や怠る行為で市が損害を被ったケースはいろいろございます。

例えば甲斐国分寺跡地整備事業の問題などありますが、監査委員はこれらも当時の市長が弁済

すべきだったと考えているのか。今後、笛吹市監査委員はこうした場合、市長に無過失責任を

問うことになるのか。基準がはっきりしなければ、その場その場で違った不安定な監査結果と

なることを心配して、このことを伺います。 
 ６つ目に、何を根拠に当該団体を対象団体に該当しないと断定したかという質問がありまし

たが、私もこの点について法的な問題を伺いたいと思いますが、また市長は弁済せよというこ

とも言っておりますが、この勧告の根拠、これら法的にもいい加減なものであってはならない。

そこで今回の住民監査請求監査結果の通知について、この通知の中身について弁護士等、専門

家に相談したか、話をしたか伺います。もし専門家に話をしたとすれば、この通知について専

門家はどのような見解であったかを伺います。 
 今、６点質問しましたのでお答えをお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 代表監査委員に申し上げます。 
 通告に対しての答弁を求めます。 
 古屋代表監査委員。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 渡辺議員の質問にお答えをいたします。 
 ２つだったと思うんですけども、違法性の断定、市長への弁済の勧告の法的根拠の２つかと

思いますけども、最初に違法性の断定についてでありますが、私ども監査委員の判断基準は全

国都市監査委員会発刊の「住民監査請求の実施手続き」第８章１の判断の２の項、違法・適法

の認定と、それから３の当・不当の認定の項に基づいて認定をいたしました。断定ではなくて

認定をいたしました。終局的には、その決定の部分につきましても終局的には条理による判断
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および判例でありますと、こういうふうに書かれているわけでございます。そして判例につき

ましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 
 以上で違法性の断定、渡辺議員のおっしゃっている断定の部分については決定したというこ

とでございます。 
 市長への弁済の勧告、これにつきましては地方自治法２４２条の１項でありまして、この中

で請求人からの指名が市長になっております。それでこれは市長にいくと、こういうことでご

ざいます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 法的根拠について聞いているわけでして、根拠法を示していただきたいということなんです

が、法律のことについては何にも触れなくて監査の、先ほど言いましたけども、言葉は忘れま

した。そんなことでごく簡単な質問なんですよね、私が聞いているのは。小林委員はそういう

ように、地方自治法に基づくという判断だと言ったけども、それでいいかということを確認し

た上で、職員の賠償責任、これは最近の判例というか、昭和６２年以降ですね、この判例には

市長もこの２４３条の２の第１項に当てはまるということになっておりますので、そして一般

法とそれから個別法の関係を見ますと、具体的な中身については個別法に基づくということに

なっていますから当然地方自治法、この条項以外にはないと思うんです。るる、この１、２、

３、４、５、６、繰り返しますが根拠法は何か。２問目は市長、または職員の故意、または重

大な過失の認定はしたのか。３問目は専決権者は誰か。市長に賠償責任を問えるのか。４問目

は統括責任者である市長に賠償責任を求めることができる条件をどう判断して、こういう結論

を出したのか。５問目に職員の不当行為で市に損害を与えた場合、すべて市長に弁済責任を、

無過失責任も含めて問うのか。６問目に法律の専門家にこの通知については相談したか、どの

ような見解だったか。極めて明確な単純な質問でございます。ぜひともお答えいただきたいと

思います。 
 それからもう１点、２問目としてこれは答弁が漏れていたから再答弁をお願いするものであ

りますが、２回目の質問として、もう１点、あなた方の監査の通知の結果、先ほどもありまし

たけども、ある元監査委員さん、公正不偏、見識のある方だと思います。私たちだけでなくて、

その当該団体を知らなかったときに、私、監査報告を読んだときにとんでもない団体だったん

だなと私も思いました。しかし経過を知ってみて、当該団体のホームページを見たりして知っ

たら、そんなことはないと思ったわけなんですね。ある元監査委員さん、あの団体は架空団体

だったんですねと言いました。あなた方の監査結果は一般の市民でなくて、冷静沈着な判断が

できる元監査委員にもとんでもない団体、架空団体と思わせたんです。当該団体にどれだけの

苦痛を味あわせたことか、マイナスイメージをつくり出したことか。そしてどれだけの活動へ

の障害を与えることになったか。当該団体の名誉を著しく毀損したと思います。その名誉をど

のように回復を図るお考えか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 古屋代表監査委員。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 根拠法ということでございますけども、この適法・違法という認定という項についてこう書
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いてございます。該当する法令を適用して判断する。一番最初にありますね。この該当する法

令というのは、要するに市の補助金の規則であり要綱であります。それを法令といっておりま

す。判断すると。当該法令の解釈が分かれている場合、またはその解釈が一般的に明確にされ

ていない場合には判例、行政実例、学識経験を有する者等から聴取した意見を勘案して、条理

に基づいて判断しなさいとこう書いてあります。要するにその最終的な条理の下には判例、行

政実例等があれば、これを論拠として判断してくださいと。今、渡辺議員が言ったとおりであ

ります。行政運営上の要綱、通達、あるいは方針等が定められている場合であっても、だから

要綱やなんかがあったとしても、これらの要綱等が果たして行政上、適当なものであるか否か

の判断が必要であります。したがって、監査のたびに必要であれば経験を有する者等から意見

を聞くと同時に終局的には監査委員の条理による判断で決めてくださいと、こういうことになっ

ております。 
 専門家に聞いたかと、当然私どもといたしましても無責任なことがあってはいけませんので

確認はいたしました。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 通告に基づいた答弁は終了いたしました。 
 以上で、渡辺正秀君の質疑を終了します。 
 質疑を続けます。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、質問いたします。 
 私は、この監査結果が職員と市政にどのような影響を与えるというふうに考えているかとい

うことについて伺いたいと思います。 
 そもそもこの市民活動支援課という組織とか、それから支援課の業務の１つであります市内

の自主的な活動に対する助成金制度といいますのは、ご存じのように数年前に職員の発案、企

画で生まれたものであります。市内の自主的な団体とか自主的な活動を行う、そういう団体を

行政が助成金という形で応援して市民活動の活性化を図るということでありまして、私は笛吹

市独自の大変優れた制度ではないかなというふうに考えております。そういうことですから市

民活動支援課の職員の皆さんというのは、いろいろ助成金の申請に相談に訪れるわけですけど

も、そういう市民に対してはさまざまな助言を与えながらその市民の申請の要望に応えるべく

対応に当たっているというふうに伺っております。 
 課の職員が要綱や規則を守るということは当然のことであります。その要綱や規則を守りな

がら、市民の自主的な活動を側面から支援している。そしてその団体の発展を応援している。

そういう仕事振りを私は評価したいと思います。 
 しかし私はこのような監査、大変不適切な監査だというふうに私は考えておりますけども、

こういう監査結果が出ることによって、また議事録を見ましてもこの結果を招いたのは行政の

怠慢みたいなものだよというふうな発言をしている監査委員もいらっしゃいました。行政の怠

慢ということは、その職員の怠慢ということを指摘しているんだと思いますけども、そういう

ふうに決めつけてしまうと、やっぱり職員は仕事に対して萎縮してしまうんではないかという

ふうに考えられますし、さらに申請に訪れた市民に対しても極端に言うと門前払いしてしまう

 ３３ 



とか、あとそれから市民の側からしても、やっぱりこの助成金の申請に対して二の足を踏んで

しまう、そういう状況が生まれないだろうかということを私は大変危惧しております。 
 そういうことになってしまうと、この笛吹市の大変優れたこの制度が十分な成果とか効果を

発揮しなくなるということも危惧されるというふうに私は考えています。 
 以上のことから、この監査結果が職員や市民、あとそれから市政に与える影響のことについ

て、監査委員の皆さんはどのように考えるのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、古屋代表監査委員。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 職員と市政に与える影響についてということでございますけども、住民監査請求とは先ほど

からも出ておりますように、地方自治法の２４２条で行われているわけでございますけども、

市民が市長や市の職員等による違法、または不当な交付金の支出、財産の管理、契約の締結な

ど財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対して監査を求め必要な措置を請求

する制度であります。 
 今回の住民監査請求では、具体的にこの場では申し上げませんでしたけども大変ずさんな事

務処理が多く見受けられました。市職員は公金ならびに事務の適切な執行を行わなければなら

ないことをしっかりと自覚していただきたい、こう思ったわけでございます。 
 なお、私ども笛吹市でも本件が２件目の住民監査請求でありますけども、近隣県内各市にお

いても住民監査請求は大変、増加傾向にあるようでございます。 
 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。 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 どのようなずさんな事務処理があったのか私どもは存じ上げておりませんけれども、しかし

このような、本当に市民の立場、職員の立場をまったく考えない、こういう監査結果になって

しまうと私は大変今後、大きな影響を与えるのではないかなと思います。私はそのことを危惧

しているわけです。そのことに対して、本当に監査委員の皆さんはどのように受け止めている

のか、そのことを私は質問しておりますのできちんと答えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 小林監査委員。 
〇監査委員（小林始君） 

 亀山議員の危惧する点は十分、私も理解しています。しかしながら、ずさんな処理とありま

すけども、職員の、こういうところこういうところとこれは一言では言えませんし、私も先般

の全員協議会の中でも職員の部分も、ずさんな部分ということはたしかにこの報告書に謳って

ありますけども、あえてそういった発言も私もしませんでした。要するにそれが、またこうい

う部分でこういう部分で、重大な過失とかそういった部分で、またこれはいろんな部分で波紋

を来たす部分も私は考えています。だから今日も誰もそういった部分でどこがどこが、また補

助団体のどこがどこが、細部についてはわれわれも申しませんけども、とにかく合議について

ということだけはご理解願いたい。 
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 この地域振興促進交付事業は、皆さんもご承知のとおりだと思いますけども笛吹市の地域振

興基金４８億円から運用益の２４年ですと４千万円なんですけども、この中の１千万円くらい

を、この補助事業でやっているわけなんですけども、これはすべて借金なんですよね、これ。

地域振興基金は。そういった部分で、市長も私に一昨年の１１月１３日にこの監査委員の任命

書をいただきました。そのときも市長は、私は一円たりとも無駄なお金は使わないとそういっ

た部分で、私はこの市長だったら一緒にやっていけるなと思いましたよ。だけどもこの一円た

りともの部分で私たち３人の監査委員も、とにかく先ほどから要所要所でちょっとだけは発言

していますよ、たしかにランチが５千円、ディナーが７千円とかこういった部分を考えて、果

たしてその地域振興基金のこの事業の中へ適切に入っているのか。その要綱の中にも、規則の

中にもあります。笛吹市民であること、笛吹市内の一定の範囲の中で行動していること、これ

が基本なんですよ。あまり言いたくはないんですけども、新聞等によりますと５月２６日です

けども、今日、本人も来ているようですけども・・・。 
 （「議長、前の質問で答えていない中身を今になって答えるというのはどういうことですか。」

の声あり） 
〇監査委員（小林始君） 

 発言中に。議長、ちょっと制止してください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 静粛にお願いします。 
〇監査委員（小林始君） 

 都内に暮らす３姉妹ですよ。その時点で笛吹市の公金を一円たりとも、笛吹市民が使うべき

なんですよ、これは。そういったところで私は、この部分は特に注視したわけですけども、そ

れ以外の細かいいろんな部分、いっぱいあります。それぞれ３人の合議に基づいた結果であり

ます。それは私は亀山さんが言っている・・・。 
〇議長（前島敏彦君） 

 小林委員に申し上げます。明瞭にお願いいたします。 
〇監査委員（小林始君） 

 以上です。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で質疑を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を４時１５分。 

休憩  午後 ４時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時１５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ただいま、市長より議案第７０号が提出されました。 
 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。 
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 （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２８ 議案第７０号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 議案第７０号 契約の締結についてであります。 
 契約内容は石和中学校普通教室棟建設工事（建築主体）請負契約で、契約金額は税込みで７億

７，５４４万円。契約の相手方は早野組・飯塚工業笛吹市立石和中学校普通教室棟建設工事（建

築主体）共同企業体であります。 
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例第２条の規定に

より議会の議決を求めるものであります。 
 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第７０号の質疑を行います。 
 この際、申し上げます。 
 本案については、所管の常任委員会に付託することになっておりますので大綱的な質疑に留

めたいと思います。 
 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 ただいま、議題となっております議案第７０号はお手元に配布してあります議案付託表のと

おり、総務常任委員会に付託いたします。 
 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 

 週明けの１６日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、１６日は休会とすることに決定いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の本会議は１７日、午前１０時から再開いたします。 
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 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ４時２０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、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。 
 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。 
 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 「一般質問」を行います。 

 今定例会には１１名から１９問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 質問につきましては申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 
 なお、当局の答弁も簡明率直されまして、議事進行にご協力をお願いいたします。 
 質問時間につきましては１人１５分以内とし、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分間とさせていただきます。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。２点質問させていただきます。 
 はじめに支援物資供給の円滑化について、お伺いいたします。 
 東日本大震災の際、集積所における物資の停留や避難所における物資の不足、特に発災直後

の避難所等への支援物資輸送において多くの困難が生じました。今後、大規模災害の発生が予

想されることから、被災者が必要としている物資を適時適切に届けられる体制の構築が喫緊の

課題となっております。 
 また発災時に、その他の地方公共団体から人員やノウハウなどの提供を受ける体制を締結し

ている自治体は７６．１％ですが、物流の業界団体と協定を締結している自治体は４３．５％、

物流事業者と協定を締結している自治体は２７．４％で、発災時に職員が自ら支援物資のオペ

レーションを行わなければならない状況となっております。そのほかにも電源や情報通信機器

の整備を考慮したオペレーションの設計や関係者間での情報の一元化、共有化を実現するため

の手順についても課題が挙げられています。 
 そこでこうした現状を改善するため、大規模災害時に水や食料、衣類などの支援物資を被災

者に円滑に届けるためのマニュアル作成や発災に備えた事前準備と発災後の対応の両方におい

ての体制の構築や、また具体的な業務内容等について地域の実情に合わせた取り組みの必要性

を感じますが、本市における支援物資供給の円滑化について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。 
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 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にお答えいたします。 
 発災時の避難所等への支援物資の輸送に関する対応につきましては、本市地域防災計画の中

で緊急輸送対策計画として定め、被災者の避難、応急対策要員の輸送と合わせて緊急物資等の

輸送に迅速確実を期するものとしております。 
 緊急輸送対策計画には輸送方法、輸送力の確保、緊急輸送路の確保等について定めており、

車両の確保につきましては第１には市の公用車を緊急車輌とすることとしておりますが、公用

車が不足する場合には、市内の他の公共団体や輸送関係機関等の営業用自動車等を借り上げる

こととしており、市内での確保が困難な場合には、必要により県トラック協会等への協力要請

を行うこととしております。 
 また救援物資・支援物資に関することにつきましては、災害対策本部福祉班の事務分掌とし

て定めており、救援物資集積予定施設を市内８カ所に定めるとともに集積スペースの確保、仕

分け・配分要員の配備など必要な準備を行い作業が効率的に行えるよう作業内容、作業場所、

宿泊場所等、必要な受け入れ態勢を確立することとしております。 
 また支援物資物流を担う担当部署の役割を明確化するとともに、支援物資物流に関わる市と

物流事業者との役割を整理した上で、物流事業者団体等との災害時協力協定を締結してまいり

ます。さらに災害時における物流体制の円滑化が図れるような体制づくりの研究を進めるとと

もに、本事案における地域防災計画の追加および見直しを行う必要があると考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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した。車両の関係ですけども、震災のときは燃料などもなくなりますけ

ども、地域におけるそういった商店とかの連携なんかもかなり必要ではないかと思いますが、

その点のほう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） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 発災時、また発災後のそういった物資の供給ですけども、市内の各事業者さんともいろいろ

な面で協力体制の協定等を結んでいるものもございますし、今後検討いたしまして幅広くそう

いった需要に対応できるような体制を整えてまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 集積所の関係なんですけども、結構、フォークリフトなんかの運用がちょっとできなかった

場所なんかも結構、前の災害のところであるようですけども、広さとかそういうところと、ま
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たそういったどのくらいの人員がそこに入れるようになっているのか、そのへんをお願いいた

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） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
 支援物資等の集積場所につきましては、先ほどもお答えいたしましたように市内で８カ所、

定めております。各支所、また公共施設等を定めておりますけども、そこに入れる人員等につ

いては、なかなか細かなマニュアルの整備がまだちょっと遅れている部分がございますので、

今後早急にそのへんの検討をして、マニュアル化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） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 かなり予定していた集積所が災害でやられてしまった場合もありますので、二次的なものと

してもどこか押さえてあるのかどうなのか、そのへんはどうでしょうか。 
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） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
 支援物資等の集積場所については、現在のところは市内に８カ所ということで定めてありま

すけども、今後は民間事業者とも協定をする中で、そういった民間事業者のスペースも広く活

用させていただいて対応できるような方向がいい手法ではないかと、こんなふうに考えますの

でそのへんについても今後、検討をさせていただきたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 県のトラック協会との協定なんかはあるんですけども、商工業界とかそういった物流のプロ

の方たちが来てやらないと、やはり職員の方のみでは大変な部分もあろうかと思いますが、そ

ういったことも今後、検討はこれからされるのでしょうか。 
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） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
 支援物資の供給の円滑化ということで、調達から輸送、また管理、そういった計画、すべて

におけるもの、支援物資のオペレーションというふうな言い方をされていますけども、防災計

画の中では市の職員がそういったものにあたることにはなっておりますけども、実際、発災後

に市の職員でどのくらい機能的にできるかということも経験がございません。東日本大震災の

教訓といたしましても、やはり物資が停滞してしまったとかそういった報告がされております
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ので、物流事業団体等のノウハウを活用させていただく、そのためには協定等が必要になるわ

けですけども、そういったことで非常にスムーズに支援物資の供給がされたという報告もされ

ておりますので、そのへんは十分に参考にさせていただきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 職員の方の動きですけども、発災したときに地元の職員の方たちは地元のほうのいろんな関

係のことをやりながら、そういうことが決まっているのか、中にはいろんな状況が決めてから

変わっていて、違う町のほうに自分のやらなければならないようになっていて、地元を通り過

ぎていかなければならないとか、そういうような体制なんかは逐次見直しているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
 市の防災計画、また災害対策本部の初動体制等がマニュアルで定められております。本庁と

また各支所、地域では現状指揮本部が置かれておりまして、それぞれの職員の配備体制も定め

られておりますので、通常の業務時間中と業務時間外の休日とか夜間の場合では対応が異なる

わけですけども、そのへんはしっかりその職員がマニュアルに沿って対応できるような、これ

も訓練とか、また共通の認識を再確認等が必要なわけですけども、そのへんもしっかり取り組

んでまいりたいと。特に今回、２月の雪害がございましたけども、やはりああいった状況の中

でマニュアルどおりにしっかり機能できたかと言われますと、やはりいろいろ課題も残りまし

たので、そのへんも教訓にしながら今後取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 物資の関係のいろいろ向こうのニーズですね。各避難所とかそういうところのニーズを書く

ような、ニーズ調査表とかそういったものも必要だと思うんです。例えば何リットルの水をほ

しいと思っていても、書くときに水２００人分とすると３００ミリリットルだか５００ミリリッ

トルだか分からなくなって、違ったような行き違いがあったという実例も聞いたことがござい

ますが、そういった帳票等の作成についてはどのように考えているのか。また災害によって電

源が断たれます。そういった場合の非常電源とか衛星電話とかそういったものを備えなければ

ならないと思いますけども、やはりそのときになれば手で書く、そういったことも考えなけれ

ばならないし、そういったものの書類の手渡しなんかも考えなければならない。その点につい

てのお考えをお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
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 まず支援物資の整理とか供給の段階でのいろいろな帳票、伝票関係の整理、これも重要になっ

てくるわけですけども、これについてはまだ細かい準備がされていないという状況ですので、

これは物流関係の事業者のノウハウ等を十分参考にさせていただきながら、今後詳細なマニュ

アル化が必要な部分であると、早急に対応をしていかなければならないと考えております。 
 それから非常用電源ですとか情報通信機器の整備、対応でありますけども、やはり避難所と

か集積所においてそういった設備が遮断されてしまっては、物資の円滑な供給が阻まれてしま

うわけですけども、市内でやはり応急対策に関する協定で、市内の電気設備業者さんの協会と

も一応、協定を結んでおりますので、そういった中で災害時の公共施設避難所等の応急対応は

一応していただくことにはなっていますけども、これについても改めて再確認をしながら強化

をしていかなければならないと、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） 
 物資なんかを例えば受け入れた方の名前とかそういったこともやはり、担当者の名前とかそ

ういったことも必要ではないかと思いますけども、またそういったことも詳しく、これからマ

ニュアル化をされる計画は逐次あるんでしょうか、ちょっとお願いします。 
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） 

 渡邉議員の再質問にお答えいたします。 
 物資のそういった仕分け、また担当職員のそういったマニュアル化についても今後、早急に

取り組んでまいりたいと考えます。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 では以上でもって、２点目に入らせていただきます。 
 域学連携地域づくり活動の推進についてお伺いいたします。 
 近年、大学の学生や教員が地域に入り地域おこしを行う取り組みが動いております。大学の

学生が地域の住民やＮＰＯ等とともに地域の課題を解決したり、地域づくりに取り組み地域の

活性化および地域の人材育成に資する活動です。過疎化や高齢化をはじめとするさまざまな課

題を持っている地域に若い人材が入り、そして大学での知識を地域活性化に生かすことによっ

て若者に地域の理解を促し、地域で活躍する人材を育成することによって、地域活性化につな

がるものとして注目されております。同時に地域に気づきを促し、地域住民の人材の育成に資

するものとして期待されております。 
 総務省では平成２２年度から域学連携地域づくり活動として、自治体の支援を取り組んでお

ります。この取り組みは地域の活性化や人材育成など地域と大学の双方にメリットがあり、今

後さらなる充実が求められているところでございます。 
 そこで本市における域学連携、地域づくりの取り組みについて取り組みをお伺いいたします。 
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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） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 近年、多くの自治体では、大学等の高等教育機関との連携によるまちづくり・地域づくりを

積極的に進めております。学生が地域に関わることにより、地域づくりに若者の視点が加えら

れることや大学等が持つ高度な情報等により、新たなアイデアや展開が生まれてくるものと期

待されており、地域の課題解決および地域の活性化のツールとして注目を集めております。 
 本市の取り組み状況ですが、地域と大学と自治体との域学連携の前段階として、４月２日に

山梨学院大学と官学連携包括協定の締結を行い、今年度、地域における社会体育の推進など具

体的な活動が予定されております。また現在、山梨英和大学とも同様の協定締結に向けて準備

を進めております。 
 今後はこの官学連携をベースに大学の持つ資源であります若く元気な力、頭脳をフルに活用

して多様な政策分野での連携・協力を行い、さまざまな行政課題、地域課題の解決に取り組ん

でまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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した。地域によっては大学生がそこの地域の例えば農産物の関係で、そ

れでもって工夫しながら調整しているとかそういうことがありまして、今後はそんなようなこ

とで、やはり展開などは前向きに考えていただけるのでしょうか。そしてまたそういった多く

の大学生が協力してくださるのか、どのくらいの体制になっているかちょっと教えてください。 
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） 

 再質問にお答えいたします。 
 域学連携については国のほうで今、推し進めている１つの施策、今、総務省のほうで域学連

携については推進を行っておりますね。私もデータをちょっと見させていただいた中で、全国

で今１５カ所ほど昨年でやっております。ただ特にその地域の課題が多いのは、いわゆる辺地

であるだとか、もしくは過疎の非常に著しいところ、そこへ中央の大学がアカデミックな知識

を持って、そこへ滞在しながら地域の活性化をしているという事例でございます。 
 今ご質問の関係の私どもが協定しています官学連携、その問題、メニューの中で当然、そこ

へ滞在をしながら、学生の若い力が入り込みながらやる問題解決の方法、もしくは大学が持っ

ている、先ほど言いましたアカデミックなものを、いわゆる行政の過疎法の中に取り入れてい

くもの、さまざまなメニューによってその手法というのは変わってくるのかなと、そんなふう

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） 
 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。実はそれとはまた別なんですけども、国のほうでも交付税でこれ

に関してやっておりますけども、それとは違って私の考えとしまして、実は地域の方々から大

雨が降った場合に、この地域はそれこそ流されてしまうような、今状況にあると、そのへんの

ことを詳しく調べてもらいたいということを、また別のときに私ちょっと要望で受けまして、

そのときにやはり地質学の先生などもここに、山梨県内でおられますし、またそういった分野

の活躍されている興味を持たれている学生さんもいらっしゃると思います。やはり自分たちの

地域を守るという意味で、そういった危険箇所がある場合は行政と連携を取りながら、そういっ

た知識をしっかりと生かして、今後自分たちが中心となって住んでいくこの地域をなんとかそ

ういったものから防ぎ多くの人命を救うという、そういった基礎をこのことによって本当はつ

くってもらいたいなという考えも私は１つあるんですけども、そのようなことも含めて可能な

範囲であれば、ぜひそのようにしていただきたいんですけども、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） 

 再質問にお答えいたします。 
 大事なことですね、私どもでも今、一例出ました水害というのは非常に懸念される災害でご

ざいます。当然、市のほうでも手をこまねいているわけではなくて、いわゆるハザードマップ

等の作成をしながら啓発を行っているんですが、より高度な、先ほど申し上げたアカデミック

な知識は、例えば気象学等々でそういうノウハウを持っていらっしゃる大学は県内にもあろう

かと思います。たまたま今、学院大学との包括連携をしましたが、これは学院に限らずそうい

う知識があるシンクタンク、近くにあるシンクタンクがある大学、それをうちへお借りしなが

ら、より高度な例えばハザードマップ等ができるのかなということも考えますので、ぜひ取り

組んでいきたいと思います。 
 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） 
 またそのときには地域のいろんな方々、今までの水害とかそういうことを心配なさっている

方々もおおぜいいらっしゃいますので、地域地域で区長さんを中心にそういった問題を吸い上

げて地域の、こういうのは学生がパッと行っただけでは分からない部分がありますので、地域

ぐるみでしっかりとまた取り組んでいただいて、安全な方向に導いていただきたいと思います

けども、そういったこともよろしくお願いいたしたいんですけども、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） 

 再質問にお答えします。 
 そうですね、この経験というのは大きなものです。官学連携は官ですね、域学連携は地域、
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われわれ行政ばかりが取るわけではないですね。いわゆる学生さんも生きた話等々を現場から

聞く。ですから例えば今、明治４０年の水害を経験された方、ご存命かどうか分かりませんが、

そのときの様子やなんかは、これは地元へ入らないと聞けない。いわゆる学生としても学術で

経験できない部分があると思います。そういう意味合いの中では今言った域学連携というのは、

大学にとっても得るべきものがありますので、そういう見地からもそういうことは必要なこと

であろうと思います。 
 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。水害なんかで、もう現在は川自体を修理したところもございますが、

手付かずの地域もございます。みんなで危ないと言っていますので、各地域ごとにまたそういっ

た進め方をお願いしたいんですけども、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） 

 再質問にお答えします。 
 とりあえずのはじまりとしては、行政が中心になった官学連携でいきます。しかしながら地

域課題というのは地域によってもさまざまですから、最終型としてはこの域学連携が各地域ご

とに普及するといいなと思っています。 
 それともう１つですが、この官学連携の協定をする前に一宮地区では地域がすでにある大学

と連携して地域マップをつくっているというような状況があります。私、手元のほうへその成

果品をいただいていますが、もうすでに地域の中でそういう取り組みが進められているところ

もございますので、紹介させていただきます。 
 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） 
 大変にありがとうございました。 
 以上で質問を終わります。 

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。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １番議員、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 笛新会の神澤敏美です。議長のお許しをいただきましたので、私は施設の問題について質問

をしたいと思います。 
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 市長におかれては就任以来スポーツ振興に深い理解を示し、スポーツを笛吹市の活力の源に

し一つの活性化産業に捉え、プロ野球球団の表敬訪問、また各スポーツ競技大会出場選手の激

励にと積極的に訪れ、選手の士気を高めていることに心から敬意を表するところでございます。 
 さて本年３月定例会市議会におきまして、市長の施政方針に重要施策としまして４項目が表

明されました。私はその中の個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり項目のスポーツ振興に

ついて６点ほどお伺いいたします。 
 スポーツはその時代を映す鏡といわれております。東京オリンピックを１９６４年に控え制

定されましたスポーツ振興法が５０年ぶりに改正され、国の責務と位置付けてスポーツ行政を

一元化しましたスポーツ庁となり、身障者にも扉が開かれ２０１５年度中の発足を目指してお

ります。 
 県におかれても２０１４年度から５年間のスポーツ振興実施計画を策定し、首都圏に近い山

梨の特性を生かし、各市町村に提供していくとしています。 
 伺います。 
 １点目といたしまして、総合運動場建設検討委員会の設置について市の見解をお伺いいたし

ます。 
 笛吹市体育協会では昨年９月と本年３月の２回、笛吹市総合運動場建設促進に向けた要望書

を市長・議長に提出され、議長も４月２日に受理されております。要望書の主旨は限られた練

習環境の中、スポーツ少年団をはじめ小中高学生、体育協会、各スポーツ団体は創意工夫し、

笛吹市を背に県内外で優秀な成績を収め市民に感動と勇気を与えて、全国に笛吹市の名をはせ

ております。子どもたちから高齢者に至るまで、スポーツを通して健康で魅力ある人づくりが

笛吹市の活力となり、活性につながると私は理解しています。総合運動場建設検討委員会を早

急に立ち上げ、笛吹市合併以来、体育協会が切に望んでいた総合運動場建設実現に向けて取り

組んでいくと考えますが、いかがですか。 
 ２点目といたしまして、既存する施設の活用について市の見解をお伺いします。 
 現在、市内には野外スポーツ施設が８カ所あります。現状のスポーツ広場ではサッカー、陸

上競技に支障を来たしております。野外スポーツ団体から既存する花鳥スポーツ広場のサッカー、

陸上競技専用のグラウンド整備を望む意見を多く聞きます。環境に恵まれた境遇の素晴らしい

花鳥スポーツ広場のサッカー、陸上競技場を兼ねた運動場整備も検討に値すると考えますがい

かがですか。 
 ３点目といたしまして、生涯スポーツ施設と総合運動場の活用に併用計画の施策についてお

伺いします。 
 体育協会からの総合運動場建設要望はサッカー競技場、陸上競技場の確立を求めるべきもの

と私は考えます。恵まれた環境の花鳥スポーツ広場の整備により、これまで生涯スポーツとし

て全国に普及し高齢者の健康促進となり、地域間交流の源となっているグラウンドゴルフ、ゲー

トボール競技と少年野球、少年少女、一般男子からスーパーシニアに至るまでソフトボール競

技を併用した円形型運動場を新設することによって競技運営が拡充し、滞在型競技大会が開催

でき、観光振興にも寄与するものと考えますが当局の所見を伺います。 
 ４点目といたしまして、県内外大会優秀選手・団体に特別奨励制の制定を求めるについてお

伺いします。 
 市体育協会におかれましては、その年度に優秀な成績を収めた選手、団体と長年にわたり市
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のスポーツ発展にご尽力した方に功労賞といたしまして敬意を表しております。が行政といた

しましては国民体育大会、国際大会優勝者、そしてオリンピック、パラリンピック出場選手に

平素の努力と笛吹市民の敬意を表し、栄誉を称え特別奨励制を制定しておくべきと考えますが

伺います。 
 ５点目といたしまして、山梨学院大学と官学連携活用についての見解をお伺いいたします。 
 ４月２日に山梨学院大学と官学連携で、観光振興や市民へのスポーツ推進などに取り組んで

いくことを目的として包括的連携協定を結んだが、スポーツ振興と観光振興に向け、官学連携

活用を早急にすべきと考えますが、伺います。 
 ６点目といたしまして観光協会、旅館組合、スポーツ財団等の提携を求めるについて伺いま

す。 
 石和温泉旅館協同組合では平成１０年度から笛吹市をはじめ石和温泉観光協会、笛吹文化ス

ポーツ財団、各団体、企業の応援のもと石和温泉シニアソフトボール大会を毎年８月、笛吹全

域９施設、１７会場で１００チーム、２千名に及ぶ選手、全国の各地から選手役員が２泊３日、

石和温泉郷で癒されております。スポーツ振興を産業と捉えるとき、活力と活性化には観光協

会、旅館組合、スポーツ振興の団体、提携は不可欠です。特にスポーツ振興財団の後援となっ

ている主たる事業を、いくつかあると思いますがお伺いいたします。 
 以上６点、当局にお伺いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 はじめに総合運動場建設検討委員会の設置でありますが、神澤議員のおっしゃるとおり健康

の保持増進、スポーツの振興、また競技力向上のための体育施設の充実は重要な課題だと認識

しております。 
 過日、総合運動場の建設については関係諸団体から建設に向けた要望書が市および議会に提

出されているところです。 
 新たな施設の整備につきましては、総合的な面から現在、調査・研究を進めているところで

ありますが、今後は検討委員会の設置など市民の皆さまの意見を伺う中で進めてまいりたいと

考えております。 
 次に既存する施設の活用と整備についてであります。 
 既存の施設につきましては、現状の施設利用および維持管理を行っていく予定でございます。

またご提案があった花鳥スポーツ広場は、県下最大級のゲートボール場としてなどで有効活用

しておりまして、面積も含め陸上競技場への転用は難しいと考えております。 
 次に生涯スポーツ施設と総合運動場の活用についての併用計画の策定についてであります。

施設の整備について既存スポーツ施設も含めた中で、総体的に検討を進めていくことといたし

ます。 
 次に県内外大会優秀選手、団体に特別奨励制の規程をについてでありますが、市では市制祭

の折に全国大会において特に優秀な成績を挙げた個人・団体の功績に対して表彰するとともに

社会に夢と希望を与え、笛吹市の名を高めた個人および団体には市民栄誉賞を授与しています

ので新たな顕彰制度は考えておりません。 
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 次に山梨学院大学との官学連携活用についてであります。 
 今年度より山梨学院大学と連携・協力して、笛吹市のスポーツ振興のためにスポーツを通じ

た地域コミュニティ活性化推進事業に取り組みます。事業内容といたしましては、スポーツ少

年団・体育協会・地域のスポーツクラブ等を対象に学院大学のグラウンドなどを利用しての実

技、指導者研修会、講演会等を行う予定となっております。また観光振興面においては、観光

振興ビジョンの策定や観光モニターの活動などにご協力をいただいております。 
 次に観光協会、旅館組合、スポーツ振興財団等の提携を求めるについてでございます。 
 石和・春日居温泉郷の活性化に向けて、スポーツ大会開催や合宿などの誘致は非常に効果的

であり、積極的に進めなければなりません。すでに石和温泉旅館組合では、市教育委員会やふ

えふき文化スポーツ振興財団の後援や協力を得ながら毎年、全国規模の大会を市内で開催して

宿泊客の確保など活性化に向け連携しているところです。 
 本年１１月には、大蔵経寺山や兜山を走破する第１回石和・春日居温泉富士山眺望トレイル

ラン＆ウォーク大会を開催することとしており、宿泊を前提とした大会となるよう参加者への

宿泊優遇策やウェルカムパーティーも開催する予定です。 
 今後も観光協会や旅館組合などと連携を図りながら、スポーツ大会等の開催による活性化を

念頭とした、さまざまなプランづくりを進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 再質問をいたします。 
 １点目の検討委員会の設置についてでございますけども、笛吹市スポーツ財団等の団体をこ

れまで一生懸命、市のために、地域のためにスポーツ団体として、地域をもって培った方たち

が多く笛吹市には存在します。その中で検討委員会といいますとよく有識者有識者といって市

外から大学の先生とかいろんな方を呼びながら、あっという間に計画が変わってしまうという

こともございますので、地域で培ったそういう優秀な方たちを有識者と一緒になって検討委員

会を設置していただくと非常に助かると思いますけども、その検討、設置についてのお考えを

伺いたいと思います。 
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） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 
 検討委員会を設置する場合につきましては、議員のおっしゃるとおり多方面からご意見を伺

うことになると思います。ですので、そういうスポーツ団体、それから市の審議委員会等の委

員さん、またその中に学識等を入れる中で考えていかなければならないというふうに考えてお

ります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 
 そのように地域の方たちを取り入れた中で、検討委員会が立ち上がれば幸いだと思います。 
 ４点目の市の奨励制のことは、先ほど答弁にありましたけども現在、体育協会などに市の報

償金制度があると聞きますけども、その内容はどんなふうになっているか、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） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、市におきましては笛吹市国際大会等出場報償金交付規程でございます。それから笛吹

市体育芸術文化等県外大会出場に関する規程という２つの規程がございまして、出場選手に報

償金、または補助金を出しております。ちなみにオリンピック出場者には報償金として５０万

円、それから世界大会に出場した方には１０万円、それからアジア大会出場者には５万円を支

給しているところです。そのほかは補助金となりますが、国内大会で地域別に関東中部圏で１人

５千円。それから東北、近畿、中国、四国圏で１人８千円。北海道、九州、沖縄に１人１万円

ということで補助を出しているところです。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。選手が一般男子になりますと、どうしても会社関係がありまして、

家族もあります。その中を自分で一生懸命努力をしながら合間を見て練習に励んで全国大会に

行っては優秀な成績をあげてくるという選手たちが笛吹市には多くございます。その中で精いっ

ぱい、このように報償金という形でもって表しておりますけども、選手にしてみればまだちょっ

とという気持ちがあるけども、この制度を皆さまに周知できれば、また一層選手の励みにもな

るかと思いますので、その点をお願いいたします。 
 最後６番目について、１点ほどお伺いしたいと思います。 
 ２０１６年の夏季の国体、関東大会が山梨県で予選会が開催されることになっております。

６，２００名からの競技団体、選手、役員が山梨県に訪れるんですけども、県のほうでも各市

町村に周知しながら、競技場、宿泊という形の中で周知していきたいという方向付けとなって

おりますけども、この当笛吹市でもいろいろと施設もございますし、観光施設、宿泊施設もた

くさんございますけども、県の周知に沿って積極的に取り組む気持ちがあるのか、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） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 
 今おっしゃることは過日、６月１２日の山日新聞のほうに掲載されましたが、平成２８年に

開催される岩手国体の関東ブロックの予選会を山梨県で開催されるということで、この開催に

よって選手役員、それから応援の方も来県されるということで非常に経済効果も大きいのでは
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というふうに、そんな話も出たところです。その中で、まだ県の意向調査自体がまいっており

ませんので、市でも検討を進めるんですが、前向きに取り組んで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） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。 
 どうか積極的に取り組んで、観光方面にも寄与できるように県と調整をして取り組んでいた

だきたいと思います。 
 先ほども答弁にありまして、今年の１１月ですか、兜山、石和・春日居温泉郷富士山眺望ト

レイルラン＆ウォーク大会というものを開催するということが答弁にありましたけども、これ

は昨年の６月ですか、当議会に富士山の関係でもって一般質問した中の計画性、実行性、また

その中の執行部の当局の観光担当の計画と、ここで実現することを大いに評価してこれを最大

限に活用していただけたらと思うんですけども、その問題が先日、ちょっとある会合でありま

して、鎮目山から兜山のほうまでは確立しておりますけども、大道寺から抜ける道路が、山際

にある道路がどうしても心配している、危惧している地元の方がおりますので、それの安全の

確立というものがどうしても必要だと思いますけども、そのへんのことをお伺いしたいと思い

ますのでお願いいたします。 
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） 

 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、やはりわれわれ大会、いろんなものを開催するにあたりまして、

大会の天候と安全が第一ですので、今、実際走る道路のところ、トレイルランですので舗装さ

れていないところを走るということが主になりますので、しっかり安全面の確保をしていきた

いと思います。しっかりおもてなしをし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） 
 どうも前向きな答弁をありがとうございました。 
 私の一般質問はこれで終わります。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。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。一般質問をさせていただきます。 
 ２問でございますが第１問目、教育行政についてということが第１番目でございます。 
 集団的自衛権をはじめ安倍政権による憲法破壊に危機感を感じます。憲法が示す日本の国の

形は三権分立といわれておりますが、それだけではありません。地方自治、憲法解釈、報道、

教育など多面的に権限を分有する仕組みになっております。しかし安倍首相は人事面、法体系

の変更によってこの仕組みを壊し、極端な中央集権国家づくりを強行しています。そして安倍

総理の個人的価値観を国民に押し付けようとしているというふうに感じます。 
 教育分野では第一次安倍内閣による教育基本法改正、そしてこのたびの地方教育行政法・学

校教育法・国立大学法人法の改正もそうでございます。 
 大津などのいじめ事件を口実にした教育委員会改革、すなわち自治体首長に教育長の任命権

と教育大綱の策定権を与える法改正は、実は時の政府による教育統制を強めることが狙いだと

思います。 
 以上の認識のもとに、以下伺いたいと思います。 
 まず第１、市長にお伺いします。先に挙げた権限を首長が持つことについての見解をお聞き

したいと思います。また、そうした権限を持ちたいと思うかどうか伺いたいと思います。 
 次に教育委員会のほうからお答えをいただきたいわけですが、地方行政法改正は大津いじめ

自殺問題等を口実に出されました。この改正で子どもをめぐるさまざまな問題は解決へと向か

うのでしょうか。市教育委員会は、いじめや不登校などの問題解決に何が必要と考えているの

でしょうか伺います。 
 そして３つ目にたしかに各地の教育委員会に弱点があり、そのことも教育委員会制度改正の

口実を与えていると思います。笛吹市教育委員会をどう改善強化していきたいか、そのお考え

を伺います。 
 ４つ目に笛吹市改正教育ビジョンはどのような問題意識のもと、大きく何が改正されたので

しょうか。それは子どもたちの現在のどのような困難をどのように解決する力になるとお考え

でしょうか。また本来の義務教育・普通教育の目的達成にどのような力になるのでしょうか、

伺います。よろしくお願いします。 
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） 
 渡辺正秀議員から直接ご指名をいただきましたので、教育委員会制度の見直しにおける首長

権限について、お答えします。 
 私は教育委員会制度の意義は行政における中立性、安定性、継続性を確保することにあると

認識しております。これまで同様、教育委員会と協議しながら、その考えを尊重する姿勢でい

きたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いて２点目、３点目、４点目につきましてを坂本教育長より答弁を求めます。 
 坂本教育長。 
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〇教育長（坂本誠二郎君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず、いじめや不登校などの問題解決に何が必要かとのご質問でございますが、子どもたち

の諸問題の解決には特効薬があるわけではなく、普通に行われている日々の教育活動の確かな

積み上げと充実した家庭環境を整えることこそ、問題解決に必要なことと考えております。そ

こで市教育委員会といたしましてはスクールカウンセラーや学校サポーターの配置、教育相談

室の充実等、教育環境の整備に努め学校を支援しております。 
 次に教育委員会の改善強化についてでありますが、今回の法改正について教育委員会が形骸

化しているという指摘があるわけでありますが、笛吹市教育委員会におきましては教育委員一

人ひとりが自分の責任において意見を述べ、さまざまな事案に対して合議し、これまで決定し

てまいりました。この姿勢は、法が改正されても同様に持ち続けていくことが大切であると考

えております。 
 次に今回の学校教育ビジョンの改訂についてでありますが、学校や子どもたちを取り巻く環

境や子どもたちの実態を振り返り、成果と課題を明らかにしました。その上に立ち、基本目標

の実現に向けて、教育委員会と学校とが具体的な施策をもって取り組んでいくものとしており

ます。 
 今回の改訂で書き加えた視点は人権教育や防災教育、家庭における学習習慣づくり、携帯電

話やスマートフォンの取り扱いや依存症、食物アレルギー、自己肯定感が低い児童生徒等であ

ります。 
 各学校ではこれらの問題解決に向け教職員間や各家庭と情報を共有し、相互理解を図りなが

ら意図的、計画的に教育活動を行っていきます。この地道な教育活動こそが義務教育の目的達

成に結びつくものと信じております。 
 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。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 どうもありがとうございました。教育委員会の活動、この間もしっかりやってきたが、さら

に強化していくということで、ぜひそのようにしていただきたいと思います。 
 次に笛吹市学校教育ビジョンに関して再質問したいと思いますが、ユネスコの学習権宣言や

子どもの権利条約は学習権を掲げ、それを基本的人権、発達権、生存権であるとしています。

ユネスコの学習権宣言の冒頭には次のように書かれております。学習権とは読み書きの権利で

あり、問い続け深く考える権利であり、想像し、要するに思い巡らし、創造する、つくり出す

権利であり、自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、あらゆる教育の手立てを

得る権利であり、個人的・集団的力量を発達させる権利である。このように述べ、この学習権

を保障する営みが教育だということであります。これが教育とは何かという問いに対する答え

ではないかと思います。 
 さて、笛吹市学校教育ビジョン改訂版の１ページ、改訂にあたってですが、教育についての

到達点と考え方についての到達点と東八教育のよき伝統を踏まえたもので、私は大きな共感を

覚えました。例えばどの子も一人ひとりの人間として尊重され学びを保障されうんぬん、ある
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いは子どものせいにしない教育、これらの言葉は子どもの学習権の尊重と教育者の責任感をひ

しひしと感じさせるものでございました。改訂本文では人権、福祉、平和教育の展開の項も設

けられました。しかし、改訂本文は教育は人づくりであり、人づくりはまちづくりでもありま

す。ここから始まっております。私は人材教育すべて否定するものではありません。しかし教

育の基本を人材づくりに置くのか。そうではなくて、先の学習権の保障に置くのか、大きなや

はり違いが出てくると思っております。そこで期待する子どもづくり、この文脈でいけば、上

から人をつくるという考え方でいけば、暴力による指導も１つの教育方法になってしまうので

はないでしょうかということを質問したいと思います。 
 そして人格の完成を目指すという意味もそれぞれ個性を持った個人の確立を目指す、世界に

１つだけの花をしっかり咲かせようということではなくて、大人が期待する人間の完成を目指

すものになるのではないでしょうか。期待される人間像をつくるのが教育だということになる

と、大変ややこしいことになります。価値観は人それぞれですから、安倍さんのように自分の

考えで国政を担う人材育成が教育だという考え方も出てまいります。現にそうした動きになっ

ております。これらはあながち穿った見方ではないと思っておりますが、教育長のお考えを伺

いたいと思います。 
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） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 
 まさにユネスコの学習宣言、先ほど紹介をしていただきましたが、私もまったく同感でござ

います。そういった観点に立ちまして、よく人づくりという言葉については明治３年でしたか、

長岡藩の「米百俵」という小林虎三郎の言葉が有名でありますが、やはり国が興るのも国が滅

びるのも町が栄えるのも衰えるのもことごとく人づくりにあると、こういったことを小林虎三

郎は言ったわけでありますが、私自身はやはりそういった観点に立って、この笛吹市の学校教

育ビジョンを皆さんに考えてもらったつもりでございます。 
 ここに「きらめき響き合う笛吹の子」ということで、きらめきというのは子どもたちが夢や

希望に向かって輝いている様子、響き合うというのは人との関わり合いの中で助け合い、影響

し合い高め合いながら、地域の歴史や風土によって描かれる様子というふうに明確に書かせて

いただきました。私たちはこういった目標に、目指す子ども像に向かってこれから笛吹の子ど

もたちの教育を進めていきたいと思っておりまして、今後もそういった方向で進んでいきたい

と思いますのでぜひご協力をお願いしたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 自己肯定感が希薄だという指摘、いじめ問題や不登校問題の指摘もあります。個性の尊重を

謳う一方で個性とわがままは違います。決まりある集団の中で認められ、輝いてこそ生まれて

くるものが個性だといっております。これはまた誤解される方もいらっしゃるんではないかと

思うんですが、こういう表現では集団の中で認められない個性を持った子どもは息苦しくなる

だけです。あるいは適応といえば聞こえはいいのですが、迎合を求めることにもなります。そ
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のあたりはどのようにお考えでしょうか。 
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） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 
 学校教育ビジョンの本冊、２１ページに決まりある集団の中で認められと、こういうふうに

たしかに記述をいたしました。決まりある集団ということは、これはワーキンググループでも

確認をしたわけでありますが、お互いを認め合い尊重し合う、そういった集団だということを

前提にしてこういった書き方をいたしました。そういった中で子どもの個性、人格を生かして

いきたいということで、特にここにも記載をしておきましたけども、特別支援教育等々を含め

て充実を図っていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 学びの権利は一方で子どもの性向、子どもの特長に一致します。すなわち小さい子どもはな

ぜなぜどうしてと言って大人を困らせるわけです。子どもは知りたがりやさん、やりたがりや

さん、成長したがりやさんです。幼少期から義務教育期間、ユネスコ学習権宣言のとおり一貫

して学びの権利と子どもの性向に答える教育ビジョンおよび教育であってほしいと思います。

そうであるならば先ほどの自己肯定感、いじめ問題、学習意欲などでも多少の改善、いいえ大

きな改善が期待できるのではないかと私は思っておりますが、そうした教育を実現していただ

くことをぜひお願いしたいと思っておりますが、この点についてのご見解を伺います。 
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） 

 議員ご指摘のとおりでございまして、ユネスコの学習宣言を最大限、私どもも尊重をし、そ

れに学びながら、ともすると今まで教えるという観点が非常に強く出たところもあったわけで

ありますが、子どもたちの学びの権利というものを保障していくということの中で、自らが諸

課題に気づき諸課題を把握し、そしてその問題を解決していくという、そういった考えに至っ

て笛吹市の学校教育を進めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 今、教育長がおっしゃられたとおり、その考え方を笛吹市の全教育に貫徹していただきたい。

幼少期から、それから義務教育期間全部を通じてそのことをお願いしたいと思います。 
 ２問目に入ります。 
 市政の課題と財政運営についてということでございますが、長期財政シミュレーションが出

され、市民の目にも笛吹市の将来財政の見込みと課題が分かりやすくなりました。試算は平成

３５年度までございますが、問題は平成３５年度には基金が底を尽き、平成３６年度には約１７億
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円、３７年度には約３５億円の資金不足となることが予想されます。すなわち赤字団体への転

落が予測されるということです。 
 これまでの合併財政スキームでいけば、よそのことを言ってはいけませんけども、北杜市や

笛吹市に限らず全国的に合併市町村に大破綻が起きることが予想されました。 
 このたび幸いにもわれわれや合併市町村の運動によって、支所や消防・保健センター出張所

等の経費が基準財政収入額、すなわち交付税算定に算入されることになりました。一本算定に

よって普通交付税が３０億円も減となると言われてまいりましたが、これによって１０数億円

程度の減に留まる見通しとなりました。この結果、十分に精査して大型建設事業による借金、

これをさらに増やすようなことがなければ、将来の財政破綻を免れる可能性が生まれてきたも

のと受け止めております。 
 このことを前提に以下、質問します。 
 １つは支所に要する経費の算入額がいくらになる見込みか。消防・保健センターなどの地域

サービスに要する経費の算入額はどうか。 
 ２つ目にこの間、支所の縮小・統廃合の方針のもとで支所は住民や地域の相談相手にならな

い存在になってしまいました。しかし支所機能の充実はますます重要になっております。この

際、支所機能充実、地域活性化に舵を切るべきではないかと思いますが伺います。 
 ３つ目に特に支所に保健師、公民館主事を配置すべきではないかと思いますがいかがでしょ

うか。保健師についてはいなくなったということで、各地域で大変嘆いております。 
 ４つ目に、市民にはこれ以上の担税力はありません。消費税も上げられました。道理のない

都市計画税条例は廃止すべきではないでしょうか。 
 ５つ目に経常経費の一律削減をやめ、市民と市の課題に正面から応える財政運営に転換すべ

きだと思いますがどうでしょうか。そうした考えのもと、無駄を削減すべきだと思いますがい

かがでしょうか、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、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに支所や消防・保健センターに要する経費の算入額についてですが、合併により市町

村の面積が拡大し、また災害時の拠点としての支所の重要性が増すなど合併時点では想定され

なかった新たな財政需要に対応するため、市町村の姿の変化に対応した交付税算定のための見

直しとして、支所に要する経費の算定・合併による市町村の区域の拡大に伴い増加が見込まれ

る消防・保健・福祉サービス経費や地域コミュニティを支える公民館数など、標準団体の施設

数の見直しなどが検討されております。 
 特に支所に要する経費の算定については、本年度から３カ年をかけて先行的に実施されるこ

とになっており、旧町村の役場を合併後の支所とみなして住民サービスの維持・向上、地域コ

ミュニティの維持管理や災害対応等に重要な役割を果たすという点に着目して、加算が行われ

ると言われております。 
 情報としては標準的な支所の経費として、１支所当たりの標準的な人口に、本庁からの距離

等による補正により算定されるとしていますが、具体的な算定式は示されておらず、現時点で
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は試算できない状況でございます。 
 国によると総額３，４００億円程度で、３年間かけて３分の１ずつ加算していくとされてい

ますが、普通交付税の一本算定分に加算されるため、本市に反映されるのは２７年度からとな

る見込みでございます。 
 また消防・保健・福祉サービスなどに要する経費については、引き続き市町村の実情を踏ま

えた検討を進め、２７年度以降、順次交付税算定に反映するとされており、具体的な情報はご

ざいませんが、今後も情報の収集と国の動向を注視してまいります。 
 次に支所機能について、お答えいたします。 
 合併市町村は財政規模の縮小を余儀なくされることになるため、財政基盤を強固なものにし

ていく努力を続けていくとともに、限られた職員数の中で地域の課題に対応できる組織づくり

を検討する必要があります。 
 行財政基盤を強固なものにしていくためには、組織機構の見直しは最重要課題でありまして

第３次行財政改革大綱を踏まえ、本庁と支所の事務分掌を見直し組織機構の再編に取り組んで

まいります。 
 次に支所に保健師、公民館主事を配置すべきとのことですが、保健師については市民の健康

課題の内容が多様化・複雑化し、保健師の活動の枠組みは地区活動として展開する保健サービ

スから年齢や健康度で区分化したサービスへと変わりつつあり、２１年度には本庁の４課７担

当に集中的に配置して、専門分野ごとに業務を分担して遂行しております。 
 母子関係の健診、健康相談、健康教育等は本庁の１カ所で実施し、受診者の評価は良好でご

ざいます。一方、成人者や高齢者の健診、健康相談等は旧町村単位で実施しております。また

地域の特徴に合わせた支援体制づくりとして地域ケア会議も充実しておりますので、支所に保

健師が常駐しなくても迅速に対応できるよう取り組んでまいります。 
 次に公民館主事についてですが、本市は支所に生涯学習コーディネーター、青少年育成コー

ディネーターを配置しております。コーディネーターは市民講座の企画・運営、学習活動にお

ける指導・助言、青少年育成活動の総合的な支援および指導者講習会等を実施しております。 
 次に道理のない都市計画税条例は廃止すべきではとのご指摘ですが、課税対象となる都市計

画区域の定義は都市計画法により、一体の都市として総合的に整備・開発し保全する必要があ

る地域となっており、将来的に都市計画施設の整備を推進していかねばならない地域を含むと

いう考えに立っております。したがいまして、条例として道理を欠いているということには当

たらないと考えます。 
 次に経常経費の一律削減をやめ無駄を削減すべきとのことですが、一般会計の歳入の根幹で

あります市税においては毎年、前年度予算額を下回る状況が続き、２７年度からは普通交付税

が段階的に縮減され、一本算定に伴い減少することは必至であります。 
 一方、歳出面においては社会保障に関わる扶助費の増加や公債費の増加、一部事務組合等の

負担金の増加、さらには老朽化が進む各種公共施設の改修など取り組むべき行政課題は山積し

ており、本市の財政運営はさらに厳しいものになると予測されます。 
 限られた財源を有効に活用するために行政改革を踏まえ、各部局での喫緊の課題や主要な施

策について検討・協議した上で必要施策に優先的・重点的に配分を行い、メリハリの利いた予

算配分を行ってまいりますが、抑制できる経費についてはできる限りの削減に努めるとともに、

より一層の収納率向上対策や住民サービスの低下を招かないため、職員のスキルアップなどに
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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） 
 再質問を行います。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 個々の問題については今回はこれ以上、話をするのはやめておきまして、今回は財政の構造

が大きく変わってくるということで、以前のような合併特例債があるからということで他の町

村に比べても非常に大きな借金を残していると、こういう間違いを犯さないように、そしてこ

の時期に大きく財政構造が変わる中で、しっかり基本をもう一度見直していただきたいと、見

直していこうということを提起するに留めたいと思います。 
 関連、再質問でございますが大雪害に対して大きな予算が計上されております。今回の補正

で４７億円を超えておるわけなんですが、この予算の財源内訳ですね、起債があるものについ

ては起債条件について伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、飯島財政課長。 
〇財政課長（飯島茂君） 

 渡辺議員の再質問にお答えをいたします。 
 今回の６月補正につきましては、総額で雪害分として４７億円でございます。内訳につきま

しては国庫補助金が２３億３千万円。県支出金につきましては９億４千万円。自主財源として

１４億円を充当しております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 市としては国や県へも働きかけ、また市の単独事業も積極的に展開していただきまして、そ

してただ、今、申しましたように自主財源として１４億円、大変大きな額でございます。同時

にやはり特別交付税による措置、それから地方交付税による今後の措置、こういうもので８割、

あるいは７割の特別交付税が支払われると聞いております。そういう点でいえば、もしこの予

算をすべて消化したとしても、自主財源としては４億円程度で済むのではないかと思うわけで

すが、この点については国への働きかけ等、農協等とともにしっかりやっていただいたことに

ついて感謝を申し上げたいと思います。 
 最後に市政の課題と財政問題の中で、今後公共施設の問題がクローズアップされると思いま

す。市民にとって、市政にとってどのような公共施設が必要か、またどのような形態が好まし

いか、具体的に検討することが必要であります。間違っても先ほどの経常経費の話と同じで何％

減らすという、目標先にありきではいけないと私は思っています。 
 私は１つの提案でございますが、例えば支所について独立した建物より黙っていても市民が

集まってくる文化ホールや公民館、福祉センターなどに併設したほうがよいと思っています。

そして地域住民や行政区のよき相談相手になることが大事だと思います。同時にそうすれば施

設の管理も指定管理ではなく、直営にして経費削減にも貢献できると考えておりますが、こう
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した考え方についてはいかがお考えでしょうか、お伺いします。 
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） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 公共施設の問題は市政にとりましても、また市民の皆さまにとりましても、大変大きな課題

であります。昨年度策定いたしました公共施設白書をもとに、公共施設の再配置といった課題

に対して現在、検討を進めているところでありますけども、公共施設の適正配置に向けた取り

組みの基本的な考えというのが白書の中にございますけども、その中でも施設の複合化、ある

いは多機能化ということがしっかり謳われていることでありますので、議員のご提言のことに

つきましても有効な手法であるとこんなふうに考えますので、再配置計画策定の中で取り組ん

でまいりたいと考えます。 
 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） 
 どうもありがとうございました。 
 先ほども申しましたように、財政の構造が大きく変わってくるということが明らかになった

わけです。そこでしっかりした考え方の再整備、そして間違いのないような、金があるからあ

れもやれるぞ、これもやれるぞという前の間違えを繰り返さないようにお願いいたしまして私

の一般質問を終わらせていだきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ただいまの渡辺議員の教育ビジョンのところに関わって、関連質問いたします。 
 先ほども教育ビジョンを引用しておりましたけども、その教育ビジョンの１ページにはどの

子も一人の人間として認められ、学びを保障されるというふうに書いてあります。私も大変大

事なことだと思っています。ということは、どの子も等しく権利として学びを保障されるとい

うことであります。そういうことから考えますとお金のあるなしにかかわらず、子どもたちは

学びを権利として保障されなければならないと考えております。 
 大変格差と貧困が広がっている現在ですけども、一番最初に今、笛吹市として、この貧困対

策としてどのような対策が、教育の現場でどのような対策が取られているのか、まずそのへん

について伺います。 
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） 

 亀山議員の関連質問にお答えいたします。 
 今、貧困対策ということでご質問があったわけですが、現在、笛吹市では国の制度に基づき

 ６１ 



まして就学援助費を交付しております。生活保護に準ずるような子どもたちに学用品、給食費、

それから就学旅行の積立金の補助等を交付しておりますが、昨年度２５年度に市内の小中学生

５，８００人程度おりましたが、このうちの昨年度実績としまして約８００人は準要保護とし

て奨励費を拠出しているところです。それからそのほかとしましては学校の外、放課後的な事

業になりますが、放課後の子ども教室など教育委員会としては実施をしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 就学援助制度、笛吹では充実しているほうかなと思います。今年の６月に文部科学省で生活

扶助基準の見直しに伴って調査を行っております。笛吹市ではこの見直しに伴う影響はないと

いう解釈でよろしいんでしょうか。 
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） 

 新年度になりまして、国のほうでは就学援助費の基準単価を上げたわけですが、笛吹市にお

きましても国の基準に沿いまして、今回６月の補正予算で国の基準単価に基づいた予算額まで

補正計上させていただいております。よりまして、他市の状況まではちょっと把握しておりま

せんが、笛吹市においては十分な就学援助費を活用し、貧困対策に取り組んでいくということ

でご理解いただきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 笛吹市の場合も就学援助の対象については、生活保護の扶助基準を基準にしておりますよね。

それで文科省では生活扶助基準が下がったので、それに影響を及ぼしていないかということで

６月に調査したはずです。その調査の結果、笛吹の場合は影響がないということでいいんです

かということを私は質問しているんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の関連質問にお答えいたします。 
 亀山議員のおっしゃるとおり生活保護基準の調査につきましては、影響がないということで

お答えをさせていただいたところです。本日は資料等を持ち合わせておりませんので、再度ま

た学校教育課のほうへ確認した中でお答えをさせていただ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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 資料がないということですので答えにくいかと思いますけども、影響がないということはた
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またま影響を受ける子どもがいなかったのか、それとも係数を上げたのか、それとも以前の生

活扶助基準を基準にしているのか、どちらだったんでしょうか。分かりますか、今。 
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） 

 お答えさせていただきます。 
 今ちょっと分かりませんので、のちほど調べてお答えをさせていただきます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 たしかに笛吹市の場合、県内の他町村に比べても基準が高いというふうには伺っておりまし

た。しかしそれになかなか該当しない子どももたくさんいるんではないかと思います。この間、

教育委員会の傍聴に行きましたけども、まだまだやっぱり給食費の滞納が見られました。そう

いうボーダーライン層に対しての貧困対策を講じている市町村が、この間の文科省の調査の結

果を見ても、たくさん見受けられました。そういうボーダーライン層に対する対策、本当に等

しく教育が保障されるようなそういう対策、何か考えているのか伺います。 
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） 

 亀山議員のご質問にお答えいたします。 
 現在のところはそこまで話題にのっておりませんが、今後担当課とも協議する中でそういっ

た対策等のことについても協議をしてまいりたいと考えます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 その調査結果によりますと例えば給食費については第２子、第３子については無料にしてい

るとか、そういう対策をとっている自治体もありましたし、県内でも教育は無償という立場に

立って給食費を第１子から無料にしているところもあります。ぜひ給食費のことについて、全

員無料にするということはまだまだ大変なことかと思いますけども、例えば第２子だけとか第

３子だけとか無料にする、そういうこともこれからのこととして考えていただきたいと思うん

ですけども、どうでしょうか。 
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） 

 亀山議員の質問にお答えいたします。 
 今のところそういうことにつきましては考えておりませんでしたので、また県内の他市の状

況等も把握する中でしっかり検討してまいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番議員、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず市の子育て支援策について、伺います。 
 児童福祉法ではすべて国民は児童が心身ともにすこやかに生まれ、かつ育成されるように努

め、すべての児童は等しくその生活を保障され愛護されなければならないとしております。ま

た子ども・子育て支援法に基づく基本指針では子どもの最善の利益が実現される社会の実現、

子どもの生存と発達が保障されるよう良質、かつ適切な環境づくりを掲げております。その理

念のもとで笛吹市でもさまざまな子育て支援策を実施しているところでありますけども、今後

の課題について以下伺いたいと思います。 
 まず１つは重度心身障がい児医療についてでありますけども、１１月からこの窓口医療が廃

止される予定になっております。現在は健常児の医療費も重度心身障がい児の医療費も窓口無

料になっております。このことについては、医療関係者や障がい児を持つ親からも大変大きな

反対の声があがっているところであります。さらに笛吹市議会でも先の議会で窓口無料継続を

求める請願が採択されて、県に意見書を提出したところであります。 
 窓口無料廃止は福祉の大幅な後退であります。市独自での窓口無料継続を求めたいと思いま

すが、見解を伺います。 
 次に２７年４月から実施予定の子ども・子育て支援法について伺います。 
 新制度をどう見るかということについては議論を控えますけども、来年４月からの実施に向

けて子ども・子育て会議で計画づくりが始まっていることと思います。まだ会議は始まったば

かりでありますけども、計画の進捗状況についてまず伺います。 
 まず計画策定にあたって、市民へのニーズ調査を行ったかと思いますが調査結果はどのよう

なものだったのか。そして保育の必要性の認定基準はどうなるのか、まず伺いたいと思います。 
 ３つ目に新しい制度では、地域型保育事業として小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、

訪問型保育があります。保育の平等性を確保するためにも、私は特に小規模保育について現行

の認可保育所の基準を適用するよう求めたいと思います。 
 ４つ目でありますけども、新制度では学童保育については設備と運営に関する事項について

市町村が条例で定めることとなりました。これまでの事業の到達点を整理して、子どもの発達

環境の向上の視点からの条例制定を求めたいと思います。 
 ５つ目に新制度で果たして保育料の保護者負担がどうなるのか、気になるところです。現行

の保育料の維持、または引き下げにつながるよう求めたいと思います。 
 最後に富士見地区への児童館建設について、昨年たしか１２月議会だったと思いますけども、

私の質問に対して当時の部長は子ども・子育て会議で検討すると答弁しました。どのように検

討していくのか伺って、１問目の質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、重度心身障がい児の医療費を市単独で窓口無料継続ができないかというご質問で

すが、重度心身障害者医療費助成については障がい児も含めてすべての受給者を対象に本年

１１月診療分から自動償還方式への移行が決定されております。現在、制度改正に伴う事務作

業を進めているところであります。 
 その中で、ご指摘のとおり障がい児と健常児の関係に逆転現象が発生する事実があります。

本市といたしましても県の助成事業であるため、引き続き窓口無料方式による医療費助成がで

きるよう再三、県に申し入れをしてまいりました。しかし県の回答は「障がい児の取り扱いに

ついて見直す予定はない」とのものでした。 
 また本年４月に開催されました市長会の席上において、本制度改正については県内２４市町

村が足並みをそろえて対応する旨の申し合わせがされたところでもあります。このような経過

から、障がい児に対して本市独自の策を講ずることは困難な状況にあると考えております。 
 次に子ども・子育て支援新制度についてですが、笛吹市子ども・子育て会議の設置、開催を

はじめ、現在２７年度の新制度に向けて諸準備を進めているところであります。 
 まずニーズ調査の結果ですが、昨年の１０月下旬から１１月にかけて実施いたしました子育

て支援に関するニーズ調査は就学前児童の保護者および小学生児童の保護者、合わせて４，

５００件に調査票を発送し２，０８４件、４６．３％の方から回答をいただき、結果報告書と

してまとめるとともに市のホームページで公表しております。 
 さらにこの結果を分析することで新制度における子育て支援の各事業のニーズを把握し、現

在策定を進めております子ども・子育て支援事業計画に反映をさせてまいります。 
 次に保育の必要性の認定基準についてですが、新制度では実施主体である市が保護者の申請

を受け、客観的な基準に基づき保育の必要性を認定した上で保育が実施されることになります。

保育の必要性の認定に当たっては保護者の就労状況や疾病などの事由、保育の必要量の区分、

ひとり親家庭や生活保護世帯、虐待のおそれがある場合などの優先利用の基準を設定し、現行

の運営状況等を踏まえつつ、新制度における認定基準を運用することになります。 
 次に地域型保育事業の許可基準についてですが、新制度では小規模保育、家庭的保育、居宅

訪問型保育および事業所内保育の各事業を総称して地域型保育事業と呼び、市町村の許可事業

と位置づけられております。 
 この許可事業については国が定める基準を踏まえ、市が条例化することになりますので、現

行の類似の事業や地域の事情も踏まえながら、本市の基準を設定してまいります。 
 次に学童の基準についてですが、新制度施行に伴い各市町村において条例で定める必要があ

ります。厚生労働省令、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が４月３０日に

制定され、本市におきましてもこの基準に基づき、条例の整備を行う予定でおります。また厚

生労働省令に定めた基準を踏まえ、笛吹市子ども・子育て会議において、市の方針を決めてい

く考えでおります。 
 次に保育料の保護者負担額についてですが、新制度における利用者負担について法律上、世

帯の所得状況、その他の事情を勘案して定めることとされており、国において現行の保育所の

利用者負担の水準をもとに検討され、先般イメージとして具体的な水準が示されたところであ

ります。 
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 市では国が定める水準を限度として、現行の保育料も考慮しながら、利用者負担額を定めて

まいります。 
 次に富士見地区児童館建設につきましては、今後も笛吹市子ども・子育て会議のご意見を伺

い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） 
 再質問を行います。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 まず重度医療について伺います。 
 この重度医療の窓口無料廃止の理由として、横内知事は国のペナルティが多すぎるというこ

とが理由でありました。笛吹市では国保会計のペナルティの金額がどのくらいになるのか。そ

れから受給の児童は何人いらっしゃるのか、まず伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 ２６年６月現在で心身障がい児の数は１１１名でありまして、そのうち国保に加入している

児童は２４名であります。ペナルティにつきましては国保全体では３，６５０万円ぐらいなん

ですが、それを障がい児と、２４年度に加算しますと約９２万円ほどのペナルティになると計

算されます。 
 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） 
 笛吹市だけで考えると、わずか９２万円のペナルティだということで大変驚いているんです

けども、健常児が窓口スルーでさまざまな困難を抱えている重度医療児が無料でない。という

のは誰が考えたって本当に理不尽なことだと思いますけども、先ほど逆転現象ということもあ

りましたけども、この点について本当に理不尽だ、この点については共有できるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 これは県の制度でありまして、全県対象になっているということで、制度上からいけばやむ

を得ないという部分もあると思います。しかしながら当事者の立場に立った場合、やはりここ

では障がい児を持つお母さんたちの声を私たちも聞いておりますので、そのへんでさすがに逆

転現象であるという事実は認めざるを得な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） 
 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 そういう点で共有できてよかったというか、先ほどの答弁では２７市町村が足並みをそろえ

ることを申し合わせた。そういう経過から市独自の窓口無料は困難ということでありました。

伺いますけども、事務作業上では窓口無料を継続することは可能なんでしょうか。まったく不

可能なのか、それとも困難を伴うけども可能なのか、どちらと言えるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 この事務作業につきましては、重度心身医療の枠の中でいると不可能と答えますが、ただこ

の枠を超えまして、もし何かという策を考えるかといった場合には当然、事務量、今度、今、

生涯が担当でやっておりますが、もしかすると違う部署に移った場合ということを考えますと

事務量の増加、また当然、補助等がなくなるということで一般財源の増加、それからもう１点、

先ほど２７市町村の申し合わせというところがありましたが、これはやはり全県下で一斉にス

タートしたということがありますので、それぞれの近隣市町村に大きな影響を与えるという部

分があるので了解を得る、また理解を得る、協議をしていかなければそのへんは不可能という

よりも難しいとお答えしたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁を受けて、市長に伺います。 
 ２７市町村、足並みをそろえる申し合わせをしたということであります。市長も同意したと

いうことでありましょう。ここから離脱することによって、笛吹市民にとっては何か不利益に

なることでもあるんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 市長会のほうでも、他市でもやはり笛吹市と同じような、担当者が考えを出したところもあ

ります。しかし多くのところが、それをやることによって市の負担が増える、またいろんな課

題が出てくるということで、それで県の事業ということなので統一という形にしておりますの

で、逸脱することによって市に何かということは、県とすると別のペナルティが発生する可能

性はあるということの説明を受けましたが、一番は他市への影響、他市が事務的なこと、また

施策的に混乱をするのではないかという部分の影響が大きいと考えております。 
 以上、答弁とさせていだきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 部長の答弁でしたけども、私はもう１回、市長にお伺いします。 
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 この２０何市町村の申し合わせを固く固く守ることよりも、やっぱり福祉の後退は許さない

んだ、困難を抱えている障がい児や家族の利便性を考えるということが市長として取るべき正

しい道なのではないかと思いますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 亀山議員からいろいろご指摘をいただいているところでございますが、お耳にも入っていよ

うかと思いますが、市長会の中でもこれはもう再三と言っていいほど議論をいたしました。も

ちろん当初はとんでもないというところから出発をしたと記憶をしておりますが、そういう中

でいつまでもとんでもないでは済まないということで、県のほうもいろいろ知恵を絞って、最

終的には県の考え方を市長会としても受け入れるとこういう経緯でございますので、私も２７市

町村の同一歩調の立場に立ったという、そういう経緯でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 これは１１月から始まるという予定になっておりますけども、少し時間、１１月からすぐと

いうことには大変無理があるかと思いますけども、時間を経過する中でぜひともこの窓口無料

の継続について考えていただきたいと思っております。 
 次に子ども・子育て支援法のことについて伺います。 
 １点は保育の必要性の認定基準ですけども、例えば障がい児保育とか、それから今、大変困っ

ているのが親の育休中の子どもの保育です。これがどうなるのか。あとそれから土曜日午後の

保育等も、この会議の中で考慮すべきだと考えておりますけども、その点について見通しをお

伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 はじめに障がい児保育のことですが、保育の必要性の認定においては障がい児についての特

段の優遇はありませんが、保育の必要性の認定を受けた子どもについては、保育の提供体制の

確保を進めるとともに、児童発達支援センターによる保育所訪問の支援など、関係機関の連携

を図り、特別な支援が必要な子どもと家族に対する支援は充実をしてまいりたいと考えており

ます。また育児休暇中の保育についてですが、就業時、育児休暇を取得するときにすでに保育

を利用している子どもさんがおります。子どもさんの発達環境の変化に留意する必要があるな

どいたしまして、一定の要件に該当する場合は継続入所の必要性を認める方向で検討して、現

在もそれを利用している方もいらっしゃいます。 
 次に土曜日の午後の保育についてですが、土曜日の午後につきましては、保育ニーズに対し

てどういった子育て支援事業が提供できるか、今から効果的・効率的にどうかということを検

討し、確保のほうに向かって協議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。 

 ６８ 



〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 次に小規模保育の基準のことについて、伺います。 
 国のほうでは、この小規模保育所については部屋の広さとか、それから保育士の配置、保育

士の免許制度というのは認可基準より、かなり下回っている基準を示していると思います。笛

吹市ではどのようにされる予定なのか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 小規模保育事業をはじめ地域型保育事業の認可基準については職員の資格、定数などについ

て国が定める基準がございます。これに従うべき基準といたしまして、市はそれをもとに定め

てまいりたいと思います。また保育室や面積基準についても国が定める基準を参酌すべきとし

ており、国の基準のもとに地域の実情も踏まえまして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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ですから国が示している基準はかなり、現在の認可基準より低い基準を示していると思いま

す。同じ笛吹市の子どもが通うのに、認可保育の子どもは充実した広さ、そして小規模保育所

に通う子どもは、かなり私は劣悪な環境の中にいると思います。私はやっぱり保育の平等性を

確保するということのためにも、そういう格差があってはならないと考えております。ですか

ら国の基準を参考にするんだけども、やっぱりあくまでも認可基準を適用すべきだと考えてお

ります。そのへんについての見解を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 今、おっしゃいましたように国の基準が示されているということで、最後に申しましたとお

りやはり笛吹市の実情に合わせるということですので、その部分で子ども・子育て会議におき

ましても、そういう状況も含め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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 保育の平等性を確保するという視点に立って、ぜひとも基準の引き上げ、国の基準の引き上

げを行っていただきたいと思いますし、そのときは指導もするし、お金も出すという視点に立っ

ていただきたいと思います。 
 次に児童館について伺います。 
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 子ども・子育て会議で検討していくという答弁をしました。たしかに前部長もそういう答弁

をしました。ただし、子育て会議では１３事業について計画を立てることになっておりますけ

ども、この１３事業の中のどこにこの児童館の建設が位置づくのか、そのへんのところを伺い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 厚生労働省で示しました子ども・子育て支援法第５９条によりまして、対象事業とされてい

る１３事業があります。その中で地域子育て支援拠点事業、それから放課後児童クラブ、放課

後児童健全育成事業というところの、この２点の中に位置づけされてい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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 先の定例会議で前の部長はこうも答弁しておりました。立てないのは次世代育成支援計画の

中にも児童館の建設は計画されていなかった、それでつくらなかったとも答弁しておりました。

今回もこの建設の是非の判断というのは子ども・子育て会議にまったく丸投げするということ

ですか。市独自の主張はないんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 児童館建設の是非につきましては、決定は市がするものと考えております。子育て会議につ

きましては児童館のあり方、市における児童館の必要性、そういうものについて、内容につい

ての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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 そうすると前の部長の答弁と、今の答弁とは微妙にニュアンスが違うということになりませ

んか。建設については子ども・子育て会議で検討するということでした。ですから私、まった

く丸投げするのかということを質問したんですけども、例えば富士見の児童館について子ども・

子育て会議で必要ないよということになって、そのことに対して市はどういうふうな結論を出

すと言うんでしょうか。子ども・子育て会議でいらないと言ったからつくらないよということ

にもなり兼ねないと私は、今の市の態度を見ると思うんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
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 子ども・子育て会議において、例えば今おっしゃられました富士見の児童館を建てるか建て

ないかという、その決定についてはおそらくできないと思っております。ただ意見として、例

えば市が子ども・子育て会議に児童館に対する意見を、答申を求めた場合には子ども・子育て

会議としての意見として市に出すことはいたしますが、それを建てる、建てないについての決

定権は子育て会議にないと思っております。ですので子ども・子育て会議の中で、富士見の児

童館を建てる、建てないという決定はされな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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ６月に行われました子ども・子育て会議を私、傍聴しました。その中では夏までに計画をつ

くるということのようでありました。この会議の中で、児童館の問題を議論して結論を出すの

は私、大変無理かなということも感じたところです。私としてはすぐにでも建設検討委員会の

再開を求めたいと思いますけども、いかがですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、子ども・子育て会議においては計画策定での上の優先事項を先に審議しているという

現状があります。児童館については検討を、今の段階ではされてはおりません。出席されてご

存じだと思いますがされておりませんが、今後検討についてはしていく予定でおります。 
 検討委員会の再開につきましても、その中で今までの結果も踏まえまして検討していきたい

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） 
 ここで２問目に移るわけでございますけども、２問目につきましては午後一ということでご

了承いただきたいと思います。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を午後１時半からということでお願いします。 

休憩  午後１２時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ２問目に入る前に先ほど渡辺正秀議員の一般質問の関連質問に対する答弁を、堀内教育部長

よりお願いいたします。 
 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 先ほどの、亀山和子議員の関連質問に再度お答えしたいと思います。 
 その折にご答弁をさせていただきましたとおり、文科省への調査に対しまして影響がないと
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いうふうに答えております。内容につきましては、生活保護基準のボーダーラインを引き下げ

るということで、生活保護該当からは外れることになりますが、準要保護の児童の算定基準に

おいては準要保護の基準が拡大されても、下のボーダーラインのラインは変えないで算定をし

ておりますので、すべて生活保護から外れた児童につきましても準要保護で拾っているという

ことですので、準要保護としての影響はないということでお答えをさせていただきます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山議員の２問目の質問に移ります。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 それでは、２問目の質問に移らせていただきます。 
 市内公共施設利用料の見直しについて、伺います。 
 合併前に各町村で建設された公共施設、いっぱいありますけども、特に私はここでは１２の

施設がある、集会場や１８の施設がある体育施設等について伺いたいと思います。 
 集会場や体育施設においては、その設置目的に住民同士の交流や生涯学習の場の保障、そし

て福祉の向上、健康づくりの場の保障など掲げられております。この設置目的が十分に達成さ

れるためには気軽に広く多くの住民が利用できてこそ、この目的が達成されるものと思います。

そのために旧町村では無料で開放していた町もありまして、現在もそれは続いております。例

えば一宮町の桃の里ふれあい文化館であるとか、御坂町のまなびの森御坂等がそれであります。

しかしここにきて使用料の見直し、つまり有料化が検討され始めております。見直しイコール

有料化、負担増につながるのが今までの行政の手法になっていて、多くの住民から批判の声が

上がっております。以下、伺います。 
 見直しをしなければならない必然性は、どういうところにあるんでしょうか。 
 見直しイコール有料化ではなくて、選択肢として無料化を求めたいと思いますが見解を伺い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに見直しの必然性についてですが、合併協定項目において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、施設の規模、内容に応じた適正料金について新市に

おいて調整するとなっておりますが、各社会教育施設・体育施設の使用料は現段階においても

不統一で利用する市民が不公平感を感じており、合併後１０年間の検討課題となっております。 
 次に無料化についてですが、使用料算定基準については現在、社会体育施設使用料はスポー

ツ推進審議会に諮問しており、社会教育施設使用料につきましても社会教育委員の会議に諮問

することとなっております。 
 基本的には受益者と非受益者の負担の公平性、公正性を確保する必要があると考えておりま

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） 
 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） 
 教育委員会の資料を見ますと、よく受益者負担という言葉が出てきます。受益者負担を求め

るので有料化をするというふうにありますけども、でもすべての施設は住民の税金で建てられ

ました。建てたときに住民はすべて負担をしております。私の考え方から言いますとさらに受

益者負担を求めるというのは、負担の二重払いになるんではないでしょうかというふうに私は

考えております。いかがですか。 
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） 

 たしかに建設当時におきましては税金をほとんどの施設が投入し、建設をしております。た

だ現在におきまして、ほとんどの市内の施設、築２０年以上、古いものでは４０年近くしてい

るわけですが、その中で毎年のランニングコストは経常的にかかっているわけです。こうした

中、現段階でも電気料等、消耗品もかかっておりますので、こうした施設の受益者負担という

考えは大事にしていかなければならな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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁にもあったように、利用する人と利用しない人との公平性を図るために利用

料を取るんだというふうに資料にも書いてありますし、今の部長の答弁もそういう感じだと思

います。でもそれはどうしても利用料を取りたいという行政側の強い考え方ではないかなと思っ

ておりまして、市民の側は決してそうではありません。こういう市民の意向をどういうふうに

考えているのか、再度伺います。 
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） 

 先ほども答弁の中でお話しましたとおり、現在、社会体育施設の考え方についてはスポーツ

推進審議会に諮問をしております。これは広く市民の声を拾うために行政オンリーではなくて、

市民の声を広く拾うことも含めて、委員さんに市民の声の吸い上げ等も含めて依頼をしている

と考えております。 
 やはり、たしかに取らないことが最良かもしれませんが、今の地方公共団体としての施設運

営に対しては少なからず受益者負担というのをいただきながら、施設の運営をしてまいりたい

というふうには考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 現在、有料のところと無料のところがあるわけですけども、利用料が無料だから気軽に使え

るという声が市民の声としては、とても多いわけですよね。そういう声を無視して有料化に突

き進んでいくというのは、本当に市民の声を無視した乱暴なやり方ではないかなと私は考えて

おります。もう少しそこのところを、市民の声をきちんと把握して、有料化に突き進むという

方向は、私は再考すべきだと思っております。 
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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 
 亀山議員からもありましたように、使う方だけを見た中での無料化にこしたことはございま

せんが、今、教育委員会としては使わない方と使う方の公平性・公正性も含めて市全体で考え

たいということでございますので、使う方だけの中での意識は、それもございましょうが使っ

ていない方たちの公平性という考え方も、少なからず大事にはしていかなければならないので

はないかと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 市の、私たちの税金で建てた施設を使う人と使わない人との公平性というのは、そういう考

え方がとても理解できないんですよね。それはそれとして、時間がないので次に進みたいと思

いますけども、いろんな条例というか、条例の中では公益上、市長が特に必要と認める場合に

は免除、あるいは減額するとしています。市内の良識ある団体がそこに集まって語り合って励

まし合って、それが生きがいとなっている。これ以上、公益性のある使い方はないというふう

に私、考えております。公益上、必要と認めるというのをやっぱりもっともっと市内の多くの

団体に適用すべきではないかなというふうに考えていますが、その点について伺います。 
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） 

 私も亀山議員のおっしゃるとおりだと思います。多くの方に公共施設へ集まっていただいて

地域の活動の拠点にしていただくとか今、現代社会の中で地域性もなくなっているような状況

もありますので、利用していただくことに対してはいささかも異論はございませんが、先ほど

も申しましたとおり、その施設を運営するには毎年なんらかの税金をつぎ込まなければならな

いというところで、負担の公平性・公正性も１つの考え方としてなければならないと考えてお

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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 公益上必要と認めるという団体の解釈を拡大するという考え方ではどうですか、それが可能
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ですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 条例の中におきましては市長が特に認める者ということになっておりますので、さらに内規

を詰める中でそうした活動団体の考え方については、これから斟酌していかなければならない

とは思いますが、現段階での市長が特に認める者ということに関しては、従来どおりの考え方

でまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 認めてもらいたいという団体の申請を受けることは可能ですか。 

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） 
 この場で突然言われますと返答に困るわけですが、そういうことも含めて今後見直しを進め

ていきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 公平性・公正性という言葉が多用されたわけなんですけども、非常に便宜的な形で都合よく

使われるという傾向がありますので、もっと十分な時間の中でそのへんは検討していきたいと

思っております。 
 それで質問なんですが、まず減価償却費を含むコストに対する利用料収入、体育施設、社会

教育施設、何％になりますか。 
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） 

 今の使用料に関しましては、減価償却については算定をしておりません。ランニングコスト

のみに対しての計算となっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
 申し訳ございません。ちょっと率については、ここへ数値を持ち合わせておりませんので、

また調べまして回答させていただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 社会教育施設については約５％程度だろうと思うんですけども、しかしその中には営利目的

が入っていて、高いチケットなんかを売ったりして興行という面も持ったりしたところの利用

料の収入というのも入っているわけですね。そういう点では、非営利の一般の市民の使う利用

料というのは大体何％になるか、分かりますでしょうか。 
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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えいたします。 
 申し訳ございません。その数値を持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 私もその数字は把握しておりませんで、その点についてはぜひ調べていただきたいんですが、

たぶん営利目的のものを除きますと、ほんのわずかなんですね。そしてそれを値上げしたりい

ろいろしたということで、どれだけ足しになるかというとほとんど足しにならないわけなんで

すよ。そしてそういうことで金を取るということで、角を矯めて牛を殺すの類いではないです

けども、今、子どもだけでなく大人も集う機会というのが非常に少なくなって、これこそ今、

本当に地域にとっても必要なことになっているわけなんですね。そういう点でやはり今、無料

のところ非常に喜ばれていますが、やはり枠を拡大して特定の営利目的とかそういうものを、

販売目的とかそういうことで会場を利用すること以外は、無料にするという方向の検討をぜひ

入れていただきたいんですが、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） 

 渡辺議員の関連質問にお答えしたいと思います。 
 先ほどからどうも利用料の改定ということに対して、値上げをするというような解釈でいら

れるんではないかと感じています。あくまでも今の合併時において、各旧町村の中で利用料に

ついて差があった。たしかに無料の施設で使いやすい施設もあるわけなんですが、その差をな

くすというのも、この不公平感をなくすための１つの目的でございまして、今の現状から一律

に高くなるということではございません。なるべく平均値をもちまして、使用料を科していき

たいというふうには考えております。 
 またあまり低いところから高いところになる施設については、激変緩和措置みたいな形も必

要ではないかなと教育委員会としては考えておりますので、またぜひ貴重なご意見をお伺いさ

せていただければ、当然議会へも設管条例の中で案を出していくことになりますので、それ以

前にまた議員の皆さまにはお諮りをさせていただきますので、ぜひご協議をいただければと考

えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 先ほどもございましたように、公共施設というのは税を中心に建設され、そしてまた運営さ

れています。税というのは単体給付を伴わないものでありまして、要するにこれは公共の福祉

のために造るということなんですね。先ほども申しましたように子どもだけではなく、大人も

集まる機会が本当に減っている。やはりそういう便宜をさらに図る施設に改善していくし、ま

たその利用料についてもそういうふうにやっていくということで、ぜひ検討を進めていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 貴重なご意見としてお伺いさせていただきたいと思います。 
 ただ渡辺議員も、先ほど午前中の一般質問にもございましたように市で保有する財源等も十

分でない時代もまもなく訪れようとしておりますので、それも含めていろんな面から考えてま

いり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） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番議員、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。 
 質問に入りますが、この時期は株主総会の開催ラッシュ、上場企業は過去最高の収益拡大を

背景に株式配当も最高の６．９兆円、ベースアップもほぼ要求どおり、賞与も大幅増額見込み

との記事を目にします。 
 一方、本市においては２月の雪害被害は甚大なものであり、ハウスの壊滅的な被害や宿泊等

のキャンセルによる減収など尋常ではなく、国からの補助が打ち出されたとはいえ、復興には

まだまだほど遠い状況であります。加えて消費増税反動による収益減、過日は１２億円を超え

る負債を抱えての観光関連企業の廃業など経営意欲の減退、雇用確保の不安といった憂慮すべ

き事態は一向に改善されておりません。そして経済財政運営の指針であるいわゆる骨太の方針

では大企業への法人税減税が大筋合意、その財源として中小企業への外形標準課税が現実味を

帯びてまいりました。東京永田町方面に向かって今様に２０文字で表しますと「駄目じゃんけ こ

ぴっとするまで見てくりょう」といったところでありましょうか。 
 観光立市であるわが笛吹市も、これからの観光シーズンに向け観光関連団体と緊密なコミュ

ニケーションを図りながら桃源郷日本一、果実と温泉の里イメージアップに努め、確固たるブ

ランドデザインを構築し、行政と関係団体と企業と市民が同じ方向に向かう強力なイベント展

開の必要性を痛感しつつ質問いたします。 
 まず名称、内容とともに大幅にリニューアルされた笛吹市桃源郷春まつりについて、いくつ

か伺います。 
 昨年４月１０日に日本一桃源郷宣言をなし、４月１０日を桃源郷の日に制定し、桃や桜の花

を中心に旧町村ごとに魅力をＰＲして、誘客につながる目的で笛吹市桃の花まつりから笛吹市
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桃源郷春まつりに名称も変え、開催期間、場所、中身も変更して行いました。 
 運営方針変更の初年度ということもあり、観光客をはじめ市民からも周知徹底不足や地域に

よっては従来までの知名度の低下を懸念する声、地域分散したことによるインパクトの低下と

いった多くの声が寄せられました。しっかりした分析と検証をもとに、さらなる事業発展に向

けた対策が必要であります。 
 メイン会場を八代ふるさと公園で実施し、運営形態を変更したことによる来客数、来客者の

動向および、その効果と課題についてどう分析されますか。 
 次に各種のパンフレットをはじめ、ホームページ等であまねくＰＲされましたが、周知徹底

方法とその効果をどう検証されましたか。また各地域の特性を反映し、旧町村ごとに特長のあ

るイベント展開を図る中で、支所も含んだ市当局と観光物産連盟および各地域の観光協会や観

光関連団体との円滑な連携に関し、どう分析されましたか。 
 また昨年、収穫量日本一を受けて日本一の桃源郷宣言をなし、元日から数えて１００日目と

桃を掛け合わせた４月１０日を桃源郷の日と制定し、記念すべき日に定めました。せっかく日

本一を声高に宣言したのですから、毎年しっかりとＰＲし自己満足に終わらせず、確実に農業

生産額や観光消費額アップに直結する実効性があり、さらに市民による観光客参加型のイベン

ト展開が必要でもあります。例えばそれらを目的とした全国桃サミットの開催といった企画も

必要であろうかと思いますが、市の見解と具体策をお聞かせください。 
 次にリニア実験線の最大限の活用策について伺いますが、市内のリニア実験線のビュースポッ

トとして八代ふるさと公園と花鳥の一本杉周辺が適しておりますが、今年の秋より体験試乗も

計画されております。花の時期だけでなく、走行中のリニアを見ることができるのは笛吹市と

都留市だけであります。２０２５年、本格運行以降の活性化計画は各地で議論されております

が、笛吹市はそれまでの期間にリニアのまち笛吹を国内・海外に向けて最大限ＰＲし、大規模

な見学センターはなくても、ちょっとした、金をかけないスポット整備で地域の活性化につな

げるべきでありますが、市の見解をお聞かせいただき１問目の質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 大久保俊雄議員の一般質問、日本一桃源郷宣言のインパクトある事業について、これにつき

ましてはまず、私のほうからお答えいたします。そのほかのご質問につきましては、のちほど

産業観光部長からお答えさせていただきます。 
 桃をはじめとする果樹につきましては国内需要の減少、生産者の高齢化や後継者不足による

産地の脆弱化が進む一方で、輸入品の増加による国内産のシェアの縮小に加え、食の安全確保

への対応や石油製品の高騰による経費の増加など、極めて厳しい環境にあります。 
 このような状況下で全国の桃の主要産地と連携し、各地で抱えている課題を持ち寄り、課題

解決に向けた協議や研究を進めることが望まれます。 
 そのための１つの方法として桃の主要産地が一堂に会し、国内外へ向けた桃の販路の拡大、

売り上げの向上を目指した施策の展開や技術開発について研究を進めることを目的に、来年春

の桃源郷春まつりの期間を目途に第１回全国桃サミットを開催したいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

 ７８ 



〇議長（前島敏彦君） 
 続いての答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 大久保俊雄議員の一般質問について、お答えいたします。 
 まず八代ふるさと公園をメイン会場に実施したが、その効果と課題についてですが、昨年、

一昨年は桃の花の開花時期と祭りの開催日程がずれてしまい、多くの観光客に不評でしたので

今年から桃の花まつりを桃源郷春まつりと名称を変え、八代ふるさと公園がメイン会場・花鳥

スポーツ広場をサブ会場として、３月２１日から４月２７日まで長期間開催いたしました。 
 メイン会場の八代ふるさと公園周辺では桜や桃の花、スモモの花などの開花に合ったお祭り

の開催ができ、市内各地域の花の見ごろも案内できました。 
 桃源郷春まつり期間中の来場者数は、全体で約１０万人ほどを推計しております。昨年の約

８万人より２割強増加したものと考えております。 
 次に運営方法を変更した効果としましては祭り期間を１カ月以上としたことにより、自然状

況に左右されやすい開花や満開時期を祭り期間の中でご案内することができ、しっかりと観光

客をもてなせたこと。境川町の水芭蕉や各観光協会ごとに設定しました七福桜など桃の花だけ

ではない春の花を紹介できたことにより、新たな観光資源として笛吹市の春を売り出せたこと

などが来場者増加につながったものと考えております。 
 来年への課題としましてはメイン会場の駐車台数の確保策、七福桜のライトアップやスタン

プラリーの実施方法、各地域の花見散策コースの案内の工夫、祭り期間中の民間業者のイベン

トとの連携などが挙げられます。 
 来年は今年の反省を踏まえ、より多くのお客さまに満足していただける桃源郷春まつりにし

ていきます。 
 次に周知徹底方法の検証についてですが、桃源郷春まつりの周知方法としましては、観光物

産連盟などのホームページへの掲載やＪＲの駅などへのポスター・チラシの掲示、旅行エージェ

ントへの送客依頼などを行ってまいりました。さらに埼玉県・千葉県などのテレビ放送やニッ

ポン放送や首都圏のＦＭ放送などのラジオでも周知してまいりました。 
 桃源郷春まつりとしては１回目の開催でしたので、長年開催してきた各地域のお祭りのイメー

ジが観光客の中にもあり、戸惑ったお客さまも少なからずいらっしゃいました。 
 来年は民間で開催するお祭りとの連携や各地域でのお祭り、花見散策コース、七福桜のライ

トアップ、開花予想クイズをより効果的に宣伝し誘客に努めてまいります。 
 次に観光物産連盟と各観光協会との連絡・連携に関する課題についてですが、各地区観光協

会には花見散策コースの設定と案内、開花予想クイズの開花確認、七福桜の選定・運用などを

観光物産連盟と連絡・連携を取りながら行っていただき、円滑な準備・運営ができたと確信し

ております。 
 次にリニアビュースポットの整備についてですが、本格的な営業運転になるまでの間、リニ

ア中央新幹線の走行中の姿を見ることができる場所は、世界で都留市と笛吹市の２カ所だけで

あります。 
 市内では花鳥の一本杉と八代ふるさと公園の２カ所が格好のビュースポットとなっており、

特に花鳥の一本杉周辺は自分のお気に入りの場所にカメラを構え、低速走行から加速する様を

写真に収めようとする写真愛好家にとって絶好の撮影ポイントとなっております。またこの秋
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から体験試乗が計画されており、走行するリニアの雄姿が頻繁に見られるようになります。 
 市といたしましてはリニアを観光面で有効に活用するため、さまざまな広告媒体を活用し、

リニアのまち笛吹をＰＲしてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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） 
 再質問の１点目ですが、分析と検証ということで開催期間も１カ月以上、開花に合ったお祭

りで２割増えたということでありますが、例えば一宮の国分寺とか、今まで従来どおり積極的

にメインだったところもちょっとトーンダウンしてしまったということで、市全体として地域

の垣根を取り払った市のイベントが必要な中で、今、各地の観光協会も総会の時期を迎えてお

ります。いろんな団体も総会を迎えております。それらメリット、デメリットを分析して意見

集約して、次につなげていく、これは大事ですし、観光客の動向を調査するというような方向

も考えているようですけども、調査だけでは駄目なんですね。基本的に知ってつかんで動かす

と。ＰＤＣＡもそうですけども、これが大事な中でそのへんの分析と徹底的な検証、効果が挙

がる政策範囲というのはどうお考えでしょうか。 
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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 まず各地域、特に一宮町の国分寺周辺のお話がなされましたが、かつてあのあたりは文化財

で買収が済む場合は、非常に桃の花のきれいな地域でございました。さらに新しく移りました

国分寺ですか、その周辺は非常にまだ桃の花が咲いておりますので、ボランティアガイドや一

宮支所、ならびに一宮の観光協会の方々にご協力をいただきながら、各地域のお祭りとして賑

わっていたということは聞いております。また本日の山日新聞等に出ておりましたが、昨年よ

りお話をさせていただきました売りたいものではなく売れるもの、いわゆる観光ニーズをつか

まえる中でしっかりと、議員さんおっしゃったとおりＰＤＣＡのサイクルを生かしながら誘客

に努めていきたいと思っております。 
 このあと今、実際に公募型のプロポーザルが行われまして、参加業者が集まっているところ

でございますので、また具体的なことがございましたら、でき得る限り発表させていただきた

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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 ２点目で、観光協会と観光物産連盟のあり方というもので、当然、観光物産連盟のトップは

市長、また膨大な補助金が市からくる中で物産連盟のもとに各地の観光協会、また観光関連団

体がある中で、当然、ピラミッド型のヒエラルキーといいましょうか、これとなかなか、公平

性とかそういったものも考えたり、斬新なアイデアがなかなか反映されづらい、わくわくドキ
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ドキする、実現するのが非常に遠回りになったり進まないというような考えもありますし、あ

る部分、この観光物産連盟あたりは第三者の客観性ですとか、いろんな意見が通る、ほかの運

営形態も考えられるんではないかなという部分は最近思うんですが、そこらへんの方向性はい

かがお考えでしょうか。 
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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 昨年、私が産業観光部に着任した時点から代表理事の問題については苦慮しております。今

現在、倉嶋清次笛吹市長が代表理事ということで運営にあたっているわけですが、金銭面の出

入りにつきましては石和観光協会の理事さんにしていただくなど、しっかり公平性を保ちなが

らしております。また今現在も代表理事につきまして、誰かなっていただけないかということ

でアクションを起こしているところです。今のところ不発でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 このパンフレットのあり方、ＰＲ方法、ＩＴも踏まえて、これを手元に、今回のチラシがあ

るんですが、地域ごとにやるからには、建設経済も３月ですか、境川の水芭蕉も出ていなかっ

たりとか、これをもうちょっとコンパクトに、私、前言ったんだけどもキャッチコピーで、例

えば県だったら「週末は山梨にいます」というようなことから、写真１枚とかインパクトのあ

るような部分も必要ですし、例えば川中島合戦も例えば市部通りの八幡神社のやぶさめですか、

こういったものをもうちょっと併せるものは併せてやるべきかなと思うんですが、ＰＲ方法の

効果のあるやり方というのはどうお考えでしょうか。 
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） 

 議員のおっしゃるとおりＰＲ方法が大変大事だと思っております。今年は水芭蕉が載ってい

ないとかそういった不手際がございまして、来年はそのへんをしっかり反省させていただきた

いと思います。 
 やはり誘客をするためには１つのポリシーが必要だと思いますので、そのへんも踏まえて対

策を来年から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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 あと１点ですが、市長のほうからも全国桃サミットということで、非常にオンリーワン笛吹

市の観光施策を考える中では市長の思い、このイベント形成ということでやりようによります

と農業、観光、温泉とかすべて停滞していた部分が一気に起爆剤になる可能性がありますよね。

というような気がします。大いに期待するところでありますが、当然、緻密なプロジェクトで
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すとか計画、追々というような話があったんですが、今から始めても決して遅くないというこ

とで、桃サミットに対するプロジェクト、桃サミットミッションというような形で極めて積極

的な計画をどのように練られるか、ちょっと伺いたいんですが。 
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） 

 サミットのことですが、開催する時期がかつて一宮町でしたころは桃の収穫時期、７月にや

りました。今年はいろんな面を考慮する中で日本一桃源郷宣言をした春まつりの期間にという

ことで準備を進めております。ただ、担当は雪害等で忙しいような状況がございますので、一

区切りがもう少しでできそうですので、さらに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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 大きく前進するように頑張ってほしいということで、今の政府が打ち出していますアベノミ

クスのこの経済成長戦略、今、集団的自衛権、こちらのほうが脚光を浴びがちですけども、こ

れは地域経済の活性化、これは非常に埋もれていますけども大きな課題だと私は思います。例

えば地域産業を担う農家担い手の所得向上を目指そうですとか、地域人材バンクですとか、ま

た中小企業と自治体、大学、金融機関が連携する地域戦略の産業の担い手育成という部分で笛

吹市も地域が低迷しないような、地域成長戦略のミッションといいましょうか、部局横断的な

取り組みも大事だと思いますけども、そのへんはどうお考えでしょうか。 
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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 部局横断的ということですので、市の中には最高の議決機関ということで経営会議等がござ

いますので、今、国でもちょうど後押しをしていくような状況、われわれの部に対して非常に

後押しをされるような事業が目白押しですので、しっかりそのへんの意を汲みながら笛吹市の

ほうに反映させるべく、経営会議等で議論を進めながら進めていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは２問目の質問をいたしますが、地球温暖化の原因物質でありますＣＯ２の削減に向

けた取り組みが喫緊の課題である中で、燃料のほぼ１００％を石油に依存し、国内のＣＯ２排

出量の約２割を占める自動車については、ＣＯ２排出量を大幅に低減することが求められてお

ります。クリーンエネルギーの普及と環境負荷軽減および観光地としてのそれらへの対応策、

言い換えれば環境にやさしい車社会の構築に向けての具体策を伺います。 
 まず環境に考慮したクリーンエネルギー自動車が広く普及してきた中で、公用車において電

気自動車、プラグインハイブリッド車、ＢＤＦ等の導入状況と今後の計画についてお聞かせく
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ださい。 
 また笛吹市は県内屈指の観光地として、首都圏および北関東圏から１００キロから１５０キ

ロに位置しており、積極的な観光客誘客のためにも電気自動車ユーザーが安心して観光できる

環境づくりの一環として、高速充電器および普通充電器の早急の設置が望まれますが、市の具

体策はお持ちでしょうか。 
 さらに山梨県、先般においても県においもてエネルギーの地産地消を目指す中で、次世代自

動車充電インフラ整備ビジョンを策定しました。このビジョンは主要道路、国道沿い、または

その付近に急速充電器を２８カ所、想定場所は道の駅、ガソリンスタンド、コンビニエンスス

トア、その他の商業施設であり、県内全域の主要道路に急速充電器、また普通充電器も１９９カ

所、設置予定であります。今年度中に導入しますと、充電器の購入費および工事費の３分の２、

または２分の１の補助が受けられ、本市も導入に向けて具体的な取り組みが必要ではないでしょ

うか。民間でも導入に対して計画を立てているところもあり、官民連携を図った申請に向けた

取り組みも望めます。例えば甲府市では昨年３月に第２次環境基本計画を策定し、その中でク

リーンエネルギー普及啓発の数値目標として、平成３２年までに自動車用充電設備、急速充電

器を市内１０カ所、普通充電器を５０カ所設置、環境対策に考慮した車社会を築く目標を立て

ております。 
 笛吹市も将来的なエネルギー対策と環境にやさしい地域づくり、地域活性化に向けた誘客施

策など総合的に策定する中で、市の制度設計も必要でありますが具体的取り組みをお伺いしま

して２問目の質問といたします。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、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにクリーンエネルギー自動車の公用車への導入状況と今後の計画についてですが、現

在、笛吹市において一般車両１５９台、スクールバス等特殊車両３６台、消防本部車両２７台

の２２２台の公用車を使用しております。そのうち低排出ガス車は平成１２年排出基準適合車

２２台、平成１７年排出基準適合車６８台、ハイブリッド車６台の９６台となっております。 
 公用車は１７年経過をした車両から順次更新を原則としており、使用用途・車種によって仕

様書に排出ガス基準を設け、購入時最新の排出ガス規制をクリアした車両を積極的に導入して

いるところであります。 
 今後は笛吹市地球温暖化対策実行計画に沿って電気自動車、プラグインハイブリッド車の導

入も検討してまいります。 
 次に高速充電器の設置についてですが、電気自動車などに代表される次世代自動車の普及促

進は、地球温暖化防止のため有効な取り組みであると考えます。このためには急速充電器等エ

ネルギー供給のための施設が幹線道路等に一定間隔で整備され、その情報が利用者に周知され

ることが必要であります。 
 本市においても県立博物館周辺に１カ所の急速充電器が整備されており、市内のレストラン

やホテルなどにも普通充電器が数カ所整備されております。 
 今後は既存施設の情報提供に努め各種補助金を活用し、容易に観光関連事業者等が整備導入
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を図れるよう進めてまいります。 
 次に県の整備ビジョンに関わる市の制度設計についてですが、県が定めた次世代自動車充電

インフラ整備ビジョンは本市における整備推進も包含しておりますので、市ではビジョンの実

現に向けた具体的施策についてビジョンの趣旨の浸透や情報提供を行い、充電インフラ整備を

支援してまいります。 
 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。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の県のビジョン、手元にありますし、過日エネルギー政策課と県のほうに行って話を詳細

に聞いてきましたが、ビジョンの対象リストに笛吹市は急速充電器が４カ所、普通が２４カ所、

記されておりますし、県の方も自治体間で非常に温度差があるという話も聞きました。今、部

長も話がありましたように、例えばホテルとか商業施設、こういった部分にあれば、お金を取

る、取らないというのは別にしまして当然これは必要ですね。県内でも屈指の人が集まる場所

でありますので、非常に大きい、急速充電器ですと１千万円近く、工事部分踏まえれば、ある

部分の３分の２を補助してくれるであれば、もうちょっと市独自で情報を収集して、協議会な

りと立ち上げて民間の意見を聞くというのが大事ですが、その部分、遅れを取り戻すべく意見

ヒアリングということと、例えば市町村では甲府市、山梨市、北杜市、上野原市、こちらも本

庁舎の前に設置済みなんですね。そういった部分、もっと情報収集、民間要望をヒアリングす

る中で情報収集し、必要性を検討する本気度というものをお伺いしたいんですが、どうお考え

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） 

 ただいまの再質問ですけども、今、議員さんがおっしゃいましたように本市には県のビジョ

ンによりますと箇所数的に設定がされております。先ほどの答弁でも申し上げましたように急

速充電器については県立博物館のすぐそばですから、市庁舎からそんなに離れていないという

ような位置がございます。そんなことで急速充電器等につきましては、そういう距離的なこと

等の研究もしなければならないということ、それからあと市内のほうにはもうすでに７カ所か

ら８カ所ということで普通の充電設備のあるところがありますけども、それらにつきましても

位置の確認、それからあと必要性等について担当課はもちろんでございますけども、研究をさ

せていただくということで、そういう検討会の立ち上げとかどうとかにつきましては、また今

後の検討課題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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の話し合うかどうかも検討課題と、なんだかいつになっても進まないのかなという気もし

ますし、現にこういうふうに、例えば旅行会社のＪＴＢは温泉施設ごとに、ＪＴＢは民間のホ
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テルとタイアップして費用負担は案分ということになろうかと思いますし、民間もいろいろし

ているわけですよね。こんなに補助金を活用しなければならない手はないと思うんですよ。で

すから例えば風間部長の産業観光部と、またこちらの市民環境部で早急に、聞くことぐらいは

してもいいんではないですか。部局横断的に。おそらく進んでいるところは進んでいるんです。

また逆に市民の皆さんに対してもエネルギー施策、将来的な部分とまた観光誘客に向けたこう

いったものを、１千億円ですよ、これは国の補助金が。来年の３月までにこれは使わなければ

意味がないんですよ。ですから検討検討と言ったらもうそれで、検討することが仕事ではない

ですから。さっきも言ったように知ってつかんで動かすということでは、これは大きな私はビ

ジョンだということですから、市にできないことは県、国の力を借りるというのがそもそもの

行政のあり方ではないんでしょうか。という部分、ちょっと今のあれだと検討のための検討で

何を目指すのか分からなくなるので、そこらへんちょっと前向きな答弁を願いたいんですけど

ね。お願いします。 
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） 

 実際、うちのほうであまりこの件に関しまして研究等進んでおりませんでしたから今のよう

な答弁になりましたけども、産業観光部の関係も観光誘客ということもございますので、そち

らとも連携と取りながら研究させていただくということで答弁に代え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） 

 少しは前進したような答弁といえば答弁ですがなんとも言えない部分もありますし、詰まる

ところ、例えば市もＢＤＦですとかバイオマス構想の、ちょっと保留、ペンディングのような

状況になっていますし、またいろんな角度から、エコ等のバイオマスも考える中でいろんな施

策展開が望まれるというのは非常に大きな、日本は資源がないんですからね、みんなで考えて

いかなければいけないのかなという部分がひとつのあれですし、もう１点、いろんな補助金活

用ということで、例えば国や県の補助金、確実に獲得に向けての取り組みというのが非常に大

事になろうかということで、本県もそうですし、例えば私も過日全員協議会でお聞きしました

けれども、例えば経済産業省のこちらにもあるんですが、まちづくり補助金という大きな制度

がありまして、これはにぎわい補助金活用事業の中の一環で、例えば充電器以外にも例えば街

路灯へＬＥＤですとか防犯カメラ、子育て支援施設をはじめ除雪機まで上限１億５千万円まで

補助してくれる事業というのがあるわけですよね。もっともこの財政負担と市民ニーズの多様

化、こういったものを総合的に考えれば、本件に限らず最大限いろんな部局が情報を収集して

事業施策、市民要望に確実に乗せる必要があろうかと思うんですが、ちょっと自治体によって

アンバランスというか差があってはいけない。これこそまた市で頑張っていただかなければな

らない中で、最後に国や県の補助金獲得に向けて、どの部局が情報収集して市民ニーズに反映

するように事業展開の施策を図っていくのかをお聞きしまして、最後の質問にさせていただき

ます。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 大久保議員の再質問にお答えします。 
 情報をどの部がということであれば、私どもかなと思います。当然、今、各省庁、国、県、

さまざまな地域おこし等々に絡む補助金を使っています。情報のソースとしては今、インター

ネット等がありますから、例えばどこの部がということではなくて、事業を起こすときには今、

財政を語るときに枕詞で財政厳しき折という言葉が必ず付きます。当然、各企業部局、それぞ

れが有利な財源、これを獲得しながら先ほど申し上げましたが経営会議等々で仕組みの仕方を

検討しておりますので、やっていないということではございません。ただ、今のご進言につい

ては真摯に受け止めて、さらにそういう姿勢を強め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） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
 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、大久保議員の一般質問の関連質問をさせていただきます。 
 １問目、笛吹市桃源郷春まつりの質問でありますけども、２月の雪害を受けて大変対応にも、

特に産業観光部の皆さんにはご苦労があったかと思います。そういう中で観光をいろんな場面

でＰＲ、プロモーションしていくという中では今、笛吹市でもデジタル媒体を通じて、特にフェ

イスブックなんかでも情報発信していただいていまして、この点については非常に、特に地域

性といいますか、例えば芦川支所で発信されるような情報といったものはご覧になっている方

もとても楽しみにされているのかなと感じています。そういう意味では今回、また来年に向け

て、このお祭りの充実を図っていくということと、今ありましたそれも含めて、いろいろな部

分ですね、財政的な制約もあるという中では、可能な限り自前でできるところはやっていくと

いうことと、もう１つはパブリシティですね、ほかの方に取材、あるいは広報していただくと

いうふうな、この２つが大事なのかなと。まずその１つ目として、動画コンテンツですね、１分

なり２分なりという短いものでも構わないんですけども、こういったものを配信、タイムリー

にしていただいて、これを一度アップロードすればオンデマンドで利用していただけるという

こともありますので、このへんもされたかとは思うんですけれども、桃源郷春まつりの中でこ

ういった動画コンテンツの配信を取り組まれたかどうかということと、そしてふるさと大使、

過去に委員会の中でもそういったご提起をさせていただいたんですが、ふるさと大使の方にも

ご案内を申し上げていることと思いますけども、そのふるさと大使さんに広く、やはりそこか

らまた先の発信をしていただくということが必要になってくるかと思います。お願いをしてい

るところで、またさらにお願いというのはしにくい部分もあろうかと思いますけれども、逆に

ふるさと大使さんを身近に感じていただける場にもなるかなと思うので、ふるさと大使さんが

これだけ広報していただいたよというようなことが分かると、非常にいいかなと。さらに言え

ば笛吹市の応援団的な、これは外部団体になるかと思いますけども、石和温泉の観光協会でも

石和温泉の応援団長、副団長ということでピッカリさんと石井さんと、あのお二人にお願いし

ているということもあります。ああいう方たちも自ら発信するメディアとして、フェイスブッ

ク等も使っています。そういう方たちに情報をお出しすることで、またそこから先の発信をし
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ていただけるということもあると思いますので、この点に今回取り組めたのかどうかというと

ころ、以上２点お聞かせください。お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 動画コンテンツでございますが、非常に八代ふるさと公園は眺望がよいということで、今、

製作中ですが、おもちゃと言ったらあれなんですが、プラモデルというかヘリコプターがござ

います。ヘリコプターにテレビカメラを載せて空撮をしてございます。普段のときもきれいな

んですが、桜の花や桃の咲いた時期にちょっと飛ばしておりまして、たまたま、まだ編集が終

わっておりませんが、これは本当に素晴らしいものだと思いますので、ぜひアップをさせてい

ただきたいと思っております。またそういった動画コンテンツやテレビ出演は非常に多く私ど

もはしていると思います。昨日も「あなたはなんのために日本へ来ましたか」という、某テレ

ビ局で笛吹市の宣伝をしておりましたので、あらゆる機会、あらゆる広告媒体を使いながら今

後も取り組んでいきたいと思っております。 
 また先ほどふるさと大使の話がございましたが、ちょっとふるさと大使事業につきましては

昨年ちょっと止まっております。またその止まったいきさつが、ふるさと大使さんの中には直

接アポイントを取りましてもなかなか会えないような状態がございますので、逆に観光物産連

盟のホームページの中にございますように、機敏に動いていただける方々を募集しながらフェ

イスブック等でアップしながらやっておりますので、今後も先ほどピッカリさんですかね、そ

ういった方々にもお願いする中でぜひ、また有効な手段がございましたらご提案いただく中で、

さらに笛吹市の発信をしていただきたいと思いますので、ぜひ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） 
 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。 
 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 桃源郷春まつりの件について、お伺いいたします。 
 先ほど市長は来年春に桃源郷サミットを開催したいというようなお話をされましたけども、

具体的に細かいことはまだ分からないと思うんですけども、例えばどのようなことをしたいと

いうか、大体今、分かっている範囲で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、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 今、先ほど答弁の中で時期についてやっと春ごろということが決まりました。主要な産地で
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ございますので、いわゆるライバルでございますので、なかなか調整が難しいとは思いますけ

ども、市長の答弁の中にございましたとおり、非常に抱える問題は同じものでございます。た

だ、特に桃につきましては日持ちが悪いということが欠点でもあり長所でございます。またブ

ドウにつきましては日持ちが桃に比べるとよろしいということで、いわゆる欠点を長所に変え

ながら、また共同の課題について、いわゆる長期保存方法とか郵送技術とか海外への輸出です

か、そういったことを含めてまた検討していきたいと思っておりますので、具体的なことがはっ

きり決まり次第、全協等、議会で報告をさせていただきたいと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 笛新会の神宮司正人です。 
 許可をいただきましたので質問させていただきますが、先ほど大久保議員の最後のほうと経

営政策部長のほうで入っていただきましたのですごくやりやすいんですが、市内防犯灯の維持

管理についてということで質問させていただきます。 
 笛吹市と同様、市内各行政区にありましても大変厳しい財政運営の中、地域公民館、集会施

設で区長を中心に、区の役員さん方が区民のために地域諸課題に日夜取り組まれております。

地域の中で防犯灯の維持管理にも大変なご苦労をいただいておりますが、設置から多年を経る

中、その更新・維持管理に頭を悩ませている行政区は市内にも多数あると聞き及んでおります。 
 今年の３月末、笛新会では愛知県の日進市を視察研修してまいりました。日進市では平成２５年

度当初予算要求時に電気料金、球切れ等の維持管理費とＣＯ２排出量の削減を目的として事業

化を検討。平成２５年２月環境省、平成２４年度小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等

導入促進事業へ応募。３月に採択され事業実施に至り、市内６，５００基の防犯灯をすべてＬ

ＥＤ化しています。本市にあっても防犯灯の取り組みをどのように考えていくのか。そこでお

伺いいたします。 
 まず１つ、笛吹市内の防犯灯の設置箇所数はどのくらいあるのか、お伺いいたします。 
 ２つ目、そのうち市が管理している個数と行政区が管理している個数はどのくらいあるのか

お伺いいたします。 
 ３番目、行政区で管理しているものを今後市がすべて管理する考えはあるのかないのか、お

伺いをいたします。 
 ４つ目、市で管理しているもののうち笛吹市ではＬＥＤ照明を取り入れているのか、またそ

の導入率はどのくらいか、お分かりになったなら教えいただきたいと思います。 
 最後５つ目、行政区に対しＬＥＤ灯等の支給、補助を行う考えはあるかお伺いをいたします。 
 以上５点、第１問目の質問とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、前田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（前田一貴君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市内の防犯灯の設置箇所数についてですが、防犯灯は夜間の犯罪防止や歩行者の安

全通行のために設置されております。市内には２５年度末の時点で８，０７０基の防犯灯が設

置されております。 
 次に市、行政区がそれぞれ管理している個数についてですが、市が直接管理している防犯灯

は通学路や公共施設周辺などに設置されている３９８基で、残りの７，６７２基は各行政区が

管理しております。 
 次に行政区の管理を今後市が管理する考えはあるかとのご質問ですが、現在、防犯灯の新設

および建て替え等については各区からの申請により市が行っておりますが、電気料金および蛍

光管、グロー球、自動点滅器等の交換は各行政区にご負担をいただいております。 
 今後も市ではこの方式により、防犯灯を維持管理していきたいと考えております。 
 次にＬＥＤ照明の導入の有無および導入率についてですが、ＬＥＤ照明は長寿命でエネルギー

効率がよくＣＯ２削減に効果的であることから、２５年度から新設する防犯灯はすべてＬＥＤ

照明を使用しており、全体では約１４０基、普及率は約１．７％であります。 
 次に行政区に対してのＬＥＤ灯の支給、補助についてですが、防犯灯のＬＥＤ化は多額の事

業費を要することから今後の研究課題とさせていただきたいと考えます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今お答えをいただきましたが近年、侵入犯、いわゆる空き巣などの犯罪件数が増加傾向にあ

る中、防犯灯の増設の要望が年々増加しているようにも聞いていますが、地域行政区にあって

は大変厳しい財政にて新設の要望や球切れの交換にもなかなか分かっていても対応できずにい

るとの行政区のお話を聞くとき、財政の潤沢な行政区も中にはあります。今まで逆に潤沢でな

いような行政区も、その手当にどういうふうにしていいのか分からないような行政区もあると

聞いています。区費を値上げしなければならないというふうな行政区もあると、私はそういう

ことを考えたときに市内等しく、先の愛知県の日進市、そのように全市が一律に等しく防犯灯

は一括、市が維持管理をするべきであると考えますがいかがでしょうか。 
 また近年、増加傾向にある犯罪から女性や子どもたちをしっかりと守り、犯罪防止のため、

またＣＯ２の排出量の削減による低炭素社会の実現、安全・安心なまちづくりの推進および防

犯灯維持にかかる電気料金の削減を合わせて図るためにも、防犯灯のＬＥＤ化を進めていただ

きたい。 
 以上２点、再質問とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 再質問にお答えいたします。 
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 まず１点目の防犯灯の一括、それからそれを市が維持管理はできないかということでござい

ますけども、先ほども答弁の中で申し上げましたように、今現在、市が所有いたしますのは市

の予算で対応しておりますけども、そのほかについては各行政区にお願いしているという状況

でありますから、今のところ、そのような形で各行政区のほうへ財政的にも圧迫しますけども

お願いするというような方向で今現在は考えております。 
 それからＬＥＤの推進でありますけども、ＣＯ２の削減、それから電気料の削減等々には非

常に効果的でございますから、ＬＥＤ化を推進するという点につきましては私どももそのよう

に考えております。 
 今現在、新設するもの、それから建て替えるものについてはＬＥＤ灯を使っておりますけど

も、今現在、在庫があとわずかでございまして、今年度中には使い切ってしまうというような

ことがございますから、推進するという意味からおきましても、できれば次年度もそのような

形が取れるようになんとか努力したいというふうには考えております。 
 以上でございます。 

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） 
 市内全体をすぐ一律、市で管理するということはできないということで、それは検討課題と

いうことを言われましたけども、ぜひ本当は市が全体を管理してあげて行政区の負担を減らし

てほしいと、そんなふうに思います。 
 また今、球切れ、蛍光灯のＬＥＤ化ということで在庫が少ないということでございますけど

も、できればこれはどんどん普通の電球から切り替えていただいて、１．７％というＬＥＤ化

ではとてもいけないと思います。これから行政区のほうに補助金をどんどん出してあげながら、

あるいは管をご寄附いただくとか、提供していただくというふうなことでお願いしたいと思い

ます。 
 私は市街地の街路灯ですとか防犯灯はかなり細かく明るくなっていますが、田舎のほうに行

きますと本当に距離は遠い、そして箇所数も少ない、暗い。それが１本切れますと大変なこと

になると思います。 
 そんな状況の中で、市民環境部長のすぐお膝元の私の尊敬する、かの有名な飯田龍太先生の

句に「どの子にも涼しく風の吹く日かな」というのがあります。平成２６年度改訂版の笛吹市

学校教育ビジョンの表紙にも掲げられておりますが、私はこれを捻って考えました。「どの区に

も等しく明かりのつく市かな」となりますようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
 続きまして２問目に移らせていただきます。 
 成年後見制度のうち市民後見人の確保についてということで、質問させていただきます。 
 笛吹市社会福祉協議会では２００９年度から毎年、市民後見人の養成講座を開き、２０１０年

１２月に一宮町の出ツ所さんという方、この方が第１号になり春日居地区を担当され、市民後

見人として活躍中である。さらに２０１３年度までには４人に増えた。５月中には５人目が誕

生する見込みであると先日、５月２６日の山日新聞に報道がありました。 
 この取り組みは県内ほかの自治体ではまだどこも、養成は始めているけども実働実績がない

とのことでございます。本市社会福祉協議会が県内に先駆けて取り組まれていることを知り、
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とても素晴らしい取り組みを県内自治体に先駆け、早く取り組みを始めていただいた関係各位

に対し、誇りに思い清々しい気持ちになると同時に、本市社会福祉協議会をはじめ関係各位に

心から敬意を表すところであります。 
 と申しますのも、私の古くからの友人の母親で９０歳近くになる高齢の方が１０数年来、認

知症を患っています。そのことから、ある事案から成年後見制度を活用しなければならないよ

うな事態になってしまいました。そして司法書士の先生に相談し、手続きをしたところ数カ月

を要し、いまだにまだ手続き中でようやく申請、方向性が見えてきたとのことに関わり、大変

なことであると身に染みたと語ってくれたことがありました。 
 そこで以下、伺います。 
 １つ目、この社会福祉協議会、後見センターですか、それが取り組んでおられる養成講座を

経て市民後見人になられる方々に対し、市の補助・バックアップ体制はどのようになっている

のか、また今後どのようにしていくのかをお伺いいたします。 
 ２つ目、団塊の世代全員が７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年以降の将来に向け、こ

のままでは市民後見人がとても足りなくなると予測されている中、市は積極的に社会福祉協議

会とともに取り組むべきと考えるが、市の見解はいかがお伺いをいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに現在の市民後見人に対するバックアップ体制につきましては、社会福祉協議会に委

託する中で後見監督、または複数後見など市民後見人が常に安心して、身近でいつでも相談活

動ができるよう支援にあたっております。 
 今後も養成事業とともに市民後見人同士の情報交換や交流機会の提供等、支援策を検討して

まいりたいと考えております。 
 次に市民後見人の育成の取り組みにつきましては、認知症高齢者の増加や核家族化の進行等

の社会現象の変化から、成年後見人制度も財産管理のみならず身上監督の重要性が認識されて

きており、成年後見の担い手として市民後見人への期待が高まっていることを認識しておりま

す。 
 そうした中、笛吹市社会福祉協議会の市民後見人育成の取り組みに対し、平成２３年度から

市の事業として市民後見人育成事業を社会福祉協議会の後見センターに委託し、制度の推進を

図っております。 
 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。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 部長のほうから前向きで積極的な対応をするとお答えいただきました。ありがとうございま

す。 
 今後、先ほども申しましたが団塊の世代、全員が７５歳以上の高齢者となる、今から１１年
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後の２０２５年には厚生労働省の資料によりますと日常生活自立度Ⅱという計画がありますが、

以上の人口は全国で４７０万人。６５歳以上の人口に対する比率、これは１２．８％になると

将来推計をしております。日常生活自立度Ⅱとは日常生活に支障を来たすような症状、行動や

意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意すれば自立できる状態ということですから、そ

れほど深刻とまではいえない状態でありますが、一歩症状が進めば深刻な状態になる可能性を

持っている方々であります。 
 平成２２年、２０１０年で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数は２８０万人で

あったんですから、今後全国で１１年度には一気に１９０万人が爆発的に増加する計算、予測

になります。今の県内、あるいは本市においては全国平均よりははるかに早く、超高齢化率が

進んでいる状況の中にあって、市全体の人口に占める深刻な認知症高齢者のパーセンテージは

全国より、より深刻な状況となることが予測されます。 
 先日、司法書士の先生方とお話しする機会があり、今現在の状況にあっても成年後見人制度

を適用しなければならない事案が多数あり、司法書士１人あたりが複数、５人以上という方も

いらっしゃいます。今は手一杯な状態であるとのお話がありました。今後、適用を受けるにあ

たっては司法書士の先生方が相当増えなければならないわけですが、急激な増加はなかなか難

しい。そこで本市のこのたびの市民後見人制度、県内でもいち早く取り組んでおられる制度は、

今現在の状況で今後間に合っていくとお考えなのか。あるいはもっと市民後見人を増やしてい

くべきとお考えなのか、お伺いをいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 
 増加する認知症や知的障害、精神障害などによりまして物事を判断する能力が十分でない方

の権利を守る法律的手段として市民後見人制度は重要と考えておりますので、市民後見人の養

成は今後も継続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） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今後も継続をして、どんどん増やしていきたいということで、ぜひご協力をお願いしたいと

思います。 
 成年後見制度、あるいは市民後見制度にしても財産管理ばかりではなく、今お話がありまし

た人々の尊厳を重要視することが大切であると考えています。むしろ財産管理よりも尊厳を重

要視することのほうが必要が多くなってくるということではないかと思っています。 
 超高齢社会の時代には、一人ひとりが他人や地域社会の手を借りながらでも自立した生活を

することこそが大事です。そのためにも地域に根ざした市民後見人が必要になります。５人以

上の認知症や障害を抱えている方とのお付き合い、身上監護は想像以上に大変なことであると

聞き及んでおります。 
 今日現在、市で活躍願っている市民後見人の数５名ですが、そのうちの４名が活躍されてい

るということですが、今後ますますその必要性が問われる時代が確実に訪れてまいります。こ
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れからの社会は一人暮らしや老老介護をしなければならないような高齢者がどんどん多くなっ

てまいります。そのことは財産もないし、お金もないし、どうしたら後見制度を活用できるの

かとの質問、財産がない方々が認知症を病んだ場合、人間としての尊厳が保たれるためには、

そのような方々に市民目線での光が当たるような市の施策が重要になってまいります。 
 人は健康で収入がある場合は問題なく尊厳は守られます。しかし病気、認知症等を病み、収

入が減少した場合にはどのようにその尊厳を守ればよいのでしょうか。そこで今回の出番は成

年後見制度、市民後見人制度となるわけでありますので、介護保険制度とともにこれからます

ます、その重要性が問われる時代になってまいります。いま一度、お金がない方々でも市民後

見制度が活用できるのかも含めまして、この取り組みに対しまして、できれば市長、急で申し

訳ありませんが決意をお聞かせ願えればありがたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、後見人制度の申し立てをする親族がいない場合は、市長申し立ての制度を利用されて

いる方がいらっしゃいます。２６年、今年の６月まで２６件の方がその制度を利用されており

ます。また経済的な事情により負担のできない方、この方につきましては、申請申し立ての費

用や後見人の報酬等の助成を行っております。 
 今後ますます成年後見制度や市民後見制度の必要性は高く、需要は増えてくると思いますの

で支援を充実させ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） 
 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。先ほど申しましたように、これからこういう事案に関わらなければ

ならないということがどんどん増えてくると思います。ぜひ前向きに対応して、来たるべきと

きには備えられるような形を取っていっていただきたいと思っています。 
 最後に先ほどの話ではないんですけども「どの人にも等しく明かりのつく市かな」というこ

とで、ぜひよろしくお願いいたします。 
 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、神宮司正人君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ９番、海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 それでは神宮司議員の１番の質問でございます。防犯灯についての関連質問をさせていただ

きます。 
 先ほどのお答えの中で市にお金がない、取り組みができない、なんとかそれぞれの行政区で

というお話は十分承知しながらの質問ですから、ただちょっと認識的に、市の取り組みが非常

に甘いんではないかという思いがありましたので、改めて質問させていただきます。 
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 昨今、ここ何年もですが笛吹市の商工会で再三、市当局には外路灯の建て替え、あるいは安

全管理についての申し入れがあったと思うんですが、今年度、商工会の総会へ出席させていた

だいた中で、商工会独自で市内全域の街路灯の調査事業をするという予算を盛ってありました。

その総会の折にもはっきり申し上げて、市があてにならないから私たちがやるんだよという話

までいただくに至っては、これはもう放っておけないなと。市があてにならないから商工会が

やるなんていう話になってきたときには、非常に弱った状態になるなというふうな感覚を持ち

ました。 
 今日の神宮司議員の質問に対しての答弁もますます弱ったなと。区のことも放っておかれる

のかなというふうなこと。通学路の安全確保だとか、それから安心・安全をとかということは、

きれいな言葉で非常に覆われているんですが、ＬＥＤの耐用時間というのは平均３、４万時間。

これを１日に計算しますと１，６６６日という耐用年数です。年に換算しますと１本が４年半

ぐらいもつという計算です。今、平均的に１年に１本くらい、たぶん切れているはずなんです

よね。これが５倍延びるとなると費用が５分の１で済むということです。そういうことも単純

計算しておやりになれば、費用対効果というのはすぐ出てくると思うんですが、そのへんも市

の取り組みが甘い原因になっているんではないかなと思います。 
 それから石和を中心とする夜の観光客の安心・安全、それも確保するのが非常にいい加減な

対応ではないかなというふうに感じられます。特についおととい催されましたホタルを見る会

にいたしましても、真っ暗なところを手探りで行きながら旅館組合の方が先頭になって案内を

して、２０、３０人のお客さんを連れて来るときも銀河の会が手作りでやっていただいた本当

にわずかな光を頼りに行っている。そのへんにやはり小さなＬＥＤでもぽつぽつとでもあれば

もっと安全で安心にホタルを見に行けて、非常に乱舞するホタルを見るのに安心で皆さんが行

けるかなと。案内する方は事故のないようにということで、懐中電灯を点けますので点けられ

たほうは大いに迷惑なんですよね。そういうことも前田環境部長に改めて申し上げますが、一

度、今日明日のうちに夜８時過ぎに行ってみてください。ホタルを見ながらここが真っ暗だよ

と、ここで襲われたらどうしましょうと。あなたが暴漢に襲われて金でも奪われたら事件です

よ。そういうことを身をもってご体験いただきたい。市長は体験しています。おととい来まし

たから。これは市長には届いていると思う。実際、行った方だから。そういうことでぜひ前田

部長にもホタルを見に行っていただきたい。 
 そういうことで、現在、行政区に対して、今、行政区でやっていただきたいというお話があっ

たんですが、今、先ほど私が約５倍に延びるという、この電球一本一本の費用も計算して、そ

れを各行政からその費用を全部、今、出している助成金やなんかを全部換算して、仮に市が全

部それをいただいて、今、当初、言った８，０７０基、全部を市が管理したからといくらのお

金になると思うか、もう１回計算をしてそのへんのことを、損得勘定ということであるであれ

ば、もう１回、精密に計算したお答えをいただければありがたい。今ここで資料がないとたぶ

ん言うと思う。だから今はいりません。ですからこの議会中の委員会の中で、建設経済でもい

いし、総務でもいいし、環境でもいいから、どこかの委員会でどなたの委員長さんにお願いす

るか分かりませんが、そこで明確な答弁をお返しいただきたく思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、前田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（前田一貴君） 
 一番最初の商工会の街路灯という関係につきましては、ちょっと私のほうでも把握しており

ませんので、また種類が変わるということでありますから、答弁は差し控えさせていただきま

すけども、あとホタルの関係につきましては申し訳ございません。私も見たことがございませ

んでしたから、そういう場所がよく分かりませんでした。私、狐川のそばですから裏へ行けば

いくらでもホタルがいて、自分なりには見ておりますけども、石和のホタルはちょっと見てお

りませんから、また確認したいと思います。 
 あと費用対効果といいますか、設置する費用等につきましては、また細かい計算をいたしま

して関係の委員会におきまして報告させていただきたいと思います。 
 ただ、今、既存の防犯灯を交換するというときには球だけではなくて、その器具から交換し

なければならないということがございますから、費用的にはかなり多額ということで、以前も

計算してあるようになっておりますので、細かい数字についてはまた委員会のほうで報告させ

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） 

 海野利比古君。 
〇９番議員（海野利比古君） 

 では、そういうことでもって答えをいただきながら先ほどの補助金活用ということを念頭に

置かれて、ぜひ回答をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開を３時２０分からということで。 

休憩  午後 ３時０３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１９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。 
 １４番議員、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 １４番、公明党の川村惠子でございます。 
 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 
 地域包括ケアシステムの構築について、伺います。 
 国は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に医療、介護、予防、住まい、生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の実現を進めています。 
 本市においても高齢者施策は最重要施策の１つだと考えております。地域包括ケアシステム

は高齢者が住み慣れた地域で最後まで暮らしていけるようにさまざまな団体、事業所、地域が

それぞれの地域で高齢者を支える仕組みです。その中にあって特に医療と介護を切れ目なく提

供していくこと、さらに高齢者の介護予防に力を入れることとなっております。 
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 今後、高齢者が急増する上で認知症対策が大きな柱の１つともなっております。地域包括ケ

アシステムの構築に向けた取り組みについて、以下伺います。 
 １点目として、日常生活圏域ニーズ調査の実施と分析について伺います。 
 ２点目として、地域包括ケアシステムと第６期介護保険事業計画との整合性を図る取り組み

がされていると思いますが、現状の取り組みと状況について伺います。 
 ３点目として、認知症対策として厚労省は認知症になっても本人の意思が尊重され、できる

限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会の実現を目指しています。支

援の現状と課題について伺います。 
 ４点目として本市においては直営で１カ所ですけども、地域包括支援センターの人員確保と

今後の取り組みについて伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに日常生活圏域ニーズ調査についてですが、本調査は２９年度を目標年度として本年

度、高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の策定にあたり、地域の高齢者等の課題を把握

し、計画に高齢者の意見等を取り入れることを目的に本年２月から３月に実施をいたしました。

分析結果につきましては５歳刻みの年齢層別と要支援・要介護の要介護度別のクロス集計を行

い市のホームページにおいて公表しております。 
 次に第６期介護保険事業計画策定の取り組み状況についてですが、計画策定の中心的推進組

織であります笛吹市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会を今月立ち上げ、団

塊の世代のすべてが７５歳以上となる２０２５年を見据えた計画策定を進めてまいります。計

画策定は３年に一度の計画の見直しであり、団塊世代の方をメンバーとして参画していただき、

ご意見を計画に反映していくとともに、第６期計画期間中の保険料額の策定も行うこととなっ

ております。 
 進展する高齢化の中、市民が必要とするサービスと増大する介護給付費とのバランスを考え

計画策定を進めてまいりたいと考えております。 
 次に認知症支援の現状と課題についてですが認知症の高齢者が年々増加傾向にあり、徘徊等

により保護されるケースの増加が懸念されるところであります。 
 市では徘徊等により保護された場合の緊急一時保護先の確保として、市内の施設５カ所と委

託契約を結んでおります。 
 また地域における支援体制として地域の見守りや支援ができる人材を増やすために、認知症

に対する正しい理解と認知症の人や家族を応援する認知症サポーターの養成、見守りネットワー

ク等、普及啓発に取り組んでおります。 
 今後の対策といたしましては、認知症にならないようにしていくために現在、実施しており

ます介護予防の一次予防事業であります講演会の開催や二次予防事業である認知症予防・支援

事業のきらめき塾などの教室を早い段階から積極的な参加に結びつけるよう取り組んでまいり

ます。 
 次に地域包括支援センターの人員確保についてですが、平成２６年度は市職員５名と社会福
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祉協議会からの５名の派遣による専門職員１０名体制で対応しております。 
 保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーの３職種が一体となり、地域の関係者による地

域ケア会議を構築し地域の課題を共有する中、相談窓口の対応、高齢者の権利擁護、要支援者

の介護プランの策定、ケアマネージャーへの支援などさまざまな役割を担っております。 
 今後、地域包括ケアシステムを構築していく上で人材の育成と確保に努め、各サービスと利

用者の要求をつなぐコーディネート機能を充実させ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。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。 
 まずはじめにニーズ調査の回収率と、おそらく１００％ではないと思いますので、未回収の

中から本来どういったことが見えてくるのか、そしてまた未回収の方たちをどういうふうに把

握して対応していくのか、お聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 回収率ですが高齢者一般調査が７９．１％、要介護・要支援調査が７３％となっております。

未回収の理由については調査把握はしておりませんが、要介護・要支援調査の７３％、残りの

２７％につきましてはこの対象者は基本的にもうすでにサービス等を受けている方ですので、

問題というか埋もれているものはないと考えております。 
 ただ一般の調査の２１％の方の回収についてはさまざま、憶測というか想像でしかないので

すが、もうすでに現役、元気で頑張っているので、このアンケートについて必要ないというこ

ととか、忘れてしまったとかという部分が大半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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 思ったよりも回収率が高いなというふうに感じました。そういった意味では、いかにこの高

齢者社会が皆さんに関心のある、他人事ではないという認識が高いのかなと思いました。先ほ

ど、答弁の中で認知症の一時支援場所が５カ所あるというふうにお聞きしましたけども、その

場所とどういった機能をされているのか、もう少し詳しくお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 一時保護先として委託をお願いしてありますところは御坂町の光珠荘、春日居の青い鳥老人

ホーム、御坂エール二之宮、石和町寿ノ家、八代きたじま苑の５カ所となっております。この

 ９７ 



施設にお願いしました実績としては、昨年２件ありました。１件が光珠荘で１４日間お願いを

しております。もう１件がきたじま苑で２日間、お願いしたという経過があります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ２件、そういう事例があったということと、２０日間と１４日間ということなんですが、そ

ういった方はしっかり身元が分かったということなんでしょうか。そのあと。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 この２件につきましては解決をしておりますので、それぞれ包括とかが調査いたしまして身

元等は確認ができております。 
 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） 
 それから今、全国的にも認知症の方が行方不明になるということが報道されておりますし、

山梨県においても１７名の方が認知症で行方不明になって、そのあと１名の方がその後も不明

のままということで、身元が分からないというふうに報道されておりました。その中で新聞の

中に行方不明の認知症高齢者を市民参加で早期発見する高齢者徘徊見守りＳＯＳネットワーク

の構築ということで、去年の１２月にも質問をされた方がいましたけれども、このＳＯＳネッ

トワークは認知症高齢者が行方不明になった際に警察や交通機関だけでなく、コンビニやガソ

リンスタンドなど一般市民にも名前や写真、服装などの情報を提供して早期に保護するという

取り組みなんですけども、その時点では検討課題ということのようでしたけども、その後この

取り組みについて、なんか進捗状況がありましたらお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほど川村議員がおっしゃいましたとおり、新聞に認知症の行方不明者が県内で１７名とい

うことで、先日、県のほうでも各市の担当が集まりまして、高齢者の見守り、高齢者徘徊見守

りＳＯＳネットワークについてということで協議をされました。その中でやはり構築している

市町村というのが７市町村、それで今、検討しているところが９市町村ということで、笛吹市

はその検討しているところの９市町村の中に入っておりまして、今まさにどういうふうに構築

していくかをやっている最中であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 一刻も早い取り組みがされるようによろしくお願いいたします。 
 それから今回、医療と介護ということで、とにかくケアシステムを構築するに当たっては２４時

間対応が地域包括ケアの柱になってくると思うんですけども、この笛吹市内で２４時間対応し

ている事業所がどれくらいあるのか。また今後、高齢化社会に向けて対応する、体制の課題が

あれば伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 今現在、２４時間対応をしている訪問介護等の施設ですが県内では２カ所、甲府市と笛吹市

にあります。笛吹市では昨年、平成２５年の９月から甲州定期巡回随時対応型訪問介護ステー

ションというのがサービスを開始しております。実績というか利用ですが、昨年は途中からの

開設だったということで１名ということです。ただ、今年度につきましてはすでに現在２名の

方が使いたいということで、予約が入っているということを伺っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 分かりました。それから今、これからさらに認知症の方への理解を深めていく必要があると

考えますけども、オレンジリングという、よく民生委員さんとか企業とか、それぞれ講習を受

けてオレンジリングをいただいているような状況なんですけども、いよいよそういった大人た

ちだけではなく、小中学校などで認知サポーターとか養成講座まではいかなくても、認知症に

対する理解を深める学習を行うことが地域での、本当にすべての人が見守るにつながると思う

んですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、認知症のサポーター講座といたしましては昨年は９回、開催をいたしました。それで

約１７５名の方が参加をしていただきました。講座を開設した場所は施設が２回、シルバーセ

ンターが１回、社協と連携しましてやってみるじゃんの高齢者のところなんですけども、そこ

でも１回、あとは保健福祉部の職員を対象に３回、それから市民の公民館のほうに出向きまし

て２回ほど行っております。また今年はそれにさらに食生活改善推進委員さんとか民生委員さ

ん、それからまた職員に対してもこの講座を開催したいと思っております。 
 今、議員さんがおっしゃいましたとおり子どもさんですね、小学生でも中学生でもこの理解

を得るためにいろんなところにこの講座は普及をし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） 
 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 本当に老いも若きもこの認知症を理解しながら地域で見守っていくということが、やっぱり

地域力を付けることが一番重要かなと思います。厚労省では認知症初期集中支援チームの設置、

例えば認知症地域推進委員の設置を求めていますが笛吹市の現状を教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、まだ笛吹市ではそれに対しましての構築については入っておりませんので、当然今後

増えていく中では検討していかなければならな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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。 
 それからこの１問目の最後なんですけれども、いろいろ国でも２７年度を目指して各笛吹市、

全国的にどういうふうに構築していくかをそれぞれが思案しているところだと思うんです。先

日、ある会合で地域包括ケアシステムの構築はオーダーメイドだという言葉を使われておりま

した。そのオーダーメイドというのは、介護に例えると本当に地域の状況とか高齢者率とか、

実情がそれぞれ違うと。その笛吹市独自に仕立てていくという、構築していくという意味で、

その各地域のオーダーメイドというふうな表現をされておりました。今後２７年度の目標とし

て意気込みというか、どういった点に特に笛吹市独自に力を入れていく点がありましたら伺い

たいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 今回の計画のポイントという部分は、これでは国でも示されている部分があるんですが、そ

の中で特に地域の資源を活用して、地域の特性に合った仕組みをつくること。また人材を確保

すること。このへんは特に今回の計画の特長という部分で示されております。それから２０２５年

を見据えてということなので、団塊の世代の方、特に笛吹市の場合は計画策定の中に１０年後

に７５歳に該当するであろう団塊の世代の方たちにワークショップの中へ入っていただきまし

て、自分たちの将来の姿という部分についても検討していただく部分で策定をしていこうと考

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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ここにいらっしゃるそれぞれが２０２５年には他人事ではないなということの認識を改めて

しました。そういった意味では今、自分に何ができるのかをさらに深く追求しながら少しでも
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地域のお役に立つことが大事かなというふうに、まずは認知症にならないように気をつけてい

きたいなと思いました。 
 それでは２点目に質問をさせていただきます。 
 寡婦（夫）控除のみなし適用について伺います。 
 昨年９月に婚外子の相続差別は違憲という最高裁の判断が示されました。この決定に際して

最高裁は子にとって選択の余地のない事項を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人

として尊重し、権利を保障すべきだという考えは確立されていると述べています。そして１２月

には民法が改正され、相続差別は解消されました。両親が結婚という手続きを取ったか否かに

よって差別され、非婚であることから不利益を被っているのは相続に関してだけではありませ

ん。所得税では結婚した両親の一方が亡くなったり、あるいは離婚したり、ひとり親いわゆる

寡婦（夫）となった世帯に対しては、課税に対して寡婦（夫）控除を設けております。しかし

結婚歴のない非婚のひとり親の場合には、この寡婦（夫）控除が受けられないことから経済的

な不利益を被っているという現実はたしかにあります。ことに近年、母子家庭の貧困問題が社

会的に大きな問題となっており、非婚のひとり親家庭にも寡婦（夫）控除を適用すべきである

という指摘が出てきております。これには税法の改正等が必要となりますけれども、自治体が

使用料などを決める事項に対しては非婚の家庭に寡婦（夫）控除のみなし適用を実施する自治

体も、まだまだ少数ではありますが全国的には少しずつ広がっているのが現状です。というこ

とで以下について、２点質問をさせていただきます。 
 １．笛吹市では実際に婚姻歴のない非婚ひとり親家庭の実態を把握しているでしょうか。 
 ２点目として、婚姻歴のないひとり親家庭の保育料などについて寡婦（夫）控除のみなし適

用する考えはあるかどうか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目につきましても答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに実態の把握についてですが、本市ではみなし適用を導入していないことから、市に

おいて結婚歴の有無を必要としないため、数値については把握しておりません。 
 次に寡婦（夫）控除のみなし適用についてですが、保育料は基本的に児童の年齢および保護

者の前年分の所得税や前年度分の市民税の額によって算定し、国が定める基準額以内の額で市

が決定する仕組みとなっております。 
 したがいまして、保育料の算定方法が税法上の寡婦（夫）の定義に基づいており、また課税

の状況を判断基準としているさまざまな社会保障制度などがあることから、婚姻歴のないひと

り親家庭の寡婦（夫）控除につきましては、所得税法等の改正により適用されることが本来で

あると考えております。 
 今後、市といたしましても国の動向を注視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。 
 １４番、川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 今、部長の答弁の中で実態を把握していないという答弁だったんですけども、児童扶養手当

の受給者の中から割り出していただければ、対象者は何人というふうに分かるかと思うんです

が、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、遠藤福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 ただいま、議員がおっしゃられたように児童扶養手当受給資格者の中では４３名となってお

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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ４３名の方がいらっしゃるということで、少なからずこの税改正がないということで不利益

を被っているというのが現状だと思うんです。その中でいろんな、全国的には税というよりも

料に関してみなしを適用している自治体が増えている中で、笛吹市において保育料をみなし適

用にしない場合とした場合どれだけの差があるか、もしお分かりでしたら伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、遠藤福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 再質問にお答えいたします。 
 この４３名ですけれども、それぞれ収入等の違いがございます。その関係から正確に数字を

出すということはできておりません。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ではぜひ少しの間、時間をかけていただいて差額を出していただければというふうに思いま

す。 
 それから全国的には所得税とか市県民税、税金の問題だけではなく、寡婦（夫）控除によっ

て算定されている、いわゆる所得額が公営住宅、市営とか県営住宅の入居資格や家賃、また先

ほど言いました保育園の保育料の算定のための基準となっておりますけども、それによって非

婚の母子・父子世帯の方と、先ほども言いましたように離婚とか死別した母子家庭の家賃の市

営住宅に関しての算定にあたっては、どんな差額が出るか伺いたいです。 
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） 

 川村惠子議員の再質問に、所管の部長に代わりましてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 
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 市営住宅の入居者でありますと、婚姻歴のないひとり親家庭の実態というのは把握できてお

りません。入居世帯は現在２９６世帯ございますけども、このうちひとり親世帯が６１世帯ご

ざいます。すべてが母子世帯でありますけども、そのうち寡婦世帯であるのか、あるいは婚姻

歴のないひとり親世帯であるのかというデータは保持しておりません。 
 それから入居のときの優先基準といいますか、そういったものにつきましては公営住宅につ

きましては、住宅に困窮する場合の度合いの高い方から入居を決定していくということであり

まして、婚姻のあるなしにかかわらず２０歳未満の子どもを扶養している配偶者のない方は優

先入居をしていただくというようなことになっておりますので、婚姻歴のない方についてもそ

こへの配慮はされております。 
 それから家賃の関係のご質問ですけども、公営住宅法による寡婦（夫）控除は２７万円とい

うことになっております。それぞれの住宅の家賃額は収入額に応じて９段階に分かれておりま

して、みなし適用しても家賃が変わらないこともありますが、段階が下がった場合には家賃の

一番高い住宅の場合には月額４，１００円程度、差があります。それから家賃の一番低い住宅

の場合には２００円の軽減ということになるということでございます。 
 以上でございます。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） 
 今、市営住宅のほうの算定にあたっての答弁をいただきました。一人ひとりにとってはそん

な大変なお金ではないかとも思うんですけれども、ことやっぱり母子家庭とか父子家庭になり

ますと毎月発生することでもありますし、ぜひこれはみなし適用を前提として前向きに考えて

いただきたいなと思います。その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 ただいまの件につきましては持ち帰らせていただきまして、所管の部局で検討をさせていた

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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 全国的には本当にみなし適用ということで動きがあります。ぜひ不利益を被らないように、

どの子にも平等な立場で支援をしていただければと思っております。現在、日本では約６人に

１人が、先ほどもありましたけども子どもが貧困とされる水準で生活しております。貧困家庭

に育つ子どもはさまざまな困難に直面していますし、進学したいのに経済的理由で諦めざるを

得ないケースや児童虐待につながったり、被害にあったり、不登校や高校を中退する割合が高

くなっているということも指摘されていますし、健康状態にも影響を及ぼすこともあります。

今後も笛吹市が子どもの貧困から不利益を被ることがないよう子どもの将来が、その育った環

境によって左右されることがないように、すこやかに育つ環境整備の充実を図っていただくこ
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とについて、最後にお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 今、議員がおっしゃられたとおり子どもはみんな平等であると私も考えておりますので、子

どもがその不利益を与えられないように、どの親のもとに生まれても同じ環境で育てられるよ

うな対策施策等をぜひいろんなところの部局横断的に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） 
 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
 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。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 それでは公明党の中川秀哉でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従いま

して、これより一般質問をさせていただきます。 
 本定例会におきましては１問、スマートフォンアプリを活用した行政情報の取り組みを伺う

でございます。 
 各地方の自治体では自治体が直面する課題の解決に貢献し、また地域住民にとって役立つ、

いわゆるスマートフォン用のアプリ、またはＷｅｂアプリが開発をされているところでござい

ます。主に地域情報、観光、防災、健康・福祉等、地域の活性化や安全・安心に資するものと

して、便利な情報を住民および観光で来られる方々に提供がされているところでございます。 
 例えば例を挙げると東京都杉並区では本年１月６日からごみ出しマナー向上のため、同区の

キャラクター「なみすけ」を活用した多機能携帯電話、いわゆるスマートフォン、このような

ものでございますけども、今、各自１台からまた端末を含めて２台お持ちだと。また高齢者の

方でも簡単なスマートフォンというものが持たれておりますが、その方にも無料で使える機能

となってございます。この「なみすけのごみ出し達人」という名前でございますが、これを東

京２３区で初めて無料で配信をされました。またそのほかにも、各自治体ではさまざまな取り

組みをされておりまして、例えば同じく杉並区ではこのほかにも昨年作られました防災アプリ

ケーションの無料配信、また大阪市の交通局ではこの市バスの接近情報アプリ。また岐阜県公

式の「みなもアプリ」。また観光システムの京田辺市の「ｉＴｏｕｒｓ京たなべ」。また松山市

ではハイキングと安心を１つにした「スマイル松山」。また愛知県の新居浜市では「にいはまい

んふぉ」と称してそれぞれの情報のアプリを作成されております。 
 本市におきましてもこれら行政からのお知らせや緊急情報、また災害情報、特にまた休日夜

間診療、ほかにイベント、ごみ出しのカレンダー、また防犯情報、火災情報、避難場所など、

またお天気カメラや交通情報、アンケート等、市民やまた市内に来られる観光の皆さまにニー

ズを図り、ホームページや広報のほかにそれぞれが独立した２４時間３６５日対応のワンストッ

 １０４ 



プ型の情報発信が必要と考え、市当局のご見解を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 笛吹市では現在、行政情報サービス用スマートフォンアプリは作成しておりません。地域情

報や行政サービス情報を発する手段といたしましては即時性、情報量の点において市のホーム

ページが最も大きな役割を担っていると認識しております。またＷｅｂアプリとしてツイッター、

フェイスブック等も開設しており、有事の際の災害情報を発信することも可能となっておりま

す。 
 市のホームページは、現在でもスマートフォンのインターネットアプリにより閲覧可能となっ

ておりますが、より利便性をよくするためにスマートフォン画面への対応について検討も必要

かと考えます。スマートフォンアプリについても、将来的には行政サービスの重要な手段とな

るとの認識を持っております。 
 しかしながら、新たなワンストップ型スマートフォンアプリを開発し提供する場合におきま

しては、システムの脆弱性対応および適正な維持管理に向けた組織体制づくりが課題であり、

費用対効果の点でも現行ツールのあり方も含めて検討する必要があると考えます。 
 先行している他市の取り組み状況や運用の際の問題点などを参考にしながら、調査・研究し

てまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（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。たしかに笛吹市の情報の発信の拠点はやはりホームページである

と認識しております。私も常々ホームページも拝見するわけですけれども、やはり必要な情報

を端的に取り上げるというには、いわゆる相談窓口から入っていくという形でなかなか新着情

報等と表のところに出てくるもののほかは見にくい状況だということは否めない。これはどこ

でもそうだと思うんです。そういう中で杉並区さんが取り上げられたのはやっぱり市民の方が

どういったときに、自分たちの地区はどこへごみを出したらいいのかということが、特に古く

からいる方ではなくて新住民さん、特に学生さんやら海外の方も含めてかなり新しい方が困っ

ているということから、２年前に開発を進められたというふうに伺っております。 
 このうち素晴らしいところは私たちも、これを言ってしまうと申し訳ないんですけども、分

かりやすい情報の入手というのは、機械もそうなんですけども、最初に楽しいことからボタン

操作相当で分かるんですが、この「なみすけ」の中には学習機能がありまして、そこにはゲー

ム感覚でそれがどこに分別されるのかということが分かるということも取り上げて、また辞書

機能も付いたり、カレンダーも付いたりということでございます。こういう中で私も今回、区

の役員をさせていただく中で、実は明日、粗大ごみの収集の日でございますが、最近はやはり

時間外の持ち出しとか、来るごみがなかなか対象になっていないものが多々出てきているとい
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う状況も含めると、やはり市民の皆さまがそれぞれいつ、どこに、どういうふうに出したらい

いのかというのを事前に学習するということも必要なんだろうと思いました。またお子さまに

とってもこれが学習の一環にもなるというふうに考え、簡単にその機能ができる、今ですと市

から出ているのはごみ出しカレンダーがあると思うんですが、それだけでやはり足りない部分

があると思いますので、そういうふうな形からご紹介をさせていただきました。 
 そしてまた同じ杉並区さんの中ではこれは緊急避難の情報というものが昨年、アプリとして

出されましたが、これがほかの市と違うところはオフラインでその操作ができるということで

ございます。これは通常、情報を入手するにはオンライン、いろんなところからの情報をもらっ

てそのためにできるんですけども、実際そういう、中には電波が通らないところではそこから

先が進まないというのが現状です。でもこのオフラインは事前にこの情報をダウンロードして

おくことによりまして、今、どこの場所にいるかというところから最短の避難所、また緊急の

医療先等々の情報を入手することが容易にできるということでもございます。そしてこれら、

ほかの機能もそうなんですけども、何が１つの要諦かというとコストという部分も含めて開発

にかかるところでございますが、これは総務省のほうでも平成２２年度からこのＩＣＴふるさ

と元気事業というものが開始されておりまして、その中でＮＰＯを通じた共同開催でそれが進

められるということで、また優良な補助も出ているということでございます。さらに私たちも

推進させていただいています愛知県の新居浜市の中ではそういったものの情報を、１つの括り

に合わせた中で、その中で必要な部分をそれぞれが選ぶことができるということをやらせてい

ただきました。そういうご紹介をさせていただく中で、すぐにという形は無理かとは思うんで

すけども、これから市民の皆さまもそうですけども、市内に来られる観光客の皆さま、また海

外の方を含めてそういった情報の発信の１つとして、ぜひまたご研究をいただくようにお願い

したいと思うんですが、いま一度ご答弁を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。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えをさせていただきます。 
 中川議員からご紹介をいただいて、ここへいわゆる例示をしていただきましたので、早速私

もインターネットからちょっと調べさせていただきました。総務省のページを見ますと一番最

初に杉並区のものも出ておりましたが、基本的には「なみすけ」という表現をするそうですね、

そのアプリは。その中のごみに特化したのは「ごみすけ」と言うそうですね。たしかに杉並区

は新住民といいますか、新たにそこへお出でいただいた方がごみの出し方が分からない、分別

が分からない。そういう問題を抱えて、ではそういう人たちにどうやって伝達をしようかとい

う部分の中でこのアプリの開発に踏み切ったという原因があります。それと新居浜の「いんふぉ

にいはま」、これについてももともとこの地区はケーブルテレビで市の情報をすべからく流して

いたと。ところがその割合が４０％しか流されていないと。あとの６０％をどうしましょうか

ということで、そのケーブルネットの会社が開発アプリを採用してそれをつくったと。いわゆ

る地域地域に問題があると。私ども先ほどご提案いただいた観光なんていうのは、ひとつ情報

をとる者にしてみれば情報を取るソースというのは多ければ多いほどありがたいわけです。ま

たその使う世代、それと費用対効果、先ほど言いました脆弱性という部分の中であれば、いわ

ゆる危機管理も含めて検討させていただければと思います。 
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 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。今年の大雪の件もそうでございます。またこれから大水の出る可

能性もある、土砂災害になる可能性もある、いろんな部分で笛吹市を取り巻く環境というのは

さらに未曾有の難しい状況があると思いますので、ぜひともそういう情報の発信が幅広くでき

ることを願いまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 お諮りします。 
 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定しました。 
 次の本会議は明日１８日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ４時０６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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 昨日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは１１番、北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 おはようございます。笛新会の北嶋恒男です。 
 通告に基づきまして１問目は市民の生命、財産を守る消防体制の充実について質問いたしま

す。 
 安心・安全への備えはまちづくりの基本であります。市民のかけがえのない命や財産を守る

現在の消防活動は、笛吹市消防本部と７分団からなる笛吹市消防団により行われております。

町村合併から１０年目にあたり、今後の消防体制のあるべき姿として以下の点についてお伺い

いたします。 
 そこで１点目として、消防力の現状と今後の対応についてお伺いいたします。 
 市町村が適正な消防力を整備するにあたっての指針として、国が示している消防力の基準に

対する本市の消防職員数、消防車両の整備状況などの充足率と現状認識と今後の対応について

お伺いいたします。 
 次に２点目としまして、消防職員の人員体制についてお伺いいたします。 
 笛吹市職員定数条例によりますと消防職員の定数は８５名であり、現在、消防職員数は条例

定数どおりの８５名で消防救急業務にあたっていると聞いておりますが、平成２０年度にそれ

までの定数９０名を８５名に削減し、現在に至っていると伺っております。火災、救急救助を

はじめとする災害出動件数や消防法に定める建築同意や立ち入り検査など、予防関係の業務件

数が増加傾向にある中で消防救急業務の高度化・複雑化が進んでおり、これに伴う人員体制の

充実が求められております。 
 現在の消防職員定数および人員体制で十分な対応が可能であるのか、お答えください。 
 次に３点目としまして、救急搬送への取り組みについてお伺いいたします。 
 救急業務の高度化および迅速化につきましては、さまざまな改善の取り組みが進められてい

るとお聞きしておりますが、現在、本市消防本部において実施、あるいは計画されている救急
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搬送迅速化、高度化への取り組みについてお伺いいたします。また本市の管外への搬送率が高

いことをお聞きしましたが、現状認識と今後の対応についてお伺いいたします。 
 ４点目といたしまして、消防署の３出張所および消防団詰所と消防施設の老朽化についてお

伺いいたします。 
 消防署の３出張所はいずれも築４０年以上を経過しており、施設の老朽化や耐震化、出張所

の適正配置といった課題がありますが、今後の対応についてお伺いいたします。 
 また消防団詰所についても老朽化している施設も見られ、消防団の施設・装備の充実強化に

ついて、現状認識と今後の対応についてお答えください。 
 １問目は以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １点目の答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 北嶋恒男議員の最初のご質問、消防力の現状と今後の対応について私のほうからお答えいた

します。 
 東日本大震災以降、防災体制の強化が強く求められています。消防が防火・防災および救急・

救助業務を行うために必要な設備、人員の基準は国の消防力の整備指針により定められており

ます。 
 施設、車両につきましては救急車６台、消防車１８台で充足率１１４％ですが、一方これを

運用する人員は８５名の５３％で、県下１０消防本部の平均５５％を下回っております。 
 現状では少ない人員でありながら救急対応時間、防火対象物査察件数等は県下トップクラス

の成果を挙げております。 
 また火災、災害現場等でバックアップいただける消防団とは日ごろから訓練を重ね、連携を

高めているところであります。 
 今後につきましては市民の安全・安心を最優先とし、ますます高度化・複雑化する消防業務

に対応するため、現在８５名の定数を９０名に増員していきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 
 なお、以降のご質問については消防長より答弁させていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いての答弁を、風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 まず消防職員の人員体制についてですが、合併以来年々救急出場は増加し、消防業務の多く

を占めています。救急救命士法の施行に伴い救急業務は高度化しており、患者の状態に応じて

医師の指示のもと気道確保、薬剤投与等の医療行為ができることとなり、市民の救命率も格段

に上がりました。 
 救急出動件数が増加する中、救急車が出場中に他の救急要請があった場合、消防車により隊

員が先発して救急車到着までの救急対応を行うＰＡ連携、消防本部職員の補充による本署、ま

たは他の出張所からの応援出動等により対応することになっておりますが、限られた人員体制

の中ではなかなかＰＡ連携等も難しくなりつつあるのが現状であります。 
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 次に救急搬送の取り組みについてですが救急搬送の迅速化、高度化につきましては重症患者

の場合は救急救命士の判断によりドクターヘリ、ドクターカーの派遣要請をし、同乗医師によ

る迅速な治療が受けられる体制を整備しており、患者の症状に応じ病院リストから搬送先を速

やかに決定し搬送しております。 
 また救急救命士による医療行為は気道確保、点滴処置、ブドウ糖の投与等が認められ、高規

格救急車の充実した装備にてこの救命処置が実施でき、市民の救命率も格段に上がっています。 
 このため現場に携わる救急救命士は、再教育病院実習が義務付けられています。救急救命士

は現在２１名おり、今年度も１名を資格取得に向け研修に派遣いたします。 
 市外への搬送率につきましては市内には入院、手術を要する救急患者に対応できる２次医療

機関が３施設ありますが常勤医師が内科、外科、脳外科に限られているため、他の診療科は市

外の医療機関へ搬送することになり、全体の５３％を占めています。 
 市外搬送する場合は近隣市の掛かり付け医、または２次医療機関と速やかに連絡を取り、迅

速な搬送に努めております。 
 今後は笛吹市医師会と連携し、峡東地域保健医療推進委員会等の協力を得ながら常勤医師が

増員されるよう働きかけてまいります。 
 次に消防施設の老朽化についてですが、消防署の出張所につきましては、高い機能性と高い

耐震構造を有していなければなりませんが、３出張所いずれも築４０年以上の経過により老朽

化が進み、併せて耐震性も有しておりません。消防本部では出張所庁舎整備庁内検討委員会を

設置し、本市の実情と地域特性を考慮し適正配置も含め、整備に向けて協議・検討を進めてお

ります。 
 消防団の施設・装備の充実・強化につきましては現在、本市消防団は詰所８８棟、消防車両

１１１台を保有しているところであります。市では合併直後から消防団員数の確保および市の

財政状況を考慮し、消防団組織の合理化を図るため各部の統合を推進してまいりました。統合

した部については、詰所建設と消防車両の整備を優先的に行ってきたところであります。 
 施設・設備の更新は計画的に行っておりますが、毎年、消防団詰所１、２棟、消防車両３、

４台の更新が限界であるため、消防団施設・設備の老朽化に追いつかない状況でありますが今

後も国の財政支援や３１年度まで活用期限が延長された合併特例債等を有効的に活用し、消防

団施設・設備の充実・強化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。 
 １１番議員、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうもありがとうございました。 
 またただいま、市長のほうから５名の増員を検討されるというお話がございましたけども、

例えばこの５名が増員になりますと、今るる説明がございました今の本部体制がどのように活

性化されるのか、お伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
 

 １１３ 



〇消防長（風間勇君） 
 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 増員による消防本部の活性化についてですが、実働人員を確保することで救急救命士の実務

研修をはじめ予防・啓蒙等の専門研修をより多く受講することができ、職員のスキルアップが

図れ、高度化・複雑化する消防業務に対応することができます。また消防車により隊員が先発

し、救急車到着までの救急対応を行うＰＡ連携も可能になり、火災救急出場への２次出場がよ

り迅速に対応することができます。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 ではそれから、また私は以前から現場の声として非常にきちきちな勤務体制で行われている

ということをお聞きしまして、まず職員の健康管理面でも大変心配しておったところです。例

えば夜間体制において、実際に先日も八代のほうで連続で火災があったわけですけども、そん

なような場合とか、それから救急業務対応が重なった場合、人員が不足するわけですけども、

そのような体制の場合、非番の職員を招集しなければならないということもあると思うんです

けども、実際のところ緊急出場の実態は、非番の職員への体制はどのくらいあったのか、お伺

いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 夜間の救急対応が重なった場合の救急出場体制、非番者の招集実態についてですが、火災救

急救助要請が重なった場合は管轄以外の分署、または他の出張所から応援出場しています。非

番者の招集につきましては平成２５年が３２件、延べ２５７名、平成２６年が５月３１日現在

ですが１３件、延べ２４２名、うち雪害関係が４件、延べ１３８名です。 
 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） 
 よく分かりました。それから救急搬送の件ですけども、お答えの中、市外への搬送率が５３％

ということですけども、実際、医師不足の状態はすぐには改善されないように思います。例え

ば市外への病院ですね、中央病院とか共立病院とかだと思うんですけども、どういう患者さん

が多いのか、現在の状況をもう少し具体的に説明をお願いしたいと思うんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 市外病院への搬送の状況ですが、市外搬送患者のうち交通事故、労災等による外傷患者の重

傷者はドクターヘリ、またはドクターカーが対応となり、必ず救急救命センターへ搬送され、

３分の１を占めております。残りの３分の２が常勤医師のいない診療科とかかりつけ医が市外
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の医療機関の患者さんであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 分かりました。それから第４問目ですけども、消防施設の老朽化についてですけども、消防

署の出張所は今後、統合するのか、それか廃止するのかの結論はいつごろになるのかというこ

とと、また各町の消防団の詰所の施設についてですけども、老朽対策が大きな課題になってお

ります。今後はどのような解決策があるのか、もし財政難もあると思うんですけども、うまい

アイデアがありましたら、お伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 
 出張所の統廃合についてですが、出張所庁舎整備庁内検討委員会を設置し、検討を進めてお

りますが、内外からの多くの意見をいただき、本市の実情、地域特性を考慮し出張所の統廃合、

適正配置につきましてもできるだけ早い時期に結論を示し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） 
 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 
 それでは私のほうから消防団の詰所の関係について、答弁をさせていただきます。 
 消防団につきましては、災害時において地域の消防力の中心的な大きな役割を担っていると

いうことで、その詰所につきましては消防団活動の拠点となる重要な施設であることは間違い

ございません。先ほどの答弁の中で市内に８８の詰所があるという答弁をさせていただきまし

たけども、その中には車庫だけで公民館等を待機所に利用しているというところもございます。

実際、詰所となっているところは７０数カ所ぐらいではないかと思います。 
 そのうち５６年以前に建てられている建物がこちらのデータでは１２、１３カ所、それから

建築年度が不詳となっている施設も８カ所ほどございますので、大体２０カ所くらいはいわゆ

る耐震性能を備えていないんではないかなと考えられます。 
 施設の整備につきましては、地域防災計画の中で消防防災施設等の整備計画ということで計

画的に整備を行っていくことになっております。新しい防災計画の中には、平成３５年までの

間で１０施設ほど整備をするということで、大体、築２５年以上のものを対象として計画には

のせてございます。 
 ただ、こちらにつきましては統合計画のない春日居、八代分団の関係の詰所が載っておりま

して、統合計画のある御坂、一宮、境川地区の詰所につきましては統合が進んだら随時、建設

をするということで、こちらの計画のほうには載っていない状況ではございます。ただ統合計

画のほうもなかなか思うように進まない部分もございますので、それぞれの詰所の実情を見な

がら、老朽化がかなり進んでいるものについては、この計画とは別に整備を進めていかなけれ

ばならないのかなというふうには感じております。 
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 昨年１２月にできました消防団の充実強化法ですか、この中にも施設整備の強化ということ

を謳われておりまして、緊急防災減災事業債につきまして平成２６年、５千億円に拡充された

ということで、２８年の３年間までとりあえずこの制度が継続されることになっております。

これらの有利な起債を活用する中、また合併特例債のほうも延長されておりますので、この間

にできるものはやっていきたいと考えているところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 今お伺いしまして、真剣に将来に向けて検討されているということですけども、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 
 それでは２問目の質問をさせていただきます。 
 公共工事の入札契約制度の検討について、お伺いいたします。 
 現在、自治体の入札改革で多く採用しているのは、予定価格の事前公表と一般競争入札の範

囲拡大であります。山梨県工事についてもこの制度を実施してすでに久しく、約２０年以上経っ

ております。 
 この制度に変わってからはまず第一に、予定価格漏洩による談合への関与を防止できるとい

うこと。職員は安心して業務に専念できているということ。また、発注者側の設計内容の見落

としとか、ミスがあれば入札前にチェックできるということなどメリットは多いわけでありま

す。ついては笛吹市の現状認識と今後への対応について以下、お伺いいたします。 
 １点目ですが、本市の予定価格の事後公表を続けている理由についてお伺いいたします。 
 同じ管内にあって県工事は事前公表で行っているのに、笛吹市では事後公表なので施工者側

にとっては迷うところもあると思われます。また予定価格を秘匿すると、要するに他人に秘密

に隠しておくということですけども、職員と業者との間が遠慮がちになりまして、本来の業務

の積極性が削がれることがあると思いますが、見解をお伺いいたします。 
 ２点目ですが、談合防止対策への取り組みについてお伺いいたします。 
 全国的にはまだ官製談合の事件がときどき発生しておりますが、本市の談合防止対策への取

り組みはどのようにされているのか、お伺いいたします。 
 ３点目ですが、工事成績評定の反映についてお伺いいたします。 
 優れた技術力、創意工夫への評価などは本市ではどのように反映されているのか、お伺いい

たします。 
 以上です。 

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） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに予定価格の事後公表を続けている理由についてでありますが、予定価格を事後公表

とした経緯につきましては、一般競争入札の導入時から平成２４年６月まで予定価格を事前公

表としておりましたが、事前公表することにより最低制限価格が推測でき、特に事後公表に切
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り替える前の入札では最低制限価格での入札が増加し、同額によるくじ引きによる落札候補者

の決定案件が増加したためであります。これは応札者が入札価格の適切な積算を行わず、予定

価格から最低制限価格を割り出すような傾向が見受けられたことが要因と思われます。 
 最近では平成２６年２月７日付け、総務省自治行政局長および国土交通省土地・建設産業局

長からの公共工事の円滑な施工確保についての通知によりまして、予定価格、最低制限価格等

について、事前公表により当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札

者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った業者が受注す

る事態が生じ、業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じ得るなどの問題によ

り事前公表を見直すよう適切な対応を行うこととされております。 
 今後は予定価格、最低制限価格の事前公表、事後公表のメリット、デメリットを引き続き検

証し、より公正な入札方法を検討していきたいと考えております。 
 また職員と業者間の関係について、遠慮がちになるのではとのご質問につきましては、現在

の入札システムにおきましては、予定価格の公表の仕方が事前公表であっても事後公表であっ

ても入札前に職員と業者が接触する機会はありませんので、そういうようなことはなく施工、

信頼関係について問題はないと考えております。 
 次に談合防止対策への取り組みついてですが、職員は全体の奉仕者であって常に公正な職務

執行にあたり、市民の信頼を得なければなりません。このためには業務中に限らず日常生活の

行動が公務に影響することを認識し、常に公私の別を明らかにしなければなりません。 
 そこで本市では官製談合の防止対策として公共事業関係職員倫理マニュアルを定め、職員が

関係業者との接触にあたっての禁止・遵守事項についての共通認識を持ち、職務の公平さや信

頼の確保について徹底を図っております。 
 次に工事成績評定の反映についてでありますが、工事完成検査は本市建設工事検査要綱等に

基づきまして検査を行っており、工事成績評価は本市建設工事評定要領により請負代金が原則

として１件５００万円以上の建設工事について評定を行っております。 
 ご質問の優れた技術力、創意工夫につきましては、工事成績評定の項目として請負業者の高

度な技術力、施工・品質・安全衛生・管理においての工夫を採点し、他の施工体制、施工状況、

出来形および出来ばえ、社会性、法令遵守の項目と合わせて評定結果を請負業者に通知してお

ります。この工事成績評定結果を入札参加資格申請時における経営事項審査評定値、いわゆる

Ｐ点に加算し、本市における総合評定値として採用しております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 ありがとうございました。私、この再質問では少し、この事前公表制度のよい点ですか、体

験した情報から少しアピールしたいと思っております。当局との見解の相違も多少あるかもし

れませんけども、ご検討をお願いしたいと思います。 
 まず職員からの価格漏洩や官製談合の疑惑がなくなるということであります。漏洩は悪いと

は思っていましても、例えば電話などで聞かれることもないとは言えません。求められれば情

というものがありまして、ぴったりの数字でなくてもこの数字の上か下かというような誘導で
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簡単に答えてしまうということもままあると聞いております。一般競争入札になっているとい

うことは、入札者にはみんなに公平でなければなりません。特定の人が知っているというよう

なことがあってはならないということでございます。 
 それから事前公表になれば各社では実行予算というものを立てて、安心して積算ができるわ

けです。答えが最初に出てしまえば、自らは積算しないではないかと今のお答えですけども、

それは認識不足でありまして、これでやれるという数字を出して、そして安心して応札すると

いうことが、ほとんどの会社はそうだと思います。 
 それから各社で実行予算を立ててみて、設計内容にちょっとおかしいなと。こんな金額では

ないだろう、間違いがあるではないかということも事前に発見できることもあります。発注者

側にとっても事前チェックの場にもなりますし、大きな変更になることを防ぐことができると

いうことでございます。 
 そしてまた公表してしまうと入札価格が最低制限価格に集中するんではないかという問題を

言われますけども、これはくじ引きで決まれば公平であると思います。先般の報道では横浜市

では制限価格を上げようという事例も出ているそうです。これらも最近は事業者がだんだん減っ

てきているということもありまして、大事に育成しなければならないという意味もあると聞い

ております。 
 このような関係になっていけば、事業者側も業者側も発注者側と請負者側との非常によい関

係で信頼関係が出て、よい仕事が出て利潤も得られて、気持ちよく仕事ができるということに

なって、自信を持って監督者は業務に当たれるというのではないかなと思います。 
 また最近の入札について、県の県道整備部との聞き取りも最近いたしまして、健康時はスムー

ズに長年続けているわけですけども、事業の執行、施工、品質には問題ないという情報を得て

おります。同じ笛吹市の事業者でありながら県と市で違う制度で仕事をするということは本心

のところはやりにくいんではないかなと思います。 
 以上のような理由によって改めてご検討が必要ではないかと思いますが、再度市のほうのこ

れについてのご見解がありましたら、お願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） 

 北嶋恒男議員の再質問にお答えいたします。 
 ただいま事前公表制度のよい点につきまして、議員長年のご経験の中からご発言をいただき

ましたが、事前公表をすることで職員に対する予定価格を探るような行為などの不正行為の防

止になると。それから発注者側と請負者側のよい意味での信頼関係を築くことができる。また

県の工事のスムーズな事業執行の様子などもお伺いいたしまして、メリットが多数あるという

ことは議員のご指摘のとおりと私どもも認識はしているところであります。 
 しかしながらデメリットについても、これは考えていかなければならないことであります。

現在、県内の１３市の予定価格の公表の仕方につきまして、ちょっと調査をいたしましたけれ

ども、全案件を事前公表している市が３市、全案件を事後公表としている市がやはり同じく３市。

事前公表と事後公表の併用をしている市が６市。それから全案件非公表という市が１市ありま

して、県内におきましても公表時期が統一されておらず、市によってさまざまな状況でありま

す。各市においてやはり検討の段階というふうに思われます。本市の入札のシステムにつきま
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しても現在の方法がベストとは考えておりませんし、さらなる改革、改善への取り組みが必要

であると、こんなふうに考えております。事前公表と事後公表のメリット、デメリットをしっ

かりと検証した中で改善に向けて取り組んでいきたいと、こんなふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 いろいろ県下の状況を調査していただいて、本当によかったと思います。いずれにしろ職員

の意見をよくお聞きになっていただいて、上から簡単に判断するんではなくて、ぜひ実務をし

ている当事者の多くの意見もお聞きしながら、ぜひ検討していただきたいと思います。これで

私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了します。 
 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） 
 笛新会の岩沢です。 
 先ほどの北嶋議員の１問目の消防の体制、そして消防団の装備について関連質問をさせてい

ただきます。 
 ４月の境川の地域審議会において私もはじめて聞いたわけですけども、境川の分団の第１０部、

これが前年度からかなりポンプが壊れていまして、修理修理の連続でやっていたわけですけど

も、なんか今度は春日居分団の何部かは知りませんが春日居分団のほうで新しくしたので、そ

のお古が境川の１０部にきたという話を聞いて、消防の分団長が怒り心頭でいろいろやってい

たわけですけども、春日居分団のどの部が新しくなって、そのお古が境川の１０部にきたんで

しょうか。それをまずお聞きしたいと思います。 
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） 

 岩沢議員の関連質問にお答えをいたします。 
 春日居分団第３部のもの、車両を新しくしてそのポンプが利用できるということで境川分団

のほうへまわしたという形になります。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 春日居分団の第３部、この笛吹市の平成２０年の消防の整備計画によりますと平成２４年度

に春日居分団の第３部、これも小型動力ポンプ積載車を買い替えるとなっております。と同時

にこの２４年度にも、境川のお古がきた第１０部も買い替える予定にはなっているはずです、

これには。でもその同じ年度に買い替える予定の春日居は新しくなり、境川の１０部はお古が

きたということですけれども、先ほどの答弁の中で統合を推進したところを優先的にやってい
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るという話を聞きましたけども、境川のこの１０部は統合計画にもその部は単独で残ると。境

川分団の統合計画によるとですよ。１０部は残るんですよ。でもこのときは春日居は新しくな

り、境川はお古くがきたと。２２年目です。境川の１０部は。これはどういう判断でそういう

ふうになされたわけですか。 
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） 

 質問にお答えをいたします。 
 はじめに先ほど春日居は第３部の入れ替えと言いましたけども、機動部との入れ替えという

ことで訂正をさせていただきます。 
 また境川の第１０部の車を２４年度に当初の計画で入れ替えるという予定でいたものをその

ときに入れ替えをしなかったということでございますけども、統合計画につきましては御坂と

一宮と境川の一部の地域のものを統合計画の中に入れてあるということで、統合ができなかっ

た場合は先送りをしているような状況なんでございますけども、境川の第１０部につきまして

はもともと統合計画がなかったということで、それを先送りした理由ということでございます

が、当面ポンプが使えるということで、車両全部を入れ替えるということではなくて、ポンプ

だけをとりあえず入れ替えさせてもらったという状況でございます。それで新しい計画の中で

は、第１０部については平成２８年度の中で入れ替えをする、車両を入れ替えるという計画で

ございます。第１０部が平成４年の初年度登録のものですけども、２０年以上が経過するとい

うことですので、２８年度には入れ替えをさせていただくという計画で進んでおります。 
 なお、整備計画は計画してございますけども、当然、消防活動にポンプの故障とか車両の故

障で支障が出るというような場合には、この計画は計画として優先して替えなければならない

というような状況も当然、出てまいると思いますので、それはそのときの状況に応じて判断さ

せていただ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） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 平成２８年度に買い替えると今、答弁がありました。約束をしていただいたというふうに受

け止めます。 
 消防の、そのときの地域審議会の中でも出ました過去の消防の団長経験者、今、団長経験者

が何人かいて、笛吹市の中で協力会というような形であるそうですけども、その協力会のほう

でも例えば部の統合、いろんなことをする場合に人口当たり１千人を目標に１つの部、個数で

いうと約３００から４００という提案が市のほうへも協力会を通して、私たちはしていますよ

という話が団長経験者から話がありました。ただし人口で、それを１千人とするよりも面積と

か地形は何も考えていないのかと。人口密度の高いところはいいですけれども、山火事あり、

畑のぼやなどいろいろあるわけですけれども、やはりそれだけで通る分団と通らない分団があ

ると思います。そういうことも考えて、しっかりとした統合計画は立てていかなければならな

いと思います。またこのことについて、私は９月の議会でもう少し詳しくやりたいと思ってお

ります。 
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 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。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 笛新会の荻野謙一でございます。 
 入札制度について、１つお伺いしたいと思います。 
 今、笛吹市の入札要綱、非常に分かりづらい入札要綱でございます。この要綱をもう少し的

確な要綱に変えていただいて、公正性をちゃんと持ち、また業者の品質と技術力の確保をする

ようにしていただきたい、そのように私は考えているところでございます。そのへんについて

要綱の内容について、１つお聞きをしたいと思います。 
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） 

 荻野謙一議員の関連質問にお答えいたします。 
 入札制度の要綱等につきましてのご質問でありますけども、合併以降、本市では県内でもい

ち早く一般競争入札を導入する等、取り組みを進めてまいりました。その都度、要綱とか要領

を定めまして、ホームページ等で公表する中で公正・公平な入札制度に取り組んでまいりまし

た。少し分かりにくい部分があるというご指摘もいただきましたので、再度このへんをしっか

り検証いたしまして、改善すべきところは改善に向けて取り組んでまいりたいと、こんなふう

に考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ぜひそのように進めていただきたいと思います。 
 それが今、笛吹市で入札問題が取り上げられておりますけども、そういった問題が少しでも

なくなるようにしていただければと思います。これはやはりいろいろと業者、内容的には１億

円以上の業者を特定業者とか、要綱の中に明確に、誰が見ても明確な入札ができるような要綱

にしていただければと思います。 
 以上です。答弁をお願いします。 

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） 
 荻野議員の関連質問にお答えいたします。 
 先ほどもお答えいたしましたように入札関係の要綱、また要領等につきましては、市の例規

集の中でかなりの数がありますので、どういった部分かというところもしっかり中身を精査し

まして改善をしていきたいということでご理解を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。 
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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。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に基づき一般

質問を行います。 
 はじめに防災計画・災害対策について質問いたします。 
 ２０１１年の東日本大震災、また今年２月の未曾有の豪雪災害と大規模かつ広範囲にわたる

災害に見舞われ、平常時の災害への備えや防災対策の重要さは一層認識が深まっていると思わ

れます。しかし、市や市民の防災力を向上させるためには不断の取り組みや改善が望まれるこ

とと考えます。そこで本市の防災計画、ならびに災害対策について以下、お伺いいたします。 
 まず本年２月に見直しをされました本市の地域防災計画の改善点、ならびに特徴についてお

聞きします。 
 次に条例によって設置されている市の防災会議について、委員構成とこれまでの会議の開催

状況をお聞かせください。 
 次に議会は市の災害対策に対し、監視機能を働かせて充実を図っていくことがまずは基本と

考えておりますが、災害対策における議会の役割について行政としてどのようにお考えでしょ

うか。また、市防災会議への議会の参画についてのご所見をお尋ねいたします。 
 次に災害広報として今年の豪雪時の対応についての検証の状況と今後の改善・充実の方策が

ありましたらお聞かせください。 
 次に今回の雪害時に数多くの県内外からのボランティアの方々が雪かきから始まり、農業用

施設の除雪や撤去に駆けつけてくれました。災害時のボランティアへの対応や調整において課

題もあったことと思います。どのように考えているのかをお尋ねするとともに、ボランティア

希望者の受付窓口を一本化することで生じる問題点などはなかったか、お聞かせください。 
 次に雪害を受けて、防災計画に基づく農地・農業用施設災害復旧事業計画の作成は行われた

でしょうか、お聞きします。 
 次に学校等における防災訓練について学期ごとに実施されているものと思いますが、市内の

小中学校、保育所での訓練内容とその検証や評価についてお尋ねいたします。 
 また学校施設を災害時に指定避難所として機能させなければならない場合、児童生徒は引き

渡しを行うよりも、そのまま避難所に留まる必要も想定されますが、そのための訓練は実施さ

れているでしょうか、お聞かせください。 
 最後に本市の防災担当部署について、危機管理対策を総合的に行い得るような強化と人員増

も含めた検討を求めたいと考えますが、市のご見解を伺います。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
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 はじめに見直しされた地域防災計画の改善点ならびに特徴についてでありますが、今回の地

域防災計画の見直しにおきましては変更箇所が多く、ほぼ全般にわたって見直しを行っており

ます。 
 まず平成２３年３月に発生した東日本大震災を教訓とした災害対策基本法の一部改正に基づ

く、内容の修正および法改正に伴う県の地域防災計画の変更も反映しております。さらに原子

力災害予防対策計画、富士山からの降灰に備えた火山情報の内容、ならびに昨年８月から運用

されております特別警報につきましても新たに追加しております。 
 次に、防災会議の委員構成と会議の開催状況についてであります。 
 防災会議の委員構成につきましては、条例により会長および委員３０人以内をもって組織す

ることとされておりますが、現在は２２名で構成されています。委員の構成につきましては甲

府地方気象台の職員、山梨県の職員および警察官各１名、市長部局職員８名、教育長、消防団

長、ならびに指定公共機関または指定地方公共機関の職員８名で編成をされております。会議

の開催状況ですが、昨年度におきましては地域防災計画見直しに伴いまして、２回の会議を開

催いたしました。 
 次に災害対策における議会の役割、防災会議への議会の参画についてであります。 
 災害対策における議会の役割の考え方でありますが、２月の大雪・雪害の経験から申し上げ

ますと、議会の皆さまには市の災害対策本部の行動とは別に国・県をはじめとする関係諸機関

への支援・応援要請等を発災当初から積極的に行っていただくことが早期の災害復旧・復興へ

の最も重要な役割であると考えております。 
 また議員の防災会議への参画についてでありますが、防災会議条例に規定する所掌事務を行

うため、関係の行政機関や市の職員等がそれぞれの分野において議論していただくこととして

おりますので、議員さんの参画は想定しておりませんが、防災会議の結果によりいろいろな面

において議会にご相談させていただく場合があろうかと考えます。 
 次に災害広報として、今年の豪雪時の対応の検証状況と今後の改善・充実の方策についてで

ありますが、今回の大雪にかかる市民への情報発信としましては、２月１４日の防災行政無線

による「大雪警報について」をはじめ１５日の午後からは市ホームページおよびツイッター、

フェイスブックといったＳＮＳによって情報発信を行い、３月２日までの間に防災行政無線で

約３０件、ホームページ等で約６０件の情報発信を行いました。 
 内容につきましては学校の休業、イベントの中止、ごみ収拾など市民生活に関することや不

要不急の外出の自粛、落雪や雪崩、除雪作業時の安全確保などの注意喚起を行うとともに道路

状況の写真を添付したＳＮＳでの情報発信を行いました。 
 しかしながらマスコミに対する情報発信が十分にできなかったこと、市役所内での情報共有

のあり方など課題も見えました。 
 今後は情報の一元化を図るとともにマスコミへの情報発信など、災害時の広報のあり方につ

いて、マニュアル化に取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に災害ボランティアへの対応についてでありますが、今回の雪害では市と社協が協力のも

とボランティアセンターを設置し、ボランティアの受け入れ・派遣等の調整を行ったところで

あります。 
 ボランティアセンターは常設でないため、開設場所の選定および開設時における電話・コピー

機等の資機材の確保などに時間を要したこと、またボランティアを現地まで移送するための作
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業スタッフおよび車両の確保にも苦心したところであります。さらに災害対策本部、ボランティ

アセンターおよび災害ボランティア間の情報共有、情報伝達がスムーズでなかったとの反省の

声も出ているところであります。 
 ボランティア希望者の受付窓口を一本化することで生じる問題点でありますが、市民ニーズ

とボランティア提供情報を一括で把握・管理を可能にするためには、窓口は一元化するほうが

よいと認識しております。 
 災害時における災害ボランティアの活用は有効かつ重要でありますので、今後、市と社会福

祉協議会の関係者により、今回の雪害の検証を行った上でより機能的な体制づくりを構築した

いと考えております。 
 次に農地・農業用施設災害復旧事業計画についてでありますが、本市の防災計画では災害応

急復旧対策の作業終了後に被害の程度を十分検討して、災害復旧事業計画の事項別計画を作成

することとしております。 
 今年２月の雪害を受け、現在、農林水産省や環境省の補助事業の適用を受け、９割以上の被

災施設が復旧を目指しております。 
 今回の大雪災害を教訓として予防、応急対策、復旧・復興、国や県そして隣接市との連携を

考慮しながら、恒久的な計画書の作成を進めたいと考えております。 
 次に市内の小中学校、保育所での訓練内容と検証、評価についてでありますが、学校におけ

る防災訓練は、災害の想定によりさまざまな形態の訓練が行われております。例えば警戒宣言

発令に伴う保護者への児童引き渡し訓練や火災発生に伴う防火扉を閉じての避難訓練等であり

ます。訓練の検証や評価につきましては、児童生徒に対しては訓練後その場にて評価をします。

教職員間では職員会議にて目標に対してどうだったのか、課題はどこにあるか等、評価し合う

ようにして、消防防災計画の作成に反映するようにしております。 
 一方、保育所におきましては年間計画に基づき、毎月避難訓練を実施するとともに年に一度

総合防災訓練を実施し、初期消火訓練、救護訓練、保護者に対する通報訓練および引き渡し訓

練のほか児童に対する防災教育を行っております。また、訓練終了後には避難訓練実施記録票

を作成し、その中で評価反省を行っております。 
 次に児童生徒が指定避難場所である学校施設に留まることを想定した訓練の実施についてで

ありますが、現在このことを想定しての訓練は行っておりません。さまざまなケースが想定さ

れる中、学校だけでできる訓練には限りがありますので今後、行政区長、保護者とともに机上

でない、実際想定される災害に特化した訓練の展開を考えていかなければならないと考えてお

ります。 
 最後に本市の防災担当部署の強化についてのご質問でありますが、各種災害から市民の尊い

生命、財産を守るための取り組みは、行政の最も重要な分野であると常日ごろから認識してい

るところであります。 
 消防防災体制の強化および危機管理体制の充実の観点から、県内でも２７市町村のうち９つ

の自治体で専門の組織体制を設けている状況であります。本市では、総合計画の後期計画の中

で災害に強い安全な備えづくりを重要施策の１つとして掲げており、防災・減災対策推進のた

めに組織体制の充実は必要不可欠と考えております。 
 限られた職員の中でより効率的な組織体制を構築するため、機構改革の検討を進めようとし

ているところでありますので、総合的な危機管理体制の整備につきましても検討を進めてまい
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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。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
 まず防災計画の見直しということで、２０１１年、東日本大震災のあとのこの議会でもたび

たび、私もそうですが、私以外の多くの議員からもとにかく防災計画、防災体制の強化が必要

だということ、それから市民の方々からも原子力災害、こういったものに対応していくことを

考えなければならないということで、山梨県の立地からすれば今、止まっておりますけども、

浜岡原子力発電所もしっかりと検証した中で、これは停止を続けていってほしいというふうな

請願もありました。そういった意味では、幅広い観点からこの地域防災計画が見直しされたと

いうことで心強く思っておりますが、常にこれもまたブラッシュアップ、磨き上げていかなけ

ればならないと感じています。 
 そういう中で、まず防災会議のところで１つ確認ですけども、今回の雪害を受けてというこ

とでは、この防災会議の条例第２条２号にある災害発生時の情報収集というような意味での開

催は行われなかったということでよろしいでしょうか。 
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。 
 災害発生時の情報収集ということについての防災会議ということでありますけども、やはり

この状況を判断いたしまして、それぞれの関係部署において情報収集をした中で災害対策本部

を設置して、そちらのほうで情報収集、応急体制等を検討しましたので防災会議については特

に開催はしていないという状況であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 防災会議を開催するということになるとかなりの災害、今回の災害が軽かったというつもり

はまったくありませんけども、やはり東日本大震災のような激甚災害で全域的に生活も仕事も

ストップしてしまうような、そういった際にはこういったことも必要になるのかなと感じまし

た。 
 そういう中で、まず議会の災害時の対応ということで、防災会議のほうには参画は今後もし

ていくことはないのではないかというご見解でありましたけども、今年の２月に、ちょうど同

じような時期でしたけども、都市における災害対策と議会の役割に関する調査研究報告書とい

うのが都市行政問題研究会というところから出されました。これはすべての、８００からある

市がこれに参加しているわけではありませんけども、かなり大きな市、人口の規模の大きいと

ころを中心にこういった研究会をつくっていて、その中で議会が災害時に議会としてどのよう
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な災害対策に関わるかということに対して、いろいろな意見がこの中で紹介されています。そ

の中には、東日本大震災で大きな被害を受けた東松島の市議会といったところのご提案なども

あります。笛吹市議会でも総務常任委員会でもそういった取り組みをしている近傍の県外の議

会等の研修もしてまいりましたけれども、やはりここは非常に難しいところでもありまして、

特に発災直後、初動期に、いろいろ混乱しているときに議会がどう動くか。それからまた復旧・

復興期に議会がどのような対応をしていくかというところでは、その機能を生かした対応とい

うことで専決処分があったり、必要な予算の議決があったり、あるいは先ほど答弁にあったよ

うな、必要な支援・要請をいち早く関係の県や国等に議会として行っていくということが必要

なのかなと。一方で、では議員も一人の市民として地域防災計画には議会ということは入って

いないわけですけども、私たちも一市民としてどんな対応をしなければならないかというとこ

ろがあるかと思いますけども、議員に対しての対応をどうするかということをこれは議会事務

局も含めて考えていかなければいけないなと思います。 
 そういう中でいくつかの市で防災対策基本条例というものを制定しているようなところもあ

ります。議会やこういったところに、また議論の中で関わっていければいいのかなというふう

に思いますけども、議会の災害時の対応、もう少しそのご見解を伺いたいと思うわけですけど

も、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） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほども災害時における議会、また議員さん方の役割というようなことで答弁をさせていた

だきましたけども、東日本大震災を教訓といたしまして災害発生時の議会の対応として市の災

害対策本部とは別に、議会における災害対策本部を設置して議員さん方の行動マニュアルを定

めて、また議会としての災害対策本部設置要綱を定めて、そういった議会が全国的に広がりを

見せております。当然、議員さん方も地元の地域の状況把握、情報収集とかそういったことも

ございますけども、そういう議会としての市の災害対策本部とそういった形で連携をとってい

ただきながら、被害の拡大防止ですとか、あるいは災害復旧等の強化につなげていく、実際今、

議会でもそういうふうに迅速な動きはされていると思いますけども、そういったことを明確化

して組織化して取り組まれている自治体も増えているということも、おそらくご検討はされて

いると思いますけども、全国のいろんな動き、事例を紹介させていただいて答弁とさせていた

だきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 よりよいあり方を今後も考えていきたいと思います。 
 それから災害時の広報ということですね。３月議会のときにもちょっとご指摘をさせていた

だいた災害時の伝言板、市のホームページにあります。それから広報としてメール配信もして

います。こういったものの活用という点での検証といいますか、今後の考え方、これについて

お願いいたします。 
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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いたします。 
 ３月の議会のときに明確なお答えができませんでした。実はそれは、私がその伝言板に登録

をしていないという、裏を返せば証拠なんですが、災害時伝言板、これは本市のホームページ

が開設して以来、最初のころはＮＴＴの提供によるもので、今は発展して現在に及んでいるわ

けですが、今、実は登録者が１５０名。当然、先ほど志村議員のほうから定義がありました、

いわゆる激甚災害、普段の生活、仕事がもう完全にストップするというようなときに、自分の

今の状況、家族と連絡がとれないというようなときに、この回線を使ってやるための緊急時の

ものでございます。これについては今、開設以来、１回もいわゆる起動したという経緯はござ

いません。ただひとつ、これも防災のためのチャンネルとしては、大事なことだと思います。 
 そして広報メールということですが、これはやまなしくらしねっとの自動配信広報メールと

いうことで理解させていただくわけなんですが、これは市町村事務組合のほうで開設している

やまなしくらしねっとの中で笛吹市のメールマガジンのチャンネルが自動配信されると。通常、

平時については月２回程度、ホームページの記事が自動配信をされるというようなことで、登

録者は今現在１７５名程度ございます。これもやはり災害時については、ここから情報が自動

発信されるということなんですが、これがいわゆる自動で配信されるものではなくて、山梨く

らしネットのメールマガジンのほうへ主導で広報担当が入れなければならないと。今回の雪害

については、実は自分たちのホームページへ記事をどんどん投げることが優先で、ここがおろ

そかになってしまってここからの情報発信がなかったと。今、そんなような２つのソースがあ

るということは大事なことですから、これの運用について、先ほど本答弁のほうでマニュアル

化をするという話がありますが、マニュアル化と同時に職員のトレーニング等々も含めながら、

それを最大限活用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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ぜひマニュアル化していただく中で、要援護者への広報という観点からいけば高齢者だけで

はなくて障害がある方、耳が聞こえない方、目の見えない方、慢性疾患の方、乳幼児、妊産婦、

外国人と、多様な広報をしなければならないということも考えられますので、ぜひそのあたり

はよろしくお願いしたいと思います。 
 それから災害ボランティアセンターですけども、ボランティア希望者の受け付け窓口を一本

化して、対応には課題もあったというご答弁だったわけですけども、これはやはりよく検証を

していただいて、タイミングに応じて臨機応変に対応の幅を広げていくという考え方ですね。

設置運営マニュアルというようなものを策定している自治体がかなりあります。中には、一例

を挙げれば災害発生２４時間以内にボランティアセンターを設置するか、しないかを判断する。

４８時間以内に設置する、しない、それぞれのケースで連絡周知をする。そしてもう４８時間

後からはこれを実際に運営していくという中で、中もいろいろとフローで分けて、その中に必

要な人材を配置していく、必要な方々、アドバイスを受ける方々も入れていくということがあ
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ります。このへんについて、災害ボランティアセンター設置運営について、さらに突っ込んで、

設置運営マニュアルを策定して公表していくということもぜひお願いしたいわけですけども、

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） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 今回の雪害に際しましてはボランティアセンター、市の災害対策本部と市の社会福祉協議会

が連携をして２月２０日に設置をいたしました。慣れていない者同士が現場に集まるというこ

とで、なかなか指揮系統に影響が出て、効率的な取り組みができなかったということもあった

かと思います。運営体制や作業手順、そういったことをあらかじめ決めておく。運営に携わる

職員同士がそれぞれ自分の役割をきちんと認識して動けるような、平常時から社協、市の防災

部局、それから福祉部局ですね、連携を密にして訓練や研修を行うなど防災対策、あるいは支

援活動、そういったことについて話し合って共有する取り組みを進めていく必要があるという

こともつくづく感じたところであります。 
 災害が起きた際の全国的な傾向とも言われますけども、要は災害ボランティアセンターと災

害対策本部がうまく連動しながら意思疎通を図って、そしてうまく整理をして対応していくと、

こういったことが重要なんですけども、やはり現場ではかなりの混乱がどうしても起きると。 
 今月の末ですけども、雪害の災害ボランティアセンターに携わった市と社協の職員、関係者

が集まりまして、検証会を今、計画をしております。第一段階の検証会をした上で７月に入り

まして、災害ボランティアの方にも入っていただいて、全体会議ということで検証会を開きま

して、そこで課題、問題点をしっかりと検証した中で今後の災害ボランティアセンターの設置

運営、そういったものが円滑に行えるように生かしていきたいと。その上で設置運営マニュア

ルの作成ですけども、実は２月の雪害前に社協を中心に運営マニュアルを作成しておったとき

に、ああいった災害が起きてしまったということで、しっかりそのへんを検証しながら設置運

営マニュアルの策定を進め、のちには速やかに公表をしていきたいと、こんなふうに考えてお

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） 
 ぜひ検証会では本当に反省すべき点がたくさんあろうかと思いますけども、前向きに進んで

いけるようにお願いしたいと思います。ボランティアで入りたいといっても、なかなかそのニー

ズとマッチングが難しかったというのもあるでしょうし、実際にはボランティアの内容をコー

ディネートするというふうな機能までは、なかなか大変だったのかなと感じております。 
 そういう意味でも市の危機管理の担当部署をぜひ強化していただきたいなということもお願

いしながら、あと防災の関係で教育委員会のほうに質問ですけども、学校が避難所になった場

合の訓練をしていただくにあたって、現在、引き渡し訓練もやや形骸化しているのかなという

部分もあります。避難所になった場合には、こんなことがあるよということをぜひ保護者や、

また地域の方も交えて進めていけるような対策をお願いしたいと思うわけですが、ご見解をお
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願いします。 
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） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 議員おっしゃるように引き渡し訓練等は今考えますと、非常にいろんなケースがございます

ので、そのケースをいろいろ検証しながら今後はどういった訓練が有効なのか、各学校とも協

議をしながら進めていきたいと考えております。 
 従来ですと防災訓練の中での対応ということで引き渡し訓練という、地震防災情報が出た時

点での一時帰宅等の引き渡しを想定した中での訓練ということでしたが、今後は発災直後の学

校への住民の避難も含めた中での対応とかいろんなケースが考えられますので、そんなことを

順次協議をしながら進めてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。では続いて、２問目に移ります。 
 開発行為と市の景観形成・都市計画・生活環境等の保全について、お伺いいたします。 
 本市の豊かな自然環境や景観、良好な農業生産や住環境を維持・保全していくことと、有為

な開発行為とはその調和を図るために有効な行政による指導を行っていただきながら、いずれ

も本市の財産として将来世代に引き継いでいくことが望まれます。 
 開発行為と市の景観形成・都市計画・生活環境との調和と保全対策などについて、その課題

や考え方をお伺いいたします。 
 まず市の指導要綱に基づく開発者の開発事業に対し、要綱第１４条に規定した利害関係者の

同意事項について説明会や個別訪問等を求めています。しかし、本要件を満たさなくても開発

事業を行うことは可能なのでしょうか、お聞きいたします。 
 次に景観条例、指導要綱および指導要綱技術基準等において、再生可能エネルギー発電設備

設置事業、いわゆるソーラー発電の設置事業、これは対象となるでしょうか。また、当該事業

に関する規定や適用可能な項目はあるでしょうか。 
 次に再生可能エネルギー発電施設設置事業における開発時と将来的・長期的な課題について

市のご所見をお聞かせください。 
 最後に昨今、地域の景観や生活環境との調和や地域住民との協議・調整等が課題と考えられ

る開発事業が散見されると感じています。こうした中で本市の良好なまちづくりを推進してい

くために条例制定等の対応も必要ではないかと考えます。市のご見解をお伺いいたします。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
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 はじめに市の指導要綱に基づく開発事業に対し、第１４条に規定した利害関係者の同意事項

についてでございますが、笛吹市宅地開発および建築物指導要綱第１条において開発行為に対

し一定の基準を定め、これを規制し、かつ指導を行い無秩序な開発を防止し、快適な生活環境

を守るとともに公共公益施設の整備促進を図り、にぎわい・やすらぎ・きらめきのまちにふさ

わしい調和の取れたまちづくりを進めることを目的とするとございます。 
 ご質問の指導要綱第１４条の規定につきましては、開発区域の周辺住民等利害関係者へ事業

計画および事業の施行方法について原則として説明会により、あらかじめ必要な調整を図るこ

ととしております。 
 この場合において利害関係者の都合により説明会を行わない場合は、個別訪問等により必要

な調整を図らなければならないとしており、利害関係者に対し十分な周知を行い、開発後の近

隣住民の開発行為に伴うトラブルを防止し、近隣住民の生活環境を守るための目的であり、事

業者にもその旨を徹底するよう指導をしております。 
 次に再生可能エネルギー発電設備設置事業についてでございますが、景観条例に基づき景観

形成基準を定め、再生可能エネルギー発電設備につきましても一定の規模の行為に対し、本市

景観条例第１４条により市へ事業者が届け出を行い基準に適合しているか市で審査を行い、助

言・指導をしております。 
 また本市宅地開発および建築物指導要綱第３条第１項の規定により、開発区域の面積が

９００平方メートル以上の開発事業につきましても開発者と事前協議を行い、行為に対し指導

をしております。 
 ただし第４条第２項の規定により、自己の居住の用に供する建築物の建築につきましては適

用除外となっております。 
 今後もこのような開発行為に対しまして、景観や生活環境等に配慮した指導を引き続き行っ

てまいります。 
 次に再生可能エネルギー発電施設設置事業における開発時と将来的な課題についてですが、

東北地方太平洋沖地震とそれによって起きた福島第一原子力発電所事故を受けて、日本政府は

原子力発電重視のエネルギー政策を抜本的に見直し、再生可能エネルギーの開発を加速する方

針を打ち出し、太陽光発電導入支援などの政策を行っております。 
 ２３年度からは建築基準法等の改正により、太陽光発電設備等は建築物および工作物にも該

当しないということになりました。都市計画法第２９条の開発行為にも該当しないのが実情と

なっております。 
 しかしながら本市では本市景観条例に基づき景観形成基準を定め、景観条例第１４条により

一定の規模の行為に対して市へ届け出を行い、景観形成基準に適合しているかどうか審査をし

助言・指導を行っております。 
 また、土地利用条例に伴う本市宅地開発及び建築物指導要綱第３条第１項の規定により、開

発区域の面積が９００平方メートル以上の開発事業につきましては、指導要綱に基づき指導を

行い、指導要綱第２１条の各条文および市と結んだ協定書により、開発者の責務において将来

的な施設等の維持管理に努めることとなっております。 
 次に良好なまちづくりを推進していくために条例制定等の対応も必要ではについてですが、

現在、本市の良好なまちづくりを推進していくため市景観条例や市宅地開発及び建築物指導要

綱などで一定の基準等を定め、景観や良好な地域生活の保全に寄与するため、開発事業等に対
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し規制・誘導を行っております。 
 今後もさまざまな事例に対応するため、必要があれば条例、基準の改正等も行いながら、無

秩序な開発を防止し、快適な生活環境を守り調和の取れたまちづくりを進めるよう努力してま

いりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
 いわゆるソーラー発電、これをいろんなところに設置をすることを推進しているという中で、

なかなか都計法にも該当しない、建築基準法の工作物でもない。そういう中で市では景観条例

の第１４条、それもエリアの設定等がかかってくるということで、実際にはほぼスルーという

か、可能というふうにも考えられまして、やはりここのところで１つ、観光地でもあり温泉地

でもあり農業地帯であると。しかも良好な住宅環境があるという中で大分県の由布市が今年、

これに関する条例を制定いたしました。その中では市でそういった事業がある場合には、エリ

アは笛吹市でもかなり広い面積を対象にしていますけども、説明会を必ず行うとか審議会を設

置して、そこで協議するということもあります。こういった条例でもう一歩踏み込んだ協力を

お願いしますとかの指導要請ですというところから、やはりもう一歩必要なのかなというとこ

ろを感じています。このへんについて、条例制定を議会のほうでも考えていかなければならな

いことかと思いますけども、いま一度そのご見解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） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 本答弁でもお答えしましたけれども、いわゆる私どもの宅地開発指導要綱、もとになってい

ますこれの上位には都市計画法がございます。それと私どもの観光立市としての景観、これは

景観条例を定める上には景観法という条例がございます。それと今言った土地利用、私ども農

振地域と都市計画地域が混在している地域ということで、国土利用法を受けまして土地利用条

例がございます。今、条例のすべての施行についてはいわゆる開発要領に準拠した指導をして

います。これでも許可でも認可でもございません。たしかに必要に応じて、これでは弱いでは

ないかという場面も時に見受けられることもあります。そこらを勘案しながら、そこらを視野

に入れた中で、ご進言についてはまた考慮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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 中長期的にはやはりあり方を議論していかなければいけないということですけども、これは

説明会ぐらいは必須にするというふうな方向性をぜひ検討していただきたいと思います。 
 以上、質問を終わります。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは志村議員の関連ということで３点お願いしたいわけですけども、防災災害時の危機

管理、また大局的な継続するという視点での対策についてお伺いしますけども、今、企業も危

機が、震災ですとか起きたときに企業の継続、継承をもとにした具体策ということが今、非常

に大きな関心といいましょうか、策定をされるところが多いわけで、自治体もそういうことが

言えると思うんですよね。例えば電源にしろ、本部機能をどうするのかとか指揮系統、これは

企業が継続するという前提のもとに対策を打たないと、いくら対策をやっても企業がそれで終

わりだということではいけない。当然、自治体もそういうことが言えると思うんですね。です

から個別な対策は必要であるけれども、もっと今のブームと言ってはおかしいですけども、自

治体継続継承のための危機管理の視点からどのような対策をお考えかというのが１点と、あと

今の開発行為、都市計画という部分で話がありましたけども、ソーラー発電、これは農家の方

が非常に後継者不足の中でソーラー発電を考える個人の方も非常に多くなっているわけで、今

の説明で景観形成、条例に伴う指導も考えるということで、非常に、これは行政指導、行政処

分というのはともすれば自由な経済活動を妨げる、制約する指導、行政処分ですから、農地法

とかいろんな絡みがある中で、そういった部分の周知徹底とちゃんとした相談体制、今おっしゃ

られたことの計画を立てるにしろ、現状はどうかという相談体制が必要ではないかということ

で、その部分の対策、今後の方向性、対策をお聞かせいただきたいということと、もう１点、

都市計画という文言、通告もそうですけども、前回３月にＮＴＴファシリティーズ、ＮＴＴグ

ラウンドの跡地の６千坪の開発行為に関して、都市計画が絡む中で市も今年度、都市計画を見

直す方向で検討しますという答えがありましたけれども、ファシリティーズのほうも来年の２月

までに地域の要望ですとか行政とまたニーズ、必要性、観光立市という特性を生かした中で２月

まで保留ということを取っていただいたので、当然その保留の要件に例えば都市計画に基づい

て、例えばどういう部分ができるか否かも含めて、非常に大きな都市計画の進捗状況が大きな

要素になろうかと思うわけです。早速、近々にそういった、どういうものが必要で地域の活性

化、市民ニーズを満たす中での要望、これはプロジェクトではなく、委員会が立ち上がるとは

思うんですが、そこらへんの都市計画に関する３カ月過ぎた時点での今年度の方策について、

ちょっとお聞かせいただきたいんですけども、よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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１問目の関連質問に対しまして、お答えをいたします。 
 大災害等を想定した危機管理体制として、民間企業等では企業継続計画というものを立てら

れていると。自治体に対しましても、そういった継続性を確保することが非常に重要なわけで

ありますけども、市の地域防災計画、これは随時見直しを行っておりますので、まずはこの中

で対応をしていかなければならないと考えております。 
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 そういった企業における継続計画的なものが、やはり自治体にあっても必要ということであ

れば、そのへんの取り組みも検討してまいり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） 
 次に、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 １点、前の職にあったときの話をさせていただきますが、行政の事業継続計画ということで、

情報系につきましては業務継続計画というものをサーバー室を移転した時点からつくってあり

まして、いわゆる今、行政事業につきましてはすべてが電算化されておりますので、業務継続

計画を策定する中で消防署に移しましたし、また電気につきましても冗長化、二重化するよう

なことを取りながら、電算機器については３日間は安定稼働ができる。３日過ぎれば重油等の

確保もできるということで、いち早く業務継続計画、ＢＣＰについては取り組んでおります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 大久保議員の関連質問ですが、２点目ですがいわゆるソーラー施設の建設に関しての相談的

な体制ということでの理解でよろしいでしょうか。 
 前段の志村議員の答弁で申し上げましたけども、いわゆるソーラーシステム、メガソーラー

等々が工作物としての都市計画法の中から外れているという部分の中で、今そこまでの考えが

及んでございません。今のご提言というか、ご提案について持ち帰らせていただいて検討をさ

せていただきたいと思います。 
 それと３点目の旧ＮＴＴグラウンドですね。今、ＮＴＴ東日本さんが所有している２万４千

平方メートルのあの土地だと思います。私どもも新聞等々での報道と同じレベルでしか情報は

いただいておりませんが、一時期メガソーラーをそこへ建設をしたいと。地域の異論もあって、

今サスペンドされている。たしかにＮＴＴさんのいわゆる関連会社のファシリティーズさんと

いうことで、市のほうで公共施設としてあの土地を利用できないだろうかというご提案もいた

だいた経緯があります。それを受けて真摯に今、検討をしてございますが、その結論は出てい

る状況にはございません。今、そのプロセスをお話しするには、私ども情報があまりにもあり

ませんので、ご質問の答弁になっているかどうか分かりませんが、そんなような状況をご報告

して答弁に代えさせていただければと思います。 
 以上でございます。 

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） 
 ファシリティーズという部分と別にそこの敷地には都市計画に基づいた計画道路、これは八

田線、１，０２０メートルとか存在しているわけです。その部分をどうするのかということで

す。ですから民と民、民と官ではなくて都市計画に基づく道路計画もそのままになっている。

こういう部分で逆に土地の売買にも支障になったり、今回のＮＴＴもそういう計画に支障とい

うか、その部分をクリアしないと話も進まないんではないかということだし、前建設部長は本
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年度内に都市計画するか、しないか、それだけでも判断してほしいんですよ。地域とすればね。

ですから見直す方向性でプロジェクトなり、その委員会を立ち上げると３月の答弁で建設部長

がおっしゃっているわけですからお願いしたいということ、これはいかがでしょうか。そうい

うことは答弁をいただいています、３月の質問で。 
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） 

 関連質問にお答えします。 
 都市計画道路、あの土地にはたしかに昭和何年かに造った都市計画道路が通っております。

これは今、現行生きている都市計画道路でございます。これの時代が、２０年３０年はもうす

でに、３０年以上経っているわけですね。見直しをするという考えのもと、本年度の予算の中

でいわゆる測量測試費用を計上させていただいているという経緯がございます。ですから、そ

の都市計画道路の計画等々については確実に見直しがあるという、その回答だけはさせていた

だきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 前建設部長が中心に見直すということでありまして、現在の建設部長ちょっと体調を長期、

崩されているということで早いご回復を願うわけですが、またそこらへんも建設部として非常

に山積している、使うお金も大きいですし、いろんな大型建設プロジェクト、橋にしてもそう、

こういったものもそうですし、ここらへんの事業継承といいますか、スムーズなすり合わせが

なされているのか。建設部長がされるべき部分、土木課とまちづくり整備課で調整しなければ

ならないという部分がある。そのへんの組織としての、都市計画も踏まえたところの部署の進

め方、ここらへんはいかがお考えでしょうか。それを１点お伺いします。 
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） 

 お答えします 
 都市計画の線引き等々は、これは担当部局はたしかに建設部ですが横断的に検討していかな

ければならない事業だと思います。今のお話を受けた中で、そういうことを踏まえた中で議論

をしてまいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（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。 
 ３番、荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 
 通告に従い、質問をさせていただきます。笛新会の荻野謙一でございます。 
 私が最後の質問なのであとしばらく、お昼を過ぎますけどもよろしくお願いいたします。 
 人口減少は日本全体を見てもここ数年連続して人口は減少しており、自然減は過去最大を更

新しています。日本政府もつい最近、人口減少問題を重要課題とし、戦略対策本部設置に向け

動き出しました。２０６０年には日本の人口は３２％減少し、８，６７５万人ともいう報告が

出されました。また２０４０年までに消滅する自治体が５００の市町村にも及ぶといわれてお

ります。 
 そういった現状の中、笛吹市だけが人口が急激に増加することは客観的に見ても難しいこと

であります。人口減少を食い止めるための対策はもちろん必要ですが、人口減少と高齢化社会

に対応したまちづくりを考えることが重要だと考えております。元気であるまちづくりを進め

ていくにも農業経営は儲かる農業に、観光は集客おもてなしの心を、また中小企業の誘致、雇

用と定住人口、交流人口の促進、それぞれの事業をそれぞれの創意工夫の中で推し進めていく

ことが大事だと思います。そのためにも笛吹市７万人の希望と生きがいを託された倉嶋市政に

は、ぜひ思い切った施策と早い決断、行動を期待するところであります。 
 そこで質問させていただきます。 
 まず１点目、少子高齢化、人口減少に伴い笛吹市に若い世代が住みたくなる対策をどう考え

ているか、お伺いいたします。 
 ２点目、市内の産科医療の受けやすい環境はできているのか、お伺いします。 
 ３点目、子どもを育てやすい環境はどのようにしているかをお伺いいたします。 
 ４点目、他市町村、県外等からの移住者（新築もしくは中古住宅を購入した者）の固定資産

税５年間の免除について。 
 ５点目、仮称、八代スマートインターチェンジ開通に向けて周辺整備をどう考えているか。 
 ６点目、本年度八代ふるさと公園を中心とした桃源郷春まつりが行われましたけども、その

公園の魅力的と独創的な未来のステージに拡張をということ、３０万平方メートルぐらいにな

ると思いますけども、拡張し教育、文化、地域振興につながるエリアに、夜は甲府盆地の夜景

が一望できる桃源郷展望の丘、また笛吹市に来た人々が必ず立ち寄る観光地に、そして年間を

通して集客できるステージについて、市の考えをお伺いいたします。 
 以上、質問です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １点目から３点目までを、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 
 荻野謙一議員の一般質問のうち、前段部分についてお答えいたします。 
 はじめに少子高齢化、人口減少に伴う若者が住みたくなる対策と考えについてですが、笛吹

市に住みたいと思える環境の整備として、医療・福祉・教育などの連携により子育てしやすい

制度支援やインフラ整備、雇用の確保、地域の活性化や防災対策などを充実させていくことが

必要と考えております。 
 本市では安心して産み育てられる環境づくりを目指し、子育てにかかる関係機関と連携を強

化し、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
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援に取り組んでおります。 
 特に子どもすこやか医療費助成金支給事業につきましては、子どものすこやかな成長と子育

て家庭の経済的負担の軽減を図るため、助成対象年齢を中学３年生までに拡大して行っている

ところであります。 
 次に産科医療の受けやすい環境づくりについてですが、本市では毎年約６００人前後の妊娠

届けがあります。妊娠届け出時に母子健康手帳等を交付しながら、保健師が市の事業説明と同

時に妊婦相談も実施しており、妊婦一般健康診査票１４回分の交付や母親学級、健康相談等で

安心して出産・育児ができるように支援を行っております。 
 また２５年には、妊婦相談時に出産予定の医療機関の決まっていない方はおりませんでした。

しかし産科医療機関の確保については山梨県地域保健医療計画、峡東医療圏行動計画などによ

り広域で取り組んでいるところであります。 
 次に子どもを育てやすい環境づくりについてですが、本市では妊娠中から出産、育児を子育

て支援策全般として切れ目のない継続した子育て支援が必要と考え、子どもを育てやすい環境

づくりを行っております。 
 一例を挙げますと市内保育所においては保護者のニーズにできる限り応えられるよう、受け

入れ態勢の整備に努めるとともに、通常の保育のほかに延長保育や障がい児保育、一時預かり

事業などを実施し、その充実に努めているところです。 
 また、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、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取り組んでおります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 続いての答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 荻野謙一議員の一般質問のうち、後段部分についてお答えいたします。 
 まず他市町村からの移住者に固定資産税の免除をについてですが、本市においては転入の促

進策として定住する住宅を建築した場合に固定資産税を免除する規定はございませんが、地方

税法で定める新築住宅に対する固定資産税の減額は行っております。これは居住の用に供する

家屋の１２０平方メートルまでの延べ床面積に対し、税額の２分の１を３年間減額するもので

す。現状では、この規定に従い対応してまいりたいと考えております。 
 次に仮称、笛吹スマートインターチェンジ周辺整備についてですが、現在２７年度の整備に

向けて本事業が進められておりますが、周辺整備、開発につきましては物流や地域間交流の拠

点、地域振興の視点からスマートインターチェンジの持っている可能性を最大限に活用すべく

今後、調査・研究してまいりたいと思います。 
 次にふるさと公園のエリア拡張と年間を通じた集客についてですが、本年３月に新たに駐車

場、園路の整備が完了し、春まつりのメイン会場としてお披露目をさせていただきました。ま

た、ふるさと公園を会場として日本一桃源郷の日イベントにおいて実施した小学生による風船

飛ばしはふるさとの景観とともに子どもたちの記憶に残り、笛吹を象徴するふるさと拠点にな

るものと考えます。 
 今後はリニアのビュースポットとしてＰＲに努め、さまざまなイベント拠点としても活用し
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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。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ご答弁ありがとうございます。 
 産科医療の件についてお伺いしますけども、今、市内に１カ所の産科医がありますけども、

ここで年間を通して受けられる妊婦さんの数というのは把握できているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 平成２５年度笛吹市内にあります長坂クリニック１件ございまして、そこで受けた妊婦さん

は１３０人。率で言いますと全体の２０．４％の方が受診をしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ぜひ市内には笛吹中央病院という素晴らしい病院もありますけども、こういった大きな病院

もそういった産科医療、妊婦さんが受けられる医療、今、最近では産科のセミオープンシステ

ムというシステムがございまして、妊婦さんの診療だけ受けられて出産は違うところで受けら

れるということでございます。その中で笛吹中央病院あたりでもそういった健診が受けられる

ようにしていただければと思います。 
 それから子どもを育てる環境はどうなっているかということでございますが、今、若い夫婦

世代は住宅ローン、教育費の積み重ね、貯蓄、生活費の高騰などで非常に生活費がかかるとい

うことで、共稼ぎが非常に多いことから０歳児から未就学児の預ける体制、それから就学の場

合は学校へ行って学校で子どもを預けて教育を受けているからそれでいいとしますが、学校が

終わってからの学童についての保育、こういった体制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、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 ０歳から２歳までの子どもさんに対する子どもの預かる場所ということで、今現在、市内の

保育所もかなり入所が低年齢化しておりまして、そこの部分が急激に増えているという現状が

あります。その部分で昨日の亀山議員の質問の中にありました答弁で小規模地域型保育という

部分を今回、子ども・子育て会議の中で検討する中で、その対象が０歳児から２歳児が対象に

なっておりますので、その部分についても今度は市のニーズ等を調査いたしまして、市にどの

くらいそれが必要かということを検討し、対策を考えたいと思っております。 
 また学童につきましては、今回同じように子ども・子育て会議の中で学年拡充、小学校６年
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生までを対象に学童保育のほうを運営していくということになるんですが、今それに向けまし

て当然、数も増えていく、とても場所的なものを確保するのが大変という状況にありますので、

当然地域のある施設、また学校の空き教室などを利用して多くの子どもさんを預かれるような

体制を今、検討しているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 それではもう１点、今、保育園の待機児童は、昨年も聞きましたけども待機児童はいないと

いうことだそうですが、学童保育については学童保育の施設、かなり１００％以上ということ

なんだそうですが、学童保育については待機というか、そういった児童は何人ぐらいいるんで

しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、遠藤福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 荻野議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 学童教室においての待機児童でありますが、今現在５名おります。ただ、すでにこの３名は

解決するということですので、もうしばらくすると２人になるというのが実情であります。 
 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） 
 ぜひ学童保育も保育園の預かりと同じ、ゼロにしていただきたいと思います。やはり今、先

ほど出ましたけども、若い世代は非常に共稼ぎが多いということで、年寄がおられる方は年寄

に見ていただけるという手段もありますけども、ぜひそういった形も進めていただきたいと思

います。 
 それから保育園なんですけども、やはりこういった環境をつくるには無料化ということが本

当はできればよろしいと思いますが、財政的にも非常に厳しい面もございますが、こういった

人口減少に伴うということで、２子目からの無料ということは検討されるのでしょうか、質問

いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 今、その問題につきましては検討されておりませんが、今後、状況が変わっていく中では当

然、必要な課題として検討していくと思います。 
 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。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 
 ぜひこの人口減少に伴うこの問題については、どこでもやらないことを笛吹市が先に先頭を

切って、ぜひやっていただきたいと思います。 
 それから固定資産税の免除についてということでございますが、先ほど新築した場合の住宅

税の免除ということがございますが、ぜひやはり今言われたように笛吹市が先頭を切って、そ

ういった固定資産税の５年間の免除という、こういう施策もぜひ取り入れていただきたいと思

います。やはり何か魅力がないと笛吹市に来ない、これは各市町村でいろいろと施策は考えて

いると思うんですけども、やはり笛吹市からすべてのことを発信できれば幸いかと思いますの

で、ぜひそういったこともお願いしながら、この固定資産税５年間の免除についてご検討をよ

ろしくお願いいたします。 
 それから仮称ですが、八代スマートチェンジの開通に向けて周辺整備ということなんですけ

ども、ぜひこれは２７年度に向けて開通を、着手しておりますけども、開通してからではもう

遅すぎる。開通に合わせて、こういった計画を立てた中でぜひ進めていっていただきたいと思

います。 
 あと６番目の八代ふるさと公園、やはり今年これ行われましたけども、私も何回か開催時に

行きましたけども、駐車場の整備が少ないということで、境川のリニアの埋立地を臨時の駐車

場にしたという経緯がございますが、やはり４キロ離れているとなかなかお客さんはそこまで

行って駐車をしてバス等で往復するということは、億劫になってしない方が多いと見受けられ

ております。その中でやはり、福祉の方々もかなり、ちょうど行ったときには来ていまして、

年寄を連れてきて見学させようとしたんだと思いますが、やはり駐車場がないということで、

かなりの方が帰ったということもあります。 
 その中でぜひ駐車場整備に向けた中で、やはり今ある公園を中心とした中で、その第２農免

の上から約３０万平方メートルぐらいの、現在、県のけやきの森、今ホタルが飛んでいるホタ

ルの川等を生かしながら一体とした整備をしていただければ、通年にわたる笛吹市の観光の聖

地になるんではないかなと思われます。そして皆さん、夜に行っていただければ分かると思い

ますが、甲府盆地をあれだけ見渡せる地域、これは山梨にフルーツ公園がございますけども、

フルーツ公園をはるかに超える素晴らしい夜景が見られるということでございます。そういっ

た中も考慮しながら、市の財政でこれをすべてやるとなると難しいかと思いますので、１つと

してはＰＦＩ方式みたいなものを取り入れながら、そういった拡張をぜひお願いしたいと思い

ますが、そのへんの答弁をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻野謙一議員に申し上げますけども、ただいま３点ほどの、これは全部質問ということで。

最後の。はい。では八代ふるさと公園に関わるということの中で、答弁を求めます。 
 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 急な質問で、今年あそこを会場にしたということは、ぜひ皆さんに知っていただきたいとい

うことがございます。私も非常に個人的にもあそこを研究しておりまして、やはり日帰り型の

観光地から宿泊型、着地型の観光を考えますと、やはり目的を持ってあそこに来ていただくよ

うなことができればいいなということで、いろんな方々とお話をさせていただきながら、先ほ

ど荻野議員からお話がございましたように、市の財源だけではとても難しい多額のお金も考え
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られますので、おっしゃるとおりＰＦＩ等の手法を取りながら、ぜひいろんな方々の意見をお

聞きしながら、リニアのこともございますので、ぜひいろんな意見をお聞きし考えさせていた

だきながら、市の中で経営会議というものがございますのでそういった中で話を進めながらぜ

ひ進めていければと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 これは最後に私の思いで、そこにも例えが書いてありますけども音楽の広場、今ある芝生の

ところを利用してあそこに野外の音楽、屋根だけ付けた、雨が少ししのげるような屋根を付け

て芝生のところで若い音楽家、いろいろの世代の方が自由に音楽活動ができる芝生の音楽の広

場にしていけばいいかなと思います。 
 それからリニアステージ、現在、駐車場にリニアを見学できるスポットが１つありますけど

も、あそこだけだとなんか盛り足りないということで、あと２つぐらい、１つは一本杉がござ

いますけども、そういったものを利用しながらうまくマッチしていただければと思います。 
 それからやはりホタルの川、今ホタルが飛んでいますけども、これも非常にただホタルだけ

ではなくて、そういったものを入れながらあそこ全体としての中に取り入れて、ホタルの川を

より一層のホタルが飛べるような状況、皆さんが来ていただけるような状況にするということ

でございます。 
 あとその中の花の丘ということで３万坪ぐらいの花、これはなんの花を植えるか。市の木、

バラを植えるか、芝桜を植えるか分かりませんが、そういったエリア、あと子どもが遊べるエ

リア、最近、改修してから、あそこに土日なんか行ってみると子どもが非常に、以前よりはか

なり多くの子どもが遊びに来ています。そういったことを、もう少し充実したものをしていた

だきたい。 
 それから今やはり家庭で犬、猫等、非常に多く飼われておりますけども、そういった犬とか

猫も連れて来られて遊べるようなステージ、ドッグランステージというようなものもどうかな

と思います。 
 あと奥のほうに県のけやきの森がありますけども、それも今、実際的には行く方も少なく非

常に寂しい、施設もありますけども非常に寂しい感じになっております。そういったものもこ

れに含めた中でやっていただければと思っております。 
 それからやはりここへ来るとそこへ少しやすらんでいきたいという方にカフェテラス、軽食

ができるようなものも、ぜひそういったものもどうかなと思います。 
 あとその少し上、ちょうど小高い山がありますけども、そこにちょうど展望するエリア、そ

こに行くにはロープウェイかケーブルカーかいろんな手段はありますけども、そういったもの

の中で、遊歩道を兼ねた中でそういったものを造っていけばいいではないかと思います。 
 そんな中でぜひ前向きに、こういったことも住民ワークショップなどを立ち上げて、ぜひ検

討していただきたいと思いますので、私の思いを語らせていただいて以上、質問とさせていた

だきます。ありがとうございました。 
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。 
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 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） 
 笛新会の岩沢です。少子化対策についての、荻野議員の関連質問をさせていただきます。 
 私は学校教育、小中、これはすぐにもう少子化の影響が出てくるというふうに感じておりま

す。１０年前、合併前の平成１６年のときに園芸と石和の統合の高校教育課からの説明があり

ました。あのときに説明を受けたのは、この地区だけは、あのときは人口というか、出生率が

上がっていてよかったんです。でもここ数年はかなり減ってきていると思います。そのときの

説明の中で平成元年に山梨県内で生まれた子どもが平成１５年に高校入試で来ると。そのとき

の子どもの数と平成１５年に、１６年度の説明ですから、１５年度に生まれた子どもがあと４年

後の平成３０年に高校入試を迎えると。そのときの人数は１，５００人減っていますと。今、

高校教育は１学年２８０人から２４０人くらいですから、要するに６校減らさなければ県立高

校が、私学は今のところ定員を全然減らしておりませんので、６校減らさなければ平成３０年

までには駄目になってしまうと。この間、都留興譲館ができて、そして笛吹ができて、そして

大月短大は閉鎖されたというようなことですけれども、笛吹市にとってもおそらく毎年５００人

くらいは人口が減っていると思います。 
 山梨県は毎年４千人から５千人くらい減っていると。１つの村が毎年消えていくというよう

な状況だそうですけども、人口流失とそれから出生減、そして高齢化があるわけですけども、

笛吹市もこれから学校の、特に中学校はこれは５つ、残さなければならないと思います。各地

区にある中学校は。でもこのまま進むとおそらく、石和みたいな大規模校と小規模校に分かれ

ます。去年も石和中学に視察したときも、やはり石和中学の玄関にはカップ、トロフィー、優

勝旗がずらっとありました。そうなると思います。すべて石和が独占する時代になってくる。

そんなような感じがいたします。小学校においても八代小が１５年くらい前は６００人いまし

た。今、４５０人。約２００人減っているそうです。そういう状況が今から、大規模校は富士

見に分かれましたので御坂西と八代だと思いますけれども、１００人、６学年で１００人以下

の小学校もどんどん、これは増えてくるではないかと。そうしたところに、この学校教育ビジョ

ンの中でやはり学校の再編は触れておりませんけども、これも考えていかないと、大規模校、

中規模校ですね、中規模校と小規模校の格差がかなり出てくるんではないかと。影響が出るん

ではないかと思います。特に学校教育ビジョンは改定をして、これを各学校の校長の経営方針

に生かしてもらうということですから、大変子どもがいる学校の経営と１００人以下、１学年

が１クラスのそういう学校の経営方針とはまた変わってくると思います。このへんで教育委員

会としてこの少子化対策をどのように考えていくのか。小学校の学区の再編をして、そして適

正規模にもっていくのか。また中学校も適正規模に持っていくのか、そのへんの検討はなされ

ているのかどうか、そのへんを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、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 岩沢議員の関連質問にお答えしたいと思いますが、私のほうで施設関係の再配置関係を、そ

れから教育長にはビジョンの考え方関係をお答えさせていただきたいと思います。 
 今、岩沢議員からおっしゃられたことを考えますと、小学校地区につきましては非常に地域
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全体での適正配置は、今後も継続して考えていかなければならないと思います。これは少子化

の影響で児童生徒、著しく減少するということ、先ほど議員もおっしゃられましたが、これか

ら教育委員会でも今年度中には各地域ごとの将来推計をまず調べて、たぶん石和地区、それか

ら左岸地区の人口、将来推計は格差があると思いますので、そのへんも今後は検討してまいり

たいと思います。 
 それから教育委員会全体としましてはそのほかに社会教育施設、体育施設もございますので、

施設の老朽化に伴う再配置等も考えていかなければならないと考えています。 
 そうした中で各学校につきましては通学区域の問題もございますので、一概に教育委員会だ

けで結論を出すわけにもいきませんので、また地域へおろしながら統廃合、再配置等のこと、

方針を出していきたいと考えています。 
 その上で市全体での今度は施設のあり方なども含めて新しい計画づくりも今、考えていこう

という段階でございますので、また順次、それに沿って進めてまいりたいと考えています。 
 以上、私の答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 岩沢議員の関連質問にお答えをいたします。 
 まず児童生徒の推移でありますが平成３１年度、これは小学校について言いますと若干、２６年

度よりも増える学校というのは富士見小学校、石和北小学校、一宮北小学校、それから春日居

小学校、これは今言った４校は増えるということになります。それから全体で言いますと、小

学校では平成３１年度には笛吹全体で１５３名の減。中学校のほうが２５９名の減ということ

になりますので、山梨県の他郡市に比べるとまだ減少率は低いほうかなと考えておりますが、

先ほど部長から話がありましたように学校の統廃合を含めて、この数をどう見ていくかという

ことの中で、当然、保護者や地域住民の皆さん方とも話し合いをしながら、どういった方向に

進めていけばよいのか、慎重に考えていきたいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 ありがとうございました。笛吹市は、まだ県内の中では減少率が少ないと、そのとおりだと

思います。峡南地域あたりは相当、深刻な状況になっているようですけれども、市としてもや

はりこの少子化に対する、部局がどこになるか分かりませんけども、全体として考えていかな

いと、いろんな施設のことについても問題が出てくると思います。これからも市として、全体

として少子化対策を考える組織をつくっていただきたいと思います。 
 以上、終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事はすべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
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 明日から２６日まで、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、明日から２６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２７日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後１２時２１分 
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１．議 事 日 程（第４号） 
平成２６年６月２７日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第６２号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について 
日程第 ２ 議案第６３号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について 
日程第 ３ 議案第６４号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第 ４ 議案第６５号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 
日程第 ５ 議案第６６号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 
日程第 ６ 議案第６７号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第 ７ 議案第６８号 平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算

（第１号）について 

日程第 ８ 議案第６９号 財産の処分について 

日程第 ９ 議案第７０号 契約の締結について 

日程第１０ 請願第２号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた

めの請願書 

日程第１１ 請願第４号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進す

るための法律の制定を求める意見書の採択を求める請願書 

日程第１２ 議案第７１号 変更契約の締結について 

日程第１３ 議案第７２号 動産の取得について 

日程第１４ 発議第４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 

日程第１５ 発議第５号 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るた

めの意見書の提出について 

日程第１６ 発議第６号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進す

るための法律の制定を求める意見書の提出について 

日程第１７ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 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 副 市 長 小 林  明 
 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 成 島 敦 志 
 市民環境部長 前 田 一 貴 保健福祉部長 鶴 田 一 二 美 
 福祉事務所長 遠 藤 正 文 産業観光部長 風 間 和 仁 
 公営企業部長 萩 原 幸 広 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 飯 島  茂 
 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   三 沢  久 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午後 ２時４５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。 
 日程に入る前に、今定例会初日の監査委員の議会出席要求について監査委員から私宛てに申

し出がありましたので報告いたします。 
 去る６月１３日付けで３人の監査委員から、今議会初日の監査報告に対して３名の出席要求

という異例の状況の中で、通常の説明を求める範囲からかけ離れ、裁定に対する追及とも取れ

る状況があったことから、今後このような形で出席要求が行われることがないよう抗議があり

ました。 
 報告いたします。 
 それでは日程に入ります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第６２号から日程第９ 議案第７０号までを一括議題といたします。 

 本案については今定例会初日の６月１３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おります案件につきましては、総務常任委員長から審査

の結果についての報告を求めます。 
 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、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６月１３日の本会議において、本委員会に付託されました議案について６月２０日なら

びに２３日の２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。 
 まず、総務部所管では一般会計補正予算案について、職員手当の増額の理由はとの質問に対

し、時間外手当を当初予算に照らして計上したとの説明がありました。 
 また一般廃棄物最終処分場整備事業用地への財産処分における権利者の上寺尾養蚕組合につ

いて、共同桑園取得時の資金および組合の現状はどのようになっているのかとの質問に対し、
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昭和４５年当時の購入代金は組合員の出資金によるもの。設立時は５６戸だったが現在は５７名

の組合員が名簿に記載されているとの説明がありました。 
 石和中学校普通教室棟建設工事（建築主体）契約の締結については、入札の状況と工事期間

中の対応はとの質問に対し、６月３日に入札を行い、共同企業体２者が応札し落札率９５．９３％

で落札された。現在、建設中の仮設校舎で２学期から授業を行う予定であるとの説明がありま

した。 
 次に消防本部所管では、通信施設管理事務のアナログ無線定期検査についてデジタル化とな

るが内容はとの質問に対し、５年に１回行う検査であり、本年１０月で期限が到来する。県の

緊急援助隊に出場したり、防災ヘリとの連絡を行ったりする際の通信はアナログ無線を使用し

ており、今後デジタル化されていくが、平成２８年５月まではアナログ無線の使用が継続する

ことから定期検査を受けるものであるとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管では、雪害による補正予算について、財源として特別交付税措置が予定

されているが、実質的な自主財源としてはどの程度の歳出を見込んでいるかとの質問に対し、

農業用施設の撤去に関しては８０％、再建については７０％を特別交付税措置するとされてい

る。市とＪＡによる単独事業分や昨年度補正繰越分等を勘案し、最終的にすべて消化されれば

およそ５億から６億円程度と見込んでいるとの説明がありました。 
 また政策推進事業のふるさと納税について、いただいた金額に応じた対応など変わるところ

はあるのかとの質問に対し、これまでは市のオリジナルラベルワインをプレゼントしたり、季

節により桃やブドウなどをお送りしたりしていた。今後は市内事業者の協力も得ながら、ワイ

ンづくりや旅館・ホテルでのランチなどの体験型のメニューなどを用意し、本市にお越しいた

だけるような、ふるさと納税制度の活用を考えているとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管では、交通安全施設整備事業の信号機設置用地の造成の内容はとの質問

に対し、八代町高家地内の県道との交差点への信号機設置に向けて、通学児童の待機スペース

となる用地を事前に整備しておく必要があるため、工事を行うものとの説明がありました。 
 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、制度上の問題点等につい

て、さらに調査・検討の必要があると判断し継続審査といたしました。 
 また平成２６年請願第１号 「特定秘密保護法撤廃を求める意見書の採択を求める請願」に

ついては、賛成多数により継続審査といたしました。 
 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６３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）」についてのうち総務常

任委員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６９号 「財産の処分について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第７０号 「契約の締結について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（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。 
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 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第６３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予

算（第１号）」につきましては各常任委員会に分割付託してありますので、３常任委員長の報

告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第６９号および議案第７０号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２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２案件に対する委員長報告は、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６９号および議案第７０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あります案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果についての報告を求めます。 
 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報告を求められましたので、教育厚生常任委員会の報告をいたし

ます。 
 去る６月１３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を２０日および２３日

の２日間にわたり委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 保健福祉部所管では、介護保険課・高齢福祉課において地域支援事業について内容の説明を

求めたところ以下、内容の説明がありました。 
 地域支援事業とは、要支援認定や要介護認定を受けていない地域のすべての高齢者を対象に

要介護・要支援状態になることを予防したり、要介護・要支援状態になった場合でも、できる

限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業のこと。つまり、介

護サービスや介護予防サービスが必要とならないためのサービスです。介護保険サービスには

３つの柱で構成されていて介護サービス、介護予防サービス、そして地域支援事業があり、介

護保険制度の一内容になっています。 
 また、２０１５年８月から介護保険制度が改正されることになった地域医療・介護総合確保

推進法の概要について、主なポイントの説明がありました。 
 まず第１、所得に応じて現行１割負担が２割負担になること。年金収入が２８０万円以上の

方が対象となる見込み。２として特養入所は原則、要介護度３以上に限定する。ただし、要介

護度１、２の比較的軽度でも認知症等で常時見守りが必要などやむを得ない事情があれば認め
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られる。３として要支援１、２向けの軽度な訪問介護と通所介護は介護保険のサービスから市

町村の事業に移すなどであると説明がありました。 
 健康づくり課において子宮頸ガンワクチンの接種等について、一時、厚労省より中学生の子

宮頸ガンワクチンの接種を控えるようにとの通達があったが、それ以来、笛吹市の対応につい

て説明を求めたところ、県内の接種者からは副作用など弊害が起きていないので本人確認をし

た上で希望者には引き続き実施していると説明がありました。平成２５年度は３５０人の対象

者のうち１８１人が接種されました。また１９歳以上の市民を対象にした子宮ガン検診では２５年

度の受診者は４，０７７人でした。国に報告する３０歳以上の受診率は２８．４％でした。ま

た若い世代の女性に子宮ガンが多いことから市単独で３０歳、３５歳、４０歳にＨＰＶ、いわ

ゆる子宮頸ガンウィルス検査を無料で行っている。子宮ガンで亡くなった方は過去８年間で２５人、

毎年平均しますと３人ほど亡くなっていると報告がありました。 
 児童課・保育課において、子ども・子育て会議設置の状況と支援計画の進み具合について説

明を求めたところ、現在までに幼児教育、保育、子育て支援など当事者等のニーズ調査は終了

している。現在は子ども・子育て会議委員２３名の意見も反映して、来年度までに支援計画を

策定していきたい。今一番の課題になっている少子化対策に対してもこの子ども子育て支援が

バランス良い環境が図られることにより、おのずから子どもを産みやすい環境になるものと思

われると説明がありました。 
 生活援護課において笛吹市の生活保護受給者の現況について説明を求めたところ、２６年３月

末現在では昨年より２５世帯増えて４９９世帯である。そのうち高齢者世帯が３１５世帯で全

体の６３％、母子世帯６世帯、傷病者世帯が８０世帯、障害者４５世帯、その他５３世帯となっ

ている。 
 受給者の就労支援も行っているが、就職に結びつく事例は少ない状況である。保護費返還の

事例は昨年度１千万円ぐらいの状況であると説明がありました。 
 市民環境部所管では、環境推進課において境川ごみ処理施設建設に伴う温泉施設計画の進捗

状況について質問したところ、現在は温泉掘削許可を申請中、今後温泉審議会など一連の開発

承認が得られれば１０月ごろから掘削開始を見込み、最大深度１，５００メートル、工期は翌

年度にもかかる見込みである。温泉施設計画は笛吹市だけで行うのではなく、関係４市で十分

に協議しながら進めていく。施設運営負担割合は均等割１０％、人口割３０％、残りはごみ処

理量割を基本として決めていくと説明がありました。 
 教育委員会所管では、学校教育課において県下小中学校授業改善プラン実践事業の内容につ

いて説明を求めたところ、子どもたちの確かな学力向上を図るためにはどういう工夫や改善が

必要かということを学校全体で実践していこうという取り組みです。県下各地区から小中学校

で１校ずつ指定校になり、笛吹市では石和南小と春日居中が指定校になっている。３年間の継

続事業であり、よかった点、悪かった点、どんな領域でつまずいているか、どういう対応策が

あるかなど分析して市内各校の授業に取り入れるなど、よりよい学校教育を進めるものである

との説明がありました。 
 また石和中給食施設が完成間近となり、２３日午後より教育厚生常任委員全員で現地視察を

行った。設計施工関係のプロポーザル会社のアイホーの担当者から学校給食衛生管理の基準に

則したドライ方式の作業の流れを研修しました。最新の厨房機器の使用方法、調理員への清潔

保持、食材には素手で触れないことなど食の安全・安心への配慮を強く感じました。１日８００人

 １５０ 



の生徒の食べ物をより衛生的・効率的に作れることが確認できました。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第６２号 「笛吹市重度心身障害者医療費助成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６３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」のうち教育厚

生常任委員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６４号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６５号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 なお平成２６年請願第３号 「「医療・介護総合法案」撤回と安心できる介護制度を国に求

める意見書に関する請願書」については、今後も調査・研究の必要性があることから継続審査

となりました。 
 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６３号につきましては先ほど申し上げたとお

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

行います。 
 それでは議案第６２号を議題とし、討論を許します。 
 まず、反対討論を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 議案第６２号 笛吹市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について、反対討論を行い

ます。 
 まず、この条例は正しく改める改正ではなくて悪くする改悪です。これまでの医療費窓口無

料制度を廃止して自動還付方式になるものでありますけども、しかし自動還付方式では約３カ

月経たないとお金が戻りません。精神的にも金銭的にも大きな負担となります。障害が重度に

なればなるほど働くこともできず経済的困難を抱え、加えてさまざまな手続きも家族に頼らざ

るを得ない状況ではないでしょうか。この改悪は最も困難を抱える低収入の人、無収入の障害

者にさらなる負担を生じさせるものであります。 
 そもそもこの重度心身障害者医療の窓口無料制度は医療関係者や重度心身障害者、またその

家族など長い間、粘り強い運動を積み重ねてようやく実現させた全国でも先進の制度でありま

す。横内知事は窓口無料を廃止する理由として、国からのペナルティの金額が多すぎるからと

しておりますけども、国の悪政から県民を守ることこそが知事のやるべきことではないでしょ

うか。その知事としての使命を投げ捨てて、県内２７市町村の首長を強引に従わせる、このよ
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うなやり方を到底容認できるものではありません。 
 想像してみてください。車イスの人、酸素ボンベを抱えている人、または尿バッグを抱えて

いる人もいるかもしれません。あるいは多動の子どもなど困難を抱えながら受診する人にとっ

ては受診の順番が来るまで待つ、会計で待つ、さらに薬局会計で待つというのは大変な苦痛を

伴うものではないでしょうか。そういう大変さをまったく理解しないで還付されるんだからと

か、大変な人には貸付制度があるからというのは、こういった困難を抱えている人たちを理解

できない、机の上で仕事をする人たちの傲慢ではないかと私は思います。 
 特に健常児の医療費は現在、窓口無料でありますけども、障がい児の医療費が窓口無料でな

いというのはこんな矛盾した政治はありません。せめて障がい児の医療費は健常児と同じよう

に窓口無料を継続すべきではないでしょうか。 
 これは以前、私が体験したことです。以前、子どもの医療費窓口無料の住民運動をしていた

とき、子育て中のお母さんから以下のような話を聞き訴えられました。２人の乳幼児の子育て

をしているお母さんでしたけども、上の子の診察に行くときは下の子も連れていかなければな

りません。あるとき診察を終えて会計窓口でお金を払おうとして財布の口を開けたとき、抱っ

こしていた下の子がむずかりだして、財布を落として中の小銭が病院の会計前の床一面に散ら

ばってしまった。子どもは泣くし床に散らばった小銭を拾いながらとっても惨めな気分になっ

て、どうしても窓口無料にさせなくてはとつくづく思ったと話してくれたことがありました。 
 このようなことは大変ささいなことかもしれませんけども、しかし日々子どもと向き合う親

だからこそ感じることであり、このような大変さは障がい児を抱えていれば健常児の比ではあ

りません。笛吹市議会でも窓口無料を継続すべきだと県に意見書を１２月の議会で上げていま

す。意見書どおり窓口無料継続を求めて反対討論とします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 次に賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第６２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６２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第６４号および議案第６５号を一括議題といたします。 
 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。 
 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２案件に対する委員長報告は、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。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６４号および議案第６５号は原案のとおり可決されました。 
 次に建設経済常任委員会に付託しております案件については、建設経済常任委員長から審査

結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それではただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る６月１３日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を６月２０日および

２３日の両日に全委員出席のもと関係当局の出席を求め開会し、審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 産業観光部所管では、農林振興課にかかる雪害緊急対策事業の状況について説明を求めたと

ころ、４月１６日から市内５会場で被災農家の聞き取り調査を行い、今回の補正予算の基礎と

なる数値を把握した。５月末には調査結果を県に報告し、さらに県から国に報告された。それ

を受けて国からは要望の数値を精査し直し、見積書などを添付して再度要望を出すように指示

があった。市では現在、再提出に向けた事務作業を進めていて、６月１６日に第１段として約

２１億円分を確保し国に送ったところである。今後は７月、８月、９月と３回で取りまとめ、

国に送る予定であるが、合わせて市が再建計画を作成し、国に承認してもらう必要がある。再

建計画が承認され、申請が順調に進めば９月には国から第１回目の補助金が交付される見込み

であり、その後は１２月、３月、５月に補助金交付される予定である。ＪＡの担当者と連携を

図りながら、少しでも早く被災農家に補助金が交付できるように事務を進めたいとの説明があ

りました。 
 また観光商工課の所管部署として商工業者の雪害救援対策について説明を求めたところ、商

工会と協議する中で対策を検討している。市単独では直接的な支援は難しい面もあるが、国や

県の補助事業も模索しながら、商工業者の後押しも考えていきたいとの説明がありました。 
 建設部所管では管理総務課にかかる公営住宅維持管理費について、老朽化した市営住宅の管

理計画について説明を求めたところ、住宅マスタープランにより長寿命化を図るものと建て替

えを行うものに区分けされている。 
 平成３２年度までに市内２９団地のうち１３団地は改修し、老朽化が激しい１６団地は取り

壊して、新たに５団地に集約する計画となっているが、社会情勢などを勘案した中で適時見直

しも行いながら計画を進めていきたいとの説明がありました。 
 また、まちづくり整備課からは石和温泉駅北口広場整備の進捗状況について、土木課からは

砂原橋取り付け道路整備事業の状況について、それぞれ報告がありました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計にかかる御坂送配水管整備事業について、補正額が多額

の理由について尋ねると当初、石和町四日市場地区での配管工事であるため、水道建設費での

対応としていたが、御坂浄水場の水を石和地区へ送水する事業であることから、第１次拡張費

の対象であり合併特例債の対象事業となるため、工事請負費の予算組み替えを行ったことによ

るものであるとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
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 議案第６３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第１号）について」のうち建設経

済常任委員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６６号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６７号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第６８号 「平成２６年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第１号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 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、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６３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６６号から議案第６８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案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６６号から議案第６８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６３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。 
 議案第６３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ご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、議案第６３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１０ 請願第２号および日程第１１ 請願第４号を一括議題といたします。 

 本案については、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果につきましては、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それでは請願等審査の報告をいたします。 
 本委員会に付託された請願は審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１３３条第

１項の規定により報告します。 
 平成２６年請願第２号 
 付託年月日 平成２６年６月１３日 
 「３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書」 
 採択すべきものと決定。 
 平成２６年請願第４号 
 付託年月日 平成２６年６月１３日 
 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める

意見書の採択を求める請願書」 
 採択すべきものと決定。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 これより、請願第２号について委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、請願第２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。 
 請願第２号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、請願第２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。 
 次に請願第４号について質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
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 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、請願第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第４号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、請願第４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３時４０分からといたします。 

休憩  午後 ３時２７分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時４０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ただいま市長より２件の追加議案が、また教育厚生常任委員長および建設経済常任委員長か

ら所定の賛同者とともに３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、ただ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１２ 議案第７１号および日程第１３ 議案第７２号を一括議題とし、提出議案

に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 はじめに議案第７１号 「変更契約の締結について」であります。 
 市道１－１３号線（砂原橋上部工仮設工事明許）について変更契約を締結するため、地方自

治法および笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定める条例

第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 
 変更後の契約金額は税込みで１億５，１９６万５，７２０円となります。 
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 次に議案第７２号 「動産の取得について」であります。 
 取得する動産は仮想基盤ハードウエアで取得金額は１，６５３万９，１２０円。 
 契約の相手方は甲府市相生２丁目３－１６。ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 甲府営業所で

あります。 
 地方自治法および笛吹市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分の範囲を定

める条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 
 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第７１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７１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７１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７１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７１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７１号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第７２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７２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７２号の討論を行います。 
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 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第７２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７２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１４ 発議第４号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 発議第４号 
 平成２６年６月２７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 海野利比古 

賛同者 
笛吹市議会議員 志村直毅 
   〃    北嶋恒男 

 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 
 上記の意見書提出に伴う発議について、笛吹市議会会議規則第１３条の規定により別紙のと

おり提出します。 
 提案理由 
 本年２月の豪雪により、本市では多方面にわたって甚大な被害を受けた。国においては、早

期復旧・復興に向けた支援策を講じられているところであるが、被災農業者が不安を持つこと

なく、将来に夢と希望を持って農業生産に取り組むことができるよう国および関係機関に対し、

引き続き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ります。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りします。 
 本案について、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４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。 
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 これより、発議第４号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第１５ 発議第５号および日程第１６ 発議第６号を一括議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 発議第５号 
 平成２６年６月２７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 北嶋恒男 

賛同者 
笛吹市議会議員 志村直毅 
   〃    海野利比古 

 ３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書の提出について 
 上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定より提出する。 
 提案理由 
 教育予算の拡充と豊かな教育環境を整備するとともに教育の機会均等、水準確保に不可欠な

義務教育費国庫負担制度を堅持する必要があるため、本意見書を提出するものである。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 次に発議第６号。 
 平成２６年６月２７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 北嶋恒男 

賛同者 
笛吹市議会議員 志村直毅 
   〃    海野利比古 

 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意

見書の提出について 
 上記意見書を笛吹市議会会議規則第１３条第１項の規定より、別紙のとおり提出します。 
 提案理由 
 容器包装リサイクル法における事業者の責任を強化し、循環型社会の早期実現のため現行法

の見直しを図ることを目的に本意見書を提出するものである。 
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 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りします。 
 本２案件につきましては、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５号および発議第６号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定いた

しました。 
 これより、発議第５号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 
 次に、発議第６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、発議第６号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１７ 「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。 
 お諮りいたします。 
 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、本件については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した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２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。 
 議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じ慎重かつ熱心なご審議に努めて
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いただき感謝いたします。 
 本議会に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を

賜り厚く御礼を申し上げます。 
 さて富士山が文化的な価値を高く評価され、世界文化遺産に登録されてからちょうど１年が

経過いたしました。これまでも富士山のすぐ近くの笛吹市を広くＰＲしてきたところですが、

引き続き多くの宿泊施設を有する有利性を生かし、誘客と日本一桃源郷笛吹市の売り込みに努

めてまいります。 
 いよいよ桃の出荷が本格的に始まっています。ＪＡふえふきと共同で毎年実施しております

果実の宣伝活動については今から上京し明日は東京で、来月１０日・１１日には関西で実施し

てまいります。８月下旬には親日的で高級ブドウへの志向が強い台湾に赴き、シャインマスカッ

トの販売促進を行ってまいります。 
 国内外に安全・安心でおいしく高品質な果物をＰＲするとともに、笛吹市の魅力を十分に発

信してまいります。 
 続いて国際交流についてですが、７月１日、アフリカマラウイ共和国の孤児たちによる舞踏

公演が本市で行われ、翌２日には一宮西小学校で孤児たちと給食を通じての交流を行う予定で

あります。 
 本市の子どもたちが世界に目を向ける一助となり、どこに行っても物怖じしない、誰とでも

仲良くなれる人間に育つよう期待します。 
 ７月２０日から始まる笛吹市夏まつりでありますが、この祭りが笛吹市１０周年の一連の記

念イベントのキックオフになります。笛吹川、石和鵜飼、石和温泉連夜花火を皮切りに甲斐一

宮大文字焼き、春日居笈形焼きなどで盛り上げ、８月２１日の石和温泉花火大会でフィナーレ

となります。歴史と伝統ある石和温泉花火大会は今回で５０回の節目となります。今年も商工

会会員の皆さまに出店のご協力をいただきながら、花火の見せ方等にも工夫を凝らし、県内外

からご来訪いただく多くの方々に大輪の花火を堪能していただきたいと考えております。 
 桃・ぶどう日本一と温泉の里がフルーティな香りに包まれる季節を迎えました。皆さま方に

はくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、閉会のあいさつとさせて

いただきます。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２６年笛吹市議会第２回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ４時００分 
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