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開会  午後 １時４０分 

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

〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年笛吹市議会第３回定例会を開会いた

します。 

 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 ９月に入り例年なら残暑が厳しい時期でありますが、ここ最近は涼しい日が続き秋の気配を

感じる今日このごろでございます。 

 気象庁の発表によりますと今年の夏は日照時間が短く、また台風１２号および１１号が相次

いで日本に接近・上陸した影響で各地で大雨となり、特に広島県におかれましては８月１９日

から２０日の局地的な豪雨による災害で７２名の尊い命が失われ、現在も行方不明者２名の安

否が確認されておりません。 

 この豪雨災害によりお亡くなりになられた方々に心からご冥福をお祈りするとともに一日も

早い行方不明者の発見を願い、また被害を受けられた多くの皆さま方に心からお見舞いを申し

上げます。 

 さて、本市におきましては８月３１日、東海地震発生を想定した防災訓練が行われ、約１万

２千人の市民が積極的に参加されました。いつ起こるか分からない災害に備え、避難経路の確

認や炊き出し訓練など、市民目線での訓練が行われたと感じたところでもあります。 

 スポーツでは全国中学校体育大会におきまして、石和中の生徒が陸上男子４００メートルリ

レーで全国２位入賞という、うれしい報告もありました。 

 一方、国政に目を向けますと昨日、第２次安倍改造内閣が発足いたしました。女性議員の入

閣も多く、首相が掲げる経済再生、震災からの復興、危機管理の徹底の三本柱を中心に人心を

一新して日本を取り戻す戦いの第２章に臨むという首相の言葉どおり、今後が期待されるとこ

ろでもあります。 

 今定例会に提出されます諸議案につきましては慎重に審議され、円滑な議事運営にご協力を

賜りますよう切にお願い申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 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。 

 



 １１ 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第７番 保坂利定君および 

 議席第８番 中村正彦君 

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」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２９日までの２６日間としたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から９月２９日までの２６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。 

 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。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５月分から平成２６年７月分の例月出納検査の結果について

報告がありました。 

 お手元に配布してあります報告書により、ご了承を願います。 

 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第８号から日程第５７ 議案第１２２号ま

での５２案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２６年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり提出した案件につきまして、その概要を

ご説明申し上げ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、観光振興政策についてであります。 

 本市は日本一を誇る桃・ブドウに加え、甲斐国千年の歴史を示す文化財や賑わいの夏祭りな

ど多くの観光資源が存在する魅力ある地域であり、観光は本市の最も重要な産業の１つであり

ます。 

 国家プロジェクトとして整備しているリニア中央新幹線が、２０２７年には営業を開始する

ことになっており、現在は完成したリニア実験線において試験走行が実施され、この秋には試

乗もできるようになります。 
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 現在、走るリニアモーターカーの姿を直接見られる場所は、全国でも本市と都留市しかない

ことから、今後の本市の大きな観光資源としてリニアモーターカーを位置付けていきたいと考

えております。 

 そのため今般、リニアの見える丘整備構想を策定し、今後１０年間くらいで計画的にリニア

の見える丘整備事業を実施してまいりたいと考えております。具体的には花鳥一本杉周辺、八

代ふるさと公園周辺に平成２６年、２７年度において展望台、駐車場を整備し、新たなリニア

ビューポイントを全国に向けて情報発信してまいります。また１０数年後の営業線開通に合わ

せて、坊ヶ峯周辺の展望施設についても整備する予定であります。 

 構想実現に向け、今議会に調査費等計上をいたしましたので、議員各位のご理解とご協力を

お願いする次第であります。 

 次に本市の名前の由来となった笛吹川において、その水辺空間の新たな活用の可能性を創造

するプロジェクトを検討していくため、庁内にミズベリング構想検討プロジェクトチームを立

ち上げたところであります。 

 現在、水辺を生かしたまちづくりについて検討しているところであり、本市の伝統文化とし

て貴重な財産である鵜飼を将来にわたり継承する取り組みや、観光の活性化につながるような

ソフト・ハード面での整備などを中心に今後さらに検討し、本年度中に（仮称）笛吹川ミズベ

リング構想を策定してまいりたいと考えております。 

 次に本市まちづくりの振興、応援としてご寄附をいただいているふるさと納税について、ご

報告させていただきます。 

 本市の魅力や資源を知ってもらい笛吹市を体験し味わっていただくため、お礼の品をこれま

での果実やワインに加え、宿泊施設の利用券や観光イベントの参加チケットなど幅広く設け事

業の拡充を図りました。 

 昨年度の実績では寄附が２２件、寄附金額にして１１３万円でしたが、本年度は（９月３日

現在）すでに８００件を越え１，１００万円に達しております。ご寄附をいただいた皆さまの

尊いお気持ちをこれからの市政運営に生かしてまいるとともに、本市の特産品や市内商店の銘

品、訪れて体験したくなるような魅力的なイベント等を通じて、笛吹市を発信していきたいと

存じます。 

 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。 

 現在、駅舎等の工事を行っておりますが、２月の大雪やその他工事工程の調整に時間を要し

たなどの影響により竣工時期が遅れることになったため、今回工期延期に関する議案を提出さ

せていただきました。 

 なお、本年度末には南北自由通路の一部と駅舎は完成する予定であります。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事業を推進してまいります。 

 次に、市長トップセールスについてであります。 

 本年も６月および７月に、東京と大阪でＪＡ笛吹と共同による果実の消費拡大宣伝を実施し

ました。さらに先月（８月）には海外での消費拡大宣伝を台湾で行い、今人気のシャインマス

カットを持ち込み観光宣伝と合わせて実施をいたしました。 

 市長トップセールスについては本市の知名度向上や果実の販路拡大、観光宣伝等を行う上で

今後も継続的に実施していくことが重要であると考え、これまで以上に戦略・戦術を明確にし、
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効果的なものになるよう研究してまいります。 

 次に、観光イベント関係についてであります。 

 本市の夏の風物詩、笛吹市夏祭りも今年で１０回目を数えました。７月２０日から開催しま

した古式ゆかしい笛吹川石和鵜飼の実演は石和温泉連夜花火と相まって、多くのお客さまをお

迎えすることができました。 

 ８月１６日には甲斐いちのみや大文字焼きが開催されました。笈形焼きの同時点灯もあり、

笛吹の送り火として、お祭り会場は賑わいを見せていました。 

 そして夏祭りのフィナーレを飾る２１日の石和温泉花火大会では、記念すべき節目の第５０回

大会として１万発の花火を打ち上げ、本市イメージキャラクター「フッキー」の仕掛け花火の

演出や音楽とのコラボレーション、レーザー光線を加えた作品など特色や趣向を凝らし、市内

外からのお客さま約１５万人の皆さまに興奮と感動を与えました。 

 また縁日会場では商工会会員による１００ブースを超える出店が祭りの賑わいを演出し、市

民手作りによる新たな祭りの姿も定着してきました。 

 期間中、各地区で行われた納涼祭りは地域性を十二分に出した特色ある祭りとなり、地域住

民の納涼の場として、また子どもたちの夏の思い出づくりの場として大いに賑わいを見せてお

りました。 

 各夏祭りの企画・運営を担当していただいた市民・地域の実行委員会の皆さま方、ご支援賜っ

た議員の皆さまをはじめ、関係各位に改めまして深く感謝申し上げます。 

 次に、雪害復旧対策についてであります。 

 本市に甚大な被害をもたらした２月の大雪から、すでに６カ月が経過しました。被災したビ

ニールハウスの約８割の撤去が終わり、農家の約８割が再建を目指しております。ハウス等の

撤去についての補助金の給付も始まり、再建についても見積書等の提出など再建へ向けた準備

が始まっております。 

 本年度中にすべてのハウスを再建することは非常に難しいため、事業の複数年の継続を国に

要望するとともに多くの被災農家が一刻も早く、平常の農業経営に戻っていただけるよう努め

てまいります。 

 次に、防災訓練についてであります。 

 ８月３１日に笛吹市総合防災訓練を実施しました。今年も東海地震が予知できずに発生した

場合を想定して訓練を行いました。本年度は自主防災組織の充実・強化の一環として、各地区

の現場指揮本部において避難所開設訓練を実施したところであります。 

 初めての試みであったということ、また計画・周知期間が短かったことなどから多くの反省

点や課題がありますが、訓練内容について今後十分な振り返りと検証を行った上で、翌年度以

降も本訓練を継続して実施することにより自主防災組織の充実・強化を図っていきたいと考え

ております。 

 また、災害時「一人の犠牲者も出さない」を念頭に置く中で、一人ひとりが自らの命を守る

ための対策と適切な行動をとることが必要であります。日ごろから市民の皆さまには、非常持

ち出し品の準備および家族との連絡方法の確認などの自助の訓練を行っていただきたいと考え

ております。行政区においては、隣近所で力を合わせた共助の訓練や防災マップの作成など、

引き続き積極的な防災活動への取り組みをお願いするところであります。 

 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。 
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 本年４月からの消費税引き上げによる負担の緩和措置として実施している、これらの給付事

業につきまして、６月より対象者へ通知を送付し申請受付を開始いたしました。これまで両給

付事業とも４千件ほどの申請があり、給付金の振り込みを７月より順次開始しております。申

請期限が１０月までとなっていることから、さらに周知してまいります。 

 次に、ごみ処理施設整備事業についてであります。 

 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が整備を行っています高効率発電施設を有するごみ焼

却施設やリサイクルセンターは総工費１６６億３，８００万円をかけ、株式会社神鋼環境ソリュー

ション東京支社が平成２９年４月の稼動に向け、本体施設建設に着手いたしました。 

 また隣接用地で、山梨県市町村総合事務組合が整備を計画している一般廃棄物の最終処分場

の整備については現在予定している用地の約９０%の買収を完了し、５月に入札公告および入

札説明書等の公表を行い、現在プロポーザルコンペによる提案書の提出を求めており、９月下

旬には落札業者が決定する見込みとなっております。３０年１２月からの稼動に向け、地元へ

の丁寧な説明に心がけながら準備を進めております。 

 さらにごみ処理施設建設に伴い、整備を進めている観光交流温泉施設や緑地の整備について

は現在、詳細設計の準備を行っており、温泉の掘削についてはごみ処理施設建設関係機関と市

が協力して準備を進めているところであります。 

 次に、全国高等学校総合体育大会についてであります。 

 この夏の約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、本市では自転車競技が開催されました。８月６日から８日までの３日間、境川自

転車競技場では１２６校３７５名の選手による９種目のトラックレースと女子選手３０名が参

加した公開競技が実施されました。 

 また９日には広域的な交通規制により八代町・境川町の一般道に設定したコースを８周回、

約１００キロメートルを走行するロードレースが行われ、地元消防団、交通安全協会をはじめ

とした多くのボランティアの方々の協力により、無事大会を終えることができました。 

 全国から集まった高校生の熱い競技が繰り広げられた大会期間中には、延べ１万人の方々が

スタンドや沿道などにおいて、力のこもった熱心な応援を行っておりました。ご尽力・ご協力

いただいた市民の皆さまに改めて感謝申し上げます。 

 次に、学校教育関係であります。 

 先月（８月）、香川県で行われた全日本中学校陸上競技選手権大会、男子４×１００メート

ルリレーにおいて、石和中学校チームが見事２位入賞という快挙を成し遂げました。石和中学

校チームは昨年の同じ大会においても３位の成績を勝ち取り、２年連続して表彰台に上がりま

した。その功績を称えるとともに心から祝福し、さらなる活躍を期待いたします。 

 次に、市税等徴収事業についてであります。 

 市税の平成２５年度徴収率実績は現年度課税分が９６．４%、過年度課税分が１６．６%、

また全体では８５．７%となっております。昨年度と比較すると現年度分は同実績、過年度分

が０．４ポイント上昇、全体において３．３ポイント上昇いたしました。 

 徴収率は県総合県税事務所への職員派遣や県地方税滞納整理推進機構の事業導入により、職

員の徴収技術向上が滞納処分の強化および徹底した財産調査による執行停止の実施等、法に基

づく滞納整理により年々向上してまいりましたが、県内他市町村に比べてまだ低い水準にあり

ます。 
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 今後の徴収率向上については、滞納者の正確な把握と分析による早期の滞納処分の実施とと

もに納期内に納付いただくことが大変重要となるため、税負担の公平性について納税者の理解

を深め、納期内自主納付を促進してさらなる徴収率向上に努めてまいります。 

 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条例案８件、補正予算案１９件、決算認定１９件など合わせて

５２案件であります。 

 はじめに、条例案について概略をご説明申し上げます。 

 笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定

については子ども・子育て支援法の施行に伴い、条例の制定を行うものであります。 

 笛吹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、児童

福祉法の改正に伴い、条例の制定を行うものであります。 

 笛吹市火災予防条例の一部改正については消防法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行

う必要が生じたものであります。 

 笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例および笛吹市簡易水道事業給水条例の一部改正に

ついては御坂町戸倉地区の水道施設が笛吹市へ移管されることに伴い、所要の改正を行う必要

が生じたものであります。 

 笛吹市税条例の一部改正については地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生

じたものであります。 

 笛吹市防災会議条例および笛吹市災害対策本部条例の一部改正については、災害対策基本法

の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については

公職選挙法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 

 笛吹市職員定数条例の一部改正については高度化、複雑化する消防救急業務に鑑み、消防職

員の定数を改正するものであります。 

 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。 

 まず平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）でありますが、既定の予算額に歳入歳

出をそれぞれ３億８，２００万円追加し、総額を４０９億３，６００万円とするものでありま

す。 

 また繰越明許費の追加、債務負担行為の追加、市債借入限度額の変更に伴う地方債の補正に

つきましてもお願いするところです。 

 歳入の主なものとしましては国庫支出金６，２００万円の追加、県支出金１，８００万円の

追加、基金等からの繰入金７億２００万円の減額、繰越金として平成２５年度一般会計決算剰

余金１３億８，１００万円の追加、また市債については借り換え債を３億８，４００万円減額、

合併特例債２５０万円増額、臨時財政対策債を２，２００万円減額するものであります。 

 歳出の主なものとしましては防災行政無線整備事業に４３０万円、雪害による粗大ごみの処

理費用などごみ処理事業に１，９００万円、ミズベリング事業に６００万円、市制１０周年記

念事業に１８０万円、成人肺炎球菌ワクチン予防接種事業に１，１００万円、全国桃サミット

など農産物等消費拡大宣伝事業に１８０万円、リニアの見える丘整備事業に産業観光部で

３００万円、建設部で１，３００万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等１６会計につきまして総額３億
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１，３００万円を増額するものであります。 

 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 

 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では、収益的収入及び支出において

４４０万円を追加し、総額を１７億３７０万円とし、資本的支出において１，８００万円を追

加し、総額を１８億７，８００万円とするものであります。 

 また春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第２号）では、収益的収入及び支出において

１００万円を追加し、総額を７，０６０万円とするものであります。 

 続きまして、平成２５年度の決算認定についてであります。 

 一般会計歳入歳出決算につきましては歳入総額が３３７億２，４００万円、歳出総額が３１４億

２，１００万円の決算となりました。歳入歳出差引額は２３億２００万円で、そのうち翌年度

に繰り越すべき一般財源は９億２千万円であり、これを差し引いた実質収支額は１３億８，

１００万円となりました。 

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

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

見を付して提案するものです。 

 なお、詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 

 また財政健全化の状況についてでありますが、平成２５年度決算について地方公共団体の財

政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率、ならびに資金不足比率を算出いたしま

した。健全化判断比率のうち実質公債費比率は１４．２％で前年度と同じ数値でありました。

将来負担比率につきましては７４．４％で、前年度を１．３ポイント下回ることができました。

いずれの指標も自治体における早期健全化基準を大きくクリアし、本市の財政状況は健全性が

保たれておりますが、引き続き堅調な財政経営に努めてまいります。 

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

てご了承をお願いします。 

 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） 

 続きまして議案第１００号から議案第１１８号につきまして、会計管理者から補足説明があ

ります。 

 会計管理者、成島敦志君。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 ただいま、市長が提案いたしました議案第１００号の一般会計から議案第１１８号の企業会

計までの決算認定１９案件につきまして、お手元にお配りさせていただいております決算書に

より一括して決算内容の補足説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 なお概要の説明となりますので、金額につきましては１万円未満につきましては省略させて

いただきます。 

 それでは決算書の２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成２５年度一般会計と１６の特別会計の歳入歳出決算総括表でございます。 

 一番下の合計欄でありますけども、収入済額の合計は５２６億８，６３２万円。支出済額の
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合計は５００億１，２８０万円。歳入歳出差し引き額の合計は２６億７，３５１万円となりま

した。 

 それでは、個々の会計につきましてご説明をさせていただきます。 

 まず議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」について、ご説明

を申し上げます。 

 歳入につきましては６ページからになります。よろしくお願いします。 

 なお、歳入は収入済額のほうでご説明をいたします。 

 第１款の市税でありますが、収入済額８４億６，０６３万円であります。その主なものとい

たしまして市民税３３億１００万円、固定資産税４２億３，４４１万円などとなっております。

市税は歳入全体の２５．１％を占めている状況でございます。また前年度と比較いたしますと

１．１％、９，５２１万円の減額となります。これは固定資産税における資産評価額下落の時

点修正が大きな要因となっております。 

 次に第２款地方譲与税でありますが２億５，０７５万円となっております。 

 次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金につきましては、総額

で８億９，６７４万円。前年度に比べますと３，６３１万円の増額という状況でございます。 

 第１０款地方交付税につきましては１０１億４，６３７万円。歳入全体の３０．１％を占め

ているということで、前年度と比較いたしますと３億３，６７４万円の増額になりました。 

 そのほかの歳入につきましては、主なものを申し上げたいと思います。８ページ、９ページ

をご覧ください。 

 第１４款国庫支出金については４０億４，４５７万円、第１５款県支出金２１億６，８０８万

円、第１９款繰越金１４億３２０万円、第２１款市債４８億１，６７７万円であります。 

 その結果、歳入決算額は３３７億２，４２１万円となり、前年度と比べ１．６％、金額で５億

２，０１８万円の増額となっております。 

 次に歳出でありますが、１２ページからになります。歳出については、支出済額でご説明い

たします。 

 まず第１款議会費については支出済額２億２，７０６万円で、執行率については９７．９％

でございます。 

 次に第２款総務費につきましては３７億３，９４１万円で、その主なものといたしまして総

務管理費３２億５，５０３万円となっております。総務費全体の執行率ですが９４．１％でご

ざいます。本庁舎等耐震改修事業など４事業で、合わせて６，３８５万円を翌年度へ繰り越し

をしております。 

 次に第３款民生費については９７億４，７６４万円で歳出全体の３１％を占めております。

歳出の中では最も大きな支出でございます。 

 その主なものといたしまして社会福祉費４２億９３２万円。児童福祉費４３億３，６３８万

円で、これに生活保護費を含めた民生費全体の執行率は９６．６％であります。保育所施設整

備事業など６事業で５，８９７万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第４款衛生費は２７億６，０２０万円となっております。主な内訳ですが保健衛生費５億

９，０３６万円、環境衛生費１２億８，４９３万円、清掃費６億６，６３９万円などでありま

す。衛生費全体の執行率は６０．８％で、雪害対策支援事業など５事業で１５億１，３７２万

円を翌年度へ繰り越ししております。 
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 次の第５款労働費は１，２６１万円で執行率は１００％であります。 

 次に第６款農林水産業費は１４億４，４０２万円となっております。内訳については農業費

が１３億６，６９３万円、林業費７，７０９万円であります。農林水産業費の執行率は５９．

３％で雪害緊急対策事業など８事業で８億４，２６８万円を翌年度へ繰り越ししております。 

 次に第７款商工費は３億２，０４１万円であります。執行率９６．４％となっております。 

 次に第８款土木費は４９億２，０６２万円で、そのうち主なものは１４、１５ページのほう

になりますが道路橋梁費２１億８７４万円、都市計画費２５億２２９万円などであります。土

木費全体の執行率は５４．３％であります。石和温泉駅周辺整備事業や砂原橋架け替え事業な

ど２０事業で併せて３１億１，８１３万円を翌年度に繰り越ししております。 

 次に第９款消防費につきましては１０億２，８９０万円です。執行率７２．４％となってお

ります。消防救急無線デジタル化等整備事業など２事業で３億６，２８１万円を翌年度に繰り

越ししております。 

 次に第１０款教育費は２７億３，９１３万円で、そのうち主なものは小学校費４億７，０８７万

円、中学校費７億３，０９９万円、社会教育費６億８，２１５万円などです。教育費全体の執

行率は８４．３％、石和中学校校舎等改築事業など９事業で４億９９２万円を翌年度に繰り越

ししております。 

 次に第１１款災害復旧費につきましては、執行はございませんでした。 

 次に第１２款公債費につきましては４０億４，３８９万円、地方債の借入金の元利償還金と

して支出したものでございます。 

 次に第１３款諸支出金は４億３，７５６万円、財政調整基金などへの積み立ておよび土地開

発基金への繰り出しを行ったものであります。 

 以上、歳出合計は３１４億２，１５１万円で前年度と比べ１．２％、金額で３億７，９３０万

円の減額でございました。 

 なお、歳出全体の執行率は７８．９％であります。その結果といたしまして、１６ページを

ご覧ください。 

 歳入金３３７億２，４２１万円、歳出金３１４億２，１５１万円で歳入歳出差し引き額が２３億

２６９万円であります。 

 次に少し飛びますが、２６４ページをご覧いただきたいと思います。 

 ２６４ページに平成２５年度笛吹市一般会計の実質収支に関する調書がございます。 

 歳入歳出差し引き額まではただいまご説明したとおりでありますけども、翌年度へ繰り越す

べき財源といたしまして繰越明許費などの繰越額が９億２，０９４万円でございます。これを

差し引いた実質収支額については１３億８，１７５万円となっております。 

 以上が一般会計歳入歳出決算の概要であります。 

 次に２６６、２６７ページでございます。 

 議案第１０１号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明をいたします。 

 まず主な歳入であります。 

 第１款国民健康保険税の収入済額は２２億１，７６５万円となっておりまして、国保税全体

の収納率は７２．５％であります。 

 次に第３款国庫支出金２２億６，６０９万円、第５款前期高齢者交付金１７億３，６３６万

円、第７款共同事業交付金９億９，０３４万円、第９款繰入金５億９，７１３万円となってお
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ります。 

 以下、繰越金、諸収入などを合わせた歳入合計は９０億７２２万円です。前年度と比べ２．

１％、１億８，１８２万円の増額となっております。 

 次に２６８、２６９ページの歳出になります。 

 主なものにつきまして、支出済額で申し上げます。 

 第２款保険給付費は５７億６，２４４万円で、これは前年度と比べ３．１％、１億７，１８１万

円の増額となっております。 

 以下、第３款後期高齢者支援金等１１億６，９７１万円、第６款介護納付金５億３，９７７万

円、第７款共同事業拠出金９億６，６３４万円などとなっており、歳出合計が８８億８３８万

円で前年度と比べまして３．１％、２億６，４９７万円の増額となりました。 

 その結果といたしまして２７２ページになりますが歳入金が９０億７２２万円、歳出金８８億

８３８万円、歳入歳出差し引き額１億９，８８４万円であります。 

 以上が国民健康保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３０４、３０５ページをご覧ください。 

 議案第１０２号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 

 まず歳入でありますが、第１款保険料は１０億５，１７８万円で収納率は９４．３％であり

ます。 

 第３款国庫支出金１２億９，８１４万円、第４款支払基金交付金１５億３，８０５万円、第

５款県支出金７億８，４１９万円、第７款繰入金８億６，１００万円などで歳入合計が５５億

５，９８０万円、前年度と比べまして４％、２億１，５９９万円の増額でございます。 

 次に３０６、３０７ページの歳出であります。 

 主なものは第１款総務費１億１，７１５万円で、介護報酬改定に伴いますシステム改修業務

の８１万円を翌年度に繰り越しております。 

 第２款保険給付費は５２億７６１万円で前年度と比べまして４．４％、２億２，１５１万円

の増額となっております。 

 以下、歳出合計でありますが５５億１，７７０万円、保険給付費の伸びなどによりまして前

年度と比べ３．７％、１億９，８３４万円の増額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３０８ページをご覧いただきたいと思います。 

 歳入歳出、説明したとおりでございます。歳入歳出差し引き額といたしまして４，２０９万

円であります。 

 以上が介護保険特別会計決算の概要であります。 

 次に３３４、３３５ページになります。 

 議案第１０３号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明をいたします。 

 まず歳入ですが第１款サービス収入１，６３２万円。第３款繰越金１８０万円。歳入合計は

１，８１３万円で前年度と比べ６．６％、１２７万円の減額となっております。 

 次に３３６、３３７ページの歳出でありますが第１款総務費７１７万円。第２款事業費９５５万

円。歳出合計は１，６７２万円で前年度と比べ５％、８８万円の減額でございます。 

 結果といたしまして、次の３３８ページになりますが歳入歳出、先ほど説明したとおりであ

ります。歳入歳出の差し引き額が１４０万円となっております。 

 以上が介護サービス特別会計決算の概要であります。 
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 次に３４６、３４７ページをご覧ください。 

 議案第１０４号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが第１款後期高齢者医療保険料４億３，７７６万円。第３款繰入金

７億９，４６３万円などで歳入合計は１２億３，５７９万円。前年度と比べまして１．９％、

２，３０５万円の増額でございます。 

 次の３４８、３４９ページの歳出でありますが第１款総務費は１，６８９万円。第２款後期

高齢者医療広域連合納付金が１２億１，５９５万円で歳出合計は１２億３，４５８万円。前年

度と比べ１．９％、２，３４０万円の増額となっております。 

 結果といたしまして次の３５０ページになります。 

 歳入歳出額、説明したとおりでございます。歳入歳出の差し引き額は１２１万円となってお

ります。 

 以上が後期高齢者医療特別会計決算の概要でございます。 

 次に３６２、３６３ページになります。 

 議案第１０５号 「公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 

 まず主な歳入でありますが、第１款分担金及び負担金６，５０６万円。第２款使用料及び手

数料は５億６，０６２万円で、このうち下水道使用料の収納率は８５．７％となっております。

第３款国庫支出金１億６，３２０万円。第４款繰入金１８億７５６万円。第７款市債３億２，

８３０万円などであります。 

 歳入合計は３０億１，９５７万円で前年度と比べ６．２％、１億７，７５０万円の増額とな

りました。 

 次に３６４、３６５ページの歳出になります。 

 第１款総務費１億２，７３４万円。企業会計移行に伴います下水道管路試算調査委託４５０万

円を翌年度に繰り越ししているところでございます。 

 第２款下水道事業費は１０億４，６３６万円で、公共下水道整備事業で１億７，４２０万円

を翌年度に繰り越ししております。 

 第３款公債費１７億７，０３４万円となっておりまして、歳出合計は２９億４，４０６万円

で前年度と比べ７．１％、１億９，３９６万円の増額となっております。 

 その結果といたしまして、次の３６６ページになりますが歳入歳出、説明させていただいた

とおりでございます。歳入歳出の差し引き額が７，５５１万円であります。 

 以上が公共下水道特別会計決算の概要であります。 

 次に３８２、３８３ページをご覧ください。 

 議案第１０６号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 

 この会計につきましては、芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計でございます。 

 まず主な歳入でありますが、第２款使用料及び手数料８２６万円。第３款繰入金３，９００万

円などで歳入合計は５，２７０万円。前年度と比べ１．１％、５９万円の増額となっておりま

す。 

 次に３８４、３８５ページの歳出ですが、主なものは第２款農業集落排水事業費１，８７７万

円。第３款公債費２，９７３万円などであります。歳出合計は４，８６０万円で前年度と比べ

３．９％、１８３万円の増額となっております。 

 結果といたしまして、次の３８６ページをご覧いただきたいと思います。 
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 歳入歳出、説明をさせていただいたとおりでございます。その歳入歳出差し引き額でござい

ますが４０９万円であります。 

 以上が農業集落排水特別会計決算の概要であります。 

 次に３９６、３９７ページをご覧ください。 

 議案第１０７号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明をいたします。 

 歳入の主なものにつきましては第２款使用料及び手数料が３０１万円で、このうち使用料は

２９７万円、収納率は９８．６％となっております。このほか第４款繰入金１，３７９万円。

第５款繰越金が４０８万円などで歳入合計は２，１０７万円であります。 

 次の歳出でありますが３９８、３９９ページになります。 

 主なものは第２款水道費が１，３７２万円、第３款公債費４２２万円などで歳出合計は１，

７９７万円となっています。 

 その結果といたしまして、次の４００ページをご覧ください。 

 歳入歳出、説明させていただいたとおりでございます。歳入歳出差し引き額が３０９万円で

あります。 

 以上が簡易水道特別会計決算の概要でございます。 

 次に議案第１０８号から議案第１１６号まで９議案につきましては、いずれも恩賜県有財産

保護財産区管理会特別会計の決算認定についてでございますので、一括して説明させていただ

きたいと思います。 

 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，７７９万円であります。歳出総額は３２４万円

となっておりまして、差し引き額の４，４５５万円につきましては翌年度へ繰り越しとなって

おります。 

 財産区特別会計につきましては、いずれも財産区の管理・運営を行っておりまして管理会の

活動費などに予算執行されたものであります。 

 それぞれの決算につきましては４１２ページから５３２ページまで、各財産区の管理会特別

会計決算書のとおりでございますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 

 一般会計ならびに１６の特別会計につきましては以上でありますけども、５３３ページから

５４１ページまでに財産に関する調書がございます。この中には市の公有財産、備品、基金等

の詳細が記載されておりますので、これも併せて決算の参考にしていただければと思います。 

 それでは、ここから２つの事業会計の決算でございます。５４４ページをお開きいただきた

いと思います。 

 まず議案第１１７号 「水道事業会計決算認定」についてご説明をいたします。 

 収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の水道事業収益は決算額１５億

３，６１７万円となっております。また支出でありますけども、第１款水道事業費用の決算額

は１５億３，００３万円となっております。 

 次の５４５ページの資本的収入及び支出でありますけども、そのうち収入の第１款資本的収

入の決算額２２億４，０３７万円となっております。また支出でありますけども、第１款資本

的支出といたしまして決算額２６億３，２２０万円でございます。不足額３億９，１８３万円

は当年度損益勘定留保資金等で補填をしているところでございます。 

 以上が水道事業会計決算の概要であります。 

 それでは最後でございます。５７４ページをご覧ください。 



 ２２ 

 議案第１１８号 「市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定」についてご説明をいたしま

す。 

 まず収益的収入及び支出のうち収入については、第１款温泉事業収益は決算額７，５１２万

円となっております。また支出については、第２款温泉事業費用の決算額６，８１６万円となっ

ております。 

 次の５７５ページの資本的支出でありますけども、第４款資本的支出といたしまして決算額

６７７万円でございます。不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填をしてい

るところでございます。 

 以上が、温泉給湯事業会計決算の概要であります。 

 なお、平成２５年度決算概要および主要施策成果報告書、これを別冊で配布させていただい

ておりますので、この中に２５年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事

業概要も記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 

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

げ、平成２５年度におけます笛吹市のすべての会計決算の補足説明とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で会計管理者の説明が終わりました。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第５ 監査委員事務局長より決算審査の結果につきまして、意見報告を求めます。 

 監査委員事務局長、三沢久君。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 ご承知のとおり、３名の監査委員が８月２２日付けで退職され不在となっておりますので、

監査委員事務局から監査委員の審査結果・意見につきまして、ご報告申し上げますことをご了

承いただきたいと思います。 

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

成２５年度笛吹市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査結果」の詳細につ

きまして、ご報告申し上げます。お配りしてございます審査意見書に、詳細につきましては記

載してございます。概要をご報告させていただきます。 

 決算審査意見書の１ページをご覧ください。 

 平成２５年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１５の会計について、歳入歳

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

金運用状況に関する調書を対象に平成２６年７月１日から７月３１日まで審査を行いました。 

 審査の方法は各会計歳入歳出決算、その他政令で定められた書類について関係諸帳簿、証書

類と照合し計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査を行いました。 

 審査の結果、審査に付された決算書類および各調書はそれぞれ関係法令の規定に適合し、計

数は正確であり、予算執行についても一部を除き適正であったとしています。 

 以下、会計ごとに記載しています審査意見の概要を報告させていただきます。 

 一般会計の審査意見については、３７ページをご覧ください。 

 平成２５年度一般会計の決算状況は歳入総額３３７億２，４２１万円、歳出総額３１４億２，



 ２３ 

１５２万円で形式収支尻は２３億２６９万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業費充当財

源９億２，０９４万円を差し引いた実質収支額は１３億８，１７５万円となり、黒字決算となっ

ております。 

 歳入については普通交付税、特別交付税とも増加し、前年度より３億３，６７４万円増加、

１０１億４，６３８万円で構成比の３０．１％を占め、４年連続歳入科目の最高額となってお

ります。 

 市税は前年度に続き固定資産税の減少等により１．１％、９，５２１万円の減少となり、決

算額は平成２１年度から連続して減少しています。 

 歳出は、前年同様に普通建設事業が５５億６，９１５万円でトップでありました。義務経費

である扶助費は微減となりましたが、公債費は増加しています。 

 また、これからの市政運営については目下進行中の大型プロジェクト事業および各種諸事業

等の執行に当たり、イニシャルコストのみならずランニングコスト等の運営経費にも十分意を

払う必要があると思われるとしています。 

 さらに少子高齢化、社会保障費の増加、福祉、教育、環境問題など市民関連施策への対応と

扶助費や公債費の増嵩など、ますます厳しい財政運営になることが予想されるので、組織体制

をしっかり整え企画・検討し、情報を効果的にマネジメントし、簡素で魅力的な市政の実現を

目指して着実に推進することが必要であり、職員自らが市民の目線に立ち、市民第一主義を念

頭に施策の必要性、優先順位を厳しく選択し、不要不急の事業が優先することがないようにし

て限られた財源を効率的且つ効果的に配分し、安定した行財政運営を可能とすることを目標に

事業運営を進められてきた。第３次笛吹市行財政改革大綱により、これまで以上の努力と工夫

をし、着実に進展していくことを望むとしています。 

 また将来に備えるため、次の４項目について特に取り組みを望むものとして列記してござい

ます。 

 １として、行財政改革の推進について。 

 ２として、市税および料金等の収納率の向上について。 

 ３として、随意契約、委託業務契約について。 

 ４として、災害等に対する危機管理体制の強化についてであります。 

 さらに各課・全庁をあげて取り組み、今後の課題として検討していただきたいことを望む事

項、４項目を列記してございます。 

 １として、工事の変更契約について。 

 ２として、決裁規定および検収体制の見直しについて。 

 ３として、各種事業実施の前倒しについて。 

 ４として、図書備品購入費についてであります。 

 次に一般会計における問題の違法性があり、かつ不当な公金支出と適正を欠く事務処理につ

いてであります。 

 これにつきましては市民環境部市民活動支援課の地域振興促進助成事業について、改めて監

査委員の意見を記載してございます。 

 監査委員はこの助成金交付については違法性があり、かつ不当な公金支出と判断しているこ

とから平成２５年度の一般会計決算は不適正であるという結果が審査意見となっております。 

 次に、特別会計であります。 
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 国民健康保険特別会計審査意見でございます。４７ページをご覧ください。 

 国民健康保険税については、調定額から収入済額と不納欠損額を引いた収入未済額が７億５，

３５４万円で、前年度よりは３，３２０万円ほど減少いたしましたが調定額の２４．７％を占

めています。未収金は国民健康保険の健全な運営を妨げる大きな要因であり、負担の公平性の

面からも認められるものではない。滞納世帯に対しては明確な基準を設け、厳正なる対応を行

うべく、徹底した滞納整理対策を講じ収入未済額の縮減に向けたより一層の徴収の強化を図っ

ていただきたいとしています。 

 次に、介護保険特別会計審査意見です。５０ページをご覧ください。 

 介護保険料の滞納額は還付分を除き４，８７０万円になっています。また、不納欠損処分は

２，０８６件で１，５８１万円でありました。公平な保険料負担と介護保険事業の安定的継続

のために保険料の収納率向上と不納欠損額の縮減に努められたいとしています。 

 次に、介護サービス特別会計審査意見です。５１ページをご覧ください。 

 介護サービス特別会計の収入済額から支出済額を差し引くと１４１万円になっています。介

護予防サービスは要支援認定の方が要介護状態とならないよう利用するものであることから、

予防プランの評価、見直しを徹底するなど、その方に合ったサービスの提供を行うことが必要

であり、介護保険料の上昇を防ぐためにも積極的な取り組みが望まれるとしています。 

 次に、後期高齢者医療特別会計審査意見でございます。５３ページをご覧ください。 

 後期高齢者医療特別会計の収入済額から支出済額を差し引くと１２１万円になります。滞納

額も昨年度より２４件、９２万円ほど減少していますが、保険料はこの制度を支える重要な財

源となるので、滞納者に対して負担の公平性の面からも今後とも滞納整理対策を講じられ、納

付相談等にも気兼ねなく応じられるような体制の整備を図ることにより、収入未済額の縮減に

向けた、より一層の努力を図られたいとしています。 

 次に、公共下水道特別会計審査意見です。５６ページをご覧ください。 

 歳入については、一般会計からの繰入金が歳入の５９．９％を占めている状況であり、一方

で歳出の６０．１％の割合を公債費が占める状況となっており、一般会計における財政運営に

も大変大きな影響を及ぼしているのが現状であります。 

 下水道受益者負担金及び使用料に１億１，０２０万円の収入未済額があり、昨年度より１，

４６９万円ほど収入未済額が減少したものの、受益者負担金及び使用料は重要な財源であるた

め、収入未済額の縮減を図るための債権管理およびコストの削減策についての検討を望むとし

ています。 

 次に、農業集落排水特別会計審査意見です。５７ページをご覧ください。 

 本会計事業の歳出は排水処理施設等の維持管理、起債の償還が主なものであります。使用料

の未収金が２９万円となっています。公平性の面からも収納対策を早急に講じられたいとして

います。 

 次に、簡易水道特別会計審査意見です。５９ページをご覧ください。 

 営業実績は総配水量７万４，５１１立方メートルに対し、有収水量は６万６，４９４立方メー

トルで有収率は昨年度と同じ８９%という状況である。 

 老朽管の布設替え等を積極的に行い、有収率の向上を望む。また施設の統合、維持管理の合

理的な削減が必要としています。 

 次に、財産区管理会特別会計審査意見についてです。６５ページをご覧ください。 
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 財産区の管理体制については、高齢化や財産収入の低迷により森林整備の問題を抱えている

状況である。関係機関と連携し貴重な資源の保護、育成を推進していただきたいとしています。 

 次に財産、基金に関する調書です。７２ページをご覧ください。 

 財産に関する調書の審査意見です。 

 基金については、適正な管理が行われている。公金の安全性を確保するため、金融機関の経

営状況等の信用格付情報を入手し、慎重な運用に心掛けていたとしています。 

 ７３ページをご覧ください。基金運用状況に関する調書の審査意見です。 

 土地開発基金の基金運用状況について審査した結果、適正な管理が行われていた。北野財団

のスタンレーの株式についても一括口座から分離し、笛吹市名義口座を作成し移管した。基金

の運用には、今後も引き続き十分な配慮を願うとともに土地開発基金管理運用規程に基づいた

取り扱いを行われたいとしています。 

 続きまして、地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付されました平成２５年度

笛吹市水道事業会計決算、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算および諸帳簿等、その他

政令で定める書類について審査したので、その結果の詳細につきまして審査意見として記載し

てございますが、その概要を報告させていただきます。 

 水道事業会計決算、１ページをご覧ください。 

 公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２５年度笛吹市水道事業会計決算については

平成２６年７月１日に審査を行いました。 

 審査に付された笛吹市水道事業会計決算書および財務諸表は、それぞれ関係法令の規定に適

合し、経営成績および当該年度末における財政状態が適正に表示されており、計数は正確であ

ることを認めたとしています。 

 水道事業会計決算審査意見です。８ページをご覧ください。 

 年間総配水量に対して、料金収入となった水量の割合を示す有収率が前年度より０．４ポイ

ント低く８０．２%であった。また平成２４年度の類似都市平均が８７．７%と比べると低い

数値となっている。水道料金の未収金は１億９，０７９万円となっているが、職員の努力によ

り昨年度より３，３００万円ほど減ってきている。給水停止の措置を実施するとともに、個別

徴収の強化などを徹底的に行うとともに、高額滞納者に対しては断固たる姿勢を示して未収金

の減少のための取り組みを行うこと。さらに平成２５年度の単年度収支は３，７７４万円の赤

字であり、主な原因としては節水機能の向上した器具の普及および世帯数の減少による給水収

益の減少、減価償却費、資産減耗費等の増加があり、また料金の滞納が大きな原因であるとし

ています。 

 一般会計から３億８，８７３万円の繰入、企業債は９億９，７７０万円の借入が行われてお

ります。この結果、企業債の年度末残高は８２億５，７２３万円となっています。公営企業会

計は平成２６年度から新地方公営企業会計制度に移行されたところであり、２５年度が旧会計

制度の最後の決算でした。２６年度からは減損会計が導入され、借入資本金制度が廃止される

ことにより今後の経営に大きな影響を与えることが予想されます。財政健全化計画等により可

能な借り換えや早期償還についても検討を願いたいとしています。 

 また、公営企業会計を合わせた地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表が行われる

ことになり、水道事業は施設の整備や既存設備の維持管理に多額の経費を要することから水道

事業における適正な財政運営は、本市の財政の健全性を確保する上でも非常に重要な要素とな
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ります。今後も公営企業として健全な事業を遂行されるよう望むものであるとしています。 

 次に春日居地区温泉給湯事業会計決算です。１ページをお開きください。 

 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算について、平成２６年７月１日に審

査を行いました。審査の方法は水道事業会計と同じであります。 

 審査に付された決算書および財務諸表はそれぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および

当該年度末における財政状況は適正に表示されており、計数は正確であることを認めたとして

います。 

 春日居地区温泉給湯事業会計決算審査意見です。７ページをお開きください。 

 未収金が昨年度より１９２万円ほど多い１，３５３万円になっている。未収金の解消のため

督促状の発送、個別徴収の強化などを積極的に行い、特に高額の滞納者等に対しては、条例改

正等による法的措置も含めた断固たる姿勢を示し、未収金減少のための取り組みを行うことと

しています。 

 また２５年度の給湯事業の単年度収支はプラスとなったところであるが、経済情勢や新地方

公営企業会計制度への移行など、温泉事業も厳しい経営状況になることが予想されるので健全

な事業経営を遂行されるよう望むとしています。 

 次に、健全化判断比率等審査意見書です。１ページをお開きください。 

 財政健全化比率について、平成２６年８月６日に審査を行いました。地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および第２２条に規定する資金不足比率に

ついて法令等に照らし審査をしましたが、審査に付されました比率等につきましてはすべて適

正に作成されており、是正改善をする必要はない数値のため、特に指摘する事項等はありませ

んでしたとしています。 

 以上で、平成２５年度各会計における監査委員の決算審査意見の概要を報告させていただき

ました。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で監査委員事務局長の報告が終わりました。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第６ 報告第８号および日程第７ 報告第９号を一括議題といたします。 

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

基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告、ならびに市営住宅に関わる

裁判所の和解における専決処分の報告でありますので、ご了承を願います。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   次に日程第８ 議案第７３号から日程第５７ 議案第１２２号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第７３号から議案第１２２号につきましては、審査を所

管の常任委員会に付託することになっておりますので、これらの案件につきましては大綱的な

質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 １６番、亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 

 条例の件で、大綱的な質疑をしたいと思います。 

 議案第７４号の「笛吹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」につ

いてであります。 

 このことについては、新しい法律が決まったことによって笛吹市が認可の責任がある家庭的

保育事業といいますか、小規模保育事業における運営基準を定める条例であります。今現在は

市内にあります認可保育所がいくつかありますけども、今の保育園というのは県が定めている

認可保育所の最低基準、その基準に基づいて運営されております。 

 今度、新たに設けます小規模保育事業の運営基準といいますのは、現在の県が定めている認

可保育所の最低基準に比較してかなり下回っている部分があるかと思うんですけども、その新

しく条例に定める基準が現在の最低基準よりも下回っている部分について、どういう点がある

のかお伺いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 亀山議員の質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃいましたとおり、今回の地域型保育事業の認可の基準につきましては、市が

本来、乳幼児が５人未満の家庭的保育事業、６人から１９人までの小規模保育事業、それから

事業所内保育事業、それから１対１の居宅訪問事業という４つの部分の具体的な項目について

認可基準を決めるようになっております。 

 特に小規模保育事業につきましてはＡ型保育所、またミニ保育に近いＡ型とそれから家庭保

育に近いＣ型、それからその中間的なＢ型という３つの認可を定めております。今おっしゃい

ましたように、今ある保育所の認可のところで劣っている部分はどこかということなんですが、

国の基準で設備、面積については参照すべきということになっておりまして、そこの部分につ

いては現在の保育所の基準とほぼ変わっておりませんので、市はそれにつきましては国と同じ、

今の保育所の基準と同じと思ってそれを認可の対象としております。 

 また国の基準に従うべき項目というところで職員の数、資格、給食環境等がございます。給

食環境につきましては、基本的に現状の保育所と同じで自園調理ということになっております

ので、これにつきましても今の保育所の最低ラインの基準と同等、さらに地域型保育につきま

しては連携施設からの搬入も可ということで、今の保育所よりも少しそのへんは緩和された部

分が出ていると思われます。 

 それから大きく違うと思われますのは、職員の資格と数の部分でありますが、資格について

はＡ型につきましては保育所と同じ保育士のみということになっております。それからＣ型に

ついては、家庭保育に近い状態を保つということで家庭的保育者ということになっております。

それから中間的であります小規模事業型、Ｂ型というのは保育所の割合が国は２分の１という

ことを定めております。しかし笛吹市はそこの部分を３分の２といたしまして、国の基準以上

として質の確保を保とうという考えでおります。 

 そのほかにつきましての基準は、大きな差はないと考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今、特に小規模保育事業における資格を持っている専門の保育士がいなくてはいけないか、

いなくてもいいかということについて、今、部長はＣ型は家庭的保育者と言いましたけども、

これは無資格でもいいということです。Ｃ型については資格のある保母がいなくてもいいです

よということになっておりますし、Ｂ型についても今、市では３分の２というふうに言いまし

たけども、３分の２、資格のある保母がいればいいよということですよね。その点については、

現在の最低基準よりもかなり落ちるんではないかなと考えていますし、あと設備の点ですけど

も、例えばこの条例だと専門の保育士と清潔な便所があればいいということになっております。

だけども今の認可保育所の最低基準では調乳室もなくてはいけないとか、医務室もなくてはい

けないとか、あとそれから沐浴室もなくてはいけないということになっていますけども、この

条例だとその最低基準に定めてある、その３つの調乳室、医務室、沐浴室はなくてもいいとい

うことになるんですか。 

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） 

 亀山議員の質問に答えます。 

 現在では、決めている中では項目を決めておかず、１人当たりどれだけの面積を確保すれば

いいかということで基準を決めておりますので、具体的に保育室、乳児室というような制限は

市では決めておりません。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております５０案件については、お手元に配布してあります議案付託表

のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第５８ 発議第７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７号 

 平成２６年９月４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 
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賛同者 

笛吹市議会議員 志村直毅 

   〃    北嶋恒男 

 農業・農村の再生に向けた農業委員会制度・組織改革への慎重な対応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項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 提案理由 

 国が取り組んでいる農業者の所得増加に向けた新たな農業・農村政策に関して農業委員会制

度改革に慎重な対応を求めるとともに、農業者の代表として活動している農業委員会系統組織

が今後、期待される役割・機能を十全に果たすことができるような組織改革および仕組みづく

りを行う必要があることから本意見書を提出するものである。 

 意見につきましては、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７号は質疑・討論、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、発議第７号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、発議第７号は原案のとおり可決されました。 

 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日５日は議案調査のため、休会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日５日は休会とすることに決定いたしました。 

 次の本会議は９月８日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時０３分 
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 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 

 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 

 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 
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 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 

 建 設 部 長 宮 川 明 史 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 
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 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   三 沢  久 

 議 会 書 記   西 海 好 治 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（前島敏彦君） 

 改めまして、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

に申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第１ 「代表質問」を行います。 

 念のために申し上げます。 

 質問につきましては申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 

 なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行にご協力

をお願いいたます。 

 まず、笛新会の代表質問を行います。 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 笛新会の岩沢でございます。 

 笛新会の皆さまには、私に代表質問をさせていただくことに本当に感謝を申し上げます。あ

りがとうございます。 

 それでは代表質問に入らせていただきます。 

 最初に合併１０年の評価と今後の課題についてということであります。 

 まずこの１０年、合併してちょうど１０月１２日で１０年を迎えます。率直な市長の感想、

あるいはご見解をお伺いしたいと思います。 

 次に合併時、６６の合意事項、たくさんあったと思います。この１０年でどのくらい達成で

きたと思いますか。市長の所見をお伺いいたします。 

 合併協議会、最初６町村で始まりました。多くの課題、いろいろなものがございました。こ

の１０年でどのくらい市長は合意事項が達成できたと思っておるでしょうか。所見をお伺いい

たします。 

 次に旧町村の諸問題についてであります。 

 １０年でいろいろなことが各町村では持ち上がっております。特に境川の例をとりますと合

併時の町村長の事務引継書、この中でさえ１５項目。ただ、いろいろなことで達成できたもの

もございます。大坪地内の冠水対策もめどがつきました。いろいろなことがありますけども、
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まだまだ課題が残っております。これは単に事務の引継書の内容が、ただの１５項目でありま

す。そのほか、境川村から笛吹市への引継事項一覧表というのが平成１６年に出されておりま

す。総務課から教育委員会まで。この項目は１５７項目です。この中でもリニア山梨実験線に

関することとか、いろいろなことで努力をいただいている面もたくさんあります。境川から笛

吹市への引継事項でさえ、これだけの項目があったわけです。ほかの石和から始まっていろん

な町村までいくとなると相当の項目があったと思います。これらの諸問題、いろいろなことで

あります。特に各地域で地域審議会が設置されました。このような各町村の問題、いろいろな

要望事項等、協議する場であります。この地域審議会は合併１０年ですから、来年の２７年３月

で一応、打ち切りになります。この地域審議会をどうするんだと。この方向性はどうするんだ

ということでありますけども、３月の議会においては市長の答弁の中で早急に検討していきた

いという答弁がございました。市長の見解をお伺いいたします。また地域審議会がなくなった

場合、それに代わる組織というものを考えていらっしゃるでしょうか。お伺いをいたします。 

 次に大型プロジェクトの進捗状況はということです。この１０年、最初に六大プロジェクト

が出ました。サッカー場、バイオマス、アリーナ、そして石和の駅、ふるさと公園、そして砂

原橋と。現在ふるさと公園は完成しております。あと石和の駅と砂原橋、この進捗状況をお伺

いするわけですけども、一般質問の中でも出ておりますので詳しくはそちらのほうで答弁して

いただくことになると思いますけども、現在、石和の駅と砂原橋の状況をお聞かせください。 

 サッカー場、あるいはバイオマス、アリーナについては中止ということでなっております。 

 次に平成２５年度の決算の評価はということであります。 

 先に監査委員さん３人が辞任されましたけども、その監査報告の中で一般会計につきまして

は不適正という報告をなさいました。また監査報告の中では、市税が平成２１年から５年間連

続減少していますよという報告もありました。このような中で、市長は平成２５年度の決算を

どういうように評価するのか、市長の所見をお伺いいたします。 

 ２番目といたしまして、安心・安全なまちづくりについてであります。 

 平成２３年の４月に実施されました環境基本計画、この小冊子があります。私たちが一昨年

議員になったときに参考資料としていただきました。その中に理想のまちとはどのようなまち

かというアンケートがあります。このアンケートは小学校５年生と中学２年生、そして市民か

ら得たものでありますけども、理想のまちの欄のダントツトップは安心して暮らせるまちと。

これがダントツ、トップでありました。やはり市民はそれを望んでおります。 

 ここではまず最初に消防団の装備について、前回の６月議会の関連質問でさせていただきま

した。境川分団の１０部へ春日居分団３部の、いわゆる言葉づかいが悪いですけども、お下が

りがきたと。これはとんでもない話だということで私やりましたけども、この春日居分団のほ

うは使用可能な装備です。境川の１０部のほうはこの２年間、修理に修理を重ねていたわけで

す。壊れていたわけです。しかしいつも答弁の中では壊れた箇所、あるいは壊れた装備につい

ては優先的に直すと。あるいは再配備をするということでしたけども、これはちょっとおかし

いんではないかなと。使用可能なところの春日居の３部に、まだ使えるところに新しいのがいっ

て壊れている１０部にこちらがきた。これはどこで、総務課で決めたことですか。消防の本団

会議で決まったことですか。誰がどういう判断をされたのか、これだけはお聞かせ願いたい。 

 また境川支所のタンク車の買い替え、これについては何回も申し上げておりました。これが

一番役に立ったのは去年の乗馬クラブの火事です。消火栓もない、何もないところです。そこ
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で役に立ったのはタンク車です。その水源は自然水ではないかもしれません。畑灌の水です。

自由水を開いてそこにタンク車へ水を詰めて、ピストン輸送で運んでようやく消しました。何

回も言うように境川については、地形に非常に問題があるんです。この消防団活動、消火の活

動の中には。面積、あるいは地形を考えた中で配備計画をお願いしたいと思います。 

 次に消防団の統合計画であります。消防委員会は現在設置されておりません。消防団のこの

統合計画、八代と春日居と石和は統合計画がありません。一宮、御坂、境川があります。現在、

その３つの分団、どのような状況で統合されているか、お伺いいたします。 

 また、この統合計画はいつどのように決まったのか。境川分団においては１３部ある中で７部

に編成ということであります。１つだけ境川は統合いたしました。そして統合したら、すぐそ

この、地区で言うと大窪と藤垈です。そこのポンプ車が新しくなりました。やはり統合しなけ

れば、ペナルティと言ってはちょっと言葉づかいが悪いですけども買い替えてくれないのかと

いうことが頭にあります。この統合計画はいつ誰がどこで決定されたのか、これもお伺いした

いと思います。 

 次に大雨と大雪の対策であります。 

 広島の大きな災害、大島の大きな災害、今、大変な大雨の被害というのが出ております。笛

吹市も対策が必要な、土砂の災害危険地区、あるいはその中でも特別危険区域があると思いま

す。どのくらいあるでしょうか。 

 この間、県の発表がありました。県は７千カ所。そのうちの特別危険箇所は６千カ所あるそ

うです。幸いにして今年はちょっと干ばつでしたし、あまり雨が降らなかったのでよかったん

ですけども、ああいう１時間に２００ミリ、１００ミリというような雨で笛吹市は大丈夫でしょ

うか。特に河川、低地への河川の氾濫、この対策。特に天上川が多いです。私の境川のところ

でも大坪地区、鎌田川、去年氾濫しました。氾濫といってもごく小規模でしたから畑だけで済

みました。このときの大きな問題は河川の中にある堆積土です。そこを浚渫していなかったも

のですから、中に木とか草がすご過ぎて堤防を超えて氾濫をしたと。今から笛吹市の低地のと

ころについてはこの堆積土の搬出、絶対必要だと思います。ただ、県に対してもその搬出した

先、堆積土を持って行く場所の確保がないということで非常に難しいと。やはり、この場所の

確保はするべきではないでしょうか。所見をお伺いいたします。 

 またミズベリングのプロジェクトがこの間の全協でも出てきました。こういうふうに川をき

れいにしていくにも、河川の対策は必要だと思います。 

 ２月の大雪、これはハウスが多く倒壊しましたけども、このことにつきましても一般質問で

出ておりますので、私は生活に対しての大雪の対策です。境川においても２日間、孤立したと

ころ、そして１軒ですけども３日間、孤立したところが出ました。そのときに、１メートル２０セ

ンチ積もったところはやはり消防団でも無理でした。無理でしたけれども一番役に立ったのが、

メーカーが出している除雪機です。エンジン付きの。これで５０センチずつやって何回も往復

したら道ができました。とても人海戦術でいかないところの、山間部へは防災無線の連絡も必

要ですけれども、こういう除雪機への補助、ある地区ではもう区費で買おうという話も出てお

りますけども、３０センチ、５０センチの雪ですと、この除雪機というのは非常に有効だと思

います。そういう地区は若い人がいませんので、手でかくのは非常に大変だということで、こ

の１メートル２０センチではちょっと無理だと思います。３０センチ、５０センチでも大雪で

すから、こういうときには除雪機、これが必要になる。一番いいではないかと思います。これ
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への補助、どういう制度がありますか、お伺いしたいと思います。 

 次に小中学校の教育環境、設備の充実についてであります。 

 中学校３校、特別教室の今年の夏の温度を調べていただきました。締め切った状態では５０度

になります。４５度、４７度。部活をしているときは窓を開けますので、それでも高いところ

は３８度。そしてここで、この３つの中学校で出てきた内容を見ますと、やはり最上階です。

３階。２階にある特別教室、これは非常に温度が低いんです。上に階があるだけに。最上階の

特別教室については、これは普通教室と同じように入れてやらなければ、これは部活ができな

いし、音楽の授業もこれは無理だと思います。特に音楽教室が多いですね。あと春日居中は音

楽室がもうクーラー入っているんです。これはなぜですかと校長先生に聞いたら、部活の練習

をして窓を開け放すと周りの住民がうるさくて困るということで急きょ入れたらしいです。浅

川中、御坂中は入っていないんですが、周りからそういう苦情が出ていないようです。普通教

室はおかげさまで全部入りました。特別教室も最上階にある教室は、私は入れるべきだと思い

ます。当局の所見をお伺いいたします。 

 次に小学校のグラウンド整備であります。 

 ６日、７日で石和のスコレーカップという小学校３年生、４年生の大会がありました。使っ

たグラウンド、いろんなスポーツ施設、小瀬も使いました。スコレーセンター、清流公園、い

ろんなところでやりましたけども、小学校のグラウンドを使ったのは境川小学校だけです。な

ぜかと言うと、小学校のほうのグラウンド整備が非常に悪いんです。中学校のほうは先生方が、

各中学校に整備用の車が置いてあるんです。それで部活が終わったあと、全部先生方がきれい

にします。小学校はなかなかそれがない。今やっているのは社会体育の人です。小学校のグラ

ウンドを、終わったあとグラウンド整備をしているのは。うちのほうもほとんどそうです。 

 問題になるのはグラウンドの中に小学校で体育の運動会、今また運動会の準備を皆さん、練

習しておりますけども、それに対してグラウンドに線を引くために、鋲が打ってある線がいっ

ぱいあるんです。それがグラウンド整備には非常に問題なんです。グラウンド整備をやると、

その鋲がばらばらにグラウンド中に散らばって、私も何回か拾い歩きました。やはりそれはポ

イント制にすべきだと。先生たちが楽かもしれませんけども、社会体育も使うわけですから。

小学校のグラウンド整備は社会体育ばかりに任せるんではなく、きちっとやるべきだと思って

おりますので、当局のご意見をお伺いいたします。 

 次に学校教育ビジョンの具現化ということであります。 

 各学校のこの学校教育ビジョンにつきましては、各学校で特色を持たせた中のその指針とな

るべき学校教育ビジョンが策定されました。この２６年に改定されました。新しくなったとこ

ろは人権とか平和教育の展開、あるいは防災教育いろいろありますが、まだその中で一番新し

く注目すべきことは「あいさつ 聞き方 言葉づかい」の徹底と。笛吹市にとって、この標語

は本当に基本的な標語だと思います。 

 さっきサッカーの大会の話をしました。小学校３年生、八代と境川の子どもにちょっと聞き

ました。私が無理と「あいさつ 言葉づかい 聞き方」というふうに言ったんです。そうした

ら即座に３年生の２人が「違うよ、それは。「あいさつ 聞き方 言葉づかい」だよ」と。よ

く知っているなと。「学校にみんな貼ってあるの」と言ったら「貼ってあるよ」と。やはりこ

れは非常に大切にすべき標語だと思います。 

 この中にも１つ、環境教育というのがあるわけですけれども、環境推進課と図った中でこれ
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はこの中にも入っているわけですから、これからやっていくべきだと思います。その点につき

まして、当局のご意見をお伺いします。 

 次に家庭教育ビジョンの策定というふうに書いてありますが、この家庭というのをちょっと

地域と、地域教育というふうにすればよかったかなと思っております。 

 この間の全協で示されましたいじめ防止基本方針、笛吹市は早速これをつくりました。そし

て次にいじめ防止の連絡協議会。そして第三者委員会ですか、これもこの間の新聞報道により

ますと笛吹市は検討中ということでいち早くしていただいています。ただ、あのときにも言い

ましたが、この学校教育ビジョンの中にもあります地域での教育力の低下、そして家庭での教

育力の低下ということが、この教育ビジョンの中にもう謳ってあります。やはり今はそうだと

思います。いじめとかいろいろなことにつきましては、学校だけではこれはできないと思いま

す。それに対する当局はどうしていくのか。第三委員会、連絡協議会を設置して地域全体でやっ

ていこうということについての見解をお伺いいたします。 

 次に文化・スポーツの振興についてということであります。 

 今年の２月と３月、議長あるいは市長宛てに笛吹市の体協の会長、斉藤会長より要望書が提

出されました。総合運動場建設促進に向けた要望書であります。また県内を見ますとアメリカ

ンフットボール、あるいはいろいろな団体から要望が出ております。 

 まず最初にインターハイの評価であります。 

 私もこの４日間、自転車競技場のほうへロードレースまで含めて行きました。３７５人です

か、これは。トラックレース。ロードレースが１４５人。そして１２６校の男子、女子が２７校

３０人。多くの方が来まして、そして１万人余りの方々がこの笛吹市へ来ました。このような

多くの大会の中での当局としてはどのように評価されたか。私は非常に有効ではなかったかな

と。笛吹市にとっても活性化の１つの要因になったんではないかなと思っております。評価を

お伺いいたします。 

 そして先ほど申しましたが、芝生のグラウンド整備について。先ほどのアメリカンフットボー

ル、あるいはラグビー、サッカー協会が５万人の署名活動、これは県の総合球技場。笛吹市の

体育協会からは総合運動場の整備。笛新会がこの間、戸田市へ行ってまいりました。戸田市の

彩湖・道満グリーンパーク、多くの施設があります。総面積６６ヘクタール、そのうち公園面

積が３７ヘクタール。昭和５５年から平成１６年まで、約２５年かけてこうやって造り上げた

ものです。これにはいろいろな配水池、調整池の整備とかいろいろ入っているわけです。総予

算が２４億円。これだけ２５年かけて整備しているわけです。笛吹市にもこれだけの要望が出

ているわけですから、２５年をかけてやれとは言いません。１０年くらいかけて、その検討を

始める時期ではないかと思います。当局の所見をお伺いいたします。 

 また芝生の、このグラウンドを見てみますと１面、２面では駄目ですね。市の活性化まで誘

客、石和温泉のお客を取り込む中で合宿の誘致、大会の誘致をするには、いろんなところを見

てきましたが３面から４面は必要です。そうしないと活性化にはならないと思います。１面、

２面では市内の人たちが使うだけで終わるんではないかと。見解をお伺いいたします。 

 次に文化の里づくり、俳句の里づくりへの考えはということでお伺いいたします。 

 ３月の議会においては、俳句の里づくりも進めたいという教育長の前向きな答弁もありまし

た。社団法人 山廬文化振興会も設立されました。５００人以上の会員を集め、そして市の俳

句の事業、文化の事業に大変貢献しております。これからもやっていくつもりという理事長の
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強い意思があります。 

 龍太先生、蛇笏先生の句碑、文学碑が文学館に建てられます。「水澄みて 四方に関ある 甲

斐の国」これが今度、文学館に建てられる龍太先生の句であります。その前に蛇笏先生は「芋

の露 連山影を正しうす」と舞鶴城にありましたけれども、これもまた文学館のほうにありま

す。龍太先生の文学碑については笛吹市にも協力していただいて本当に感謝を申し上げる次第

でありますけども、この飯田龍太・蛇笏句碑の山廬、これを守っていって文化の里の、文化の

香りのする里づくりを目指したいと思います。市長のご見解をお伺いします。 

 そのまず最初にこの間の山日新聞にも出ました。俳諧堂の復元。この蛇笏の俳諧堂というの

は、やはり俳句の原点であります。これへの協力はどのようにお考えか。市長の答弁をお聞き

したいと思います。 

 次に日本一の果実産地づくりについてであります。 

 ご存じのように笛吹市は桃・ブドウ日本一、桃は２万３千トン、ブドウは１万４千トン。桃

については、日本中の市町村ではダントツ１位であります。福島や長野に圧倒的な差をつけて

おります。山梨県自体が多いわけですけども。ブドウはあと少しで追いつかれるんではないか

なと危惧しております。そんな中で桃源郷構想の一環として、桃サミットの予定とそしてその

内容はということでお伺いします。 

 桃の全国大会へ行きますと、皆さん行ったことはありますか、福島あるいは長野、岡山。こ

れだけのまとまった桃源郷、桃の花が一斉に咲いているところは日本中ありません。あちらに

ぽつん、こちらにぽつんの集積が桃の生産量になっています。岡山へ行っても山ひとつ越えた

ところ。またこっちへ行っても、岡山と玉野と総社というふうに分かれていると。福島へ行っ

てもそうです。伊達のほうだけです。長野も川中島のほうだけ。これだけの桃源郷は日本中ど

こもありません。やはりこれは日本に誇るべきことだと思います。 

 そして先ほどの笛吹市の観光基本計画のアンケート、これも中２、あるいは市民のアンケー

トでありますが、その中で一番残したい風景はというのが春の桃源郷の風景だそうです。市民

の８割。中学２年生の６５％。このあとベスト５は金川の森、笛吹川の清流、すずらんの群生

地。５番目に藤垈の滝が出てまいります。やはり皆さんのアンケート、これは２３年４月の報

告ですから、２２年にやったのではないかと思いますけども、桃源郷というのは皆さんこうやっ

て残していくべきものだと思っていますと。またこの桃サミットの時期、内容、会場、あるい

は対象者、そして講演とかその内容についてのご見解をお伺いいたします。 

 次に果実の宣伝方法。この桃の全国大会、岡山へ行きました。岡山がなぜあれだけ有名なの

か。桃の生産量は山梨県の１０分の１。笛吹市の５分の１です。５千トン近くしかありません。

なのになぜあれだけ有名なのか。それは加工品にあると思います。一つひとつにすべて岡山産

というのを、ゼリー、そういうのを大手が全部それで販売して、一人ひとりの手元に岡山の桃、

ブドウ、いろんなところにつくわけですから大変な宣伝効果だと思います。 

 笛吹市でもＪＡ笛吹がこういうジュレとかプリンを出しております。これは笛吹市の農業新

聞に載っています。やっぱりこういうもので宣伝すべきではないかと思います。こういうラベ

ル、これは長野のブドウ、山梨も入っていますがやっぱり笛吹市が日本一ですから。こういう

ものに少しでも笛吹というふうに入れていくのが一番の宣伝効果があると思います。そのよう

なこともぜひ検討していただきたい。 

 次に大雪の被害の再建についてであります。 
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 この間の大雪被害の再建、８０％が再建するよというふうに言っております。またこれにつ

いても一般質問で出てきておりますので詳しくはやりませんが、１つだけ。ほとんど今ブドウ、

一宮地区とか古い産地では、ハウスは古いタイプのパイプですね。２２ミリ、１９ミリ、支柱

が２５ミリというふうな、そういうのがほとんど潰れています。しかし再建するときは同じも

ので再建しなければ補助が出ないのかどうか。それではやっぱり再建はしないと思います。も

う今からやるんであれば、大雪に対する５０ミリ、４８．６ミリ、これを使った部材でないと

これはもう無理だと思います。そういう対処、その再建についてはその部材についてもこれは

絶対に同じもの、現状でなければ補助が出ないよでは済みません。それについての見解をお伺

いいたします。詳しいことはまた一般質問で保坂議員がやると思います。 

 次に６番目、リニア中央新幹線について。 

 ８月の全協でリニアのビューポイントの構想が出ました。これは非常にいい構想だと思いま

す。これはぜひ推進していただきたい。ただ、私の立場とすればリニアに乗る側ではなく、や

はり沿線住民としての立場を貫く、これは私の考えであります。その中でまず最初に実験線に

おける未解決の問題、これは舗装の問題、まだ轍がいっぱい残っております。それもやるやる

と言ってやっていない。または側道、前間田地区、実験線で側道があるのは前間田地区だけで

す。これの問題。 

 そして地下水や日陰の問題ですけども、地下水と日影の問題についてはこの間の鉄道・運輸

機構の説明の中で２６年１１月に各地区の説明会と同時に方針を決めて、そして合意を得ると

いう方向性が出ております。今年度中に本当にできるのかどうか、お伺いをいたします。 

 次に営業線のことについてであります。 

 営業線については境川の小山からずっと南アルプスを貫通していくわけですけども、地元の

対策委員会、石橋はもうすでに設定。原地区も立ち上げております。この要望というのは、非

常に意味があると思います。先ごろ要望書、石橋地区の要望書です。市長に提出させていただ

きました。これにつきましては、ＪＲ東海がやるべきこと。そして県、市がやるべきこと。こ

れは分かれていると思います。全部が全部、ＪＲ東海がやるべき要望事項は入っておりません。

ＪＲ東海は今度は一民間企業がやる営業線ですからといって県や市がなんにもしないというわ

けにはいかないと思います。地元の要望についてはＪＲに県、市を挙げて要望を貫くための努

力をしなければならないと思います。当局の見解をお伺いいたします。 

 次にリニアの残土の捨て場。この間、説明がありました。これは２１ヘクタールの原の残土

の捨て場。この間、８月６日にリニアの特別委員会、そして建設経済の委員会で合同で視察を

させていただきました。このときにはリニアのビューポイント、これの説明とそれから残土の

捨て場の利用についての説明がありました。地元ではあそこに、最初は３５０戸の住宅を誘致

して境川村を活性化しようという動きでやっておりましたけども、それも頓挫し次に出てきた

のはＪＲ東海へ貸すと。１３年間、名古屋まで開通するまでこれをＪＲ東海に貸すということ

で、リニアの営業線の線路に一番近い、しかも一番広い土地があそこだということで県から要

望がありました。地元の原区への説明もまだありません。境川町への説明もありません。これ

からのスケジュールはどのようにしていくのか。 

 また、もう１つ、あそこの残土の捨て場には環境整備事業団が最終処分場の残土を置くとい

う方向になっております。ということは大型トラックがまたくるわけです。私はこれはまだま

だ、地元とすれば返事はしませんよということでやっておりますが、また説明には来ると。た
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だし、２７年の４月はもう県のものですから使いますよという横内知事も６月議会で表明しま

したので、それまでには県との話し合いをしっかりしていかなければならないと思います。市

としてどのようにお考えか、ご見解をお伺いいたします。 

 次に統一したリニアの担当部署の配置はということですけども、先ほども言いましたけども

実験線は土木課、営業線については経営政策・経営企画、そして環境整備事業団のこの残土は

環境推進課というふうに境川地区の中において３つの担当課に分かれております。誰がトップ

でやるんですか。経営政策部長のところへいって、そこからまたこうでしたああでした。やは

り副市長あたりがきちっと統括していただいて、また本当は一緒の部・係を設けてもらいたい。

中央市は、あそこが一番重要なところですけども、中央市は担当を３人付けるという方向でい

るそうです。こんなに３つも分かれている中で、実験線もまだ終わっておりません。２８年度

中で終わるわけですけども、そういう方向をきちっとつくっていただきたい。これが地元とし

ては切なる要望であります。 

 以上、大まかですけども６問、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛新会、岩沢正敏議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに、合併１０年の評価と今後の課題についてということであります。 

 まず私の所見とともに合併時の合意事項の進捗状況について、併せて答弁をいたします。 

 平成１６年１０月の６町村の合併に際して、合併の方式や期日など６６項目が合併協定項目

となっています。その中で「新市において検討する、調整する」とされたものが２３項目あり

ましたが、合併１０年が経過する中でおおむね調整が完了しております。一部、市民憲章と愛

唱歌などが未調整となっておりますが、市民憲章や愛唱歌は市民の参画や自発性を促しながら

検討すべきものと考えますので、市民協働の礎となるよう取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。 

 次に旧町村の諸問題についてでございます。 

 合併協定項目だけではなく、各地域においてそれぞれに固有な課題がございます。議員ご指

摘のとおりでございます。逐一、これについてコメントを申し上げるだけの材料は持ち合わせ

ておりませんけども、それぞれの課題につきましては地域の区長会や地域審議会において協議

されているところでございます。 

 地域審議会におきましては、合併時の新市建設計画に掲げた取り組みの執行状況等を市長の

諮問に応じて審議することとされており、市町村の合併の特例に関する法律により設置期間が

本年度末までとされておりますけども、設置期間以降における組織のあり方については、これ

は現在、検討を進めているところでございます。 

 次に大型プロジェクトの進捗状況についてであります。 

 ふるさと公園整備事業についてはすでに工事が完了しておりますので、議員ご指摘のように

石和温泉駅舎の建て替えおよび砂原橋の架け替え事業の進捗状況についてお答えいたします。 

 駅舎の建て替えにつきましては現在、駅舎の基礎工事が完了し、鉄骨の建て方工事が開始さ

れる状況です。 
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 なお各種工事の調整等によりまして、工期を２６年度末から１年延長する必要があることか

ら、今議会にＪＲとの施工協定の変更契約の締結について議決をお願いしているところであり

ます。 

 砂原橋の架け替えにつきましては橋脚、橋梁の設置が完了し、今年度、橋梁部の舗装に着手

する予定であります。今後、橋に接続する道路の整備を進め砂原橋を含む市道１－１３号線の

２８年度末の供用開始に向けて取り組んでまいります。 

 次に平成２５年度決算の評価についてであります。 

 ２５年度の笛吹市一般会計決算は歳入、前年度比５億２千万円、１．６%増の３３７億２，

４００万円、歳出は前年度比３億７，９００万円、１．２%減の３１４億２，２００万円とな

りました。 

 歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は２３億２００万円であり、このうち２６年度

への繰越一般財源は９億２，１００万円で、これを差し引いた実質収支額は１３億８，１００万

円となっております。 

 また単年度収支は２億２，５００万円の黒字、実質単年度収支も６億２，６００万円の黒字

決算となり良好な決算結果であるといえます。 

 財政健全化判断比率の状況につきましては実質赤字比率、ならびに連結実質赤字比率は一般

会計・特別会計、企業会計が今年度もすべて黒字であったため算出されませんでした。 

 実質公債費比率につきましては１４．２%で前年と同じであります。早期健全化基準とされ

る２５％は下回っております。 

 将来負担比率につきましては、前年度より１．３ポイント下がり７４．４%となりました。

こちらも早期健全化基準とされる３５０％を大きく下回っております。２５年度も笛吹市の健

全化４指標は、いずれも健全の基準範囲内を維持している状況であります。 

 続きまして安心・安全なまちづくりについて、お答えをいたします。 

 はじめに消防団の整備についてでありますが、境川分団第１０部への春日居分団が使用して

いたポンプが配備された理由についてでありますが、境川分団第１０部の小型ポンプが修理不

能となった際、本部に引き上げてあった春日居分団第３部の小型ポンプが使用可能であったた

め、本部と支所の事務局の協議・判断により乗せ換えたところであります。このような事例は

過去にも何度かあり、今後においても使用可能な備品については有効活用を図ってまいります。 

 また境川支所の水槽車については昭和５４年に購入し、３５年が経過しているため更新が必

要と判断しておりますが、支所の現体制では維持管理が困難な状況であります。水槽車につい

ては、消火栓の整備状況を見ながら検討してまいります。 

 次に消防団の統合計画についてですが、消防団の統合計画については１８年度に消防団各部

における統合に向けての取り組みを始めたところであり、支所と分団の協議により各分団統合

案を取りまとめ、消防団幹部役員会に諮った上で市の統合計画として決定し、以後、本計画に

基づき統合を推進してまいりました。御坂、一宮、境川分団の統合計画は３分団全体で６２部

から３１部に再編するものであります。 

 本年４月１日現在、御坂分団で９地域の統合案のうち５地域で、一宮地区におきましては１０地

域の統合案のうち４地域で、境川地区におきましては５地域の統合案のうち１地域でそれぞれ

統合をしております。 

 以上の１０地域で２３部が１０部に再編されております。 
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 次に大雨と大雪への対策についてであります。 

 土砂災害警戒区域についてのお尋ねでございますが、これは市内に２１４カ所あり、そのう

ちの１５９カ所が特別警戒区域に指定されております。自然現象の種類別に見ますと急傾斜地

の崩壊箇所が８８カ所うち特別警戒区域が８５カ所。土石流箇所が１２１カ所うち特別警戒区

域が７４カ所。地滑り箇所が５カ所となっております。 

 次に河川の氾濫対策についてでありますが、河川管理者であります国・県に対して浚渫要望

を出しておりますが、現在、県の考え方は危険区域を除き要望地区において堆積土を排出する

場所を確保する条件として浚渫作業を行うとしております。 

 市および行政区等でも堆積土の受け入れ先の確保について努力しているところでありますが、

市としましては、今後とも河川管理者である国・県に搬出場所の確保も併せて要望してまいり

ます。 

 次に除雪機の整備についてでありますが、今年度６月補正において芦川支所へ除雪機２台の

購入につき予算措置をしたところであります。 

 行政区における除雪機の整備につきましては各地域の実情に応じて、現行の自主防災組織防

災設備整備補助制度を活用する中で整備を進めていただきたい、このように考えております。 

 続きまして小中学校の教育環境、設備についてお答えします。 

 はじめに特別教室へのエアコン整備についてですが、普通教室へのエアコン整備につきまし

ては２４年度に１億円の国庫補助を受けて、総額４億５千万円の予算を投じて整備をいたしま

した。特別教室への拡充につきましては学校側からも要望があるところでありますが、猛暑の

場合などはエアコンが整備されている普通教室を活用するようお願いしているところでありま

す。 

 ただ近年、全国での最高気温を記録するなど温暖化の傾向が著しいことを考え、来年度以降、

この問題については前向きに検討してまいりたいと考えております。 

 次に小学校のグラウンド整備についてであります。 

 ご承知のとおり小学校施設の社会体育への開放につきましては、市教育委員会としましても

市民の健康増進のために積極的な利用を進めているところであります。 

 学校側は児童の発達段階を考慮した上で授業や諸活動、放課後の施設の使い方に気を配って

おります。その配慮が社会体育における施設の利用者には時に危険であったり、あるいは負担

がかかるといった点が議員のご質問であるかと思います。 

 これにつきましては、学校も社会体育の指導者も何より優先しなければならないのはその施

設を使用する児童、市民の皆さんの安全であります。使用する人の安全を第一に考え、学校と

社会体育の指導者が相互に理解をし合う中で、よりよい方向性を見出してまいりたいと考えて

おります。 

 次に学校教育ビジョンの具現化および家庭教育ビジョン、あるいは地域の取り組みといった

趣旨について、合わせてお答えをいたします。 

 この３月に改訂した笛吹市学校教育ビジョンでは、子どもたちや学校教育を取り巻く現状を

改めて分析し直すと同時に新しく防災教育や食物アレルギーへの対応についての視点を加え、

学校や教育委員会が取り組んでいくべき施策を具体的に述べています。 

 これらの具体的施策は、校長においては学校経営方針や校内研究会の教育活動全般に反映さ

せ、市教育委員会においては各種事業や学校への指導に反映させており、着実に実践を積み重
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ねているところであります。 

 お尋ねの地域、家庭での教育に関してでありますが、学校教育ビジョンにはしつけや基本的

生活習慣を身に付けさせることを含め、家庭教育の重要性が述べられております。また学校・

地域・保護者は子どもたちを中心に据え、互いに手を携えていかなければならないことやそれ

ぞれの役割を理解し、子どもたちのためにできることを考えながら一体となって取り組んでい

くことも重要でもあります。 

 学校も地域も保護者も教育委員会も子ども一人ひとりの成長を多方面から支え、問題解決に

向けて同一歩調で取り組んでまいります。 

 なお、環境教育については所要の取り組みを進めていくこととしております。 

 続きまして、文化・スポーツの振興についてお答えします。 

 はじめにインターハイの評価についてであります。 

 ご案内のように県内では７月３０日から８月９日まで８競技が開催され、およそ１万人の来

客がありました。笛吹市で開催した自転車競技には１２６校およそ５５０名の選手が出場し、

８月６日から９日までの大会期間中の観戦者数は延べ１万人を数えております。 

 ロードレースにおきましては一般道を交通規制し開催しましたが、沿線の住民、事業者、行

政区など多くの関係者の皆さまにご理解・ご協力をいただく中で無事終了することができまし

た。大会全体を通しても円滑な運営のもと大会関係者からも高い評価をいただき、成功裏に終

了できたものと思っております。 

 全国レベルの大会を市民の皆さまが観戦することができる貴重な機会でありましたし、県内

で開催された競技の宿泊先として笛吹市内の旅館・ホテルが数多く利用され、経済効果も多大

なものがあったと考えております。 

 次に芝生のグラウンドの整備についてでございます。 

 議員からは先進地視察等を踏まえたご質問がございましたけども、新たな施設の整備につき

ましては総合的な面から現在、内部において調査・研究を進めているところでありまして、先

の議会においてもお答えいたしましたが、今後、笛吹市スポーツ推進計画の策定を進める中で

市民の皆さまの意見を伺ってまいりたいと考えております。 

 次に文化の里づくり、俳句の里づくりについてであります。 

 教育委員会では子どもから高齢者までいつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくりとして

市民講座や地域単位で開催するスコニティ講座等を開催し生涯学習の機会を提供しております。 

 今後も文化協会等と連携する中で市内各所にある文化施設や文化資産の活用を図り、文化に

触れ合う環境の整備や情報発信を行い、市民の文化、芸術振興をさらに促進してまいりたいと

考えております。 

 こうした中で飯田蛇笏・龍太先生がこよなく愛した境川の地、笛吹の地において本年設立さ

れました山廬文化振興会とも連携し、今後も小学生・中学生俳句大会を開催し、全国に発信す

るとともに市内小中学校の俳句出前事業を行うなど、俳句の里として継続して取り組んでまい

ります。 

 なお、俳諧堂の復元に関してはご協力できるところは協力をして取り組んでまいりたいと、

このように考えております。 

 続きまして、日本一の果実産地づくりについてお答えいたします。 

 はじめに桃源構想の一環として桃サミットの予定と内容についてのお尋ねでありますが、桃
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の主要産地が一堂に会し国内外へ向けた桃の販路拡大、売上の向上を目指した施策の展開につ

いて研究をすすめることを目的に、桃源郷春まつりの期間中に全国桃サミットを開催したいと

考えております。期日については平成２７年４月１７日（金）、１８日（土）を予定しており、

内容については今後、実行委員会を組織する中で決めていきたいと考えております。 

 次に果実の宣伝方法についてであります。 

 桃・ブドウなど笛吹産農産物の売上向上と有利販売を行うため、市とＪＡが一体となって国

内の大消費地東京・大阪はもちろんのこと、台湾などの海外においてもトップセールスを継続

的に実施しております。 

 また果実は本市の重要な観光資源でもありますので、桃狩りやイチゴ狩りなどのパンフレッ

トの作成やインターネット発信など常に観光宣伝と組み合わせて宣伝しているところでありま

す。 

 今後もさまざまな方法や媒体で宣伝し、笛吹ブランドのＰＲと農家所得の向上を図っていき

たいと考えております。 

 次に大雪被害の再建についてであります。 

 すでに大雪被害から半年以上が過ぎ、撤去作業や補助金交付も順調に進んでおります。８月

末時点での集計では倒壊ハウスの被災者は２９９人、５７１棟、６２ヘクタールであり、うち

ハウスの再建を希望する方は２５８人、４８５棟であります。被災ハウス所有者の８６％が再

建を希望しているところであります。 

 再建に向けた説明会は先月からＪＡの支所単位で開催しており、すべての再建希望者の計画

申請を今年度内に完了する予定で、県やＪＡ等の関係機関と協議を行いながら取り組んでおり

ます。 

 なお、ご質問にありました４８．６の材料うんぬんということにつきましては、一般質問の

ほうで答弁することとしたいと考えております。 

 続きまして、リニア中央新幹線についてであります。 

 はじめに実験線における未解決の問題への対応についてでありますが、現在、未解決の問題

としては議員ご指摘のように土砂運搬に利用した市道の復旧、側道の整備、日陰補償、そして

トンネル掘削工事による渇水対策が挙げられます。 

 工事により傷んだ市道の復旧・補修につきましては、ＪＲ東海より業務委託をされている鉄

道運輸機構が責任を持って行うこととなっております。運搬業務はすでに終了しておりますの

で一刻も早く着手するよう求めているところであります。 

 側道の整備につきましては地域要望の中で進めている問題であり、当該地区および市と鉄道

運輸機構とで調整を図りつつ、一部で工事を進めているところであります。 

 高架構造物による日陰補償につきましては、建物関係については鉄道運輸機構が個々に補償

協議を行っているところであります。農地については１回目の関係区への説明会を終えたとこ

ろであります。その中で、補償基準および手続き等について多くの意見が出てまいりました。

それらを取りまとめ、鉄道運輸機構で再検討を進めているところであります。 

 渇水問題につきましては鉄道運輸機構と当該者で生活用水、農業用水など代替となる施設の

補償協議が順次行われているところであります。 

 未解決問題への対応につきましては、先般も鉄道運輸機構東京支社から工事責任者を呼び寄

せ、現状を聴取するとともに今後の対応について誠意をもって早期に当たるよう強く求めたと
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ころであります。 

 次に営業線建設に向けて、沿線住民の対応についてでありますが、ＪＲ東海は８月２６日に

国土交通省に工事実施計画の認可申請を提出するとともに８月２９日から１カ月間、環境影響

評価書の縦覧を行っております。計画認可後に市全体への事業説明会、境川町の関係区への地

元説明会が開催されると聞いております。その後、用地説明会、用地交渉と進み事業が本格化

するものと予想されます。 

 地元要望については県、ＪＲ東海に誠意を持って対応するよう迫ってまいる所存でございま

す。 

 次にリニア残土捨て場の利用についてでありますが、境川町原区にあります残土処理場跡地

の所有者は山梨県であります。この跡地について、県からは境川町寺尾地区に建設する一般廃

棄物最終処分場工事に伴い発生する残土の仮置き場とリニア建設に伴うコイル･ガイドウエイ

の製作・保管ヤードとして、それぞれの事業主体である山梨県市町村総合事務組合とＪＲ東海

に２７年度から３８年度まで貸し付けるとの説明を受けております。この件につきましては今

後、境川地区区長会や地元原区への説明会が開催される予定であります。 

 最後にリニアに関する統一した担当部署の配置についてでありますが、総合対応窓口は経営

政策部の経営企画課で行うこととしております。 

 なお、工事や実験線での未解決な事案につきましては、建設部土木課が所管することとなっ

ております。 

 以上、長くなりましたが答弁といたします。 

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） 

 丁寧な答弁、ありがとうございました。 

 再質問ですが、まずリニア関連でございます。 

 原地区、石橋地区で対策委員会をつくって、その中で原地区は自転車競技場の下を通るわけ

ですけれども、この会員名簿をこの間、見せていただきました。三椚の方もいる、原の方はも

ちろん、そして中道の白井の方、そしてあの側道沿いにある企業の方々、そういう方々もみん

な会員になっている。こうした中で、甲府などにはリニア担当部署があって担当部長がいるわ

けですが、これは駅ができるわけですから、大変な都市計画まで入っているわけですから、こ

れはしょうがない。これはいいんですが、笛吹市の経営企画と甲府のリニア担当の部署とのい

ろんな情報交換をする場があったほうがいいではないかと。これは両市長あたりで相談してい

ただいて、甲府の西部、中央市と南アルプス市と富士川町は西地区で協議会をつくってありま

す。やはり笛吹市も甲府と一緒になった中で、情報交換の場をつくるべきだと思いますけども

いかがですか。 

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。 

 議員のご指摘のとおりだという認識をしております。 
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 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 明快な答弁、ありがとうございます。 

 続きまして文化の里づくりの中で、山廬文化振興会だけの話をいたしました。笛吹市には境

川村から引き継がれた北野スタンレー電気の株券１９万株の配当金が生涯教育振興基金のため

に入っているわけです。毎年、北野財団から約５２０万円から５５０万円くらい、合併後もう

１０年ですから５千万円以上、笛吹市のために。そしてそのお金については境川の児童館とか、

いろいろな生涯教育の子どもたちやそういった人たちのために使われているわけですけども、

この北野財団は財団創立４０周年の記念事業を来年やります。山梨県立美術館で彫刻の展覧会

をするわけですけども、これは笛吹市としても協力していかなければならないと思うわけです

けども、笛吹市の来年へ向けての、まだ県のほうの美術館の一応、仮押さえはしてあるんです

けども、最終的に来年度の使用予定についての決定は４月１日以降だということですので、こ

れはやっぱり積極的に笛吹市としても県への要請をして確実に、この４０周年記念ができるよ

うな体制をとっていただきたいと思いますけどもいかがですか。 

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） 

 岩沢議員の再質問にお答えいたします。 

 現在、北野財団の基金のお話が出ましたが、市の条例によりまして北野福祉基金条例という

もので、その基金の利子につきましては全額境川地区の児童館の運営費に充てさせていただい

ております。 

 こういったご協力をいただく中で、財団４０周年の記念事業を来年度行うということでござ

いますが、まだはっきり事業内容が決まっておりません。今後、市内部でも協議をした中で協

力できるものがあるかどうか、検討を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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 前向きにご検討いただきたいと思います。 

 次に文化の里づくりということでありますが、教育厚生常任委員会で何月でしたか、市の津

田青楓の美術館、あるいは御坂の学びの杜、いろんな文化財のあるところを見てまいりました。

大変、文化財、絵画、あるいは書、いろんなところに点在しております、笛吹市。これを確実

に、湿度とか温度を確保した中で集積する場所がないと貴重な文化財が駄目になってしまう。

よその旧町村の中では個人所有が結構多いわけですけども、それはまた別として市でやってい

る特に津田の美術館、そして学びの杜にあるもの、いろんなものについての集積場所、こうい

うものを検討する気はありますでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
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〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 たしかに議員おっしゃるとおり、市内にはたくさんの美術品、工芸品、それから文学作品等

がございます。現在、文化財課においてそういったものがどのくらいあるのか。どこの場所に

置いてあるのかという調査をして、リスト化をしているところでございます。ほぼ完成をして

いるんですが、今後、そういったものをいかに保存していくか、将来に残していくかというこ

とも含めて検討させていただきたいと考えておりますが、市の教育委員会としましてはそういっ

た施設がぜひとも必要であるという認識を持っていることだけは、ご承知おきいただければあ

りがたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございます。 

 次に環境教育ということでありますけども、学校教育ビジョンの中にも環境教育というのが

ありました。ごみの組合でもって去年、三鷹市のごみ処理場を研修してまいりました。あそこ

は東京都の三鷹のど真ん中、しかもそのごみの焼却所を造ったところが市役所の隣。その周り

には小学校もあるということでやったわけですけれども、境川のごみの中間処理施設の中にい

ろいろな、この間、事務局長とも話をしましたが、いろいろな地域への環境教育へのための施

設も造るという方向です。境川のごみ処理場を中心とした甲府市、あるいは峡東３市の子ども

たちに環境教育の場として、あそこを利用していかなければならないと思います。当局のご見

解を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） 

 岩沢議員の再質問にお答えいたします。 

 学校教育ビジョンの中の環境教育ということでご質問いただきました。 

 たしかに環境教育の必要性をビジョンの中で説いております。そうした中で子どもたちには

社会に目を向け、学びを深める教育ということで環境教育に取り組もうと積極的に取り組んで

いるところです。 

 従来ですと子どもたちに社会科の副読本などを利用した中で自然環境の大切さ、今の環境に

対する社会の処理能力、処理の方法等を問うているところでして、その中で下水道の処理場、

それからバイオマスディーゼルの工場の見学等も実施しております。 

 今後、今、議員がおっしゃられたような中間処理施設への見学なども視野に入れながら、さ

らに子どもたちの環境教育には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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございます。 
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 次に果実の宣伝方法ですけども、直売所、今いろんな展開をしております。境川の直売所も

初めて東京の目黒区、これはスタンレー、そして北野財団等の協力もあったわけですけども、

目黒の商工まつり、そして次の１４日には目黒のサンマまつり、これはかなりの人が来ます。

そこへ境川の直売所が行きます。初めてです。この間の商工まつりに関しては私も行きました

けども、そこにのぼり旗、笛吹市というものを立てまして、笛吹市産の物を宣伝してきたわけ

です。また売ってきました。こういう都市との交流、直売所を使った交流も必要だと思います。

それもかなり何万人という数で来るわけですから、非常な宣伝効果になると思います。お考え

をお聞きします。 

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非常に大切なことだと思っております。境川が初めてなさるという

ことでございますが、八代町の直売所でも八王子の駅等で実施しておりますので、やはり市長

の答弁にもございましたように、あらゆる機会にあらゆる手段を用いながら宣伝をしていきた

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） 

 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。残りも少なくなってまいりました。「花子とアン」もそろそろ終

わります。甲州弁で最後に、あと２年間、市長こぴっとやれし。頑張るだよ。 

 以上をもちまして代表質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、笛新会の代表質問を終わります。 

 次に笛政クラブの代表質問を行います。 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 笛政クラブの上野稔でございます。 

 笛政クラブを代表しまして、いくつか質問いたします。 

 先月２６日に政府が発表した８月の月例経済報告によりますと、消費税増税に伴う駆け込み

需要の反動減の影響が長期化する懸念に言及し、景気の下振れ、リスクの警戒感が広がってお

ります。まさに成長戦略の実効性が問われる場面であり、安易な地方へのお金のばらまきでは

なく、生活者・国民・市民への目配りが重要ではないでしょうか。 

 倉嶋市政もまもなく２年の折り返し点を迎え、合併自治体の地方交付税の一本算定による財

源の大幅減も迫り、確固たる自主財源の中での市民生活の充足に向けてしっかりとした自治体

経営に結びつく倉嶋カラーの発信が必要であります。 

 平成２５年度は市長就任後、初めての通年予算であり、市長が何を考え、市民のためにどう

取り組まれたか評価、検証される年度であります。市長自身も決算確定を受けて何ができて何

ができなかったのか、さらに何を目指していくのか精査が必要であり、私ども笛政クラブとし
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ましてもしっかりと検証、提言をいたす所存であります。 

 それでは、はじめに平成２５年度決算および今後の施策等について伺います。 

 まず平成２５年度の決算を受けて市長の所見、評価と分析をお聞かせください。 

 次に行財政改革に取り組んでいる中で、財政健全化法に基づく４指標の推移とその分析およ

び国や県の一本算定替えによる約３０億円の交付金等の減少が予想される中で、財政計画の見

通しについてご所見をお聞かせください。 

 さらに市民ニーズの多様化に応えるためにも、自主財源の確実な確保に向けてのビジョンが

必要な中で税、料金の収納状況もここのところ県下ワースト１に近い状況で、その収納状況と

取るべき対策について、どのように取り組まれるのでしょうか。 

 また年間約６億円という都市計画税の徴収もここのところ猶予となっておりますが、上下水

道の整備や道路新設に対する市民の長年にわたる強い要望もある中で、この目的税に対する今

後の方針をお聞かせください。 

 そして平成２５年度決算を分析し、各種事務事業を評価した上でどう次年度事業に反映・策

定し、倉嶋市長のリーダーシップを発揮し、倉嶋カラーを市民に打ち出していくのかを説明願

うとともに就任５カ月となる副市長の職務遂行にあたり、現状認識と笛吹市行政に臨む姿勢を

お伺いいたします。 

 続いて防災対策について、お尋ねいたします。 

 本年も去る８月３１日に市の総合防災訓練が行われましたが、市内各地でさまざまな訓練が

実施されたことと思います。避難所体験や運営の訓練に取り組んだ行政区もあったようですが、

本年度の訓練の特徴について伺います。 

 次に災害時要援護者への対応は、どのように検討されているか伺います。高齢者のみならず

障害者、妊産婦、乳幼児などの子ども、傷病者、外国人といったいわゆる災害時要援護者への

対策について、防災訓練での具体的な取り組みと具体的な要援護者対策をお示しください。 

 続いて、入札・契約事務について伺います。 

 公共事業の入札・契約に関しては合併以来、市におかれても改善を重ねてきたことと承知し

ております。そういう中で、市長就任後の昨年明けあたりから大規模な市発注事業の入札執行

に関して、本会議や委員会の中でも問題点が何度も指摘されてきました。そして昨年１１月の

臨時議会で百条委員会も設置したところでありますが、入札・契約に関しては、特に特殊な施

工が必要となるような事業では膨大な事務量と専門的な知識や情報が必要となり、工期や予算

面での制約も考えれば苦労もたえないことと思います。しかし入札の仕組みや基準を変更した

り、通常とは異なる方法で進めていったりする場合には十分な説明責任が求められ、入札契約

に関する方針の見直し作業を行う場合にもまた同様であります。 

 そこで、これまでの見直し作業の取り組み状況についてお聞かせください。 

 ２点目として昨年度の入札執行における取り止め、不調、再入札等の件数とその原因につい

ても答弁を求めます。 

 続いて、子育て支援および障がい（児）者施策についてお尋ねいたします。 

 来年４月からスタートする子ども・子育て支援制度に向け、そのもととなる本市の子ども・

子育て支援計画の策定作業が進められております。 

 少子化による人口減少が進み、国においても女性が活躍できる社会の実現が急務とされ、男

女がともに子育てや仕事のしやすい環境を整備しなければなりません。消費増税に伴い充てら
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れる年金、医療、介護、少子化対策の社会保障、４経費も活用し、自治体が地域の実情に応じ

て子育て支援を行うための子ども・子育て支援計画が本市の子育て事情に合った計画となり、

これに基づく事業の実施によって、充実した子育て環境の整備を図ることが待望されておりま

す。 

 市では子ども・子育て会議が設置され、そこでの議論を重ねて計画が策定されているようで

すが、これまでの進捗状況について伺います。 

 また一元的な窓口機能を備えた障がい（児）者相談支援センター、いわゆる基幹相談支援セ

ンターの設置が検討されておりましたが、センター設置の検討状況についても答弁を求めます。 

 最後に産業振興および観光施策について、質問いたします。 

 本年２月の豪雪災害による本市産業への影響は甚大ものでありましたが、復興に向けた取り

組みも進んでいるものと思います。本市では災害復旧支援室を設置しておりましたが、おおむ

ねその役割を終え支援室も終了し、環境省の災害廃棄物処理の補助事業を活用した撤去等の大

方のニーズに対応できることとなったものと思います。 

 一方で桃やブドウのハウスなどの施設の撤去や再建は、豪雪から半年を経過したもののまだ

時間を要する状況であると感じております。特に再建に着手できている農業ハウスは野菜など

のわずかな状況であり、今後の対応が重要な課題であると思われます。そこで復旧・復興の現

在の状況について伺います。 

 次に観光施策として、本年度取り組まれることになっている観光ニーズ調査について現状を

お聞かせください。 

 また近隣市町村との広域的な連携による観光振興について、本市の取り組みをお伺いいたし

ます。 

 以上、代表質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 笛政クラブ、上野稔議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに平成２５年度決算および今後の施策等についてのご質問ですが、副市長の職務遂行

現状認識および市政に臨む姿勢につきましては、のちほど副市長からお答えをさせていただき

ます。 

 まず、平成２５年度決算の評価と分析であります。 

 ２５年度一般会計決算は歳入が前年度より５億２千万円、１．６%増の３３７億２，４００万

円。歳出は３億７，９００万円、１．２%減の３１４億２，２００万円で歳入歳出差引額２３億

２００万円、うち９億２，１００万円が次年度への繰越財源となり、これを差し引いた実質収

支は１３億８，１００万円であります。 

 単年度収支は２億２，５００万円の黒字、実質単年度収支も６億２，６００万円の黒字とな

り、良好な決算結果になったところであります。 

 次に、財政健全化法に基づく４指標の推移についてであります。 

 実質赤字比率、ならびに連結実質赤字比率はこの指標の公表が開始された２０年度以降、一

般会計・特別会計、企業会計すべてが黒字であったため、赤字比率は算出されておりません。 
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 実質公債費比率の推移ですが２２年度１３．８%、２３年度１３．９%、２４年度１４．２%、

２５年度は前年度と変わらず１４．２%となりました。この指標が上昇傾向を見せているのは

合併特例債や臨時財政対策債等の元利償還金の増加が要因と言えます。 

 次に将来負担比率の推移ですが２２年度８８．４%、２３年度８５．８%、２４年度７５．

７%と大幅な低下を見せてまいりましたが、２５年度は７４．４%で前年比１．３ポイントと

いう小幅な低下に留まりました。これは市債残高や公営企業債等、繰入見込額が増えたことな

どによるものであります。 

 本市の健全化４指標はいずれも健全の基準範囲内を維持しており健全性は保たれております。 

 次に財政計画の見通しについてであります。 

 財政計画については毎年度、財政事情の変化を加味して見直しを行っております。本年も３月

に１０年間の長期財政シミュレーションを作成したところでありますが、２７年度からの普通

交付税算定の特例（合併算定替え）の段階的縮減期間に移行することから、長期的な見通しは

非常に厳しいものになっております。 

 現時点で財政状況の変化を見通して来年のシミュレーションを予測すれば、プラス材料とし

ては、支所に要する経費の基準財政需要額への算入や消費税・地方消費税の引き上げによる増

収分を原資とした地方消費税交付金の増額や社会保障関係費の地方財政措置が期待されますが、

国・県支出金等の見通しについて具体的な情報は得ておりません。一方、本年２月の大雪に伴

う雪害緊急対策経費が負担となってくることが予測されます。 

 いずれにしましても、来年度からの普通交付税の一本算定への段階的縮減が大きな要素とな

り、厳しい財政運営を迫られることは避けられないと考えております。 

 次に税の収納状況と都市計画税に関しての検討についてであります。 

 税の収納率は前年度比３．３％上昇し８５．７％になりました。また使用料及び手数料の収

納率は前年度０．５％上昇し８５．４％になりました。督促、臨戸訪問、差し押さえ、公売な

どの収納率向上対策の成果であり、この取り組みを継続してまいりたいと考えております。 

 都市計画税についてであります。 

 ２６年度をもって課税猶予の期間が終了し、２７年度から課税を開始するところであります

が消費税の引き上げ、２月の大雪災害等を勘案し課税猶予期間を１年間延長し、平成２８年度

から課税することとしております。 

 次に、次年度事業についてであります。 

 「倉嶋カラー」というよりは地域の強み・特色を踏まえた「笛吹カラー」が大事であると考

えております。その意味で日本一の桃源郷のまちづくりとして、本市のメインの産業である観

光と農業の活性化を中心に取り組んでいくこととしております。 

 具体的には第１にはリニアの見える丘構想であります。ご承知のとおり、この秋には試乗体

験も予定されていることから、全国的にもますます注目されると期待されています。今回の補

正予算にも調査費等を計上させていただきましたが、道路、駐車場等の整備を進めてまいりた

いと思います。ピンクの絨毯の中を颯爽と走るリニアの姿をぜひ多くのお客さまに見ていただ

き、笛吹観光の起爆剤となるよう期待しているところであります。 

 第２は現在、調査・研究を進めております笛吹川ミズベリング構想であります。今年度中に

構想をお示しし、実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 第３は花のまちづくりであります。これまでの取り組みを大幅に強化し、市民の皆さまのご
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協力をいただき、楽しみながら本市に訪れた方々をおもてなしできますよう、四季折々の花の

溢れるまちづくりにつきまして、計画的な取り組みを行っていきたいと考えております。 

 限られた予算の中で最大限の効果が得られるよう市民の皆さまのご意見を聞く中で、職員と

一丸となって市政に取り組んでいく所存であります。 

 続きまして、防災対策についてお答えします。 

 はじめに今年度の防災訓練の特徴についてでありますが、初めての試みとして避難所開設訓

練を実施しました。実際に避難所を開設し自主防災組織、施設管理者および市職員が協力し受

入訓練、非常炊き出し訓練、救急救命講習、避難所開設学習会等の訓練を実施したところであ

ります。この訓練により自主防災組織の充実・強化、ならびに訓練に参加した皆さまの防災意

識の高揚につながることを期待しております。 

 今後、訓練に参加された行政区役員および市職員により検証を行い課題等を洗い出し、災害

時の対応に万全を期するよう努めてまいります。 

 次に災害時要援護者への対応についてですが、行政区長および民生委員が各地区の要援護者

名簿を保有しておりますので、それにより訓練時には要援護者の避難援助および安否確認をお

願いしているところであります。 

 なお、従来から個人情報の取り扱いに関しては慎重な対応を余儀なくされておりましたが、

災害対策基本法の改正により、本人から同意を得た場合に限り平常時においても関係諸機関に

名簿を提供できることとなりましたので、今後はより要援護者に配慮した対応ができるものと

考えております。 

 続きまして、入札・契約事務についてお答えします。 

 はじめに入札契約事務の見直し作業の取り組み状況についてですが、本市では入札制度の基

本原則であります公平性・透明性・競争性を確保するため、各種関係法令をもとにこれまでも

随時見直しを行ってまいりました。 

 国においては本年６月、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律を公

布・施行し、改正後の法第２２条に規定する発注関係事務の運用に関する指針を本年中に策定

することとしております。このような動きを踏まえ、他の公共団体の例も参考にしながら、時

代の変化や課題に応じて入札執行制度の見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 次に昨年度の取り止め、不調、再入札等の件数と原因についてですが２５年度の入札公告件

数３３２件のうち取り止め件数は２５件、不調件数は２件、再入札件数は１６件でありました。 

 取り止めの多くは、入札参加者が少なく最低入札参加者数を確保できなかったことが主な原

因でした。一定規模以上の工事には、国家資格を有する専任技術者の配置が義務付けられてい

ますが、技術者および常駐雇用従業員の確保が困難になってきていることも背景にあるのでは

ないかと推測されます。 

 また資材価格や人件費が高騰し、採算が取れる見通しが薄いことから入札への参加を見送っ

たり、消費税率引き上げによる民間発注工事の前倒し発注の増加も影響していると考えられま

す。これらの状態は笛吹市のみならず、全国的にも同様であります。 

 不調については規定の入札回数を行っても落札候補者が決定できず、最低入札者との協議随

契も行えなかった案件でございます。 

 再入札は取り止め、不調となった案件のうち工期、設計内容・入札公告内容の変更が行えた

案件でございます。 
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 続きまして、子育て支援および障がい者施策についてお答えします。 

 はじめに子ども・子育て支援計画策定に向けた取り組みの進捗状況についてですが平成２７年

４月に予定されています子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、現在、笛吹市子ども・子

育て支援事業計画の策定を進めているところであります。 

 計画の策定にあたっては、本年３月に設置しました笛吹市子ども・子育て会議において、順

次ご意見を伺いながら作業を進めており、これまでに３回開催いたしました。 

 今後は５年間における各種子育て支援事業の必要量を見込み、それに対する事業の確保方策

などについてまとめ、パブリックコメントなどを経て今年度末までに策定する予定であります。 

 次に障害者相談支援センターの設置に向けた取り組みの状況についてですが、平成２４年の

法律の一部改正を受け、障害者の総合相談窓口としての機能を持つ基幹相談支援センターの設

置について、県内各市の設置状況等も参考にしながら検討を進めてまいりました。 

 昨年度は、地域自立支援協議会の各部会との協議や当事者およびご家族との意見交換会など

関係者や支援関係機関等と連携を図りながら、具体的な検討を行ってまいりました。 

 現在２７年４月の開設に向け、設置案を当事者やご家族をはじめ関係機関等にお示しして最

終意見をいただきながら検討を進めております。 

 続きまして、産業振興および観光施策についてお答えします。 

 はじめに豪雪災害による復興状況についてですが、まず大きな被害を受けた農業についてハ

ウス農家の再建はこれから本格化します。８月末時点での倒壊ハウスの被災者は２９９人、

５７１棟、６２ヘクタールでございます。このうちハウスの再建を希望する方は２５８人、４８５棟

で８６％の方が再建を希望しております。撤去の補助金は順次交付しており、９月末で約４，

０７９万円を交付する予定でおります。 

 今後、ハウス再建に向けて先月末からＪＡ支所単位で説明会を実施し、すべての復旧に関す

る申請が今年度内に完了できますよう進めてまいりたいと考えております。 

 雪害で工場等の壊れた商工業者に関しても工場等の再建が終わり、通常の営業活動に戻って

いると把握しております。 

 また宿泊客のキャンセルが相次いだ旅館等もインターハイの開催や富士山効果、戻りつつあ

るインバウンドなど明るい兆しが見えつつあり、市内の産業それぞれにおいて復興に向けて歩

んでおります。 

 次に観光ニーズ調査の取り組み状況についてですが、７月に実施した公募型プロポーザルに

より選定された業者において、今月中に調査を実施し結果の取りまとめを行う予定であります。 

 調査は、インターネットのフェイスブックとツイッターを活用した調査と、石和温泉駅等で

駅利用者から直接聞き取る対面調査の２つの方法で行う予定でおります。いずれも笛吹市に関

心のある方への調査となりますので、より現実的な回答を得ることができると思われます。 

 今後はこの調査結果を観光関係団体の勉強会で検討し、具体的な観光施策の展開へ結び付け

ていきたいと考えております。 

 次に近隣市町村との広域的な連携による観光振興の取り組みについてですが、近隣市町村と

の連携は広域的に賦存する自然景観や神社仏閣など、より多くの観光資源を有効に活用するこ

とができ、石和・春日居温泉の宿泊客の増加につながるものと期待されます。 

 すでに取り組んでいる連携の一例を挙げますと甲府市、山梨市、甲州市と共同で４市連携観

光エキスカーション事業があります。大手旅行業者や旅行記者等を招き、４市の観光スポット
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巡り等を行い、広域観光の魅力への理解を深めていただくよう努めております。さらに今年度

は４市共同のホームページを作成し、広域観光の相乗効果を最大限にアピールしたいと考えて

おります。 

 そのほか、富士山効果の表われている富士河口湖町との料理メニューの共同開発や甲州市の

ワイナリーを巻き込んだワインタクシー事業などにも取り組んでおります。 

 今後もさまざまな方法で近隣市町村との連携に取り組み笛吹観光の振興に努めてまいります。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、副市長より答弁を求めます。 

 副市長、小林明君。 

〇副市長（小林明君） 

 笛政クラブ、上野稔議員の代表質問にお答えいたします。 

 平成２５年度決算および今後の施策等についてのご質問のうち、６番目の副市長の職務遂行

現状認識および市政に臨む姿勢についてであります。 

 副市長就任以来５カ月が過ぎました。この間、市長、部長、課長などと政策課題協議を重ね、

笛吹市の現状と課題について共通認識を持ってきたところです。 

 合併１０年を迎え、笛吹市の行政は全体的には７万都市にふさわしく順調に推移していると

いう認識を持っておりますが、２点ほど問題点と考えられる部分もございます。 

 その１点目は合併後１０年を経過しましたが、まだ合併効果が十分に発揮されていない面が

あるということです。特に公共施設の維持管理については、今後大きな財政負担となっていく

ことは明白であります。廃止・統合を含めた長期的な維持管理計画をつくる必要があると考え

ており、来年度中には公共施設再配置計画をつくる予定で、現在検討を進めております。 

 もう１点は、将来的に笛吹市が発展していくためのメインストーリーとなる施策がいまだ示

せていないということです。合併による財政の優遇措置は今後５年間は継続するわけですが、

これからの数年間で本市にとって最も重要なことは、１０年２０年先を見据えた笛吹市発展の

芽を植え付けるような施策を実施することだと考えております。 

 特に人流・物流の活性化を図るということが大きな課題であります。人と物が動けばさまざ

まな産業が活性化し、そこから景気の好循環が生まれてまいります。 

 これらの点から、この数年間においては倉嶋市長の提唱する笛吹川ミズベリング構想が最も

重要な施策になると思います。この構想は笛吹川をテーマとして観光振興や文化振興、地域お

こしなどのいくつかの事業を組み立てることにより、人流・物流を活性化しようとしていくも

のであります。 

 現在、国・県の事業や有利な補助制度の活用、また民間活力の導入なども視野に入れながら

構想の具体化に向けて鋭意検討を進めており、今年度中には構想の全体像を議員皆さま方にお

示ししていきたいと考えております。 

 市長の夢や希望が市民の夢や希望であることが行政の理想であります。今後もその夢の実現

に向け、市長を先頭に職員一丸となって全力で取り組んでまいりますので、議員皆さま方のさ

らなるご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

 以上で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。 

 再質問を、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 それでは何点か、再質問させていただきます。 

 まず最初に平成２５年度決算および今後の施策等について、お伺いいたします。 

 平成２５年度は第２次笛吹市行財政改革大綱の最終年度になっております。事務事業評価お

よび施策評価による各種事業の進捗率や費用対効果および有効性の検証と、不要と思われる事

業については積極的な改善、廃止も必要であり、その所見とその成果を積極的に市民にも開示

すべきであると思われますが、具体的な取り組みをお聞かせください。 

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） 

 上野議員の再質問にお答えいたします。 

 市民への開示ということでありますけども、広報またホームページ等を使いながら現在、評

価のほうを終了し、近々にはお示しできると考えております。 

 以上で答弁させていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 今、分かっているだけでも具体的なものがあったら、副市長の施設の統廃合のこととかいろ

いろおっしゃいましたけども、今、分かっている点で答えられるものがあったらお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 上野議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 施策別に予算組みがされ、またそれの決算が出てその事業の内容での評価、それは事務事業

マネージメントシートおよび施策マネージメントシート等々にそれぞれ、例えば総合計画であ

れば２５の施策の中での達成状況等々の数字化をさせていただいております。それとまた行革

の大綱に定めました指標というのは若干、これはまた目標数値がすべて違います。具体的にこ

この成果という部分で、今ここに数値的なものが用意されておりませんので、即答ができませ

ん。のちほどということでご了解いただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ありがとうございます。 

 それでは市税の固定資産税の減少で１．１％減の８４億６千万円となっており、決算額は平

成２１年度から連続して減少しております。市税の収納確保、収納率向上に向け、とりわけ長

期滞納や不納欠損を出さない具体的な取り組みについて、ご説明をお願いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 笛政クラブ、上野議員の再質問にお答えいたします。 

 市税の収納対策についてでありますが、法に基づいての一斉催告、また財産調査、差し押さ

え、交付要求等を強化いたしまして収納対策の収納率の向上に努めてお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） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 もっと具体的な答弁がほしかったんですけども、これからもいろいろな部分でお聞きする部

分があろうかと思いますので次の質問にまいります。 

 市債残高について、合併特例債および臨時財政対策債の推移と財政調整基金などの基金残高

を分析する中で将来にわたる実質的な財政負担の見通しに関し、どのように判断されているの

かをお伺いいたします。 

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） 

 上野議員の再質問にお答えいたします。 

 合併特例債の平成２５年度末の発行額でありますけども１９２億円になっております。それ

と平成２６年度の予算の中で計上されている部分が６９億円ということで、現在のところ予算

措置として推計できるのは２６２億円といった計算になります。 

 また基金の状況でありますけども、この９月補正の中で繰越金が出たところの部分を勘案し

た中で、減債基金のほうを返していったということでありますけども、この予算の中で７億円

ほど減債基金に繰り入れております。当初で７億４千万円ほどですので全額を改修できたわけ

ではありませんけども、基金の状態については減債基金のほうへ積み替えたということになっ

ております。 

 財政調整基金につきましては、９月の補正ではありませんので現状で２１億円ほどの基金の

積み立てとなっております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ありがとうございます。 

 次に防災対策について、お伺いいたします。 

 要援護者を分類すると部局ごとに対象が異なることにもなりかねませんが、一元的に総務防

災担当で把握されているのか。縦割り行政というか、なかなか難しい部分があろうかと思いま

すけども、そのへんをどこが一番把握しているのか、リーダーシップをとってやるのかをお伺

いします。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 

 上野議員の再質問にお答えをいたします。 

 災害時の要援護者の取り扱いにつきましては、防災を所管しております総務部総務課、また

高齢者や介護、障がい者を所管しております福祉の担当部署が主に担当しているということで

ございます。 

 要援護者台帳のシステムを現在、福祉総務課のほうで構築を進めているところでございます

けども、名簿の作成につきましては高齢者、介護者、障がい者等の情報を福祉部門で保有して

いるというような状況ですので、システムの構築、名簿の作成については福祉担当部署で行っ

ていくことが適当であろうというふうに考えています。 

 そういった名簿について、総務課それから福祉と連携する中で今後、要援護者対策を進めて

いくことが重要だと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ぜひ縦割り行政ということがないように、一番大事なことだと思いますのでそのへんはよろ

しくお願いいたします。 

 次に避難行動支援取り組み指針について、お伺いいたします。 

 国では昨年８月、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針に基づき、各市町

村に地域防災計画の仮計画として全体計画の策定を求めていますが、本市の策定は着手してい

るのでしょうか、お知らせください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 

〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えをいたします。 

 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針ということで、災害対策法の改正に

伴いまして取り組む必要がある事項ということでございます。 

 この中で要支援者に関わる重要事項を防災計画に規定することや、先ほども申しました要介

護者、障害者等の要件を設定して名簿を作成すること。また平常時から名簿情報を提供できる

こと等が追加されたところでございますけども、今回の災対法の改正に基づいて地域防災計画

にその避難行動指針に関する事項を規定していくということで、今回の９月補正に防災計画の

見直しに関する補正予算を計上させていただいておりますので、今後、防災計画の見直しの中

へこういった取り組み指針を加えてまいりたいと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 十分重要なことだと思いますので、早期の運用が重要だと思いますので積極的にお願いいた
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します。 

 次に入札契約事務について、お伺いいたします。 

 先ほど答弁の中で随時、見直しをしてきた公正、透明、競争性確保のためにやってきました

という、そういうお答えをいただきました。 

 そういう中で、私が百条委員会のメンバーとしてちょっと感じるところがあります。公正入

札調査委員会というのがございます。それはなんか問題があったときには、そこでいろいろ調

査する委員会だと思っておりますが、そのメンバーが入札参加資格審査委員会と同じメンバー

であります。どうしても庁舎内でのかばい合いというんですか、甘くなる可能性もあるんでは

ないかなと私は危惧しておりまして、ぜひこれから外部委員、弁護士とか学識経験者等、外部

委員を含めた入札の調査体制が必要ではないかなと思いますが、そのへんのお考えをお知らせ

ください。 

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） 

 上野議員の再質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりだと思います。現在、入札関係の委員会といたしましては入札参加資

格審査委員会というのと、もう１つ公正入札調査委員会がございます。前者の入札参加資格審

査委員会は委員会の内容は入札参加資格の審査、いわゆる入札公告の案件の審査をする委員会

でございまして、もう１つ公正入札調査委員会というのは、実際の委員会の職務といたしまし

ては、入札談合に関する情報があった場合の調査審議を行う委員会というふうに業務が限定さ

れておりまして、どちらの委員会も市の職員で同一メンバーでありますので、そこについては

今後、検討の必要があるかと考えておりますけども、ただ公正入札調査委員会という談合情報

に対する調査審議を行う委員会というのは、国、県また他市におきましても委員は職員が行っ

ております。上野議員の再質問の公正入札委員会のメンバーに外部委員をというようなご意見

でございますけども、これはおそらく第三者機関で行う入札監視委員会のことではないかと推

察しております。県では入札契約に基づく手続きにおける公正性の確保、また透明性の向上を

図るというふうな観点から、学識経験者を委嘱して山梨県入札監視委員会というのが設置され

ております。なかなか市町村においては設置率が極めて低く、県内ではほとんどの市町村でま

だ未設置というふうな状況でありますけども、今後適切な入札執行を図っていく上でこの入札

監視委員会の設置ということが検討の必要があるんではないかと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ありがとうございます。私が一部、勘違いしていた部分があろうかと思いますが、ぜひ監視

委員会ですか、外部委員も含めた早急な体制をつくっていただきたいと思います。 

 次にいきます。子育て障がい者（児）施策について、お尋ねいたします。 

 新たな子ども・子育て支援制度では学童保育の年齢も小学６年生まで引き上げられるが、市

内すべての学童保育で対応が可能となるのか。また学童保育では、学区によっては待機児童も

いると聞いています。新たな計画においては、需要を上回る供給量の設定も可能とされており
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ますが、子育て環境を充実させるという意味では弾力的に受け入れられるような学童保育の体

制を整えておく必要があると思いますが、ご見解をお願いいたします。 

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） 

 上野議員の再質問にお答えいたします。 

 学童保育の６年生までの拡大についての対応でございますが、現在、保健福祉部内の調整、

また支所との連携、調整による学童保育室の確保と、また教育委員会との連携により各小学校

の協力をいただきまして、学童保育室の確保が可能な見通しとなっております。残すところあ

と１カ所ございますが、そちらにつきましても教育委員会、ならびに支所と連携、調整をする

中で来年４月にはスタートできるように進めてまいりたいと思っております。 

 次に待機児童の件でございますが、６月現在では５件、待機児童がございましたが、その後

すべて解消されまして０件にいったんなったんですけども、つい先日、また１件申請がござい

まして、ただいま１件の待機児童がいるというところでございます。 

 また今後の弾力的な対応につきましては各部局と十分な連携を図り、また調整をする中で対

応していくように努めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 次に産業振興・観光施策について、お伺いいたします。 

 農業用施設の再検討にあたり、事業の延長を求める要望などが寄せられ、笛政クラブとして

も、また議会としても関係機関等への申し入れも行ってきました。今後の見通しは再建にはど

の程度の期間が見込まれるのか、お伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 農業新聞等の報道でご承知かもしれませんが、県のほうではおおむね５年ぐらいかかるとい

うような話をされております。これはご承知のとおり人材不足、資材不足が続いておりますの

で、それに伴ってでき得る限り対応させていただければと思っておりますが、せめて申請だけ

でもあげていきたいということで、今、鋭意取り組んでおるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 観光について、お伺いいたします。 

 観光産業への影響も多方面で見られましたが、これから秋冬の観光シーズンに向け大雪をは

じめとする気象災害時の観光客等への対応策は、いかがになっておりましょうか。 
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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。 

 対応策といいまして、今回、雪害のときに非常に実地をさせていただきました。まず帰宅困

難者につきましては、旅館組合と連絡をとる中でどのくらいの方が収容できるか。また金額に

ついてもいくらぐらいでお泊めいただけるかということで、臨機応変な対応をさせていただき

ました。具体的な災害につきましては、それぞれ避難訓練等を各事業者でしていると思います

ので、また総務と連携をする中で連絡を密にしながら対応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） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 観光振興にあたりまして、市内の多様な産業を有機的に結びつけた観光資源の創出とともに、

そのプロモーションの重要性が関係事業者からも出されております。ニーズ調査の結果を見る

ことも必要でありますが、具体的な取り組みを打ち出し続け、新生を図りながら走り続けてい

くことが大切だと思いますが、ご見解をお知らせください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 議員のおっしゃるとおりだと思います。今までもいろんなお祭りを継承する中で、特に今年

は春祭りにつきましても会場を変えたりする中で、でき得る範囲での改良を加えながら継続し

て対応することが大切だと思っておりますので、いろんなもので対応させていただきながら、

いろんなご意見を聞く中でさらに今、行っている事業につきましても反省をしながら、ブラッ

シュアップを行いながら誘客に努めてい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） 

 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ありがとうございます。ぜひ当市は農業と観光が一大産業でありまして、その両方が合体し

まして本市の基盤産業と言うんですかね、収入源になろうかと思いますので、これからもそう

いう意味では桃サミットが両方を合体した一番、なんか今までないような感じで非常に期待し

ております。ぜひそれに向けて私たちも応援していきたいと思いますので、お互い頑張ってい

きましょう。 

 以上、代表質問といたします。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開を午後１時３０分からとします。 
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休憩  午後１２時２１分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 

 続いて、誠和会の代表質問を行います。 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表して私、古屋始芳が４つほど質問

させていただきます。 

 最近、暗いニュースが多い中で錦織選手が全米テニスで決勝進出という非常に明るい、うれ

しいニュースが飛び込んでまいりました。そういう意味で笛吹市も、これから明るい話題が多

くなるようなことを期待しながら質問をしたいと思います。 

 今年の夏は２月の大雪の影響の反動を受けたかのように、非常に梅雨時も少雨で梅雨明けか

ら猛暑酷暑が続き、非常にそのためかこの本市特産の桃の味も甘く、多くの方々より好評をい

ただいたところでございます。 

 ６月２８日に大田市場におきまして、消費拡大キャンペーンを行いましたが市場、またお客

さまからも非常に今年の笛吹の桃は甘いという好評をいただきました。 

 また先月２３日から２５日まで台湾、台北市におきまして市長、またＪＡ笛吹の組合長、海

野建設経済委員長らとともに、台湾で笛吹産果物のトップセールスを行ってまいりました。今

回は特にシャインマスカットの消費拡大ということで、おいしいシャインマスカットを台北市

の量販店やらスーパーなどで試食していただいて、非常に好評を得ました。 

 今夜は十五夜ということですが、台湾には古くから中秋節に日本のお中元と同じようなもの

を贈るというような風習があるようで、それに向けていろいろな日本の果物が贈られていると

いう現状をこの目で見てまいりました。今後大いに期待できるということを実感してきました。 

 それでは質問に入ります。 

 はじめに平成２５年度決算状況を踏まえながら、平成２７年度予算編成方針と施策について

伺います。 

 平成２５年度決算においては歳入合計３３７億２，４２１万円、歳出合計３１４億２，１５１万

円で実質単年度収支は６億２，６００万円余りの黒字を計上することができたと決算書では報

告されております。また財政健全化判断比率の４指標も良好な範囲となり、健全な財政とされ

ております。 

 しかしながら地方公共団体の予算については会計年度の独立の原則が適用され、一部例外が

認められておりますが、単年度主義がとられております。過去の決算内容も含め詳細に検討し

てみますと年々繰越金が増加しているのに加え、支出済額の執行率は急激な右肩下がりの状況

となっております。繰越金を見ると平成２０年度決算では１２億５，８００万円、支出総額の

４．３％、２１年度は２５億円、２２年度は２８億円、２３年度は３７億円、２４年度は４１億

円と毎年増加して平成２５年度決算には６３億７，００９万円となり、支出総額の２０．３％

となります。５年間で１６％も上昇しております。 

 一方、支出済額の執行率は２０年度決算では９４．２％、２１年度では８９．４％、以下８９．
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０％、８６．６％、８４．４％と低下して、さらに２５年度決算では７３．２％とやはり急激

に低下しております。なんと５年間で支出額の執行率が２１％も低下しております。市の会計

は単年度主義にもかかわらず、なぜこのように繰越金が急増して単年度の支出済執行率が急激

な低下状況になっているのか、お伺いします。 

 また決算状況を踏まえての２７年度予算編成にあたり、従来の総合計画の施策別予算編成か

ら合併当初の予算編成方式である部局別予算編成への変更と聞いていますが、これらの行政経

営は縦割行政でなく、施策も部局横断的事業が多くなるといわれている中、合併当初の予算編

成方法に戻るのか。また一部の情報では各部局の一律削減の編成と聞いております。各部局、

一律削減の予算編成では職員もやる気をなくすようで、意欲がなく沈滞傾向にしか見えません

が、部局別予算編成の考え方について伺います。 

 また毎年８月には全部長以上による事務事業評価や施策評価を行い、重点施策などを協議し

た中での新たな施策・事業や重点施策に予算配分をしているようですが、２７年度に向け２６年

度４月以降の随時、重要施策のヒアリングをして対応しているようです。今まで施策協議を行っ

た事業とはどんな事業があったのか。また協議を行った新規事業とはどんな事業だったのか。

その中で新年度に取り組むために決定した重要施策・事業と新規事業として予算に盛り込む事

業はどんなものがあるか、お伺いします。 

 次に２問目ですが、市役所の組織機構について伺います。 

 今年で合併して１０年目を迎え、合併後最初の大きな問題でした庁舎問題は新たな場所への

新庁舎の移転か既存の場所での構想かで大きく揺れた庁舎問題も今年５月、本庁舎の耐震化が

完成し、３つの建物に分散した形となり庁舎の呼び名も本館、保健福祉館、市民窓口館と呼称

することに決定しました。 

 １０年経過して、やっと庁舎の体制も区切りがついたところでありますが、本庁舎の耐震化

に併せて、以前から検討されてきました新たな組織機構の変更と併せて、長い間、導入を検討

してきた窓口のワンストップサービスについての検討結果は、どのような取り組み状況かをお

伺いいたします。 

 また耐震化していない支所庁舎の耐震計画と支所の組織・職員体制については、今まで何度

となく聞き取りを行っていると聞いていますが、いつまでにどのような形にするか考えをお伺

いします。 

 次に３問目ですが、農業振興対策のうち鳥獣害防止対策についてお伺いします。 

 桃・ブドウ日本一の笛吹市を維持するためには、後継者問題や遊休農地の解消など非常に難

しい問題となっておりますが、市としては新規就農者、Ｉターン、Ｕターン者への補助金対応

などの対策を講じているところでございます。 

 しかしながらそれに加えて、特に中山間地の農地については鳥獣害対策も重要な問題になっ

ています。出荷間際の桃やブドウをはじめ野菜などを鳥や獣に食われてしまい、収穫ができな

いような被害にあった話をあちらこちらで聞きます。３、４年前まではイノシシ、ムクドリ、

カラスの被害が多かったようですが、最近ではシカ、アライグマ、ハクビシン等の被害が急増

していると聞いております。山すそへの電柵設置など補助を受けての対策が行われているとこ

ろですが、被害防止対策の現状と対策と事業導入によって起こる効果、ならびに問題点につい

てお伺いします。 

 次に４問目ですが、観光イベントと集客事業についてお伺いします。 
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 笛吹市の夏祭りも７月２２日からの笛吹川・石和鵜飼や石和温泉連夜花火 笛吹川の舞で始

まり、８月に入り各町の納涼まつりに続き１６日の甲斐いちのみや大文字焼き、２１日の第５０回

石和温泉花火大会も盛況のうちにフィナーレとなることになりました。 

 これから秋の観光シーズンが本番になるわけですが、ブドウ狩りが本格化し大勢の観光客が

来てくれることを大いに期待しておるところでございます。 

 そこで今年の夏まつりのイベントごとの参加者数をはじめ、総括をどのようにしたのかお伺

いします。 

 また各種イベントも主催する観光物産連盟の補助金も減額となったようですが、それにより

各町のイベントも様変わりの年になりました。開催内容、補助金の削減が大きかった春の桃源

郷花まつりについて、各町ごとの事業について実施初年度としてはどうだったのか。また来年

度に向けて参加者数の増減も含めて、どのような評価をしているのかお伺いをします。 

 観光客の集客施設については、リニア実験線が昨年８月２９日より全線による走行試験が始

まり１年を経過しております。今までたびたび話題となり、テレビや新聞でも取り上げられリ

ニア実験線全線でリニアを見るのに一番いい場所は笛吹市内にあると議会でも視察をしたり、

市当局へも働きかけを行ってきたところでございます。先日の全員協議会の折にリニアを見る

ためのビューポイントとしてリニアの見える丘構想の発表がありました。どのように整備して、

具体的な計画をお伺いしたいと思います。 

 以上、質問します。 

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） 

 誠和会、古屋始芳議員の代表質問、２５年度決算などの財政状況と２７年度の予算編成の取

り組みについてお答えします。 

 はじめに繰越金の増加、執行率の低下についてであります。 

 繰越金についてはご指摘のとおり２３年度３７億円、２４年度４１億円、２５年度６３億円

と増加しています。主な要因としましては、国の緊急経済対策と合併特例債を活用した大型事

業の実施により普通建設事業費が増加したことを背景に、工事の進捗状況によって年度内の完

成ができないため繰越金が増加していると考えられます。 

 ２５年度の繰越額が前年度と比較して約２２億円と大幅な増となっていますが、これは今年

２月の大雪にかかる雪害対策経費の補正計上が大きな要因であります。予算執行率につきまし

ては、事業費の繰越金が増加していることと裏腹の関係で２３年度８６．５％、２４年度８４．

３％、２５年度７８．８％と年々低下しています。 

 継続費や繰越明許費など例外的に認められてはおりますが会計年度独立の原則、予算単年度

主義に則り適正な予算執行、事業工程の監理に努めてまいります。 

 次に部局別予算編成に変更した考え方についてですが、笛吹市においては平成２３年度から

４年間、施策評価を予算に結びつけるシステムで予算編成を行ってまいりました。しかし、こ

の方式ではその時点その時点で重点的に取り組むべき課題が生じたときに適切に対応し難い場

合もあるため、平成２７年度予算編成からは当面する課題の解決に向けた政策協議を実施し、

重要施策・重点施策の取捨選択をして予算編成を行うというやり方に改めたところであります。 
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 次に施策協議した事業と決定した重要施策、新規事業についてですが、政策課題協議につき

ましては、次年度の予算編成を議論する場と説明申し上げましたが、それだけに留まらず市の

当面する重要事項を関係部局長等が集まって随時協議をする場とも位置づけております。 

 政策協議の眼目たる次年度の予算要求に向けては５月、８月、１０月と順次開催し、予算を

煮詰めているところであります。例えば８月に行った協議の場では、リニアの見える丘整備構

想事業、笛吹川ミズベリング構想事業、桃サミット開催等おおむね８０項目に及ぶテーマにつ

いて議論したところであります。 

 続きまして、市役所組織機構についてお答えします。 

 はじめに窓口のワンストップサービスについてですが、市役所の耐震改修に併せて窓口業務

を市民窓口館と保健福祉館に集約し、来庁者が短時間で手続きを行えるようにいたしました。

また庁舎ごとの取り扱い業務をイメージできるよう本庁３施設の呼称を本館、市民窓口館およ

び保健福祉館に変更し、市民の利便性に努めたところであります。 

 今後の取り組みでありますが、国が進めている社会保障・税番号制度が平成２８年１月から

スタートすることにより、市役所の事務が大きく変わることが予想されることから窓口のワン

ストップサービスのあり方について、同制度の導入を踏まえた上で検討していきたいと考えて

おります。 

 次に、支所庁舎の耐震化および支所の組織・職員体制についてであります。 

 現在、新耐震基準に適合していない支所は境川、春日居、芦川の３支所であります。このう

ち春日居支所につきましては本年１１月に支所に隣接している北別館に移転し、現在の支所の

建物を閉鎖する予定で準備を進めております。 

 境川支所および芦川支所につきましては、ともに建物・機械設備の老朽化が進んでいる状況

のもとで、耐震化については今後の支所のあり方を含め、総合的に検討を進めてまいります。 

 今後の支所の組織・職員体制についてでありますが中長期財政計画、定員適正化計画に基づ

き、引き続き職員の削減を進めていく必要があることから、現在、本庁および支所の事務分掌

の見直し作業を行っており、２８年４月を目標に新たな組織体制を検討していきたいと考えて

います。 

 続きまして、鳥獣害防止対策についてお答えします。 

 本市における鳥獣被害としてはイノシシによるものが多くを占めていることから、合併前か

ら獣害防止柵の整備を進めてきたところです。総延長は約１００キロに達しイノシシ対策とし

ては効果を上げてきておりますが、最近増加しているシカへの対策としては不十分であり、柵

の嵩上げへの取り組みを支援するため、地域がまとまって取り組む際には原材料の支給を行っ

ているところであります。 

 有害鳥獣の捕獲に関しては各町単位にある猟友会に委託して実施しており、２５年度の捕獲

頭数はイノシシが５９頭、シカが６０頭とここ数年シカの捕獲数が増えています。猟友会会員

の高齢化に対応して、狩猟免許の取得を希望する農家へ補助するなど狩猟人口の増加にも努め

ております。このほか農家には個々に電気柵等を設置するなど自己防衛をしていただいており、

電気柵を設置する農家への支援策として補助金の支給を行っております。 

 また昨年度から地域の農家が協力してシカやイノシシ等を捕獲する県の補助事業、わな捕獲

体制整備事業を一宮町地区へ試験的に導入し、シカ１頭を捕獲することができました。 

 今後とも鳥獣害被害を抑制するため、各般の対策を講じてまいります。 
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 続きまして、観光イベント事業と集客事業についてお答えします。 

 はじめに、今年の夏祭りの総括についてであります。 

 今年の夏祭りは台風の接近により中止や延期のイベントもありましたが、おおむね順調に開

催することができました。いさわ鵜飼と連夜花火は２万人、いちのみや大文字焼きは９千人、

石和温泉花火大会は１５万人、各町の夏まつりは合計で５，９００人でした。 

 いさわ鵜飼につきましては、石和温泉に宿泊した外国からの観光客やインターハイ関係のお

客さまも多く見受けられ、鵜飼や花火に歓声をあげるなどとても楽しそうに過ごしておりまし

た。 

 また石和温泉花火大会につきましては安全確保フェンスの設置が理解され、会場内の混雑は

例年よりかなり緩和されました。今月中に関係者を集めた夏祭りの反省会を実施し、来年度に

生かしていきたいと考えております。 

 次に桃源郷春まつりの各町の事業についてですが、今年から桃源郷春まつりと名称を変更す

るとともにメイン会場とサブ会場を設置し、各町の観光協会ごとに花見散策コースの設定や開

花予想クイズ、七福桜のライトアップなど新しい取り組みの祭りにいたしました。市内全体を

お祭り会場に見立て観光客にＰＲし、桃の花だけでなく各地域の春の花を楽しんでいただけた

と考えております。 

 開催１年目ということで駐車場やまつり会場への案内方法などの課題もありましたが、来年

の春まつりも今年と同様の方式で、各町の特色を生かした桃源郷春まつりを開催していきたい

と考えております。 

 次にリニアビューポイントについてであります。 

 リニアの見える丘整備についての調査費を今議会に提出させていただいたところです。多く

のリニアマニアの集まる花鳥一本杉周辺と八代ふるさと公園周辺、境川町坊ヶ峯周辺の３カ所

をリニアの見える丘と命名し、それぞれ「リニアの見える丘 花鳥展望台」「リニアの見える

丘 ふるさと公園展望台」「リニアの見える丘 坊ヶ峯展望台」として整備してまいります。 

 「リニアの見える丘 花鳥展望台」は現在ある駐車場を第１展望台とし、新たに第２展望台

を整備してまいります。予定地は、多くのリニアマニアが写真撮影のために陣取っているリニ

ア軌道沿いで、自然の段差を生かした展望エリアとバス６台と普通自動車１２台が駐車できる

駐車場等を整備する予定でおります。 

 「リニアの見える丘 ふるさと公園展望台」は北側駐車場に２階、または３階建ての階段式

の展望台を整備する予定でおります。またこの秋から始まる体験試乗に合わせ、仮設の展望台

整備も予定しております。 

 「リニアの見える丘 坊ヶ峯展望台」は、１０数年後の営業線開通に合わせて既存展望台と

トイレ等を整備していきたいと考えております。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 再質問を行います。 

 ２５年度の補正予算では雪害対策費が１５億円計上され、そのまま繰り越しとなっておりま
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す。６月の定例会での２６年度補正予算では４７億円もの、やはり雪害緊急対策事業費が計上

されましたが、重複しての計上はどのくらいの額になっているかお伺いします。 

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） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 雪害の３月補正予算は除雪経費など、年度内に一部執行したものもございます。雪害での倒

壊施設等の撤去費用補助を目的とした衛生費の関係の雪害対策支援事業費が７億７千万円。倒

壊ハウスの解体撤去を目的とした農林水産業費の雪害緊急対策事業で４億８千万円計上され、

こちらは全額を繰り越しております。２６年度の６月補正予算計上分の農林水産業費の雪害緊

急対策事業４７億円でありますけども、これについて重複の計上はございません。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。当初の予算計上や補正予算計上の事業で予算計上時になんらかの

要因ですぐに事業が実施できなかった事業の予算計上事業はあったのか、それがどんな事業だっ

たのか、あったら教えてください。 

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） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 ３月の補正予算計上時に国の補正予算対応事業として農業施設整備事業、同じく３月の追加

補正予算計上の中で雪害関係で廃棄物の処理事業、農業施設の応急対策事業、公共施設の修繕

事業などがございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございます。 

 もう１点、繰越事業の中で２３年度から２年間の繰越事業というのがあるでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 平成２３年度から２年間の繰り越しはございませんでした。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 
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〇４番議員（古屋始芳君） 

 歳出の執行率が年々低下している中で、予算執行は４月からでありますが予算も早く執行す

ることで市民サービスも早く受けられますので、市民のことを考えて早く執行していただきた

いと思います。その折の予算執行管理とか、指導はどのようにしておるでしょうか。 

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） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 

 市民サービスの供与のための予算を早期に執行すべきという点につきましては、同感であり

ます。予算の管理等についてでありますけども、年度当初に予算執行方針を策定し、予算執行

にあたり基本的な考え方を職員に周知をしているところです。 

 また月別の予算執行管理計画書の提出を毎月上旬に求めて、各所管課において執行状況の確

認、管理、見直しを行っているところであります。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。決算書によりますと本市でも平成２５年度は基金が４億円ほど増

額しましたが、保有額は１６０億円を超え基金造成額も相当多額になっております。この保有

基金は債権と現金での保有としておりますが、具体的な基金の運用についてお伺いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島会計管理者。 

〇会計管理者（成島敦志君） 

 再質問、基金の運用についてのご質問でございますけども、２５年度末現在で総額１６９億

６千万円。これはすべての基金を合わせた額でございます。それに株券といたしましては１９万

５千株。あと土地が４ヘクタールほどございます。 

 運用の部分につきましての考え方ですけども、基本的にはもう地方自治法の中で確実・効率

的な運用、それと地方財政法のほうでも預金、それから国債、地方債、あとは政府保証債です

か、そんなふうなものを使って安全・確実な方法で運用しろということが決まっておりますの

で、あと市のほうでもそういう管理および基準等が定められておりますので、それに基づいて

基金の運用をしております。 

 現在、基金につきましては金融機関への預金の割合といたしましては約６割でございます。

それから国債、地方債につきましては４割、そのような状況で管理をしておりますので、定期

預金ですと非常に低金利の時代でございますので、おおむね０．０２５％から０．１％のその

くらいの利率という状況でございますので、これをいかに基金の目的によっては、その運用益

を使って、その目的を達成していくというような、そういうことも決められておりますのでそ

こをいかに確保するかというところで現在、取り組んでおります。 

 それらの中で、非常に国債等で高利回りな部分で購入いたしまして、併せて有利な売却等が

あればそれもしたりしながら、運用益の確保に努めているという状況でございます。 

 ちなみに２５年度の決算でございますけども、基金の運用利子収入額が７，９００万円、一
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般会計でございますけども、そのうち預金利息のほうが１，３００万円、そして国債等の債権

利息のほうで６，６００万円という状況になっております。金融機関の経営状況等も勘案しな

がら安全・確実に運用益を出すように頑張っていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に市役所の組織機構について、再質問いたします。 

 先ほどの答弁によりますと各支所の庁舎もいろいろと考えているようですが、その中で職員

の削減というようなことを言われましたが、ぜひそういう中で市民サービスの低下につながら

ないような方法で考えていただきたいと思います。これは答弁はいいです。 

 次に３問目の鳥獣害防止の対策について、再質問を行います。 

 先日の山日の新聞の中に南アルプス市でサルの群れが大量に出て、市民グループがいろいろ

とサルに発信機を付けたりとか、いろいろな方法でこの駆除の対策をやっているようです。や

はりこういう問題はいつサルもこちらのほうに来るか分かりませんが、地域ぐるみのそういう

組織づくりというような指導を考えているんでしょうか。よろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 すでに組織づくりはできていると判断しております。それはやはり被害を受ける皆さんで共

通の柵の嵩上げとかそういったことをしなければなりませんので、市でも推進していきたいと

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） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に４問目の観光問題について、再質問を行います。 

 観光イベントとしてやはりお客さまが来てくれることが一番ですので、より多くの集客のた

めの方策をどのように考えているか。また各町の春・夏まつりの補助金が減額されております

が、各支所からはどのような意見が出ているでしょうか。お伺いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 まず１問目の誘客、やはり私は観光というのは非日常を味わえるということで、目玉が必要

かなと思っています。また今回、今月中に調査および調査結果があがる、ニーズ調査によって

も答えが出てくるのではないかなと思っております。 
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 今までは全国紙に、いわゆる不特定多数に対して広告を行っておりましたが昨年度から旅行

に行きたい、いわゆる旅行雑誌とか旅行のホームページ等、ターゲットを絞る中でその影響力

の大きさを測りながら調査しているところでございます。 

 また２問目の質問でございますが、春祭りにつきまして今年より運営方法を変えたわけでご

ざいますが、賛否といったらよろしいでしょうかね、両論ございました。よかったというとこ

ろと、やはりお金が減ってくることは大変だなということもございましたので、私どもも寄附

集めを行っておりますので、独自に寄附をして集めていただくことも考えながら、されどお金

をかけないで、皆さんが楽しめるような方法をお願いしますということで回答させていただい

ておりますので、来年度につきましても同じような方法で開催させていただきたいと思ってい

ます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 今年の春のお祭りについては、初めての試みということでまた来年からの中でいろいろと取

り入れていってもらいたいと思います。夏祭りの納涼の会場へ、いくつかの会場へ行かせても

らったわけですが、その折、市長のあいさつの中で、市長が来ているお客さんたちに向かって、

ぜひ皆さんもふるさと納税で１口いかがですかというような宣伝もしながらあいさつをしてお

りました。その効果があったせいか、今年はふるさと納税が昨年に比べまして増えているよう

ですので、ぜひそういう部分でも観光とうまくマッチさせたものを今後も考えていってもらい

たいと思います。 

 リニアについて、お伺いします。 

 昨年の８月２９日より全線での走行試験が始まりましたが、営業線についても今年の１０月

より着工との報道がされております。リニアを見るビューポイントも笛吹市内のところで見る

のが一番だというようなことで、先日の全員協議会の中でリニアの見える丘構想を発表された

ところでございます。 

 しかし、いくらいい場所があっても、あのリニアが土管が横たわっているような一直線の線

だけが見えたのではなんの意味もございません。やはりリニアが、本物が走っている姿が見え

るようなことができないと、せっかく来ても土管の横たわったものを見るとお客さまががっか

りすると思います。 

 この間の第２次安倍内閣で発表された国交省の大臣が、また太田大臣が再任されております。

ぜひ公明党の市会議員の皆さまにも、うちの市会議は３人も経験豊富な優秀な議員さんがおり

ますので、ぜひそういう手づるで国交省の大臣に市と一緒になって要望をしていただいて、そ

してＪＲ東海に働きかけていただいて、リニアが走っている姿が将来、営業線になっても見え

るような方法でぜひ働きかけをしてもらいたいと思います。そのようなことを市ではどうです

か、考えていますか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
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 私どももそう思いまして、まずリニアの見える丘という宣言をさせていただいたのもこのま

まにしておくと、おそらく営業開始には閉じてしまうかもしれないということで、これだけ多

くの方々が来るリニアの見える丘ですからということで売り出していきたいと思いますので、

ぜひそういった面では市でも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひよろしくお願いします。その際に、ぜひ見える丘の３カ所が完全に仕上がりましたら実

験線のリニアの通過時刻とか、今このへんを走っているというような、そういう都留のセンター

にあるようなものが見える丘につくられたらいいなと思いますけども、いかがですか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えします。 

 議員さんのおっしゃるとおりです。リニアの実験センターには今、どこを走っているかとい

うものがテレビの画像というか、パソコンの画面で見えるようになっておりますので、県のリ

ニア推進室の方々にもお願いしておりますが、なかなかセキュリティ的な面で難しいというこ

とも言われておりますけども、なんらかの方法で何時に走るということが分からないと待ちぼ

うけを非常にくってしまいますので、ぜひそのへんについてはリニア試験センターにあるもの

に捉われずに時間が分かるような方法を見つけ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） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 どうかよろしくお願いします。 

 最後に私たちも議員になってちょうど半期過ぎようとしております。市長もこの半期は大型

プロジェクトのいろいろな関係で非常に忙しい日々を送ったと思います。ぜひ２７年度には市

長のビジョンと政策を待っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、誠和会の代表質問を終わります。 

 続いて、公明党の代表質問を行います。 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 公明党の渡辺清美です。 

 質問に入ります前に、８月２０日の広島市の北部の大雨による大規模土砂災害により亡くな

られた皆さまのご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げ

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 それでは公明党の代表質問をさせていただきます。３点させていただきます。 

 はじめに公共施設等の総合管理計画の推進について、お伺いいたします。 
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 昨年６月に閣議決定した日本再興戦略に基づき、インフラ老朽化の対策に関する関係省庁連

絡会議において、昨年１１月にインフラ長寿命化基本計画が取りまとめられました。 

 地方自治体では過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える中、地方財

政は依然として厳しい中にあり、さらに人口減少による今後の公共施設等の利用需要の変化が

予測されるため、自治体施設全体の最適化を図る必要があります。 

 また管理計画を策定することにより、施設の老朽化の度合いや維持管理費用が予測できます。

それにより施設の修繕、改修、処分、統廃合の計画が立案でき、予防保全による施設の長寿命

化を図り、将来的な財政負担の軽減にもつながります。 

 そこで地方自治体においては公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新、統合、

長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担を軽減、平準化するとともに公共施設等の最

適な配置を実現するため、公共施設等総合管理計画の策定を推進する必要がありますが、本市

における計画策定へのお考えと今後の取り組みをお伺いいたします。 

 ２点目としまして、高齢者のボランティアポイント制度を推進についてをお伺いいたします。 

 わが国における高齢化が急速に進展する中、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見

据え、高齢者が地域で安心して暮らせる、そういった地域社会を構築することが極めて重要な

課題となっております。そのためには住み慣れた地域で自分らしい生活を継続するためのサー

ビスを充実させるとともに地域包括ケアシステムの構築に向け国、自治体が連携した取り組み

が求められております。 

 その一方で、元気な高齢者については要介護にならないための生きがいづくりや社会参加促

進施策など、介護予防に通じる施策の展開が重要となってまいります。その際にそれぞれの地

域の実情、特性を踏まえ、関係機関等が連携をよくとりながら進めることが重要であります。 

 そこで高齢者の地域でボランティア活動に従事することにより社会参加、また地域貢献を促

し、高齢者自身の介護予防につながる取り組みとして多くの自治体で取り組んでおります介護

支援ボランティアがあります。介護予防を目的とする６５歳以上の高齢者が地域のサロンや会

食会、また外出の補助、介護施設のボランティア活動などを行うことによりまして自治体のほ

うからポイントが付与されるものです。貯まったポイントに応じて商品との交換やまた換金、

そのほか介護保険料の支払いに充て保険料の軽減にも利用できる自治体もあります。その際の

財源としては、自治体の裁量により地域支援事業交付金の活用が可能となっております。 

 そこで本市における、高齢者におけるボランティアポイント制度のさらなる充実に向けての

取り組みをお伺いいたします。 

 ３点目としまして、消費者教育の充実についてお伺いいたします。 

 近年ネット社会の推進、広がるということに対して消費者トラブルが相次いでおります。高

度情報化、グローバル化が急速に進展する中、消費者生活環境が多様化・複雑化している中で

子どもや若者が一人の消費者として安全に自覚的に行動できるよう、消費者教育を早期に行う

ことが喫緊の課題となっております。 

 今年６月に政府が閣議決定した消費者白書によると、２０１３年度は全国の消費者センター

に寄せられた消費者トラブルの相談件数が約９２万５千件と９年ぶりに増加に転じ、４２都道

府県で前年度よりも上回った結果となっております。 

 消費者庁は６５歳以上の高齢者から寄せられた相談件数が前年度より５万３千件多い２６万

７千件と大幅に増加したことが大きな要因と分析しております。 
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 そのほか未成年者に関する相談件数が２０１０年度以降、毎年度２倍のペースで増加してい

ることも問題となっております。 

 最近は「子どもが親のクレジットカードを無断で使用し、ゲームのアイテムを高額購入して

いた」という課金に関するものが多数寄せられており、国民生活センターも注意を呼び掛けて

いるのが現状です。 

 公明党は消費者庁の創設、法テラスの開設など一環として消費者行政の充実に取り組んでま

いりました。そうした中、消費者教育の計画策定への取り組みにはじまり、消費者教育の充実

の必要性を強く感じるものでございますが、本市における消費者教育の取り組みについてお伺

いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 公明党、渡辺清美議員の代表質問にお答えします。 

 はじめに公共施設等、総合管理計画の推進についてであります。 

 今後の本市における公共施設等の管理についてですが、道路等のインフラにつきましては現

在、点検検査を行っております。公共施設のうち、いわゆるハコモノについては公共施設白書

をもとに全庁体制で検討を行い、２７年度中には再配置計画を策定できるよう準備を進めてお

ります。 

 議員ご指摘の総務省より策定要請のありました公共施設等総合管理計画につきましては、イ

ンフラ、ハコモノを含むすべての公共施設等を対象とし、２８年度までに策定することとなっ

ておりますので、それを目処に取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、高齢者のボランティアポイント制度の推進についてであります。 

 本市におけるボランティアポイント制度は、高齢者がボランティア活動を通じて地域に貢献

することを支援し、高齢者自身の健康増進や介護予防および生きがいづくりの促進を目的とし、

２４年４月からいきいきサポーター事業として始まった地域支援事業であります。 

 高齢者自らが介護支援ボランティア活動に参加することでポイントを受け、そのポイントを

換金し、介護保険料に充てることや商品等の購入を可能としたものであります。 

 現在この事業に登録されている高齢者が介護保険施設において、地域サロンでの話し相手、

レクリエーションなどの指導や参加支援、外出の補助等を行い、お互いがいつまでも元気で生

活できるよう交流をしております。 

 今後の取り組みにつきましてはさらに登録者が増え、より活動が活発になるよう、この制度

を積極的にＰＲしていくとともに高齢者のボランティア活動を活用した仕組みが定着するよう、

市内の介護保険施設等に受け入れをお願いし、事業を進めてまいりたいと思います。 

 続きまして、消費者教育の充実についてお答えいたします。 

 平成２４年１２月に施行された消費者教育の推進に関する法律では、地方公共団体はその地

域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定・実施することが責務であり、消費者教育推進計

画を策定するよう努めなければならないとされました。山梨県では２６年３月にやまなし消費

者教育推進計画が策定されています。 

 議員ご指摘のとおり、近年ネット社会の進展に伴い消費者トラブルも散見されております。
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消費者教育は学齢期から高齢者までの生涯の発達段階に応じた対応が必要とされ、そのために

は消費者団体・教育委員会・学校・社会福祉協議会などとの連携が不可欠です。市では関係者

および関係団体・機関とのより一層の連携を図りながら調査・研究を進め、消費者教育推進計

画の策定に向けて検討していきたいと考えております。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。 

 総人口、また年代別の人口の今後どのような動きがあるか想定できる範囲でお答えください。 

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） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 今、私の手元にある資料なんですが、国立社会保障人口問題研究所、ここが３０年スパンの

想定を出しています。３０年、これは２０４０年という試算ですがそこで今の笛吹市の人口７万

２千人から１万５千人減るという試算が出ております。単純に１万５千人なんですが、逆に６５歳

以上の占める比率は増えております。ということは若年層の数字がいかに減っているかという

ようなシミュレーションでございますが、そういうデータを今、私のほうで持っています。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 耐震化の問題なんですけども、５６年度以降の新しい建築法によって建てられた学校はいい

んですけども、それ以前のいろんな施設、それがどのくらいあるか、ちょっと分かる程度でい

いですからお願いいたします。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 今、私どもの公共施設白書の中に１７２の公共施設について標が出ています。耐震化の状況

なんですが、優先的にやるべきところから順次やっております。つまり公共の文教施設等々に

ついてはほぼ耐震が終わっておりますが、いわゆる庁舎であっても私ども７つの庁舎のうち３つ

が一部耐震ができてないような状況です。明確な数が今お答えできないんですが、そのような

ことで特に弱者、子どもさんが通うようなところについては優先的に耐震ができているという

ことで答弁させていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 
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〇１５番議員（渡辺清美君） 

 特に学校なんか、いろいろ多くの人が集まるところで避難所となっていますよね。そういっ

た避難所になっているところの、今回もいろんな災害がありましたけども、自然環境としてそ

の地質がたしかに大丈夫なところか、それか危ないような危険地域に建っている学校とかは何

校あるでしょうか。 

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） 

 公明党、渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 災害時の広域の指定避難場所３５カ所ございますけども、その中で４カ所、まだ未耐震の施

設がございます。これについても今後、計画的な耐震化に向けての検討が必要なわけですけど

も、危険箇所については土石流ですとか大雨の災害、こういったことの再点検が求められてお

りますので、危険箇所については改めて再点検を行っ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） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。そういった点を早急にまた、お図りいただきたいと思います。 

 ２点目の高齢者のボランティアポイント制度の推進についてお伺いいたします。 

 これから本当に人口減少の中へ入ってきて、元気な高齢者がいられるようにということでもっ

て、いろんなボランティアが必要となってまいります。現在、介護職の方たちもいらっしゃい

ますけども、本当に手がまわらない、一般のボランティアの方たちが行くことによって、その

時間帯は本当に介護をしなければ、自分の持っている技術を生かすべきそういうところにやっ

ぱり行っていただきたいということでもって、これから国としても大きくいろんな方々のボラ

ンティアを本当に募集していくというか、そういう格好になると思うんですけども、例えば傾

聴ボランティアなんかは資格がなくてもそれなりの講習を受けたり、いろいろしたらできるの

かなと思いますけども、そういった講習とかそういったことも考えながら今後、傾聴ボランティ

アの増加とかはお考えになっていられるでしょうか。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） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 今、ボランティアもいろいろありまして傾聴ボランティアもニーズが出てくると思います、

今後。今のところ２４年からスタートしておりますので、今後はそういうことも当然、考えて

いくと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 本当に一人で暮らしている方々が多くなっております。なかなか人との接する場がなくて、
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そして家に閉じこもってしまうということはやっぱり認知症にもつながりますので、どうか人

の話を聞いてあげる、そのことによって心がくつろいでくることが多いと思いますから、どう

かその点もよろしくお願いします。 

 またそのボランティアばかりではなくて、いろんなボランティア、大きく変わっていくと思

いますけども、実際に受け入れる施設の方たちがどういうような助けを求めているのか。どう

いったところで、ちょっとお手伝いしてもらえばいいのか。また実際、ボランティアをやった

人たちが本当に意見交換というか、そういったものを年に一度くらいもったほうがいいと思う

んですけども、今はどのような状況になっているでしょうか。 

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） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 今、受け入れ施設は２０事業所が登録してありまして、実際に受け入れを行っているところ

は１７施設あります。内容といたしましては、レクリエーションなどの指導とか参加の支援、

それからお茶出しや食堂の配膳、それから散歩とか外出の移動の補助という、先ほど議員さん

がおっしゃいましたように専門職でもないところ、本当に手助けの部分をボランティアの方た

ちにお願いをしているという現状であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 続きまして、３点目の消費者教育の充実のほうにいかせていただきます。 

 本当にネット社会となって、親が知らないところでもってゲームのアイテムを高額購入して

いたということ、そういうことが全国的にも多くなっておりますけども、こういったことに関

して学校なんかの場合、副教材とか何かそういったものを使いながら、家庭科の時間かどこか

そのようなところでもってやっていただければありがたいと思いますけども、今どのような、

そういうネット関係に対する教育関係はどんなような動きになっているでしょうか、教えてく

ださい。 

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） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 今の学校ではご指摘のように家庭科、あるいは社会科の中でそういった問題について取り上

げております。ちなみに家庭科では身近な消費生活と環境というようなことの中で、消費者の

基本的な権利と責任について理解すること。 

 次にこちらのほうが大切だと思うんですが、販売方法の特徴について知りうんぬんというふ

うなことでかなりの時間をかけてやっておりますし、今ネットの問題も指摘をされたわけであ

りますが、私どものほうでも今インターネット、あるいはスマホ等をどのように子どもたちが

利用しているかということで、前に川村議員からもそういった質問がありましたので、今、小

学生から中学生までの携帯、あるいはその情報機器に関わるものについて調査もしているとこ
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ろでありますが、いろんな団体等も呼びかけをしながら学校に来ていただいて、こういった問

題について勉強をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。本当に子どものころにしっかりとそういった知識をつけませんと、

３０代後半になっても本当にネットのほうに集中しまして、あまり寝ずにあまり食べずに３日

間ぐらいやって、脳細胞の一部が、脳神経かなんかが異常をきたすみたいで実際亡くなってい

る方もいらっしゃいますので、どうかその点よろしくお願いします。 

 そして子どもさんから高齢者、全般にかけてこういったことに関する何か、消費者の被害、

あるいは教育というかそういったものを受ける、そういった講演とかそういったものは企画し

ていらっしゃるのかどうか。今までそういうことがあったのかどうか、ちょっと私も勉強不足

で申し訳ありませんけども教えてください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 子どもさんから高齢者ということですけども、今現在しておりますのは総合相談窓口という

ようなことで、行政書士の方とか弁護士の方とか、あと社会福祉協議会等が連携して相談の受

け付けをしております。県のほうからもいろいろな啓発活動のチラシにしましてもＰＲにいた

しましても依頼がきておりますので、それらを十分にするというようなことで、市独自の教育

に関しましての計画というのは今のところまだ持ち合わせておりませんけども、今後は子ども

から大人までということですから、順次計画してまいりたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 悪徳商法というか欠陥商品とか、そういったものを買わされてしまった消費者からもいろん

なあれがきていると思いますけども、笛吹市としてどのようなそういった、数的に相談件数が

きているのかどうかお願いします。教えてください。 

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） 

 平成２５年度の数字でございますけども、消費者の相談窓口ということで、今現在、市民活

動支援課のほうで相談の受け付けをしておりますけども、２５年度はそれが２件ございました。

そしてあと先ほども申し上げましたような定期的な総合相談、それが３件が直接あった件数と

いうことでございます。 

 あと県のほうに県民生活センターがございますけども、そこが県下全域では４，８２０ほど

ありますけども、そのうち笛吹市の在住者が４２１人ということで数字的には相談の件数とし
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て上がっております。その中では消費者金融の関係、それから健康食品の関係等々がございま

して、高齢者の相談もかなりの数になっているというふうに聞いております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 そのような不当取引業者というか、そういった目に遭ってしまった場合は笛吹市としてはど

のような、それに対して対応をなされているのか教えてください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 市のほうでは専門の相談員というようなものは設置してございませんので、相談等があった

場合には警察、あるいは県の県民生活センター等へ連絡して相談していただくように、仲立ち

をするというような形で今のところ対応しております。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 これからいろんなそういう被害が多くなりますから、職員の方もいろんな研修とかそういう

こともしていただいて、市の中でもそういうことができるような、充実したことをやっていた

だきたいと思います。 

 以上をもちまして、公明党としての代表質問を終わります。 

 大変ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、公明党の代表質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 

休憩  午後 ２時４９分 

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

再開  午後 ３時０５分 

〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 

 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 最後の代表質問になりました。そちらさまもこちらさまも大変お疲れのところでございます

けども、日本共産党を代表して質問を行います。 

 まずはじめに医療・介護総合法、改定生活保護法の成立・施行に伴う市の施策について伺い

ます。 

 医療・介護総合法は医療法、介護保険法、保健師・助産師・看護師法、歯科衛生士法など１９本

の法律改正を１つにまとめたものであります。 
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 私は、ここでは介護保険法改悪に伴う課題について伺います。 

 今回の改悪は介護保険制度創設以来の制度の根幹に関わる大改悪になったと考えております。

特に２つの問題を指摘したいと思います。 

 まず第１は要支援１、２の人が利用している通所介護、訪問介護を介護保険制度から締め出

したということであります。これまで全国一律の基準で運営されていた介護給付によるサービ

スは廃止されまして、市が独自に実施する新たな介護予防日常生活総合支援事業として代替サー

ビスが行われます。 

 ２つ目の問題は制度創設以来の２割負担の導入であります。介護保険制度実施から１４年が

経過しますけども、これを突破口に所得水準の引き下げは２割負担から３割負担も懸念される

のではないでしょうか。生活保護法の改定が一昨年、生活保護法への自民党議員やマスコミの

大々的なバッシングが行われる中で成立しました。不正受給への厳格な対処、給付水準の適正

化、就労指導の強化などが具体的に示されました。生活保護法の基本理念、原則を公務員とし

てしっかり守り、貧困への理解と信念を持ち、市民へ寄り添う気持ちを持ち続けるよう願いな

がら以下質問します。 

 まず第１にこの医療・介護総合法は市民にとって生活の安全や福祉の向上に寄与するものに

なるのでしょうか。首長としてどのような見解を持っているか、示してください。 

 ２つ目として、今回の改悪では要介護１、２の人の特養ホームからの締め出しや低所得者の

補足給付の見直しなども盛り込まれました。一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯が増加す

る中で、この介護保険制度からさまざまな追い出しで行き場を失う高齢者が増えることは許さ

れません。現在の介護サービスの質・量を維持していくための方策を示してください。 

 ３つ目として介護保険給付から外される要支援１、２の人については市が実施する総合事業

として代替サービスが行われます。しかし、総合事業は費用を削減するためにボランティアに

よるサービス提供も可能にしたり、単価を現在の介護報酬以下に設定したり、事業費の伸びを

抑えることとされております。このような中で市として専門職による必要なサービスをこれま

でどおり提供できるのか伺います。 

 ４つ目として要支援者の人が専門職によるサービスを希望した場合、希望はかなえられるの

か伺います。 

 ５点目として、厚労省の指針では要支援者のサービス事業を委託する単価は現在の介護報酬

以下に設定するとしております。安価の報酬で委託を受ける事業所があるのか。委託を受ける

事業所がなければ利用者はサービスが受けられないなど、さまざまな矛盾も生まれてきます。

安価の報酬による被保険者、事業所、介護労働者への影響について見解を示してください。 

 ６つ目として要支援者へのサービス事業は介護保険から外れ、市が独自に実施することにな

ります。予算の規模に応じて自治体の裁量で実施されますので、財政力のあるなしによって自

治体間の格差も生まれてきます。笛吹市としてどのような施策をしていくのか、伺います。 

 生活保護について、伺います。 

 生活保護法の理念・原則を首長としてどのように捉えているのか、まず伺います。 

 ８つ目として２０１２年４月、芸能人の母親が生活保護を受けていることが大々的に報道さ

れまして、扶養の義務を果たしていないとして生活保護バッシングに利用されました。笛吹市

福祉事務所でも扶養義務者の照会をしております。扶養は受給の要件になっているのかどうか

伺います。 
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 ９点目として、保護受給者への健康・生活面への福祉事務所の指導・助言が家庭訪問などで

行われております。プライバシーに深く関わって人権を傷つけるようなことも行われていると

いうこともままあります。指導、助言の実態について伺います。 

 １０点目として、保護申請時や不適正受給対策として福祉事務所の調査権限拡大があります。

調査権限の拡大、強化によって保護申請がしづらくなったり、保護を必要とする人が受給でき

なくなることがないよう求めますけども、見解を示してください。 

 次に集団的自衛権の行使容認を許さず、笛吹市の平和施策と平和事業を積極的に推進するこ

とを求める件について質問します。 

 ７月１日、安倍首相は多くの国民の反対を押しきって集団的自衛権行使容認について閣議決

定しました。６月２９日の毎日新聞の世論調査では集団的自衛権が抑止力どころか、他の国の

戦争に日本が巻き込まれる恐れがあると７１％の人が答え、集団的自衛権行使に女性の６３％

が反対で男性の５８％を上回りました。特に女性の反対が強く、命を生み出す性として命を粗

末にする、戦争する国づくりへの危機感が女性の間に広がっております。 

 先の県内自治体首長への山日アンケートに対して、倉嶋市長は行使容認に反対の意思を示し

ましたけれども、このことは平和を願う多くの市民から歓迎されておりました。非核平和宣言

都市の自治体として、また行使容認反対の意思を示した首長として、今こそ平和施策、平和事

業に積極的に取り組むことを求めて以下、伺います。 

 １つ目として安全保障問題は国の仕事と考えますけども、一方で地方自治体に求められてい

る、すなわち住民の健康および福祉を保持することを首長として市民に保障するためには、何

よりもまず平和でなければなりません。平和をどう創造していくか、自治体としてやるべきこ

とがあるはずです。社会保障問題と地方自治体の役割についてどう考えるか、伺います。 

 ７月１日の閣議決定以来、平和への市民の関心が今ほど高まっている時はないと考えており

ます。笛吹市も非核平和都市宣言をしていますけども、スローガンに終わるんではなく平和都

市宣言にふさわしい平和施策、平和事業を今こそ積極的に取り組むべきと思いますが見解をお

願いします。 

 最後に行政が積極的に取り組むと同時に市民主動、市民発案型の取り組みを求めまして質問

を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 日本共産党、亀山和子議員の代表質問、医療・介護総合法、改正生活保護法に伴う施策につ

いてお答えいたします。 

 はじめに、医療・介護総合法に対する見解についてであります。 

 わが国において、かつてのような経済成長が期待し得ない中で、団塊の世代がすべて後期高

齢者になる２０２５年を見据えて持続可能な社会保障制度を確立するため、地域の実態に即し

た医療提供体制の整備と地域包括ケアシステムを構築することを通じ、住み慣れた地域で生活

が継続できる環境づくり、地域づくりへ向けた制度改正であると捉えております。 

 次に介護サービスの質・量を維持していくための方策についてでありますが認定者の８５％

を占める要介護認定者に対するサービス体系に変更はありません。また予防給付における訪問
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介護、通所介護のサービスを利用している軽度者については、地域におけるＮＰＯ・ボランティ

ア団体等を活用する中でサービス提供を進めていくこととなりますので、今後サービス提供が

できる多様な主体の育成・整備を進め、サービスの量・質の維持をしていきたいと考えており

ます。 

 次に専門職によるサービス提供についてですが、相談時にどのようなサービスが必要である

かをチェックリストをもとに判断し、家事支援等で生活支援が賄える場合と専門的支援を必要

とする場合に区分し、提供サービスを決めていくこととなります。 

 訪問介護事業所における身体介護、通所介護事業所による機能訓練等、専門職によるサービ

スの必要性がある方については、引き続き利用が可能となっています。 

 次に要支援者が専門職のサービスを希望した場合についてでありますが、サービス利用希望

者の身体・生活状況等をチェックする中で、利用希望者が維持している能力が失われないよう

その必要性について本人・家族を含め検討・判断を行い、ご理解をいただく中で利用サービス

の選択をしていくこととなりますので、すべて希望どおりとはならないと考えます。 

 次にサービス事業の単価設定による被保険者、事業所、介護労働者への影響についてですが

訪問介護サービスにおける生活支援サービス、通所型サービスにおけるミニデイサービスやサ

ロンなど実施主体における要件が緩和されることに伴い、民間事業者、ＮＰＯ、ボランティア

団体等、多様な主体の参画を促していくこととなります。 

 また利用者負担については従来の１割負担で進められることから、被保険者の負担等につい

ては現行と変わりはありません。 

 また多様な主体によるサービス提供については、それぞれのサービス事業によっての料金設

定となると思われますが、サービス内容の平準化や専門性について課題があり、基本的な研修

を受けさせるなど、サービス提供の受け皿の育成を検討していく必要があると考えております。 

 次に自治体の財政力によるサービス提供における格差と施策についてであります。 

 介護保険制度の保険給付から要支援者への一部サービスが切り離され、地域支援事業に移行

されるわけですが、財源構成については保険給付と同じ内容で進められることから、想定され

る自治体間格差は当面、少ないと考えております。 

 なお、要支援者の地域支援事業への移行については、２９年４月までに全保険者が行うこと

となっております。 

 住み慣れた地域で生活が継続できる環境づくり、地域づくりのため、市民、民間事業所、地

域、行政が何をするべきか、何ができるかを確認する中で基盤整備を含め、地域資源の育成を

図り、多様なサービス提供ができる仕組みづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 次に生活保護法の理念、原則についてですが、生活保護法の理念は日本国憲法第２５条に規

定する国民の生存権および国の責務に基づき、国の義務として国民に健康で文化的な最低限度

の生活を保障することと理解しております。 

 また生活保護法では申請保護の原則、基準および程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の

原則の４原則がありますが、これらは保護制度を具体的に実施する上で重要なものと思ってお

ります。 

 次に扶養義務者の照会は生活保護受給の要件かについてですが、生活保護法ではその利用し

得る資産や能力を活用することが、保護の受給要件となっており、扶養義務者の扶養は生活保

護受給の要件ではありませんが生活保護法による保護に優先して行われるものとなっておりま
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す。 

 次に健康、生活面への福祉事務所の指導・助言についてですが、健康、生活管理はあくまで

受給者が主体的に取り組んでいくことが重要でありますが、担当ケースワーカーが定期的に被

保護者宅を訪問し、個々の受給者世帯の健康・生活面等の状況に応じて必要な指導・助言を行っ

ております。 

 次に福祉事務所の調査権限についてですが適正な保護の決定、または実施のために要保護者、

またはその扶養義務者の資産および収入の状況の調査は必要であり、生活保護法第２９条で調

査対象者および調査事項が規定されております。 

 続きまして平和施策、平和事業の積極的推進についてお答えします。 

 はじめに安全保障問題と地方自治体の役割についてどう考えるかについてであります。 

 議員ご指摘のように安全保障問題は国の仕事でありますが、住民の健康および福祉を保持す

る上で国家の平和は大前提と考えます。地方自治体として平和の問題に取り組んでいくことが

重要であります。 

 次に平和施策・平和事業への積極的な取り組みについてであります。 

 本市では平成１７年に核兵器廃絶平和都市を宣言し、以来、非核平和事業に取り組んでまい

りました。２４年度には、山梨県非核自治体連絡協議会の会長自治体として非核平和運動の啓

発ポスターを製作、県および会員市町村に配布するとともに庁舎等への掲示を行いました。 

 毎年、終戦記念日には平和の尊さと平和への意識を喚起するため、防災無線放送により戦争

犠牲者への黙祷を呼びかけ、また戦争の悲惨さを未来に語り継いでいく特徴的な取り組みとし

て「わがまちの８月１５日展」を毎年継続的に開催しております。 

 また平和の日リレー、原水爆禁止国民平和行進など、市民の平和行動に対して積極的な支援

を行ってまいりました。 

 今後も戦争のない平和な世の中になることを願い、平和事業への取り組みを継続してまいり

ます。 

 次に市民主導・市民発案の取り組みについてですが、世界平和を実現するためには、広範な

市民の平和を求める声を大きく広げていく必要があります。平和を求める一点での幅広い市民

の結集を進めることが大事であると考えます。 

 以上で答弁といたします。 

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） 

 まず最初に１問目ですけども、これは市長がお答えください。 

 医療・介護総合法のことですけども、この法律といいますのは病院のベッド数を減らして計

画どおりに減らさないと医療機関にペナルティを課したりとか、そして入院患者を追い出すも

のであります。また介護保険においては保険料を徴収しておきながら、要支援者の人を追い出

したりとか、利用料を２割負担にするとか、人権としての社会保障を私は大きく後退させるも

のだと思います。それでもなお、持続可能な社会保障制度の確立を図るためのものだと考える

のでしょうか。 

 大変、抽象的な答弁で残念でした。先ほど地方自治法の本旨であります住民の健康安全と福
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祉の向上を図る視点で、それに照らしてみましても先ほどの答弁は大変残念なものでしたし、

そのことを市民にどういうふうに保障していくのか。保障しなければならない、首長の答弁と

しては大変残念だと思います。このことをどう考えるのか、もう一度お答えください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 熱烈なご指名でございますので、私のほうから繰り返しになるかもしれませんけども、お答

えをさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたようにわれわれ団塊の世代がすべて後期高齢者となり、高齢化のピー

クとなる２０２５年を見据えるとき、そうした与えられた条件に答えられる地域医療体制を構

築することは避けて通れない課題であり、また限られた医療・介護環境の中で医療サービス、

介護サービスをできるだけ住み慣れた地域で受けられるよう地域包括ケアシステムの構築を目

指した地域づくりを進めていくことは重要であると考えております。 

 また介護費用の増加に伴って、介護保険料の上昇が見込まれる中で低所得者の保険料の軽減

の拡大も制度改正には含まれております。利用料の２割負担については、ある程度の所得のあ

る方には応分の負担をいただくこととなりますが、すべての高齢者がサービスを持続的に受け

られるための措置と受け止めております。 

 ただ、社会保障の中に所得という要素を持ち込むことはいかがなものかということ。またそ

れに伴う事務負担等を考えると、これはなかなか手ごわい、自治体としては制度だなというふ

うに受け止めております。 

 いずれにしろ国のほうで定めた制度でございますので、私ども自治体の責務として最大限の

知恵を絞った運用をしていかなければならないと、このように考えているところでございます。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ここで議論していてもしょうがありませんので、次に移ります。 

 ２番目ですけども、先ほどの答弁では要介護認定者に対するサービス体系に変更はありませ

んということでした。私は大変認識不足ではないかなと考えております。といいますのは、さ

まざまなサービスの低下があるはずであります。例えば低所得者が施設に入所する場合の補足

給付の見直しもされておりますし、それから特養に入る場合、今までは認定が１、２の方でも

入れましたけども、今度は３以上の人しか入れないということになります。さまざまなサービ

スの低下があるというふうに考えておりますけども、そのへんのところの認識をもう１回伺い

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。 

 おそらくサービスが今までよりもすべて低下する、またすべてが維持できるとは考えており

ません。ただ、今までのサービスを受けていた人が介護認定、例えば３以下の人が締め出され
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るというようなことがありますが、実際にその方が１、２であってもそのサービスが必要であ

るということを認められた場合は当然、そのサービスが適用されると思っておりますので、亀

山議員が言われたようにすべてが今までどおりというわけではありませんけども、それほど大

きな差は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、部長が答弁したようなことであってほしいものだと考えております。 

 ３つ目ですけども、保険料を払っているんですからさまざまなサービスを受けられるのは、

すべての高齢者のこれは権利であります。これは介護保険法で権利として保障するということ

も法律でちゃんと規定しております。そこで伺いますけども今回の改悪で現在、要支援１、２の

人が利用している介護給付、ここから締め出される人というのは現在どのくらいいるのかとい

うことが１点と、あとそれからどのようなサービスが必要か、チェックリストをもとに判断す

るということでありました。支援を受けたいという高齢者の意思と、このチェックリストによ

る結果判断の矛盾が生じた場合、その高齢者の意思というはどこまで優先されるんでしょうか。 

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。 

 今現在、要支援１、２の認定を受けている方は４５０名弱であります。そのうちサービスを

利用されている方は３３２名おります。このうち締め出しの対象になる、いわゆる認定は受け

ているが軽度であって今後、新しい総合事業になったときにサービスの対象でないという方が

どのくらいいるかというのはちょっとこちらでは、今現在、数字は把握できておりません。 

 ２点目のチェックリストをもとに判断するときに高齢者の意思と矛盾した場合、その意思が

優先されるのかということですが、当然認定する場合には従来の訪問調査、医師の意見書など

は付けて審査会で判断することになりますが、当然チェックリストの相談時においてご本人、

ご家族の意思を十分聞き取りをいたしますので、そのサービスに結びつくと考えております。 

 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） 

 これまで要支援１、２の人はさまざまなサービスを利用していたわけですけども、今まで利

用していたプロのヘルパーの援助を受けたりとか、それなりに事業所とは信頼関係を築きなが

らサービスを受けていたと思います。利用者が引き続き同じプロのヘルパー、同じ事業所に引

き続きお願いしたいと希望しても希望どおりにならないこともあるというふうな答弁でした。

保険料を払っている利用者の意思はどこまで尊重されるのか。希望するサービスというのと必

要なサービスというのは、どこで誰が決めるということになるんでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 要支援者が必要とする事業所によるサービスは、今回ので打ち切ろうというものではありま

せん。環境を見ながらサービスを受けられるような手続きをするわけですが、認知機能の低下

により日常生活に支障があったりとかする場合は、あくまでもケアマネージャーさんがケアプ

ランを立てるときに当然その本人の意思、ご家族の意見等を盛り込んでサービスにつなげてい

くと考えております。 

 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） 

 介護給付から外されるということは確かでありますよね。要支援１の人が。 

 次に移りますけども、生活保護のことについて。 

 福祉事務所の指導・助言について、本当にプライバシーに深く関わって支給された保護費の

使い道を点検したりとか、金銭出納帳を記入させて点検するなどそういう例もありました。こ

のようなことをどういうふうに考えておりますか。 

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） 

 生活保護法の改正により受給者自ら収入、支出、その他、生計の状況を適切に把握すること

が受給者の責務となっております。 

 支給された保護費が足りないなど家計の管理がスムーズにいかない、問題がある世帯につき

ましては家計簿の作成を求める等により家計管理を支援すること。指導、援助をしていくとい

うふうに認識をしております。 

 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） 

 実態としては、あまりにも人権を傷つけるような、プライバシーに深く関わるようなことも

されておりますので、このへんのことについてはどうか一考をお願いしたいと思います。 

 それからここのところ、また受給者の人権を深く傷つけるようなワーカーの発言が相談とし

て寄せられております。市民に真摯に向き合う姿勢とか貧困を理解したりとか、困った人に寄

り添うワーカーとしての信念を疑いたくなるような発言もありました。解決策を示してくださ

い。 

〇議長（前島敏彦君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 職員には日ごろから福祉の心を持ち、真摯に業務にあたるよう指導をしているところであり

ます。一部の保護受給者に対し、ケースワーカーが指導・助言を行う中で強い口調になったと
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いうことがあるかもしれません。今後はさらなる指導をいたしまして、徹底を図ってまいりた

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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 指導・助言でたまたまきつく言ったというのではありません。明らかに人権侵害の発言があ

りましたので、ぜひとも指導をお願いしたいと思います。 

 それから扶養調査について伺います。 

 厚生労働省は平成１７年に闇雲に扶養調査能力をするのではなくて、可能性の高い人に調査

をして援助が期待できない家族の調査は省くのが現実的だとしておりますけども、市の実態は

どうなっているでしょうか。私の知り得る限りでは、とにかく一律に押し並べて調査をしてい

るように思うのですが、実態はどうでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 以前は扶養能力調査につきましては、申請者から状況を聞き取り現況を鑑み、金銭的な扶養

や精神的な支援の可能性を確認するため親・兄弟・子に対し扶養照会を行ってまいりました。

このことにつきましては、一部扶養照会が好ましくないということで県の事務監査で指摘があ

りました。今後は扶養が期待できる親族に対して重点的に調査を行っ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） 

 先ほどの指導・助言のことについて戻りますけども、指導・助言の範囲を超えた大変、人権

侵害の発言であります。そのへんのところ実態を少し調査して今後のことに生かしていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 戻りましてケースワーカーとも十分協議、打ち合わせをする中で十分な指導をしてまいりた

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） 

 ２問目に対しての再質問を行います。 
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 先ほど市長の答弁では地方自治体として平和の問題に取り組んでいくことは大事だと、そう

いうような答弁をしておりました。しかし答弁の割には積極的な平和施策、平和事業があまり

答弁としては出てきませんでした。もう少し積極的な、あと啓発運動だけではなくて、能動的

な問題ではなくて、もう少し積極的な平和施策、平和事業を望みたいというふうに思うんです

けども、もう一度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） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 安全保障問題と地方自治体の役割につきましては、先ほど市長がお答えいたしましたものが

すべてでありますが、そういったことを踏まえまして平和施策、平和事業への積極的な取り組

みをというご質問かと思います。 

 市民生活の安心・安全、また未来の子どもたちに平和な世界を継承していくと、こういった

ためには戦争の悲惨さ、または平和の大切さを発信し続けていくことは非常に重要なことであ

ると。そういったことを踏まえ、さまざまな平和事業を行っております。 

 本市におきましては平成１７年の非核平和都市宣言を行った、ここからが平和行政、平和事

業の根拠となっておりますけれども、地方自治体が平和行政を行っている事例というのがイン

ターネット等でもいろいろ紹介をされております。自治体が主体で行うもの、また市民の皆さ

んの発案によるもの等がいろいろ紹介されております。今、私どもの市で取り組んでいる事業

以外では広島市で開催される平和式典への派遣事業ですとかポスターのコンクールであったり、

また平和非核にちなんでの写真展ですとか資料展、またコンサート、講演会等、さまざまな事

業が紹介されておりますので、今後本市にとってどのような事業展開が可能かどうか、今後検

討を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） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひ検討をいただいて、積極的な事業を展開していただきたいと思います。 

 以上で代表質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。 

 次の本会議は明日９月９日、午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会させていただきます。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ３時４８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。 

 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。 

 今定例会では９名から１６問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 なお、関連質問につきましては申し合わせのとおり同一会派のみ５分とし、通告者の質問が

すべて終了したのちとなりますので、ご承知願います。 

 それでは順次、質問を許可いたします。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 笛新会の神澤敏美でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問をいたします。 

 ８月の台風１１号、１２号による豪雨は西日本各地に大災害をもたらし、異常気象による８月

２０日の豪雨には広島市北部地区に大きな土砂災害をもたらしました。７２名の犠牲者と２名

の行方不明者を出してしまいましたが、亡くなられた皆さまのご冥福を心からお祈りするとと

もに改めて本市での２月の豪雪を考えるとき、防災対策の最重要性を再確認したところでござ

います。 

 さて、この９月の定例会をもって倉嶋市政２年が経過をいたします。笛吹市民から信頼され

る市政をつくるとし、財政健全化を目指し行財政改革の遂行、尊い税金の有効活用による住民

サービス、トップセールスの拡充と活力ある農業と観光都市構築に向け、鋭意努力しているこ

とは私は評価いたします。でも一方で市民からはこの２年間、倉嶋市政の方向性、施策が見え

てこないという声を耳にいたしました。 

 倉嶋市政誕生の最大公約である農業と温泉、自然を観光自然と捉え、活力ある笛吹市構築を

目指す今、その礎となる石和温泉駅舎建て替えと南北自由通路が完成を見るとき、自然と市民

の目線が将来の笛吹市構築に注目し期待感が強まるものと思います。 

 私は石和温泉駅舎建て替えと南北自由通路建設事業の進捗状況をお伺いいたします。 
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 平成２５年６月、本市ではＪＲ東日本と石和温泉駅舎建て替えと南北自由通路建設の契約を

締結し、平成２７年３月供用開始を目指し工事に着手しております。長い間、懸案となってい

た地域住民と各種団体の念願がかない、笛吹市の新しい玄関口として活力ある農業と観光、ス

ポーツ振興と文化の交流にと住んでみたい笛吹市次世代に向かい、地域の活性化に大いに寄与

するものと期待をするところでございます。以下５点、当局にお伺いいたします。 

 １点目といたしまして、石和温泉駅舎建て替え工事と南北自由通路の進捗状況についてお伺

いします。 

 ２月に未曾有の大雪に見舞われ、大きな被害を受ける中、農家をはじめ住民は復旧に向け努

力しております。石和温泉駅舎新装と南北自由通路開通が市民に明るい希望を提供し、新しい

行政サービスの核の１つとして大いに活用すべきと考えます。現在、着手している石和温泉駅

舎建て替えと南北自由通路建設の進捗状況を伺います。 

 ２点目といたしまして、南口と北口の駐輪場設置状況について伺います。 

 現在の南口駐輪場には担当職員の努力により整備されています。南北自由通路が開通になる

とき、北口は利便性が強まり春日居町甲府地区方面からの利用者も多くなります。南北自由通

路は笛吹市移動円滑化のために必要な道路の構想基準条例に基づき建設されており、高齢者、

障害者に特にやさしい通路計画としております。南北の駐輪場設置整備は駅周辺の環境と防犯

にとても重要でございます。南北の駐輪場設置状況をお伺いいたします。 

 ３番目といたしまして、北口駐車場設置状況について伺います。 

 北口を利用する車両は近くに保育所もあり混雑します。またこれまで南口を利用していた駅

利用者の中でも北口が供用開始となれば人、車、自転車は利便性がよく予想以上に活用されま

す。北口の駐車場設置状況をお伺いいたします。 

 ４番目といたしまして、ＪＡふえふき農協からの要望事項に対しての対応状況についてお伺

いいたします。ＪＡふえふきでは地域への貢献と組合員のサービス向上を柱に、経済組織とし

て行政と連携して事業を進めていく中、石和温泉駅舎建て替えはＪＡふえふきにとっても岡部

支所を核として施設および、その活用を検討し進めてきたので、要望書として昨年１２月、３項

目、提出されております。現在の協議状況をお伺いいたします。 

 ５点目といたしまして、駐輪場と駅周辺の放置自転車、バイク等の放置条例制定について伺

います。 

 石和温泉駅舎と南北自由通路の供用開始により、これまでの駐輪場形態は大きく変わります。

市内外からの自転車、バイク等が増えるのは必然的でございます。駅周辺の商店街、民家、公

共施設、団体施設等に放置され、苦情が来るのは行政へ必ず来るかと思います。違反条例を制

定し、違反物件に罰則を定め、観光客にもやさしい石和温泉駅周辺の環境整備をすべきと考え

ますが以上５点、当局にお伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 まずもって、皆さま方にはよろしくお願いいたします。 

 それでは、神澤敏美議員の一般質問についてお答えいたします。 

 はじめに駅舎建て替え工事と南北自由通路建設の進捗状況についてでありますが、現在、本
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格的に石和温泉駅南北自由通路および駅舎建て替えにかかる工事を行っておりますが、本年２月

の大雪や労務単価上昇に伴う入札不調、これはＪＲの入札関係でありますけども、そのほかさ

まざまな工事の作業ヤードの調整や工程調整などに時間を要したため、その影響が大きく竣工

時期が遅れることになりまして、本議会で関係議案を提出させていただいているところであり

ます。 

 なお、本年度末には南北自由通路の一部施設として南口の甲府方面の階段、エレベーターお

よび自由通路、北口の階段やエレベーターが完成いたします。 

 また駅舎も完成しますし、改札口が南北自由通路上、いわゆる橋上駅舎化になります。その

ほか南口・北口の公衆トイレ、それから北口に設置予定の防災備蓄倉庫などについても完成を

見る予定になっております。 

 次に南口、北口の駐輪場設置状況についてでありますが、南口につきましては、今回の駅周

辺整備事業によるところに変わりはございません。鉄骨３階建ての駐輪場は自転車３８５台、

ミニバイク４５台を駐車することができる状況にあります。 

 北口につきましては駅前広場の工事を進めておりまして、同時に駐輪場も整備いたします。

この駐輪場は平面、いわゆる１階のみで、自転車とバイクを合わせて１２０台の駐車スペース

を確保する予定であります。 

 次に北口広場の駐車場設置状況についてでありますけども、北口駅前広場の駐車施設は待ち

合い・送迎駐車場として一般車用１５台、マイクロバス用２台、身体障がい者用２台の計１９台

を整備する予定であります。ここには、有料の駐車場システムを検討しています。 

 次に笛吹農業協同組合からの要望対応についてでありますけども、昨年１２月６日、笛吹農

業協同組合長から市長宛てに石和温泉駅再開発に伴う笛吹農業協同組合としての要望書が提出

されたところでありまして、昨年の１２月議会でも報告させていただいたところであります。 

 その内容につきましては、石和温泉駅南北自由通路整備や駅舎建て替えによる南口周辺環境

の変化に併せ、笛吹農協が駅東側に隣接する岡部支所を核として施設整備とその活用策につい

て検討しており、今後の事業推進にあたっては市に協力を要望するものでありました。 

 現在のところ本格的な協議には至っておりませんが、笛吹農協とも今後はさらなる連携を図

り、要望内容を検討し協議してまいりたいと考えております。 

 次に放置自転車およびバイク等の条例制定についてでありますが、現在、駐輪場外の石和温

泉駅の周辺道路において通勤、通学、買い物などによる自転車等が３０台程度、置かれている

状況にあります。 

 市では通路等に自転車等を置かないよう移動警告看板の設置、朝の通勤通学時における駐車

指導および場内の自転車整理、ならびに放置自転車の移動等の業務を一部シルバー人材センター

にお願いして、業務委託をしているところであります。 

 定期的に駐輪場の放置自転車の撤去を行い、駐輪場を市民が快適に利用するよう管理してい

るところであります。 

 駐輪場外の放置自転車及びバイク等の放置条例につきましては、今後整備予定の北口駐輪場

の放置状態等を鑑み、また他市の状況なども考慮し検討を行っていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 
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 １番、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。明確な答弁で分かりやすく、皆さまにも分かりやすく説明できたか

と思います。 

 再質問をいたします。 

 ３点目の北口駐車場の設置状況についてお伺いしたいんですけども、現状の計画では駐車場

が大変狭く感じるわけでございますが、これからもその状況を見た中で広い場所の駐車場設置

は考えているのか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 これまで駅検討委員会等で北口の駐車場についてということで十分、検討されてきました。

ただし、市として行うのではなく民間活力の導入ということで地域の皆さん方、地域の活力を

いただくということで、民間の皆さんにお願いするというような形で進んでいることをご報告

申し上げたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 これからのいろいろな交通状況、それから住民の生活状況等を考えて検討の中に、ぜひこれ

からも有料化するような駐車場も必要かと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと４点目のＪＡふえふき、農協問題についてお伺いいたします。 

 行政はＪＡふえふきとの連携は本当に不可欠だと思います。あっという間に１年間が過ぎて

しまいました。大事な大事な資源である石和温泉駅新装となり、南北が開通するとき、どうし

てもあの一等地のＪＡふえふき岡部支所は何かをしたいという気持ちが全員から伝わることが

多く感じるわけでございますけども、行政からも積極的に手を差し伸べてテーブルについてい

かないと、あっという間にまたその完成をみることになってしまいますので、その点に接触す

るお気持ちの意気込みをお伝えいただきたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 ＪＡふえふきとの協議につきましては、私ども今回のお話をいただいたときに、ＪＡふえふ

きの鶴田専務とも話し合いをいたしました。その中で実際、進捗状況といってもさほどものは

ないということで、ただし農業も一段落したところで皆さん方にご協議いただくという場をも

つから、市のほうもそれについて特段の配慮をしてほしいということをいただいておりますの

で、それに基づきまして私どものほうはＪＡの関連付けをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

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） 

 ぜひＪＡふえふき農協の場合は、失敗したということのないような連携を持ちながら進めて

いただきたいと思います。 

 最後に、本市ではこの９月の補正でもって各商店街のほうにＬＥＤに向けた予算を計上され

ております。これは商工会の要望ということでございますけども、この石和温泉駅舎と南北自

由通路が完成しますと、北口のほうは商店街として今現在、入っていないかと思うんですけど

も、その駅周辺整備といたしましてＬＥＤ化を考えていかなければならないと思いますが、そ

の考える方向づけのお気持ちをお聞かせしていただきたいと思いますけどもお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 ＬＥＤ化の問題につきましては、私ども今の時代の要請といたしましては省エネ、これは必

要なことと考えております。それで今現在も１４０号から駅までの、北口の広場といわれる部

分につきましては、今の第５保育園から南側になりますけども、そこまでの間というものにつ

いても整備していかなければならないと思います。それらにつきましては、十分ＬＥＤ化とい

う省エネ対策については尽くしていくということで、私どものほうも毎月、ＪＲとも工程会議

を行う中で、それらについては十分検討しているところであります。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 どうもありがとうございます。 

 ぜひこの石和温泉駅舎と、それから南北自由通路の完成には将来の笛吹市がかかっていると

いっても過言ではないかと思います。どうか行政、職員が一体となり、そしてまた地域の商店

街、あるいは農業生産者等も加味しながら観光客にやさしい、精いっぱいサービスができる、

防犯も防災も、それからいろいろと保育所もあることですから、子どもたちの生命を守る体制

もつくりながら取り組んでいただきたいと思います。 

 これをもって、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了します。 

 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、神澤敏美議員の関連質問を行います。 

 今、５つあったわけですけども、そのほかに地域としてはいつも関心事として、まだ正式な

お答えが全然、どこからも出ていないのでお尋ねするんですが、南口の今現在、観光案内所と

トイレがあるあのスペースが、東へ全部移動してしまうということは既定の事実で図面からも

分かるんですが、その空いた場所に交番を設置してほしいという地域住民から切なる願いが、

もうここ何年もお願いは来ているはずなんです。そしてそれがやはり１日約６千人から乗降す

る賑わいのある駅前で、非常に観光客もどこへ行ってもあれだけ大きいところで交番がないと
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いうのは非常に不自然であり、不親切で安全・安心ということを考えるときに非常に不安があ

る。この際、思い切ってそこへ交番を建ててほしいという願いがあるわけですが、そのへん行

政と警察との話し合いは、どこまで進んでいるのか。そのへんをお聞かせ願いたいと思います。 

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） 

 海野議員の関連質問にお答えをいたします。 

 石和温泉駅前の交番設置については、旧石和町時代からそういった要望が地元からあったか

と思います。２４年のたしか６月議会のときにも、石和温泉駅前への交番設置についての質問

がございまして、その折に地域のコミュニティ機能を持たせた広い駐車スペースを必要とする

等の条件もありますけども、駅周辺における防犯や安全・安心の観点から警察署との協議を進

めるというふうに回答をしたところでございます。その後、笛吹署のほうとまちづくり整備課

のほうを含めまして協議をしてきたところでございます。 

 警察署のほうの要望といたしましては近年、交番設置については約３００平方メートルくら

いの敷地がほしいというような要望がございます。それは市民とのそういったコミュニティス

ペースの確保とか、駐車スペースとして６、７台の駐車スペースも含めてそのくらいがほしい

ということでございます。 

 石和駅前の、先ほど言われた観光案内所とトイレ、そこを潰してそのあとの土地ということ

ですと大体２００平方メートルくらいなんですけども、公共の駐車場、共有スペースと隣接し

ていますので、そのへんも含めて設置は可能であろうということで、警察署のほうと協議を進

めています。 

 現在のところ石和温泉駅の工事が終わって、そこを取り壊したあと、平成２８年度の工事を

目指して、協議を進めているというような状況でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 ありがとうございました。 

 それともう１点、先ほど神澤議員も駐車場という問題を取り上げたんですけども、私ども北

口の図面を見ていると全部で１９台ということでございますが、当然、北口が開設になります

と甲府の東部だとか、あるいは春日居、山梨の一部も含めまして幹線道路から本当にわずかな

ところに駅があるというようなことで利便性が増すと思うんです。その際、通勤、あるいは所

用、観光、いろんな目的であそこからかいじへ乗る人が増えるんではないかと思うんですが、

増えるためにもＪＲ貨物の土地がずっとラガールのほうまでかなり広く、今、空いている。旧

石和町のころからあの土地を活用して、なんとか駐車場とか駅のこれも含めてということで、

現実は今のような北口開設の図面になったんですけども、なんとかそのＪＲ貨物に交渉してい

ただいて、ＪＲ貨物が民活という考え方で、ＪＲは今、民間でございますので、それをなんと

か推し進めていただいて、あそこに約７０、８０台から１００台くらいの駐車場ができれば石

和駅はますます活性化してくるんだろうと思うし、たぶん甲府の東の方たちはすごく利用が増

えると思うんです。そんなふうなことがございますので、今後笛吹市を中心に働きかけをして
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いただいて、なんとかあそこにちょっと広めの駐車場ができれば、そして駅とのつながりは、

車はともかく人だけでも入れるように、西側のほうのフェンスをちょっと切っていただいて、

そこから人だけは出入りできるような駐車場を造ることは不可能ではないと思いますので、そ

のへんまた英知を絞っていただいて、ＪＲ貨物との交渉を推し進めていただいて、せっかく多

額の投資をする駅舎、駅広場でございますので、この先３０年５０年を目指して、いい駐車場

ができてよかったなというふうな形で、長い先を見据えた中の開発で粘り強くＪＲと交渉して

いただいて、あそこに大型駐車場を切に希望するということで、これはぜひやっていただきた

いと思いますので、ぜひご検討をお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 この点についての答弁は。 

〇９番議員（海野利比古君） 

 今の状態で、分かる範囲で結構でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 石和温泉駅が開通した際につきましては、酒折から山梨市の一部までは石和温泉駅を利用さ

れる皆さんと私たちも理解しております。 

 それで今回につきまして、石和温泉駅周辺につきましては、月極駐車場はそこそこあるんで

はないかと見られるんですけども、時間貸しの駐車場というのが非常に少ないことを私たちも

理解しております。その中におきまして、先ほどご要望いただきました、これから協議を始め

ようと言われましたＪＲのほうとも貨物等の、非公式ではありますが協議しておりますが、採

算性の問題、特にＪＲも今、民間企業でありますので、そのへんを考慮した中で費用対効果等

を鑑みて、今、向こう側も検討しているという状況であることをお知らせしておきたいと思い

ます。 

 以上です。 

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） 

 大変貴重な答弁をいただきまして、本当に石和温泉駅がきれいに仕上がる、その必要条件の

１つであると私ども考えておりますので、ぜひ粘り強く交渉していただいて、市で助成ができ

るところがあれば、市でもＪＲの希望を聞きながらぜひ駐車場建設に向けて、ご努力を願いた

いと思います。 

 以上で関連質問を終わります。 

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。 

 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す。一般質問を行います。 

 まず第１問目は、憲法を市政に生かそうという立場から主に国保運営について伺います。 

 集団的自衛権など憲法を壊す安倍内閣の暴走は目に余りますが、あらゆる面で憲法的価値、

憲法の精神の蹂躙が行われていると思います。 

 憲法２５条はＧＨＱ案にはなくて、衆議院に設置された帝国憲法改正小委員会で初めて盛り

込まれました。すなわち憲法１３条の幸福の追求権だけでは多くの国民は幸せを得られない。

健康で文化的に暮らす権利とその保障が必要だという森戸辰男らの強い主張が他の議員にも受

け入れられて、現２５条が憲法に規定されることになりました。 

 私はこの経過から日本国憲法は社会保障の充実、福祉国家を目指す憲法であると確信してお

ります。しかし今、自己責任論なるものが喧伝され、憲法の精神を蹂躙する社会保障破壊が進

められています。特に国保制度と受療権は危機に瀕しております。 

 以下、主に国保制度について伺います。 

 まず階層別加入者構成や１人当たり国保税額などの昔と今の変化を教えてください。 

 次いで高齢者の割合、１人当たりの医療費、１人当たり平均所得など他の医療保険との比較

を教えてください。 

 ３つ目に憲法の視点から見れば国保制度は福祉医療制度と現状では捉えるべきだと思います

が、どうでしょうか。そうであるならば国が国庫支出金を増やし、国保制度に責任を果たすよ

う強く働きかけるべきだと思いますがいかがでしょうか、伺います。 

 ４つ目に国の責任は大きいのですが、国がどうであろうと市は国保加入者を守らなければな

らない。そこでこれ以上保険税は上げられないとの認識および上げない決意を伺いたいと思い

ます。そして保険税を払いきれない加入者の受療権、人権を守る考えを伺いたいと思います。 

 ５番目に保健予防活動についてです。 

 国保運営協議会でも保健予防活動がうまくいっていないのではないかという指摘があったと

聞いておりますが、市の認識、その原因と対策を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに全国の国保の状況変化についてですが、昭和３６年４月、国民皆保険体制が確立さ

れ、自営業、農林水産業を対象とした国民健康保険制度も実現されました。 

 職業別加入者比率の変化についてですが、制度発足当時は自営業、農林水産業が約６０％で

ありました。平成２３年度国保実態調査におきましては１４．１％となり、近年は１５％程度

で推移をしております。 

 また年金生活者等無職者の割合が大幅に増加するとともに、被用者の加入率が昭和５０年代

は２０％でしたが、平成２０年度に入ってからは約３０％に増加しております。 

 次に国保総収入に占める国庫支出金の割合についてですが平成１６年度は３９．５９％、１７年

度は３６．０２％、１８年度は３２．６９％、２５年度決算見込みで２５．１６％となってお

ります。 
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 次に１人当たり国保税額についてですが、制度の改正により現在は医療給付費分、介護納付

金分、後期高齢者支援金分の３本立てで国保税を賦課徴収しており、医療給付費分にかかる１人

当たりの税額は１７年度が６万９，５５１円、１８年度が７万５７１円、２０年度が６万８，

４２０円、２５年度は６万９，８０２円となっております。 

 次に国保、協会健保、組合健保、共済組合の比較についてですが、県下の状況になりますけ

ども６５歳から７４歳の前期高齢者の割合が国保は３１．９％、協会健保は５％、医師国保は

８．４％、市町村職員共済組合では１．７５％であります。本市の国保状況は３０．１％とな

ります。 

 次に１人当たり医療費についてですが、県全体の国保では２９万８，１５３円、協会健保が

１５万３，４７８円、医師国保は２３万９，５３１円、市町村職員共済組合では２４万１，０６８円

であり、本市の国保の状況は２９万４，８１４円となります。 

 次に１人当たり平均所得についてですが、厚生労働省の国保実態調査では９９万９千円であ

り、他の保険者については把握することができません。 

 次に所得に対する保険料負担率についてですが県全体の国保は６．４８％、協会健保４．９７％、

医師国保は種別になっており定額で１カ月３万１，５００円から７千円、市町村職員共済組合

では６．１３％であります。本市の状況は６．９％となっております。 

 次に国保は福祉医療制度と捉えるべきではとのご質問ですが、国民健康保険制度は発足当時、

国の責任を明確化し運営は市町村とした国民皆保険制度であります。国民が相互に連携して支

え合うことによって、安心した生活を保障する共助の精神に則り誕生したものですので、福祉

医療制度と捉えるべきものではないものと考えます。 

 しかし少子高齢化社会で国保を取り巻く環境は悪化し、財政運営は喫緊の課題です。国保制

度の安定した維持運営は国庫支出金のさらなる投入をするべきと考えております。 

 次に国保加入者を守る対策についてですが、まず保険税の改定につきましては２２年度に改

定して以来、４年間改定は見送りといたしました。国保制度の安定した維持運営の保険税の徴

収率は年々向上して２５年度決算では９１．２６％となりました。被保険者は減少傾向にある

にもかかわらず、医療給付費は対前年度比で３．２％増加しております。 

 増加する医療費の削減を図る必要から、健診や健康づくりをはじめとする保健事業などを展

開し、その健全性を確保していく必要があると考えていますが、限られた財源の中での運営に

は限界を感じております。 

 次に受療権・人権を守る考えについてですが、世帯の生活が著しく困窮し、所有する資産お

よび能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難であると認める世帯につ

きましては国民健康保険法第４４条第１項の規定に基づき一部負担金の減額、免除および徴収

猶予に関する要綱等を活用する中で、対応してまいりたいと考えております。 

 次に保健予防活動についてですが、まず市民と財政への認識につきましては医療費や介護保

険料の減少にすぐに結びつくとは考えておりませんが、今後も健康寿命を伸ばすための事業を

継続していき、長期的な視点で取り組むことが必要と考えております。 

 次に保健予防活動の取り組みについてですが、市では疾病の早期発見・早期治療を目的とし

た集団や個別の健康診断等を健康づくり課、国民健康保険課が連携して実施しており、健康診

断後の結果説明会や健康相談、医療受診勧奨も行っております。特にがん検診の精密検査が必

要な方に対しましては電話、家庭訪問、通知等で受診勧奨をしているところであります。 
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 また健康づくり事業として、禁煙、糖尿病予防、健康アップ運動、栄養、腎臓病予防等の健

康教室を実施しており、各教室の参加者からは好評価をいただいております。 

 これらの健康教室に関して、横断的な取り組みとして昨年から健康づくり課、高齢福祉課、

国民健康保険課、生涯学習課が連携し、市民がより多く健康増進を目的とした運動する機会が

設けられるように、健康度に関するデータの分析、検討会を行い課題に合わせた事業を企画・

実施しているところであり、本市の保健予防活動は他市町村と比較しましても事業内容や事業

数においても充実しているところであります。 

 市民生活を考えたとき、より健康寿命を延ばし、健康な高齢者を増やすためにも成人になっ

てからではなく、幼児期や学童期に命の大切さやよりよい生活習慣を身につけることが必要で

あり、今後は行政だけでなく市民団体などと協働した取り組みが必要と考えております。 

 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） 

 先ほどの答弁、そしてそこで触れられていなかったのは市町村国保の現状について、厚生労

働省の保険局の数字をもって再質問をさせていただきますが、昔は６割が自営業、農林産業、

今は不安定被雇用者、無職者が６割以上、貧困者と高齢者と病人が集まってくる保険になって

います。現に国保加入者の平均所得は健保組合の半分以下、平均医療費は２倍以上であります。

国の宣伝を真に受けて国保制度を共助の制度などと言っていれば、今の加入者の構成と所得か

ら国保が破綻することは火を見るより明らかであります。社会保障の制度だとしっかり位置づ

け、国の責任を求めていかなくてはならないのではないでしょうか。再度伺います。 

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） 

 答弁の中でも申し上げまして、前からの一般質問等におきましても答弁をしておりますけど

も、この国民健康保険制度ができた当初から共助というようなことで言われております。国保、

それから社会保険、いくつかございますけども、それぞれ該当する方等が存在しておりまして、

いくつかの制度に加入しているということもございます。それらを考えますとやはり国保の加

入者におきましては、共助ということを基本にしていただいて、制度につきましてのご理解を

いただければというよ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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 憲法の視点から、それから国保の目的にどのように書いてあるか、お答えください。 

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） 

 憲法におきましてというお話でございますけども、旧国民健康保険、これは１９３８年の施
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行でありましたけども、そのあと１９５９年に新しく国民健康保険が改定となっております。

その中におきましては、新法はこの旧法に鑑みての国の態度を脱ぎ捨てて国民健康保険を国自

らの事務として市町村に保険者として国保事業を行わせるが、この場合、市町村の事務、いわ

ゆる団体委任事務と解するに至っているということが詳細として書いてございまして、その中

で行政は国保は相扶共済制度ですというふうなことで言われております。これは国民健康保険

中央会の発行の注分解釈の手引きの中に根拠として謳われているということで、ご理解いただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 お答え、国保法に簡単に書いてあるでしょう。今のようなことが喧伝されてきたということ

を問題だと指摘しているわけです。 

 次に移ります。 

 １人当たりの所得に対する保険料率は国保が平均９．１％、人によっては１５％、２０％い

くという方もあります。健保が４．６％、約２倍の保険料率であります。当然、高すぎる、国

保税を払いきれない加入者が生まれる。資格証の発行率が１３市中、最高でありますがその中

に悪質滞納者でない者、特別な理由がある方は一人としてあってはならないというのが国民皆

保険制度でございますが、理由がありながら資格証になっている方は皆無といえるかどうか、

笛吹市の状況を教えてください。 

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） 

 資格証の証明書の発行状況でよろしいでしょうか。それにつきましては、本年の３月末現在

でありますと通常、それから短期の保険者証、それから資格証明書とございますけども、資格

証明書につきましては３５９の世帯に発行という状況でございます。 

 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） 

 質問の趣旨と違いますが、時間がございません。先にいきます。 

 市は市民の健康と国保制度を守っていかなくてはなりません。市民が健康に過ごし、できる

だけ健康に年を取っていくための、併せて介護医療費の節減のための提案を行って市の所見を

伺うものであります。 

 第１は国保と保健福祉部が分かれている問題、全市民対象の一貫した保健活動の妨げになっ

ていると思います。開業医との協議など地域医療確立について、バラバラの対応になりがちで

あります。国保と保健福祉部の統合が必要ではないでしょうか。 

 第２は保健師など健康づくりに関わる職員が支所から引き上げられ、地域密着型の保健活動

が後退している問題、保健師等の支所廃止と地域密着型活動への転換が必要ではないか、伺い

ます。 
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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） 

 議員のおっしゃるとおり、今現在、健康づくり課、それから国民健康保険課にそれぞれ保健

師が配属されております。これにつきましては平成２０年度に後期高齢者医療が創設されまし

たけども、そのときにそれぞれが職員を配置して、きめ細かな保健活動をしようということで

配置されたものでありますけども、また市民を見ますと国保の加入者、それからほかの保険制

度の加入者、それぞれ同じ市民でございますから医療の抑制、それから健康の維持というよう

な観点からいきますと、そういう統一という考え方もございます。それにつきましては、また

事務組織機構を見直す時期もございます。それから事務分掌の見直しもございますので、関係

する部署との協議で整えていければという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） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 その点は積極的に受け止めていただいて、進めていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 次の質問に移ります。 

 住民監査請求監査に続いて、平成２５年度決算監査意見は不適正というものでした。本来、

監査委員の審査意見は極めて重いものです。ましてや今回の審査意見は笛吹市始まって以来の

不適正というものでした。議会の決算審査においても監査意見を余すところなく理解して、決

算認定の可否を判断しなくてはなりません。ところが監査委員は３人そろって議会前に中途辞

任してしまいました。議員がいくら聞きたいことがあっても知らぬ存ぜぬというわけでござい

ます。私も質問要旨を提出していましたが、責任を持って答えてくれる人はもういません。 

 ただ、監査委員事務局が監査と監査委員合議の事実について、あるいは原則については答え

ていただけるということですので、その範囲で質問を行いたいと思います。 

 １つ目の質問です。当該団体が地域振興促進助成交付金事業の対象団体に該当しないとの根

拠について３点、伺います。 

 事業を継続するには収益は当然必要であり、まずいことは収益を申請事業以外に分配、また

は流用するということであり、そうした問題がなければ問題はないと思うわけですが、その点

についてはどのような検討が行われたのでしょうか。 

 ２つ目に監査報告は共同代表制とか複数代表制を問題にしておりますが、この複数代表制に

おいて市民である代表者が契約した場合、契約履行の責任は当該団体が負うことになるから市

民が代表を務める団体に該当するのではないか。この点の検討はどうだったか伺います。 

 ３つ目に任意団体において監査役がいない、あるいは監査役が親族ということはよくあるこ

とであります。そのことによって対象団体にならない理由にはならないのではないかと思うが、

どのような検討が行われたか伺います。 

 大きな２つ目は、市長が弁済せよという根拠は何かということです。 

 １．市長を含む職員の賠償責任に関する最も基本的な規定は、地方自治法２４３条の２第１項

であります。ここでは賠償責任を問える条件として故意または重大な過失によって市に損害を
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与えた場合とされておりますが、監査委員は何を故意または重大な過失と認定したのか、どの

ような議論があったでしょうか。 

 ２．また笛吹市事務決裁規程で２００万円未満の補助金支給の審査、専決権者は市長ではあ

りませんが、当該団体に助成を決定する際の市長の具体的な関与、あるいは介入の事実はあっ

たかどうか。なぜ市長が弁済せよということになるのか。どのような検討であったか教えてく

ださい。 

 ３．統括責任者としての市長の賠償責任は不当支出が予見、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うが、その点はどのように検

討されたのでしょうか、伺います。 

 この項の最後に、監査の過程を通じて公正不偏は貫かれたか。監査委員事務局の受け止めを

伺います。よろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 

 答弁を、三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えさせていただきます。 

 ご質問の内容につきましては、監査委員へのご質問であろうと思われますが、ご承知のとお

り３名の監査委員はすでに８月２２日に退職されております。そのため、監査委員としての答

弁ができませんので、監査委員事務局長の私、三沢が事務局として答弁させていただきますの

でご了承いただきたいと思います。 

 はじめに当該団体が助成交付金事業の対象団体に該当しない根拠についてですが、収益を申

請事業以外に分配、流用するのでなければ問題ないのではないかとのことにつきましては、監

査委員の判断は、住民監査請求監査結果通知書で「当該団体の囲炉裏フレンチ・イベント事業

は団体が直接運営している事業ではなく、出張型飲食業者に委託した収益事業であり地域振興

促進助成交付金事業に該当しない」とされています。 

 また、６月定例会の際の住民監査請求の監査報告の質問の際には「監査委員の条理により収

益事業と判断した」と答弁させていただいております。 

 次に市民である代表者が契約した場合、市民が代表を務める団体に該当するのではとのこと

ですが、監査委員の判断は住民監査請求監査結果通知書では当該団体は３代表制としているが、

代表者３名のうち２名が市民ではない中での団体運営は共同代表制の概念ではなく、複数代表

制の考え方で運営することが明らかになっており、３代表が単独で代表行為を行うことが可能

となるため、地域振興促進助成交付金要綱第３条の市民が代表を務める団体であることに違背

することになるので対象団体には該当しないと判断されています。 

 次に対象団体にならない理由にならないのではないかとのことですが、監査委員の判断は住

民監査請求監査結果通知書で対象団体の適格性について述べています。具体的には、団体構成

員の８人のほとんどは家族で、関係者についても市内での活動実態は確認できない。団体の監

査役を両親が行うこととしている。こうした助成金を利用する団体の監査においては、行政監

査同様に自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは兄弟、姉妹等利害関係者を排

除することが準用されるのが一般的であり、両親が監査役では公平性・透明性が担保できない

ばかりか適格性に欠けると判断されています。 
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 次に市長が弁済せよという根拠はとのご質問ですが、職員の賠償責任につきましては故意ま

たは重大な過失とは甚だしく注意義務を欠くことをいうと解釈されています。このことについ

て監査委員の協議がなされたかは監査委員事務局としては分かりかねます。 

 次に事務決裁規程による審査、専決権者についてですが、監査委員の判断でありますので監

査委員事務局としては分かりかねます。 

 なお、６月の定例会の質疑の際に古屋代表監査委員が「地方自冶法第２４２条の第１項であ

ること、請求人からの指名が市長になっていること」と答弁させていただいております。 

 次に賠償責任についてですが、監査委員の判断につきましては、先ほどの答弁と同様となる

かと思いますが、監査委員事務局としては分かりかねます。 

 次に公正不偏は貫かれたかとのことですが、６月の定例会の質疑の際に古屋代表監査委員か

ら「取り扱いは全国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しました」と答弁されております。 

 また小林監査委員、中川監査委員からも「地方自冶法第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」と答弁されております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 冒頭、補助金に関するこの間の全国の住民監査請求等からかけ離れた解釈だということがよ

く分かりました。 

 ３つ目の公正不偏は貫かれたかということで、再質問を行います。 

 まず監査請求人陳述の聴取は、あくまで請求内容とその補足を求めるものであり、陳述内容

に関し、監査委員としての見解を述べることは不適切と思うが、この点についてはどのように

解釈されているでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 渡辺議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 監査委員は、陳述の際に誤った見識を持たないということでの聴取を行うというようなこと

にはなっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 そうでなければ先入見で、バラバラの意見が表明されるということになってしまいます。と

ころが３月２６日の請求人陳述議事録によりますと、監査委員は今回監査請求を出された気持

ちも十分に分かり、監査請求に出されたこの時点から監査請求に基づいて進めていく、強く陳

述に対する見解と決意を請求人に約束しております。これは請求人陳述聴取の原則と監査委員

の公正不偏性を逸脱したものだと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 渡辺議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 監査委員事務局としては、そのへんにつきましては判断致しかねます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 第１回目の答弁から見れば当然、これはおかしいということになるかと思います。議事録を

読めば監査委員は陳述に対して自由闊達に同意の見解を述べ、請求人と意気投合して、まるで

お仲間同士の打ち合わせ会といった様相と私は感じました。公正不偏からは、ほど遠いもので

あります。 

 次に関係人調査、芦川ぷらすについて伺います。 

 調査は事実を明らかにするものであって、そこでは威圧的な言動、誘導尋問、教唆などはあっ

てはならないと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 渡辺議員の再質問にお答えします。 

 監査委員の言動につきましては、その真意については監査事務局としては分かりかねます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 関係人調査議事録は請求人陳述議事録と対照的です。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かなどの威圧的発言、市内への移住に関する誘導的尋問、備品は使えな

い、そこに書いてあるでしょうなどの教唆、これらは請求人に対するとは反対の意味で公正不

偏を著しく欠いたものであります。 

 次に昨年１２月議会、中村正彦議員が一般質問において「会則等も私も見させていただきま

したけども」と述べた点です。当時その会則は芦川ぷらす、市の担当部署、それから監査委員

だけが所持していたものであります。市の担当部署ではこの発言を受けて、そういう情報が漏

れたことがないか調査したようでございます。 

 それでは、なぜ中村議員の知るところとなったか。監査委員のほうはこの点について、問題

にされたことはなかったかどうか伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 中村議員がどのように知り得たかにつきましては、監査委員事務局としては分かりかねます。 

 



 １０５ 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 最後に私は監査委員自身から答弁をいただく権利を奪われてしまったんですが、事務局の答

弁のおかげでおおよそは明らかになりました。 

 １つは監査委員の公正不偏が保たれなかった疑いが強いということです。２つ目は法的に極

めてずさんな検討であり、そのためにご存じのような結論に至ったという疑念です。そして議

会と議員の権利と義務の行使に対する拒絶と不当な抗議、さらに異例な３人そろっての退任劇

ということでございます。 

 これらについて議会としても十分検証し、こうした事態を再び引き起こさないための総括を

行わなければならないと考えております。市長においても一連の問題に対するきっぱりとした

総括が必要だと思いますが、市長の所見を伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 一連の問題につきましては、これまでその都度その都度、申し上げてきたところでございま

す。監査委員のご指摘に関しては、まったくこの件について違法性も不当性もないということ、

そしてまた監査委員そろっての辞任については意外なことであり、残念なことであると、この

ように申し上げてきたところでございます。その気持ちは今も変わりはございません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 時間をだいぶ余らせてしまいましたけども、これで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、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 

 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、渡辺議員の関連質問を行います。 

 主に国保運営について行います。そのうち特に４問目の市としての国保加入者を守る対策の

ことについて、関連質問を行います。 

 先ほど資格証の発行状況が部長から答弁されましたけども、ご存じのように市では今、国保

税滞納者に対して資格証とか短期証を発行しております。先ほど資格証の発行状況は答弁があ

りましたけども、そのことも含めて短期保険証の発行状況、そしてまたどのような人に、どの

ようにこの資格証、短期証を発行しているのか、まず伺います。 

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） 

 ただいまの亀山議員の関連質問でございますけども、短期保険証の関係につきましては２６年
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の６月末現在でございますと１，２１１世帯、全体の９．９６％というような状況でございま

す。それからあと短期保険証につきましては２５年度中、１期以上の滞納がある世帯に発行し

ているという状況であります。 

 あと資格証明書等につきましては、１年以上滞納がありまして１年以上納付がない世帯と分

納不履行の世帯というようなところに発行していくという状況でございます。 

 以上でございます。 

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、短期証は大体１カ月の短期証になっておりますけども、この短期証を発行す

る際に期限が切れて、次の短期保険証を発行するときにはどのようにしているんでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 短期証の発行等につきましては、担当のほうで速やかに処理するようにはしておりますけど

も、前後の日付等につきまして、空くというような場合につきましては極力抑えるように努め

ておりますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 １カ月の短期証ですから、期限が切れれば保険証がなくなるわけです。次の保険証をほしい

というときには、滞納の金額の何がしかを払わなければ保険証がもらえないという状況になっ

ているかと思います。そのような場合、笛吹市では次の短期証を発行するときに、その滞納の

保険税と引き換えにというか、交換条件として次の保険証を発行するということになっている

んでしょうか。あとそれと滞納者が窓口に行って払うのか、それとも何か納付書で払って次の

保険証をもらえるのか。その点、どのようになっているのか示してください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 滞納している分につきましては、できるだけ窓口へ来て納めていただくという方法をとって

おります。というのはどんな状況で、どんなことなんだということも確認をするという意味で

措置をしているという状況でございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 保険税を滞納している事情というのは、さまざまな理由とか事情があるかというふうに思い

ます。窓口にきて次の保険税を払っていただくときに、担当としてはできるだけたくさん払っ

てもらいたいという意思というか、そういう気持ちがあるわけですけども、しかし滞納してい
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る側にしてみれば、もう払える金額というのはそれほど多くないはずです。それで支払っても

らいたい額と実際に払える額というのは、かなり誤差があるはずです。いろんな経験からして

も、相談者と一緒に同席しても、これ以上納めてくれないと保険証は出せませんよというよう

な場面もあるわけですけども、その金額はどのように決めているのかということを１点伺いま

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） 

 納めていただく金額、率等については明確な決めというものはございません。その方その方

の状況に応じて判断をしております。ですからすべて、滞納しているからすべて納めなさいと

いうようなこともないかと私どもは思っております。 

 また、あといろんな意味で全額、納税できないという方にはまたそのほかの制度というもの

も活用していただけるように指導をしているという状況でございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 できるだけ強制的にならないよう、お願いしたいと思います。 

 あとそれから今、笛吹市では子どもの医療費、中３まで窓口無料になっております。子ども

のいる滞納世帯に対して、子ども保険証がきちんと渡されているのかどうかということを伺い

ます。短期証ではなくて、正規の保険証がきちんとその子ども保険証として渡っているのか、

状況を伺います。 

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） 

 今、手元の資料のほうでは確実なことが言えませんので、また再度確認して答弁させていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 よろしくお願いします。できるだけ正規保険証が渡っているようにお願いいたします。 

 あと、それから加入者を守る対策として笛吹市では医療費の窓口負担金の徴収猶予、減免の

制度があります。この制度ができてから、この制度の申請状況とか利用状況がどうなっている

か伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまの質問ですけども、２５年度に１件の申請がありました。これにつきましては審査

をいたしまして、生活保護の基準額が１３万３，３５０円でありますけども、それを約２０万

円ほど上回っているというような状況でございましたので、不承認というような結果になって
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おります。それ以降は申請につきましてはございません。このような状況でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 意外と申請件数が少ないということに大変、意外に思っているわけですけども、困っている

方はたくさんいらっしゃると思います。やっぱりこの制度を知らないということも申請件数の

少ない原因の１つかというふうに思います。この制度を市民に周知徹底させるための方策は今、

どのように捉えておりますでしょうか。 

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） 

 国保につきましては、毎月発行されます広報誌がございまして、その中に国保だよりという

ようなことで記事を載せるようになっております。全体的な制度の周知やらＰＲがございます

ので、またこの一部負担金の徴収猶予等につきましてもできるだけ市民が多く認識できるよう

に努めて広報のほうも載せていきたいと思っております。またホームページ等もございますの

で、それらを活用する中で進めたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 もちろんお便りに載せたり、ホームページに載せるということも大事なことですけども、そ

ういう人たちは必ず病院に行くわけですから、病院の窓口にポスターを掲示するとか、窓口の

係の人、よく教育を徹底するとか、窓口にそういうチラシを置くとかということで、本当に絵

に描いた餅にならないように、もう少し周知徹底を図るようにいろんな工夫をしていただきた

いと思います。いかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 議員のおっしゃるとおりでございますので、病院等、医療機関につきましても広報していた

だけるような手続きをといいますか、措置をしたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 笛新会の保坂でございます。 

 まず広島県の大雨土砂災害によりお亡くなりになられた方に対し、お悔やみを申し上げると

ともに被災された方々に心よりお見舞いを申し上げ一日も早い復旧復興を願うものであります。 

 通告により、２問させていただきます。 
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 まず１問目として、今回の豪雪に対する市のこれまでの対応状況と今後の予定について伺い

ます。 

 本年２月１４日から１５日にかけての豪雪によって、本市の主要産業である農業において果

樹ハウスなど農業施設の倒壊により甚大な被害が出ました。市は復旧支援として災害復旧支援

室を設置し、室長以下職員４名態勢で業務を開始し、農業ハウス、工場、カーポートや住宅施

設など約６００件の問い合わせがあり、農業施設は約１千カ所の撤去意向で農家の約９割が再

建を目指しております。 

 税・料の減免、猶予制度も幅広く適用し、国・県の支援策の拡充の働きかけやＪＡと協働で

補助する市単独の支援策を実施している中、国においても今回の農業災害補助事業に被災農業

者向け経営体育成支援事業を活用して撤去費用の１０割補助、再建費用の９割補助を行うとの

方針を示し、本年度中の撤去・再建を求めている中で、農家においては被災からすでに６カ月

が過ぎ撤去・再建の今後の補助事業についての不安・不満の声が多数届いております。 

 これらの声を受け、一刻も早く元の安定した農業生産が取り戻せるような支援を強く望むも

のであり、今回の豪雪に対する本市のこれまでの対応状況と今後の予定について以下伺います。 

 まず現在確認されている農業被災状況。 

 被災した農家の再建希望状況は。 

 補助金交付の進捗状況は。 

 再建に向けての説明会の開催や今後の補助金申請の予定状況は。 

 膨大な業務が想定されるが事務執行体制は十分か。 

 本年度中の事業執行体制は十分か、以上伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに農業被災状況についてですが、本年４月に実施した被災農家からの聞き取り調査の

結果、倒壊ハウスや農業用倉庫など被災施設は延べ９６７件でございます。面積、延べ１０１ヘ

クタールでございます。特に倒壊ハウスの被災者は２９９人、５７１棟、面積で６２ヘクター

ルとなっております。 

 次に再建希望についてですが、ハウスの再建を希望する方は２５８人、４８５棟であり被災

ハウス所有者の８６％が再建を希望しております。 

 次に補助金交付の進捗状況についてですが、７月に１回目として２５人の方に合計３２７万

４，７００円のハウス撤去補助金を交付しました。さらに今月は２回目として５４人に合計３，

７３６万３，８７６円を交付する予定となっております。全被災農家の１８％となります。撤

去の補助事業につきましては、年度内に完了できるよう対応してまいります。 

 次に説明会の開催や今後の補助金申請の予定についてですが、雪害農家に対する説明会は４月

に５地区で開催しました。ハウス再建の補助事業につきましてもＪＡの支所単位で先月末から

説明会を実施しております。 

 すべての再建希望者の計画申請を今年度のうちに完了する予定で、県やＪＡ等の関係機関と

協議を行いながら取り組んでおります。 
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 次に事務執行体制についてですが、現在、雪害関係の事務は正規職員５人、当初１名であり

ました臨時職員を２人増員し、計８人体制で対応しております。撤去や再建を希望する農家の

皆さんに適正な補助金事業の案内や相談業務を行いながら、現地確認、被災認定、補助金の交

付申請を遅延なく進めております。 

 今後は果実の出荷作業が一段落し、再建に関する相談や補助金申請が本格的に始まります。

すべての被災農家の皆さんが一刻も早く、雪害を受ける前の状況に戻り、安定した農業経営が

できるよう努力してまいります。 

 次に事業執行完了の見込みについてですが、撤去の補助事業につきましては順次補助金を交

付しており、年度内に完了する予定でございます。 

 再建事業につきましては、山梨県等の見解でも資材や人材不足で５年程度の期間がかかると

のことです。非常に厳しい状況下ですが、すべての再建案件を年度内に申請だけでも完了でき

るように取り組み、農家の方々の不安を少しでも解消できればと考えております。 

 今後も国や県、近隣の市やＪＡと協力して事業の複数年度化等を要望してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 まず支援策についてお聞きしたいんですけれども、総務部長、固定資産税をはじめとする税・

料の減免、あるいは猶予制度の申請、議会でも要望、提案しているところでありますけども、

この申請といいますか活用状況をお聞かせ願います。 

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） 

 保坂利定議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 市税等の減免につきましてのご質問でございますけども、この件につきましては３月２０日

付けで審議会から雪害により被災された皆さんの市税、また各種料金等の納付に対する対策を

講じることと可能な対策を講じることという決議をいただきまして、これを受けまして復旧支

援室を中心に被災された方への周知というか、ご説明をいたしまして、そういった中で必要な

方々の減免措置を講じてまいりました。 

 件数と金額についてご報告を申し上げたいと思いますけども、よろしいでしょうか。金額に

ついては若干、端数がでておりますので万円単位ぐらいでちょっとまるめさせていただきます。 

 まず市県民税の減免についてでありますけども４３件、減免額で４９３万円ほどになってお

ります。また固定資産税につきましては７件で減免額につきましては７万円。それから国民健

康保険税３６件、減免額は２２５万円となっております。それから介護保険料につきましても

６４件の減免がございました。減免額は１６４万円であります。それから水道料につきまして

８件、減免額が４万９千円となっております。 

 なお、市税の納付猶予の申請もありまして１件が納付猶予の該当となっております。 

 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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ありがとうございました。 

 それでは撤去の補助金の進捗状況を伺いますけども９月で４，６００万円ほど、１７．８％

ということなんですけども、残りは８２％あって、これで予算措置が、２５年の３月補正、２６年

６月補正で約４億９，８００万円ほどあります。この事務量と予算措置、十分これで間に合う

のか、足りるのか、そのへんの見解をお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 撤去につきましては今月、支払いをすると同時に毎月を目指して頑張って支払いを終わりた

いと思います。 

 再建につきましては、答弁の中でお話をさせていただきましたように５年ぐらいかかるんで

はないか、それは資材不足や人材不足、人力不足ということでございますが、この雪害の特に

農水省の補助金の担当をしております農林振興課というものは、そのほかの業務もございます

ので、私とすると非常にこれからが佳境を迎えるのかなと思っています。 

 これは予算総額で５１億円ぐらいですかね、撤去と再建で５１億円ございますので、担当部

署と協議をさせていただきながら、やはり職員のことも考えながら対応していきたいと思って

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 撤去についてはお聞きしましたけども、昨日、代表質問の中でガレキ処理ですね、環境推進

費の関係、カーポート、工場の、あれはバラのハウスの関係、７億７千万円ほどの繰り越しが

あるということですけども、こっちのほうの数字の執行状況、あるいは申請状況等の細部をちょっ

とお聞きしたい。 

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） 

 雪害によります災害ごみとしての撤去ということで、議会の皆さんにご理解いただきまして

７億円ちょっと、今年度へ繰り越したという状況でありました。全員協議会の折にもお話をい

たしましたけども、うちのほうで環境推進課で取りまとめたものが約８，４００万円ほどござ

います。それはすでに撤去したもの、それから今、発注をしているというものがございます。

総件数でいきますと発注済が４６の、あと１４件がプラスされるということでありますけども、

予算等につきましては十分繰り越したものでございますので、かなりのものが不用額というこ

とで処理しなければいけないということであります。 

 それにつきまして３月の補正のときに、やはり雪害があったすぐということでございました
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から、農林サイドのものと重複したような部分もございます。それで大きな数字になったとい

うことでありますので、ご理解いただければと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 だいぶ不用額が出るということですけども、またこの対処をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ハウスの特に再建についてお聞きしますけども再建希望が８６％、残りの１４％の方がある

わけですけども、この要因ですね。高齢化によるものか、あるいは後継者不足によるものなの

か、あるいはその再建にあたって人材あるいは資材不足、これらの要因で再建を断念する方も

あるのかどうなのか、お聞きしたい。 

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だと思います。いろいろな状況がある中で５年という歳月、ただ国

や県が今回、再建につきましては１割負担でできるという、非常に寛大な措置だと思っており

ますが、私どもは少しでも早く建てることによって半年以上経ちましたけども、隣近所が建っ

てくるとまた状況も変わるかなと思いますので、私どもとすれば目指すのは１００％ですが、

いろいろな状況で再建を１４％の方が諦めているということは事実でございますので、ぜひ皆

さんのほうからも、基幹産業の走りでございます。ハウス農家の桃やブドウが出てくることに

よって、この１年が始まるわけですから、１件でも１棟でも多く再建していただくよう皆さま

方からも温かいお言葉、手を差し伸べていただければと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 部長の答弁のとおり１棟でも多く再建を望むものでありますけども、今後の補助金申請の中

でＪＡの支所単位での説明会、具体的な日程に入っているということなんですけども、もう少

しこの説明会の、日程等を含めた具体的な状況をお聞かせください。 

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） 

 説明会は先週の金曜日に終わりました。最後は石和支所ということで行いまして、その中で

非常に大変な苦労かなと思います。私ども事務屋として５０億円の事業、いろいろ建築物を建

てる場合を考えてみましても、今回の事業につきましては１軒１軒の農家の方々に補助をする

関係でございます。特に補助対象の見積もりと、どなたもやはり１割補助ということで雪害、

雪に対する対応策を講じますので、さらに堅牢なものを建てるということで見積もりを３社、

それも補助金の範囲内、また堅牢なものということで６通ぐらい取らなければならない作業が
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ございますので、それがいわゆる家で例えますとそれぞれが注文住宅でございますので、おそ

らくこれから市役所のほうに農作業が一段落したところでございますので、農協や市役所のほ

うに大勢の方がお見えになるのかなということで、それぞれの補助事業に合うような形で説明

をさせていただきながら申請まで上げたいと思っております。それはできれば年度内という答

弁をさせていただきましたが、年度の早いうちに出していただいて、申請受付が終わるという

ことは契約行為がなされるということになりますので、少しでも安心していただければと取り

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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 説明会はすでに終了した、これから相談が増えると。それからまた現地確認をして、認定を

して補助申請をしなければならない。膨大な事務量になると当然予想されますけども、２名の

臨時職員を増員して現在８人体制で行う。これは予算的に５０億円近い、大変な量だと。この

へんの事務執行体制ですね。私はＯＢとして少し心配しているんですけども、このへんの体制

が十分かどうか、部長の率直な意見を。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 臨時を２人増やしてもらったわけでございますが、できれば通常の業務もございますので正

規の職員が増えていただくと。人数的には８人という中でいろいろな縛りがあると思いますけ

ども、関係当局にお願いする中で増やしていただくようなこともお願い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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ連携を取って補助金申請する方はできるだけ書類が簡潔に、煩雑すると大変農家の方が

大変だと思いますので、そのへんの相談の接遇も含めてしっかりした職員体制で臨んでいただ

きたいと思います。 

 次に一番問題の事業の複数年度化の要望事項ですけれども、全農家の再建には当然５年かか

るという。国の補助事業は現時点で年度内に限られている。これは年度内に補助金の申請をす

ればいいのか。それとも事業再建が年度内に済まなければならないのか。このへんが少し私も

認識不足なんですけども、このへんの状況、年度内で申請が済めばそれでいいのか。あるいは

年度内に再建しなければ駄目なのか、このへんの区切りを。 

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。 

 通常ですと補助金の支払いというものはすべて事業が完了したところ、いわゆる撤去につき
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ましても事業が完了したところでお支払いしておりますけども、先ほど答弁にございましたよ

うに資材、人材的に非常に不足しているという中で、われわれとすれば契約行為をするのがやっ

とかなと思っています。それで事業が完全に終わったということではございませんので、これ

は国・県へお願いする中で対応していかなければならないかなと思います。いわゆる通常の予

算ですと、事業執行ができない場合については明許繰越ということで２年間は約束されておる

わけですが、それ以外については事故ということになってしまいますので、なかなか県や国と

相談をしながらやっていきたいと思っておりますし、まず私どもは申請、いわゆる契約をして

いただいて、まずその対応がすべてそろいましたので、額が固まりましたのでということでお

願いをしていければと考えております。これは国がございますので、国の考えはまだはっきり

しておりません。おそらく想像では言っていけませんけども、通常のパターンを言ってくるの

ではないかと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 そうすると補助金申請ということは、契約行為が済んでいなければ補助金申請ができないと

いうことで、契約行為をして補助金申請をすると現時点では年度内完了という解釈かもしれま

せんけども、ただ私ども議会としても近隣の市やＪＡと複数年度化の特に要望をしなければな

らないということなんですけども、今、近隣の市の状況、甲州市、山梨市を含めて、あるいは

ＪＡとの複数年度の要望事項で何か動きがありましたら教えていただきたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 安倍内閣の組閣がございましたので農水の大臣が代わられたということで、まずは一刻も早

く農水の大臣のところに陳情活動を行えないかなということで、今、各市町村と調整をさせて

いただいております。やはり笛吹市だけでは駄目でございますので、近隣の市や県と協議する

中で複数年度化をぜひ議会でも陳情活動をしていただければ、私どもとしてもありがたいと思

いますので、ぜひそのような取り組みをしていただければと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ぜひ私ども議会としても近隣の市やＪＡとの連携を密にしながら、ぜひ複数年度化の要望事

項を強力に進めていきたいと考えております。すべての農家が被災前の状態に戻り、不安を解

消していただいて安定した農業経営ができるように、またそれぞれ努力していきたいと考えて

おります。 

 それでは２問目の質問に入ります。 

 障害者優先調達推進法に基づく、市の対応についてお伺いいたします。 

 障害者優先調達推進法は昨年４月に施行され、施設に発注する商品やサービスの数値目標な

どを調達方針として毎年度まとめるように定め、自治体への罰則規定はありませんけれども厚
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労省は自治体が積極的に商品やサービスを受け入れれば、障害者雇用の拡大に貢献できると指

摘し２０１４年度中に策定するように求めています。都道府県も同様に義務付けられ、３月ま

でにすべてが策定し、推進法が購入対象として想定しているのは障害者が多く働く施設、企業

で作る機械部品や弁当などの物品、清掃やデータ入力などのサービス、障害者が自宅で作る商

品も対象となり、国や自治体が優先調達することで働く人の収入増や雇用機会拡大を支援する

のが目的でありますが、この法に基づく市の対応について以下、伺います。 

 まず本市の対応状況について方針策定にあたって、障害者施設等の意見集約、あるいは具体

的な数値目標、あるいは本市として重点を置いたポイントについてお伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 保坂利定議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに障害者施設等の意見集約についてでありますが、障害者優先調達法に基づき本市の

調達方針につきましては、平成２６年度における笛吹市の障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進を図るための方針を策定いたしました。 

 策定にあたりましては、地域自立支援協議会の事業部会において市内の事業者と提供可能な

物品やサービス等についての意見交換を行い、また調達方針の策定案をお示ししてご意見を求

めた上で策定いたしました。 

 次に数値目標についてですが、障害者就労施設等からの物品調達が初年度となる２６年度は

調達の目標額を１０万円といたしましたが、実績を検証していき次年度以降は順次、目標額を

上げてまいりたいと考えております。 

 次に重点を置いたポイントについてですが、市が調達を推進する物品等を例示するにあたり、

現在各施設等で提供でき得る物品や役務等について施設等からの情報収集を求め、特に市内施

設からの調達可能な内容を優先的に進め、目標額を設定といたしました。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 調達目標額１０万円、少し低姿勢かなと。もっと意欲を示してほしいと思いますけども、方

針策定にあたって、この地域自立支援協議会、この中の事業所部会ということなので、この地

域自立支援協議会の構成メンバー等、現在、市内に対象となる事業者の数および、これはどの

ような商品を扱っているか、お聞きをいたします。 

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） 

 保坂議員の再質問にお答えいたします。 

 笛吹市地域自立支援協議会の構成メンバーですが、ここでは医師、または民生委員、弁護士

という専門的な職業の方と、それから障害者団体の各団体の代表、それから障害者施設の代表、
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それから相談事業の支援者の代表、それから各市の職員の担当リーダー、合計で２９名の方が

入りまして構成をされております。またその中にそれぞれ部会がありまして、事業所部会につ

きましてはその中でも、市の中では障害担当が中心になりましてサービスを提供している事業

所、それから支援学校の進路指導の先生、それから圏域マネージャーと療育コーディネーター

などが入っております。 

 そのような施設、対象となる事業所ですが、今現在、笛吹市では通所系、入所系を合わせま

して１０の障害施設がこの対象となっております。特にこの施設で作られているものというの

は菓子箱などの組み立てなどで民間からの受注を受けているもの、また独自の取り扱いでは野

菜、お菓子などの食品や日用品、それからまた除草や清掃などの作業、名刺の印刷なども提供

できる内容となっております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ありがとうございました。 

 県内民間企業の昨年度の障害者雇用率、これは法定雇用率は２．０％、県下では１．７％、

下回っているということなんですけども、この笛吹市の障害者の雇用率が分かりましたらお願

いします。 

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） 

 市役所の障害者の法定雇用率の関係でございますけども、自治体については法定雇用率が２．

３％ということになってございます。笛吹市の職員、特別職を含めて６２４名。そのうち議会

の職員、それから消防職員を除いた５３３名が算定の基礎となる数字ということになるわけで

ございますけども、そのうち障害者の人数、実数では１１名でございますが１名は２名分をカ

ウントできるということで数字は１２名ということになります。率でいいますと２．２５％と

いうことで、こちらのほうは繰り上げで２．３％ということになります。 

 なお来年度の職員採用試験の募集も終わったわけでございますけども、来年度も引き続き障

害者の雇用ということを念頭に置いて募集もいたしております。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ありがとうございました。法定雇用率が２．３のが２．２％、ありがとうございました。 

 これは需要と供給の関係ですけれども、県は２７年度から障害者の技能検定を行っています。

検定は接客とか農業生産、食品加工などの５分野を予定して基礎と専門職に分けて数段階の等

級を設けて認定していく。２７年度から２８年度以降に実施する県の計画だということです。 

 いずれにしても、障害者の方々の収入増や雇用機会の拡大が図られなければいけないんです

けども、私はこの県の検定制度は大変いい考えだと思っていますけれども、この雇用促進に向

けた県の技能検定に対する市の見解を少しお願いしたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 保坂利定議員の再質問にお答えいたします。 

 県の障害者の技能検定制度ということでございますけども、制度内容を詳しく調査いたしま

して、また検討させ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） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 ありがとうございました。 

 いずれにしましても策定方針の目標額１０万円、もう少し前向きになるような、今年度の事

業実績を評価しながら、また来年度のかさ上げをお願いしたいと思います。 

 いずれも調達の推進の方針によって、先も申しましたとおり障害者の方々の収入増や雇用機

会の均等が図られるよう市の対応を強く望みながら、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、保坂利定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） 

 保坂議員の、豪雪の対応状況と今後の予定についてということで関連質問をさせていただき

ます。 

 再建の希望者が８６％、そして棟数の４８５棟という５００棟近い再建希望があるわけです

けれども、まだ撤去が終わっていないハウスもあちこちに見られます。やはり先の部長の答弁

のように一応、収穫が終わってから夏、過ぎていろいろやろうという人たちが多いと思います。

その中でやっぱり一番困っているのは、上物だけは撤去をしたと。要するにパイプ、ビニール。

しかし基礎の部分のコンクリートがそのままというハウスが結構見られるんです。コンクリー

トはどういうふうに処理したらいいかというのが私のところへもきているわけですけれども、

部材の鉄やパイプは廃棄業者へ持って行って処分できたと。ビニールも農協でいろんな廃棄物

として処理できたと。コンクリートだけはそのまま。ただ古いハウスですと、特に一宮あたり

多いんですけれども、２２ミリ、１９ミリ、そして２５ミリでやってあるのは地面へ直接刺し

てしまったような、土台がないようなハウスはそれは構わないんですよ。抜いてそのまま持っ

て行ってしまう。新しいハウスは基礎をみんなしてありますから、そのコンクリートの処理と

いうのが困っているんですが、事例がいろいろあると思います。そのへんのところを部長、ど

ういうふうにお考えになっているか、お聞きしたいと思いますけれども。 

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） 

 関連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現場打ちで打ってあるコンクリートもございますし、市販の機材を



 １１８ 

使ったコンクリートもございますので、あくまでも農水の関係ということでお答えさせていた

だきますけども、それぞれ注文住宅のように造られていると思いますので、一概にこうだよと

いうことは言えませんので、農林振興課のほうへお問い合わせいただく中で対応していきたい

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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 個々によって使ってある部材が違うと思うので、またそれは市役所のほうに相談をするよう

には、また聞かれたら答えるようにはしたいと思います。 

 それから再建に向けてですけれども、４８５棟をさっきも答弁の中で、絶対これは５年はか

かると。問題は順序だと思います。どの家のものを先にするかということは、業者が部材を注

文して、そして用意ができたところから、その設置場所が用意できたところからしなければな

らないと思います。しかし私たちも主張しているんですが、ブドウ園が潰れてしまってハウス

を造っても成木になって、さあ、加温して採れるというのは５年かかると。空のところへ作る

よりも別の、私のブドウ園へ、こっちで作りたいと。そしてすぐに今年の秋に作れば来年から

収穫できるよと。そういう人たちもいるわけですけれども、現状と違う場所、こういう希望は

どうですか、ありますか。お聞きしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員のおっしゃるとおりの要望がきております。状況を見ながら対応させていただいており

ますので、やはりハウス自体が既成のハウスという形ではなく注文住宅的に形も違いますし、

棟数も違いますし、補助対象になるもの、ならないものがございますので、本当に先ほど答弁

させていただいたのではないですけども、撤去は割と一律的にできますけども再建につきまし

ては個々の事例、事案、補助対象になるかならないか、また対象外のことをしたいということ

もございますので、それにつきましては個々の事案で対応させていただきたいと思っています。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 ありがとうございます。これは業者のほうでも困っていると思います。どこの家を先に優先

的にやっていくのか。というのはやはり人員がいないんです。バブルのときは１日１００棟く

らいは県内で造っていたんです。これは名前を言ってはあれですけども、明友機工、全農山梨

のあれですけども、あそこの会社が毎年１００棟以上はバブルのときは造っていた。そのとき

は人員がいたんです。そのときの中心的なメンバーがみんな年をとって、今はできないという

人たちばかりです。やはり人員不足はもう、造る会社がはっきり言っています。そういうもの

にも対処していくためには、やはり５年はかかるというつもりで、市としてもそれなりの対応

はしっかりしなければならないと。 

 先ほどの説明の中でＪＡとの説明会が終わったと。石和支所の。フルーツ山梨の春日居支所
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のほうの説明は把握していますか。もう終わっていますか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 ＪＡ笛吹については掌握しております。春日居についてはちょっと調査不足ですので、いか

がいたしましょうか。では委員会等で、また説明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） 

 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 

 まだまだ撤去、再建についてはさっきも事務当局は非常にこれは大変なことだと思っており

ます。別にまったく、再建につけては別に人員をつけてもいいくらいの、これは。特にこの施

設がなければブドウは駄目になると思います。日本一のブドウの産地が駄目になると思います。

これは。やはり今年の台風なんかを見ても雨でかなり路地が玉割れをしました。やはり施設が

必要だと思いますので、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、関連質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開を午後１時３０分より行います。 

休憩  午後１２時０３分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 笛新会の北嶋恒男です。 

 通告によりまして、まず最初に地域振興促進助成事業の交付団体に関わる住民監査請求監査

について質問いたします。 

 この件につきましては６月議会でも話題になりました。ただ一般質問通告していなかったと

いうことがありまして、十分な議論にはなりませんでした。ということで今回、改めて一般質

問ということですることにいたしました。そうしましたら議会前に当事者、監査委員さんが退

職ということで残念でございます。せめて、今日の議会が終わったあと退職していただければ

と思っておりましたが、残念でございます。 

 それでは質問させていただきます。 

 今年の２月、一当該団体に対して市民有志による住民監査請求が出されました。そこで監査

委員は各関係人等の調査を行い、たしかに住民監査請求どおり当該団体には違法性があり、か

つ不当な公金支出であると判断され、３月２８日付け、市長に対しこの団体に交付した助成金
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を弁済するよう勧告がありました。しかしこの勧告に対して６月２８日付け、市長は適正事業

であって、何ら違法性はないと反論いたしまして勧告には応じないことを表明されました。そ

のことによって、本来であれば請求人は不服として、住民訴訟を起こされるものと考えられて

いるところでしたけども、過日、行わないということを新聞報道で知ることになりました。 

 この問題は新聞でも大きく取り上げられ、市政へのイメージダウンも懸念される事態になっ

ております。そのため、ここで真相確認のために監査委員さん側と行政側にそれぞれ以下、内

容についてお伺いいたします。 

 まず監査委員側に回答を求める内容といたしまして、 監査委員は当該団体が年４回実施し

たイベント事業は都内の出張型飲食業者に依頼した収益事業だと断定しておりますが、最終監

査でも年４回のイベント事業内容を詳細に調査されていると思いますが、その結果として当初

から考えていたとおりの収益事業であるという判断に今でも変わりはないと考えていらっしゃ

るのか、お伺いたします。 

 次に監査委員は市民活動支援課の監査で何回か是正措置の指摘をされておりますけども、そ

の内容はその都度しっかり是正措置がとられるよう指導されていたのかどうか。年度末、３月

２８日の監査報告書をみると、まだ是正内容を認めていないんだなというような内容になって

おりますが、中立・公正な監査を実施していれば解決できた内容ではなかったか。このように

認めていない理由はなんだったのか、お伺いいたします。 

 次に住民監査請求人から出されております措置事項の原文を見ると、一部の人しか知り得な

いような具体的内容などを掲げておりますけども、監査請求した市民団体等から監査委員に対

して事前に相談されたことはなかったか、お伺いいたします。 

 次に最終的に住民訴訟までは至らなかったのは、監査委員としても心残りの結果だと思いま

すが、この結果から監査委員としては市側の判断を認めざるを得ないということなのか、お伺

いいたします。 

 次に市、行政側に回答を求める内容について以下お伺いいたします。 

 まず年４回のイベント事業は収益事業でないという証拠はあるのか。その内容を分かりやす

く示していただきたい。 

 次にメディア事業は当該団体関係のＰＲだけでなく、芦川地域全体の魅力についての発信は

どのようにされたのか。その反響効果もお示しいただきたい。 

 次に当該団体の規約・会則によりますと、団体の監査役を両親が務めているけども公平性・

透明性が保たれているのか。認めた理由は何か示していただきたい。 

 次に何回か監査委員から是正措置があったと思いますが、その都度、監査委員の了承はとっ

ていたのか。指摘事項に対して怠慢はなかったのか、お伺いいたします。 

 次に当該団体事業に対する書類審査、現場でのイベント内容のチェックなど指導監督の指示

はどのようにされてきたのか、お伺いたします。 

 次に６月３０日、スコレーセンターで開催された実績報告会で事業の成果を発表されました。

当該団体の当事者は今後も芦川地域活性化のため初心を忘れず助成事業にかかわらず、継続し

ていきたいと抱負を述べられました。このような、夢を持った人材を今後どのように支援して

いくのか、お考えをお伺いいたします。 

 以上、お願いいたします。 
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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、三沢監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長（三沢久君） 

 北嶋恒男議員の一般質問のうち、監査委員側に回答を求める内容についてお答えいたします。 

 先に渡辺議員の一般質問の際にもお答えさせていただいたとおり、監査委員事務局で答弁さ

せていただくことになりますが、ご了承いただきますようお願いいたします。 

 はじめに、監査委員は当初から考えていたとおり収益事業であるという判断に今でも変わり

はないかとのご質問ですが、監査委員事務局としては、監査委員の見解について分かりかねま

すのでご了承いただきたいと思います。 

 なお、監査委員の意見としましては決算審査意見書に記載がございます。 

 次に監査での是正措置の指導および是正内容を認めていない理由を問うとのことですが、こ

れにつきましても、監査委員事務局といたしましては監査委員の見解について分かりかねます

のでご了承いただきたいと思います。 

 なお、６月定例会の監査委員への質疑の中で中川監査委員から市からの是正措置の回答文書

はありましたが、是正、訂正したあとの文書等の提出はなかったとお答えしております。 

 次に、住民監査請求人から監査委員に対して事前に相談等されたことはなかったかとのこと

ですが、これにつきましても、監査委員事務局といたしましては監査委員の状況は分かりかね

ますのでご了承いただきたいと思います。 

 次に最終的に住民訴訟まで至らなかったことは、市側の判断を認めざるを得ないということ

なのかとのことですが、これにつきましても監査委員事務局といたしましては監査委員の見解

につきましては分かりかねますのでご了承いただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 続いての答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 北嶋恒男議員の一般質問のうち、市側に回答を求める内容についてお答えいたします。 

 まず収益事業でないという証拠はあるのかとのご質問ですが、当該団体が市へ提出いたしま

した助成金応募申込書によりますと団体は企業・事業所でないこと、営利を目的としないもの

であり、かつ当該事業は総収入が総支出を上回ることなく、収益性はないものと判断いたしま

した。 

 具体的には飲食企画の支出が２４５万円、メディア事業の支出が２８万円で総支出が２７３万

円に対し収入は参加料収入が１７３万円、地域振興助成金の１００万円を含め総収入が２７３万

円となっておりました。 

 実際の収支について事業完了後に団体が提出した実績報告書を確認したところ、各イベント

事業の内訳は１回目が販売促進費、食器購入費、食材、消耗品などで約７５万円の支出に対し

ランチが４５名、ディナー４２名の参加で約４５万円の収入がありました。 

 ２回目のイベントでは食材費、広告宣伝費、会場使用料など約４７万円の支出に対し台風の

影響もあり収入はランチ３３名の参加で約１５万円でした。 

 ３回目のイベントでは食材費、広告宣伝費、会場使用料など約４５万円の支出に対しランチ
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３６名、ディナー３４名の参加で約４５万円の収入がありました。 

 ４回目のイベントでは食材費、広告宣伝費、音楽ライブ出演費など約１８万円の支出に対し

ランチ１０名の参加で約５万円の収入がありました。 

 メディア事業の内訳はＷｅｂ構築費・管理費など約２６万円の支出がありました。そのほか

に助成対象外経費として支出で団体の構成員の宿泊費・交通費などが１７万円でありました。 

 今回の事業の収支をまとめると助成対象経費約２１１万円、対象外経費１７万円で合計総支

出２２８万円になります。収入は約１１０万円となり、地域振興促進助成金の１００万円を合

わせても約２１０万円の収入となり、総額でも支出済額が収入済額を上回っております。 

 以上のことから、市では収益事業とは考えておりません。 

 次に芦川地域全体の魅力についての発信、その反響効果についてですが、メディア事業につ

いて当該団体のホームページやフェイスブックでは、団体自身のイベントである囲炉裏フレン

チ事業の告知や申し込みだけでなく、芦川町の農啓庵など芦川町全体の魅力を発信できるよう

工夫されております。 

 また当該団体は複数の雑誌に取材を受けておりますが、その雑誌には団体の活動の紹介とと

もに芦川町周辺の施設などが紹介されており、メディア事業で団体の活動の知名度が上昇した

ことによる派生的な効果も大きいと考えられます。 

 団体のホームページは２５年度毎月１回程度更新をして、新しい情報を発信し続けるなど年

間４万２，０６１件の閲覧数がありました。 

 また連動されているフェイスブックでは、より細かい更新をして２０万７，３６６件の閲覧

があり１，１９５件の「いいね！」の書き込みがありました。 

 次に団体の監査役を両親が務めているが公平性・透明性が保てるのかとのことですが、この

団体は市民団体であり、その監査役が親族であっても特段問題はないと考えております。団体

の監査役は両親が行っておりますが、助成事業の監査については事業完了後に実績報告書や決

算報告書ならびに領収書等を提出し、市で精査をしております。 

 次に是正指導により監査委員の了承はもらえたのかとのことですが、昨年１０月３日の定期

監査において監査委員から当該団体について資料提供の指示があって以降、何回か指摘や書類

審査等があり、監査委員の指摘に対し是正指導を講ずる場合には当該団体の聞き取り調査をし

事実確認をしております。回答については文書と口頭説明により、その都度丁寧に説明申し上

げましたので、ご理解いただけたものと考えておりました。 

 次に指導監査の指示はどのようにされてきたのかとのことですが、事業が適正に行われてい

るか現地調査を事業実施中の２５年５月１４日と７月１５日の２回確認を行いました。また各

イベントが終了したあとは領収書、収支決算書等の提出があり書類にて精査いたしました。一

つひとつの経費を精査し聞き取り調査をしながら、助成対象外のものは対象外とするよう指導

いたしました。 

 次に当該団体への今後の支援についてですが、当該団体は今回の騒動により本年度の助成金

申請は控えておりますが、芦川地域の活性化に向け新たな事業計画等を立てております。この

団体の方々は県内外の人たちに芦川地域の魅力と自然の素晴らしさを発信し、また本市の知名

度も上げられました。今回の助成事業は地域活性化の起爆剤となったものと考えております。 

 今後も地域活性化のために志を持ったさまざまな団体が自発的、積極的に活動できるよう、

しっかりと支援してまいりたいと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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） 

 行政側の担当の細かいご説明をいただきました。今のお話をお聞きしていきますと当然、役

所の事業ですから担当がその都度、現地へ赴いてチェックをしたり、書類を審査したり、その

上でまた監査委員さんにも見ていただいているということで、それほど綿密にやっているのに

どうしてそういうふうになっているのかなということで不思議に思うんですけども、例えば４月

２６日、ほぼ前年度、年度が終わったあとなんですけども、新聞にこのような古民家で料理、

助成不当だということが出ております。監査委員が１００万円の地域振興は異質だというよう

なことをしておりますけども、今、述べていただいた３つの内容を一番の収益事業であるでは

ないかということと、それから代表者が３人のうち２人は県外在住者だということ。それから

両親が監査役であるというような、主な３つのことでもって不当だということを言っているわ

けですけども、監査委員さんはそういう条理でもって不当だからということを一点張りで言う

わけですけども、どっちがどうだということを問うてもなかなか折れないわけなんですけども、

最後にこれからせっかく芦川出身の女性が芦川の振興のために東京からこちらへ居を移して本

当に夢を持った事業をやっていこうということの、そういったことでこういった助成金をいた

だいているわけですけども、ぜひ今後も今年度は助成を受けないということですけども、来年

度に向けましてまた希望があったら、ぜひ温かい支援をしていただきたいと思っております。

これはこの程度で以上で、再質問をしなくて次の質問に移らせていただきます。 

 次の砂原橋架け替え工事と付け替え道路計画の進捗について、お尋ねいたします。 

 砂原橋の長大本体工事は予定どおり今年度中にはおおよそ完成予定と聞いております。しか

し、そこに取り付けられる左右岸からの進入路については遅れ気味の感じがありますが、どの

ような状況なのか心配しているところです。取り付け道路が早くつながらないことには、立派

な橋ができただけでは地域活性化には結びつかないと思うので、一日も早く供用できるよう期

待されております。路線が長いので諸々の課題も多いと思いますけども、今の状況と今後の進

捗状況などについて以下お伺いいたします。 

 橋梁本体工事の完成時期はいつか。取り合わせ道路ができる間は、橋梁本体の管理はどのよ

うにされるのか。全面舗装はいつの時期にされる予定なのかを伺います。 

 次に取り付け道路側の用地補償と工事の進捗状況について、お伺いいたします。 

 道路用地の交渉経過について。それから問題とされる用地問題にはどのようなことがあるの

か。工事の進め方はどのように考えているのか。 

 次に旧砂原橋の撤去と新しい砂原橋の一部供用開始はいつになるのか。 

 旧橋の撤去はいつまでに行うのか。 

 それから新しい橋の仮供用開始はいつから予定しているか。 

 次に橋梁の仮供用をした場合は、境川方面や石和方面への現道へのアクセスはどのような形

になるのか、お伺いいたします。 

 次に合併特例債、一般道路国庫補助金などは今後も続くのか。 

 合併特例債は５年延長されましたが、その他国庫補助金も期限はあるのか。 
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 それから全体事業予算額に対する市単独負担額は、最終的にはどのくらいになるのか。 

 次に砂原橋から中央道側道を拡幅して笛吹八代スマートインターへ通ずる新しい構想につい

て、県との協議は続いているのかお伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それでは、北嶋議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに完成時期、供用開始までの橋梁本体の管理および全面舗装の予定についてでござい

ますけども、橋梁本体工事はすでに架設工事まで完成しております。今年度中には、舗装を含

め本体が完成する予定であります。完成した橋梁の管理につきましては、供用開始までの間バ

リケード等を設置し出入口を封鎖する予定であります。 

 次に取り付け道路の用地補償と工事の進捗状況についてでありますが、当初用地交渉に難色

を示された地権者の方もおりました。しかし現在では事業に対してご理解をいただき、交渉を

進めているところであります。工事の進め方につきましては、用地交渉状況を見ながら的確に

進めてまいります。 

 次に旧砂原橋の撤去と新砂原橋仮供用開始までの進め方についてでございますが、現砂原橋

の撤去につきましては、河川管理者である県との協議の中では平成２８年５月までの使用許可

となっております。全体計画の見直しにより変更することも必要あろうかと思っておりますが、

新しい橋の仮供用を含め検討を行い、適切な時期に橋の撤去を行う予定であります。 

 仮供用開始に際しての考え方でありますが橋が通行可能であること、橋に接続する部分の仮

に利用する道路がスムーズに通行できる状況であることが確保された段階で、仮供用の開始を

したいと思って考えております。また仮供用の際には、地元の理解はもちろんのこと山梨県公

安委員会とも協議を行い、早めの供用開始に努めてまいりたいと思っております。 

 次にご質問４番目の周辺道路へのアクセスと７番目の仮称、笛吹スマートインターチェンジ

へ通ずる構想について合わせてお答え申し上げます。 

 砂原橋および取り付け道路が整備された際には、県道白井河原八田線と県道藤垈石和線がつ

ながり、石和・八代・境川との幹線道路のネットワーク化が図られます。またその先には、新

山梨環状道路のインターチェンジおよび仮称、笛吹スマートインターチェンジの整備が予定さ

れており、接続が可能になります。 

 市といたしましても、本年度も県に対し接続する道路の整備促進を強く要望しているところ

であります。 

 次にご質問５番目の事業費にかかる合併特例債および国費の財源と６番目の市単独費につい

て合わせてお答え申し上げます。 

 財源につきましては、国費として道整備交付金と社会資本整備総合交付金となり、その他、

合併特例債と一般財源となります。合併特例債も５年間延長されており、道路整備費にかかる

国庫には特に期限がありませんので、すべて充当できます。当面起債・補助金等が充当される

と考えておりますので国庫補助金約１７億３千万円、合併特例債２０億３千万円、一般財源１億

１千万円であり、当初に計画した予算の範囲において行われるものと考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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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） 

 仮供用した場合、石和のほうから橋を渡って境川方面へ抜けるという道は具体的にどのよう

な形になるでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 仮設道路に対する質問だと理解いたしますが、右岸側につきましては現在も河川の管理道路

として使用されておりますので、その点でそのまま使用することができると思います。ただし

左岸につきましては、これからの用地交渉の進め方によってはあるわけですけれども、皆さん

方のご理解を得て少しでも早く仮設道路との供用ができるように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） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 次に、では取り合わせ道路の進捗状況なんですけど、現在は地権者の皆さんのご理解を得て

交渉を進めているというふうに説明されましたけども、私が不安に思っていることは昨年度ま

で計画を、側道にバイオマスセンターの建設があったわけですけど、それが中止になったとい

うことで、地権者等、地域にとってはちょっとダメージだというようなこともありまして、用

地がしばらくストップしたり、難航していたわけですけど、その後の状況はいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 たしかに五大プロジェクトのうち砂原橋の関係、それとバイオマス関係が一時期凍結という

ふうなご意見もありまして、一時期中断、凍結した時期もありました。しかしながら以降、皆

さん方からご理解いただく中、先ほどの答弁のとおり用地交渉のほうに進めるようになりまし

たので、これからは鋭意努力してまいり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） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 今、そのようなお話をお聞きして少し安心をいたしました。 

 それでは次に取り合わせ道路ですけども、八代、増田方面ですね、側道のほうまで抜ける道

路計画ですけども、大変距離が約１キロ近くありますものですから、おそらく数年はかかると

思います。そういったことで補償用地の交渉なんかもいつ一過し、このへん測量に入って工事

にかかるというようなことを事前に地元の地権者の方に、周辺の方にも連絡をして土地の耕作

が今年はできるのかな、来年は大丈夫かなというようなことも心配されるわけですけども、そ
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のようなことでそのへんの全体の計画なんかも、地元への説明はどのようにされていますか、

お伺いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 左岸から藤垈・石和線までの距離ということで、先ほど言われましたとおり１キロ程度あり

ます。ある意味では長い距離だと思いますけども、これらの皆さんにつきましては今後、用地

交渉、それから用地測量等に入るというふうなことで事前にお知らせをしております。 

 今後、農繁期がある程度、一段落したところで、皆さん方に説明する機会等を持っていきた

いと思います。これからも皆さん方のご協力をお願い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） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 それからその付け替え道路の途中に市営のグラウンドがあるんです。今は農道を利用してい

ますので、狭いから大型車がなかなか規制があって、地元の方の了解を得られないんですけど

も、今度はそこへこういった道路が出ますと大いに有効利用できるということで、そのへん、

市営グラウンドは現在どのように利用されているのか、これは教育委員会だと思うんですけど

もいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるように当該地区には、元の佐川急便のグラウンドというのがございまして、

今、野芝と雑草によるグラウンドが約１万２千平方メートル、駐車場も入れて１万２千平方メー

トルぐらいございます。野球場が主な今、主要利用になっておりますが１年間の実績でいいま

すと平日はあまり使われておりませんが、土日に延べ１２４団体、約３千名ぐらいの利用があ

る状況です。 

 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） 

 そういったところがあるわけでして、ぜひせっかくそういったところがあるわけですからそ

れを整備して、そしてまたちょっと狭いですからそのまわりを拡張していくということで、昨

日も岩沢議員から質問がありましたように、戸田市のスポーツセンターを見てきたんですけど

も、あそこは河川敷なんですけども、上物は倉庫ぐらいしかないんですけども、そういったこ

とで夜間照明もないということで、そこをぜひ拡張して、１年２年では大変だと思いますけど

も、何年か計画で少しずつ増やしていって、芝のグラウンドとか子どもたちに。今、子どもた

ちは人工芝でスポーツするのに飢えていると思うんですけども、ぜひそんな計画を全庁一丸と

なって計画をされたらどうかなと思いますけども、教育委員会のほうでもいかがでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 北嶋議員の再質問にお答えいたします。 

 昨日、岩沢議員の代表質問でもお答えいたしましたが、現在まだその結論には至っていない

のが現状であります。今後、市民の皆さまの声を聞く中で方向性を出していくという状況でご

ざいますが、仮に建設という話になるようでございましたら、１つの案として考えていくこと

も必要なのかなと、今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。 

〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 砂原橋関連のいろいろのことをお話させていただきましたけども、本当に橋も仕上がります。

そして来年度にはなんか仮供用ができるということです。それから道路のほうもぜひ進捗して

いただいて、素晴らしい道路ができて、そしてその周辺が開発できて笛吹市の西の玄関といい

ますか、南側の玄関として発展していただくことを祈念いたしまして私の質問を終わりたいと

思います。どうもありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、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。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ただいまの北嶋議員の関連質問をいたします。 

 砂原橋に関することでございますが、今、当局のほうでは用地交渉が進んできたという話で

ございましたが、これが今までなぜ進まなかったのかという、これには必ず原因があると思う

んですけども、買収の金額が合わないとか、補償金が合わないとかいろいろと問題があると思

われますけど、当局ではこれが今まで進まなかった原因というのはどういうように理解してい

るんでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それでは、荻野議員の関連質問についてお答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたとおり、たしかにバイオマスの関係と砂原橋の関係が五大プロジェク

トの位置づけということで凍結しました。その段階での遅れは承知しております。それから現

在、用地交渉の最中でありますので、細かいことについての言及は避けさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 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） 

 今、バイオマスの関連があると申しましたが、やはり交渉する段階で地権者にリップサービ

スかなんか分からないですけど、スーパーのバーゲンセールみたいに橋をやるからバイオマス

の土地を売れとかそういった地権者を馬鹿にしたような話をするから、地権者はその話を聞く

から、それを鵜呑みにしてこのような状況が生まれたと思います。 

 そういった中で今後ともぜひいろいろ、地上げの問題とかそういった問題が発生するとは思

いますけども、その用地を交渉する段階で、やはり一つひとつの交渉の中で魚を釣るようにエ

サをあげるではなくて、やっぱり真剣になって、地権者の立場になって交渉をぜひしていただ

きたいと思いますので、今後この砂原橋の問題に対してもぜひ地権者の立場に立って、やはり

進めていっていただきたいと思います。 

 これは私にしてもそういうふうに言われれば、あのときこういうふうに言ったではないかと

いう話になると思うんですけども、そういうことのないように今後ぜひ気をつけながらそういっ

た用地交渉に当たっていただきたいと思います。そのへんについて一言お願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 皆さん方のお力を借りて、これから進んでいかなければならないと思います。ただ、この橋

が、本体は完成します。あと取り付け道路などになるわけですけども、これが合併による地域

間交流のための道路としての位置づけ、それから笛吹市としての一体感を示す、そういうふう

な役割も果たしていると思いますので、これらにつきましては皆さん方のご協力をいただきな

がら、これからも鋭意努力してまいりたいと思いますので、これからも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） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 やはり北嶋議員が先ほど申しましたけど、あそこの道路、今度完成しますと非常に利便性の

いい道路になると思います。そういった中であそこらへんの道路の両方の空き地、今、農地な

んですけど、１０万平方メートル程度の農地があると思います。そういったことを１０年先を

踏まえながら、ぜひ今後検討の課題で、これをよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で再質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 ここで、午前中の渡辺正秀議員の関連質問の中で亀山議員から出ましたそれについての答弁

を求めます。 

 前田市民環境部長に答弁をお願いいたします。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 亀山議員の関連質問の中で、子ども保険証の状況でありますけども、期間といたしましては
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半年間を有効期限ということでさせていただいております。 

 あと今現在、市内のほうでは４３３枚の交付ということで、状況として確認しておりますの

で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 一般質問を続けます。 

 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 笛政クラブの大久保俊雄でございます。 

 通告に基づき、以下質問いたします。 

 まず１問目、まもなく大きな節目となる合併市政施行１０周年を迎えるにあたり、この１０年

を市民および行政当局と顧みる中で、新たな１０年、将来に向けて住みやすい地域づくりの契

機にする具体的取り組みについて、お伺いいたします。 

 合併して１０年、市民の間でも合併１０年という認識をお持ちの方もあまり多くなく、この

１０年の感想を聞きましても本当に合併してよかった、合併の恩恵を十分に享受したという声

はなかなか聞かれません。 

 一方で自治体の将来に関して、先日、衝撃的な報告がなされました。中央公論６月号で「消

滅する市町村５２３ 壊死する地方都市」という記事で、いわゆる増田レポートであります。

個々の自治体に関しての人口推計がこのとおりになるという保証はありませんが、一定割合の

人口減少は相当な角度で起こり、人口維持、増加の直接的な担い手である２０歳から３９歳の

女性の人口動向に注目した将来予測には十分なリアリティと説得力があります。さらにキーワー

ドとして人口が集まる地域をつくること、東京から地方への人口移動が挙げられており、わが

市もこれを機に総合計画はもとより総合計画を策定した時期に比べていろんな制度設計、枠組

みが変わる中で、さらにタイムリーなグラウンドデザインを示していく必要がありましょう。

そこで伺いますが合併１０周年を迎えるにあたり、イベント等を開催し気運を盛り上げるため

の具体的取り組みはいかが、お考えでしょう。 

 さらに市長の公約、地域力一番の笛吹市へ、一番住んでみたいまち、一番訪ねてみたいまち

をつくりますとここに書かれておりますけども、そのさらなる実現のためには市民生活全般に

おいて課題が山積し、自治体間競争も激化し、さらにアベノミクス第２弾では詳細はまだ不明

の部分がありますけども、地方創生を挙げ、その受け皿となる笛吹市独自の特色を出せる地方

分権が不可欠であります。 

 就任されて２年、合併１０年を徹底的に分析・検証し、市民の声を反映する新たな１０年に

向けた市長のリーダーシップとグラウンドデザインの構築が必要であります。今後の取り組み

と具体策について、お聞かせください。 

 一方でわが笛吹市議会も市民の目線に立った議会基本条例制定に向けて、最終段階を迎えて

おります。その中のいくつかの大きな柱の一つに市民提案を具体的施策に反映させる制度設計

を策定しておりますが、市当局も今後、市民提案をいかに引き出すかが重要である中で今後の

具体的見解と取り組みをお聞かせいただき１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、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに１０周年の気運を盛り上げるための取り組みについてですが、過日行いました笛吹

市夏まつりでは市制施行１０周年の冠を付し、広く市民の皆さまに周知しております。 

 １０周年記念イベントといたしましては、１０月１２日に開催する市制施行１０周年記念式

典で国際友好都市ドイツ、バート・メルゲントハイム市から市長を団長とする交流使節団をお

招きすることとしております。さらに記念式典後の第２部として芹洋子さん、雨宮知子さんら

による「笛のコンサート」を開催いたします。 

 同日は農村スポーツ広場を中心に市民まつりが計画されており、市内の企業や商店、市民活

動団体、市役所各部署のブース参加によりにぎわいが期待されております。 

 また１１月３０日には石和・春日居温泉郷富士山眺望トレイルラン＆ウォークを開催し、大

蔵経寺山の自然を生かした新たな笛吹市の魅力を引き出してまいりたいと考えております。ほ

かにも市制施行１０周年の冠を付したイベントが数多く企画されております。 

 議員の皆さまには市民の皆さまとともにこれらイベントにご参加いただけますよう、この場

を借りてお願い申し上げます。 

 次に新たな１０年に向けた取り組みと具体策についてですが、合併からこれまでの１０年間

は笛吹の礎が築き上げられた時期でありました。今後、人口の減少が予測される状況にあって

魅力ある地域づくり、活力ある地域づくりに向けてさらなる取り組みが必要であることから今

年度、空き家バンクの創設やふるさと納税のリニューアルを行い、多くの方に笛吹市を知って

いただき訪れていただき、本市の素晴らしさを感じていただくための施策に取り組んでおりま

す。 

 また安心して本市に暮らし、笛吹市に愛着を持って定住していただけるように産業の振興や

子育て支援などに引き続き取り組んでまいります。 

 次に市民提案についてですが、これまでの間、個別の事業計画や事業展開の中でワークショッ

プ等の手法を用いり、ご意見等をいただいております。 

 また地域振興促進助成事業では市民の皆さまの自主的、自発的な活動提案への支援を行って

いるほか市長への手紙、市民ミーティング、出前学習会などを通じてご提案をいただいている

状況でございます。 

 今後も、これらの仕組みをＰＲしていく中で市民の皆さまのご提案を市民参画や市民協働の

取り組みに結び付けていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今の合併１０周年ですか、そしてまた今年花火が５０年ということで、これはちょっと事前

に、ＰＲでしょうか、もっと徹底的に市民に対しても、また市外の方に対しても周知徹底する

必要がある。今、市民まつりでブース開設、これは知らない方も結構あると思うんですね。で

すから１０周年事業のもっと、今からでも遅くはないので積極的なＰＲ等、なんでもそうです

けども、やはり１０年、これだけの節目のあり方とか花火なんかもいろいろ５０周年、開催場
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所から始まって、いろいろ検証する必要があろうかと思いますけども、積極的な、よりもっと

ＰＲ、宣伝がちょっと下手だなという部分がある中で取り組み等、検証という部分でもう一度

お話をお伺いしたいんですが。 

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） 

 大久保議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 たしかにそのとおりだと思います。笛吹市、特に魅力のある市だと、われわれ住んでいる者

は当たり前に思うんですが、魅力のある市だと思います。ただ魅力の押し出し方が下手だとい

うことをよくご指摘を受けます。 

 今回の市民まつりにつきましても、今から新聞等々への広告掲載等も実は予定はしてござい

ます。花火の関係もございました。今からいわゆる誘客、人を寄せるというコマースの仕方と

いうのは課題が残っておりますので、ご指摘をお受けして検討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） 

 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今の合併、市民の声ですか、こういうものも幅広く聞かなければならないということで、昨

日、私ども笛政クラブ、上野議員の代表質問の中で副市長のお答えで、これは分かりやすく簡

潔に合併はなかなか不十分であったと。公共施設等の長期維持に対しても大きな問題を抱えて

いる。メインストーリーとなる施策が未整備である。人と物が活性化しなければいけない。景

気の好循環が大事であるという部分で、こういった部分はまた市長自らも市長の声で、市長市

民ミーティングですとかいろんな機会に市民のところへ出かけて行って、ディスクロージャー

ですか、合併すればいいことばかりではない、こういう不具合もありますよという部分を、こ

れを機にもっと情報開示して市民目線でいろんな要望、福祉から教育、すべての部分で話をす

る、対話をする必要があろうかと思いますけれども、そこらへんのディスクローズする方策と

いうものを市長自らいかがお考えでしょうか。 

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） 

 私のほうから、すみません、お答えさせていただきます。 

 １つは今からご質問の中身にあったとおり、人口の減少、ましてや人口の流出等々で笛吹も

かなり公の調査機関から厳しい状況になっております。そうすると魅力づくりをしていく。先

ほど申し上げましたように笛吹市の魅力があると思うんです。ただ発信の仕方、人が住みたく

なる、これは政策もさることながら、いわゆる公への出し方等々もあると思います。そういう

ことも含めて状況を見ながら、当然、市長自ら市民ミーティング等々へ、地域へ出て行ってよ

く説明をするというような機会を捉えて、今後もいく予定でございます。それはご理解いただ

きながら、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） 

 大久保俊雄君。 
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〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 全国的に少子高齢化に対する市独自、各自治体の本気度というものが問われる中で、今、答

えにありましたように少子高齢化、これは全国ということではなくて、少子高齢化、例えば甲

府ですと定住人口に向けた少子高齢化対策を部局横断的に、ではこれはどういうふうに創出す

ればいいのか、子育て支援はどうすればいいのか、高齢者対策、観光誘致ということで、いく

つかの部局でそういった部は立ち上げております。総論的な部分で、なかなか具体的な施策の

有効策がなくても、やはり各自治体の本気度という中でそういった部分、このあとも交流人口

と定住人口と出ますけども、そこらへんの施策形成といいましょうか、どういうふうにお考え

でしょう。今、答えがありましたけども。 

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。 

 人口減少は２つあると思うんです。まず女性が産む子どもの数、これは自然的に下降気味。

それと今言ったように中央集中型になって、今ある人口が移動してしまう。その２つがあると

思います。特に今回の組閣で目立ったものというのは地方創生担当大臣、石破さんという一番

力を持った大臣がなられておりますが、ここでは地方の創生ということですから、地域に立脚

したいろんな、さまざまな施策、国の体験の中で出てくると思います。例えば子育て支援であ

るだとか、いわゆる出生の促進事業であるだとか、また魅力ある地域の創設だとか、まだこの

間、組閣がされて、今いろんな制度的なものは模索ということですが、市としてはさまざまな

私どもの部局横断的に拾い上げて先行必勝という、そこらも強い、市長から指示を受けており

ます。そんなような中身の中で横断的に政策を展開していきたいと、そんなことを考えており

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） 

 あとやはり市民提案をいかに引き出すかといった市民参加の政策、これはこれからは極めて

重要になるかなという部分で、従来の市民提案、また市民の話を聞くといった審議会ですとか

区長会、ワークショップですか、単に市民参加の手法や制度を導入してもなかなか市民からの

提案が得られないですとか、提案者が一部の市民に偏ってしまうというような問題点がある中

で、市民参加の新たな手法というものが、これから非常に大事になるのかなという部分で、例

えば対話する中での世論調査ですか、という部分も必要だと思うし、単にアンケートを送り返

すではなくて市民の意見を聞く、こういった部分も大事かなと思いますし、今年度の５月から

中央分権改革の中の１つで、内閣府が新たな手法として始めた地方分権改革における提案募集

方式の項目というのが非常に興味深く、まさに今後の自治体のチャートにもなり得る記述があ

りますけども、提案の主体は都道府県、市区町村等の地方公共団体でありますけれども、広く

格差の声を反映する観点から経済団体、各種関係団体、ＮＰＯ職員グループなどからの意見を

提案に反映するよう努めることが肝要だという部分がありまして、地方分権改革、今までなか

なか、これを機に市民目線での地に足のついた意見集約がなされることが必要だと思いますけ
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ども、当局としていかがお考えでしょうか。今までどおりでいいのか、もうちょっと今言った

ような部分、制度設計が必要かと思いますけどもよろしくお願いいたします。 

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 内閣府のその制度について、まだ不案内で具体的には見ておりませんので差し控えさせてい

ただきますが、何しても今言った市民ミーティングであっても、また出前学習会であってもちょっ

とＰＲ不足の感がありますので、さらにこれを広めて市民の中へ定着させて、押していきたい

なということを本答弁のほうでは述べました。そこらの中で努力をしていきたい。また内閣府

の関係については、ぜひ参考にさせていただいて引き出ものがあれば糧に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） 

 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 いずれにしましても合併１０年、倉嶋市政２年経っている中で、もう少し分かりやすい言葉

で年寄りの方から子どもまでわくわくドキドキするような、キャッチコピーといいましょうか、

簡単なフレーズを情報発信し続けていただきたいということを強く求めるわけであります。 

 続きまして２問目、地域特性を生かした交流人口の拡大に向けた具体策について伺います。 

 先ほどの増田レポートでの地方都市の人口減少、少子高齢化が進む中で都市の活力の維持や

行政サービスの安定的な供給のためには、歳入の確保に向けて定住人口増加につなげるための

交流人口が大事でありますが、それに行き着く交流人口、こちらも大変重要になろうかなと思

うわけでございます。言うまでもなく活力ある魅力的なまちづくりと地域活性化の推進には観

光客を誘致することより交流人口の拡大を促すことが重要であります。温泉と農業を融合させ

た観光施策は飲食業や宿泊業、旅行業以外の観光には直接関係しない他産業の波及効果もこれ

は極めて大きく裾野の広い産業であり、地方の景気が低迷している現状で、地域における消費

の増加や新たな雇用の創出など、幅広い経済効果が期待されます。すなわち総論的な温泉、グ

ルメ、花ウォークですとかきらめきやすらぎのハーモニー、これをいかにピンポイントを絞っ

た具体策、特色を生かした実現可能な産業の構築が必要でありましょう。 

 そこで伺いますが、交流人口の拡大の重要性に関し市はどう判断、分析しているのでしょう

か。また交流人口を増やすための誘客に向けた市場調査、ニーズ調査とその分析および具体的

施策実現に向けた取り組みをお聞かせください。 

 さらに地域特性を生かしたもっと積極的な、例えば環境に主眼を置いた修学旅行などの教育

旅行の誘致、温泉を活用した滞在型療養先進地の実現、農業体験型誘客、スポーツ大会の誘客

など、いまひとつ進展しない部分もあります。費用対効果が見込める提案に対しては、思い切っ

た財政措置も必要でありますが市の見解と具体策をお聞かせいただき、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。 
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 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お答えします。 

 はじめに交流人口拡大の重要性についてですが、定住人口の減少は首都経済圏と相対的な課

題であると言えますので人口流出を止めるには非常に難しい課題であると認識しております。 

 笛吹を「来て、見て、知って」いただくこと、すなわち交流人口の拡大が地域経済を活性化

させ、ひいては定住につながるものであると考えております。空き家バンクや就農支援など定

住促進につながる施策とともに観光、農業や笛吹の自然、歴史や文化、地域づくりなどさまざ

まな取り組みを発信することが交流人口の拡大につながるものと考え、積極的な取り組みを検

討してまいりたいと考えております。 

 次に誘客拡大に向けた市場調査等の具体的な取り組みについてですが、市場動向調査につき

ましては、７月に実施しました公募型プロポーザルにより選出された業者が今月中に調査を実

施し、結果の取りまとめを行う予定となっております。調査はインターネットのフェイスブッ

クとツイッターから発信する方法と石和温泉駅等で実施する従来どおりの対面調査でございま

す。いずれも本市に関心のある方への調査ですので、より現実的な回答を得ることができます。 

 今後は調査結果をもとに観光関係団体等で組織する勉強会を実施し、具体的な観光施策への

展開へ結び付けてまいります。 

 次に財政措置の必要性に対する見解と具体策についてですが、市では観光振興のためにさま

ざまな方法や手段を用いて必要に応じた財政措置を講じながら取り組んでおりますが、今のと

ころ抜本的な解決策に至ってはおりません。 

 今、市内にある旬の素材として、リニアに目を向けリニアの見える丘整備構想として市内３カ

所をリニアビューポイントの観光資源に磨き上げるべく、取り組み始めたところでございます。

事業費約２億円を措置して整備し、笛吹市や山梨県の観光の拠点に育て上げたいと考えており

ます。 

 また今月実施します観光市場動向調査に基づいて開催される勉強会で、より確実に観光振興

につながる具体的な観光施策が導き出されることを期待し、必要に応じた財政措置を講じてい

きたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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） 

 今の観光施策、立ち上げるための情報収集などの分析、これはあくまでも分析を業者とかそ

ういった部分に丸投げするんではなくて、いろいろまた市民の声、観光関連、大勢の方の意見

も交えながら導いてほしいということと、当然また定住人口、交流人口ということで市長自ら

も笛吹市の魅力を感じてお住まいになったということで、当然、経験者としていろいろ、旗振

り役としてまたいろんな場面で情報発信していただきたいということでありますし、あと、例

えば交流機会、例えば数字に表さなければ、ある部分、この自治体経営ということで会社の形

態は違うんですけども、具体的な例えば総合計画も、後期計画が２５年から２９年の真っ只中、

始まったばかりでありますし、いろんな総合計画、すべての施策に数値目標というのが出てい
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ますね。三段構想の一番下の部分になるわけです。これはまさにいかに達成するかというのが

大事になる中で、例えば友好都市交流事業への参加、市民数ですとか、果実郷と石和温泉、年

間観光客数、平成２６年３３０万人、石和温泉宿泊客数は今年度８７万人、企業誘致も今年度

４社、フィルムコミッション誘致は１６件、今年度。こういう部分もるる数字になっているわ

けで、ここらへんの数値目標を達成するためにいかに市民、また関連団体と意思を１つにする

か、数値目標を達成することが極めて大事だと思うんですね。そんな中だと今、フィルムコミッ

ションですと、わが市から出た辻村深月さんと監督も山梨県の「太陽の坐る場所」、そんなも

のも大々的に宣伝もしていますし、やりようでいくらでも市の本気度、数値も目標を達成しな

ければならない、いくらでもわくわくドキドキするような観光施策というものが出ると思うん

ですけども、そこらへんいかがでしょう。数値目標を達成する重要性の認識に関してお答えい

ただきたいんですが。 

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） 

 やはり数値目標は可視化できますので、非常に大切だと思いますので、われわれも総合計画

の中でいろいろな数字を挙げながら、それぞれ目標に向かって進んでおります。やはり目標と

いうものはなんにとっても必要だと思います。雪害につきましてもできれば１００％と思って

おりますが、やはり諸般の事情でなかなかできないことがございますので、また絵に描いた餅

になってはいけないと思いますので、今回総合計画の中でわれわれの所管するところとすれば

人々の交流を盛んにする、もてなしの心あふれる観光地づくりとか、桃・ブドウ日本一の誇れ

る魅力的で安定的な農林業づくり等で数値目標を達成するように掲げておりまして、多くの者

が達成できております。具体的な数値の報告についてはまたの機会にさせていただく中で、や

はり目の前に可能性のある数字を立ててするということは非常に大切だと思いますし、モチベー

ションも上がりますので、今後も数値目標を掲げながら対応に取り組んで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） 

 また新しい取り組みも大事でありますけども、既存の今ある部分をもっと大きく発展させる、

交流人口ということで、今回インターハイですか、開催されましたけれども、笛吹市も１万人

来たということで、今の経済団体である商工会ですとか旅館組合、観光協会でどのくらいの経

済波及効果があったのか。今、徹底的に調査しています。限られた業種が潤ったという話もあ

りますけども、これなら毎年やったほうがいいよねと。いろんな部分で。宿泊先、またコンビ

ニ、外食ですか、ある部分の交通機関ということで、こういう部分、誘客ですか、各種団体、

例えば今、全国大会、関東大会とかスポーツ、例えばゲートボールにしても誘客してあるわけ

ですけども、例えば１泊で平均３万円弱お金を使う。日帰りでも１万円弱。交通機関ですとか

宿泊、外食、土産、すべてのものをやればそのくらいくるわけですから、これは１万人といえ

ば今回、億単位になるわけでありまして、今、開催されている、例えば全国大会の一部補助と

か、例えば宿泊団体の一部補助ですとかこういった部分、もっと必要なのかなと。全国大会で
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なくても関東大会以上は宿泊しろとか、そういった補助、フォローアップというのは今どのよ

うにとられているんでしょうか。 

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だと思います。全国規模の大会を開催する場合につきましては、補

助等をしております。また、関東大会につきましても補助をするような形で取り組んでいると

ころでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今、取り組んでおると、具体的な案は出ているんでしょうか。例えば団体、いくら補助する

とか、宿泊のあれ。それを分かっている範囲で教えていただけますか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 ちょっと今、手元に資料がございませんが、たしかに今年度中ですか、全国大会ではなかっ

たんですが、関東大会を実施した場合について補助をさせていただいた記憶がございますので、

資料等いかがいたしましょうか、その大会名を挙げるような形でご報告させて、また委員会で

よろしいでしょうか。はい。では、委員会のときに資料として提供させていただきたいと思い

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 あと外国人誘客ということで、今、例えば外国語のパンフレット、活字とかそういうものは

どこでもやっている、Ｗｉ－Fｉとか同時通訳をする機能ですか、ここらへんでまた全然、ター

ゲットとして、目的地として変わってくるかなと思うわけですけれども、そこらへんのＩＴ環

境の整備ということで、当然、日本人、県外そうですけども、そこらへんのＩＴ環境の整備、

誘客に向けた、そこら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） 

 議員のおっしゃるとおり、外国のパンフレットもわれわれも作っておりますし、ＩＴ、非常

に素晴らしい技術がわれわれの身近にきております。スマートフォン等でも喋ったものが、そ

のまま外国語で発音するような状況ができておりますので、それにはやはり海外の方、インバ

ウンドの方は通信網をお持ちでございませんので、今はレンタカー会社とルーターという無線

を通じるものをレンタルするところや、市におきましても産業観光部の席に来ていただきます

とＷｉ－Fｉが自然につながるような環境も整えてございます。また自動販売機にも近くに行
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くとつながるようなＷｉ－Ｆｉの設置されたものについて順次、拡大するようなことで業者と

問い合わせをしているところですが、まだまだ生産台数が少ないということで、市内にはまだ

置いてございませんが、いわゆる直売所等、市が影響力のあるところにつきましてはＷｉ－Ｆ

ｉ機能を持った自動販売機等も設置しながら、ＩＴ化による観光客の誘客に努めていきたいと

思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今年の夏は暑かった分、果物も非常に甘いということで、まさに大勢の人に来ていただいて

人も物もお金がぐるぐるまわるような、名実ともに実りの多い秋になることを祈念しまして質

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、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、大久保議員の関連質問をさせていただきます。 

 合併して１０周年、笛吹市の総合計画を最初に策定したときに将来の人口は増えていくとい

う想定がされていまして、私は策定委員の一人として非常に不思議だなと思ったことを今でも

覚えています。それがあと１５年もすれば６万人。２５年すれば５万６千人という推計が出て

います。人は減っていく中で行政もダウンサイジングしていかなければならない。これはもう

このように進んでいくという方向性は、私たちそれぞれ共有していかなければならないだろう

なと思います。 

 ましてや総合計画を策定したときに、１０年後、予想を超えるスピードで人口が残念ながら

減って７万１千人ということですから、やはりこれから特例措置もなくなっていく中で本当に

地に足をつけたこの笛吹市行政が動いていくためには、私たち市民が私たち自身でできる地域

の活動、コミュニティの活動、これがしっかり支え合って共に担っていかなければならないと

思っています。そういう意味ではやはり一方で行政にはあれもやってくれ、これもやってくれ

といろいろな要望、希望が寄せられるわけですけれども、平たく言えばない袖は振れないとい

う状況にもなってくると。こういう中で、そうは言っても地域が活性化というようなキーワー

ドで言われるような賑わいがあって、また私たちがそれぞれ支え合って生きていくためには、

そういった人材がやはり必要なんだろうなと思います。 

 笛吹市にはそういったその地域の、いわばクリエイティブな意味での創造をしていく、地域

おこしをしていくという人材がいないとは思わないわけですけれども、もっともっと育ててい

かなければならないんではないかなと、こんなふうに思います。 

 市としてもそういった方策は取られているんだろうと思いますけども、具体的にそういった

人材が十分にいるというふうに認識をされているのか。あるいはそういった取り組みもされて

いると考えられているのか。そしてまたそういった方々がまだまだ足りないと考えているので

あれば、その原因というのはどんなところにあるのだろうかというふうに認識されているのか、
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ご見解をお聞きしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えいたします。 

 今、志村議員のほうから幅広い人材についてのご質問をいただきました。 

 笛吹市内には人材があると私も思っています。今の人、これも大事な人材なんですが、これ

からの笛吹市を担うというような意味合いの中で、今、教育委員会を中心にリーダー養成の事

業等も継続的に起こしておる状況です。 

 それと、いわゆるわれわれはたまたまここへ住んでいますから、ここの良さ、ここの幸せ、

よく分からない部分がございます。外から来られる方、これの実は掘り起こしについても、実

は総務省あたりで地域おこし協力隊等々の事業なんかを今、打ち出して、それを採用している

県内の市町村も数があります。実は具体的には私ども、来年度それを取り組みたいなと、検討

したいなというようなことを考えております。 

 おっしゃるとおりすべての俎上は人でございます。総合計画、その大事なフレームが若干狂

い始めてきております。ご意見をいただきながら、また次につなげ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） 

 地域おこし協力隊というキーワードも出ましたので、来年度ぜひ笛吹市としても手を挙げて

いただいて、地域おこし協力隊の受け入れを進めていただきたい。前回の議会でも地域おこし

協力隊、あるいは農水省の都市農村交流、こういった取り組みをぜひ積極的に活用していただ

きたいというご提案も申し上げました。やはりその意味では笛吹市のほうが若干、余裕がある

というふうに受け止めていいのかどうか分かりませんが、山梨市や甲州市のほうが一歩先に出

ていると思います。 

 またもう一方で、その地域の中でまちづくりの活動をする方たちの１つのウィークポイント

としては、それで生計を立てていけないというところにあります。豊富な経験等を生かして地

域のよさを市外、県外にもＰＲしていくためにはそれなりの活動の費用も必要ですし、またそ

の営業力、あるいはコーディネート力が必要になってきます。こういった方たちを１つの手法

としては任期付き職員で雇用する、あるいは兼職可能な嘱託などの非常勤の職員として採用す

るというふうな手法も期間限定的には可能かと思います。市の主要なプロジェクトについても

こういった方をこういう形で採用するということも１つの考え方かなと思います。ぜひこのへ

んもご検討いただけたらと思います。ご見解があればお願いいたします。 

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） 

 志村議員の関連質問にお答えいたします。 

 市の任期付き採用職員、制度的には十分可能と考えますので、幅広い人材確保といった観点

から今後、適切に対応していきたいと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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。 

 まず８月の広島県で起きました豪雨災害において非常に多くの尊い命が失われた災害に対し、

亡くなられた方々に心からのご冥福と被災されました方々に心からお見舞いを申し上げるとこ

ろでございます。 

 一日も早い復興・復旧を願いたいところでございますが、地球規模での気候変動に伴いまし

て、さまざまな災害がいまや世界各地で日常のように起こっております。 

 そんな中、本県、本市においても先の２月の豪雪の被害に見舞われ、農業施設の被害、市民

の日常生活に多大な影響を与えるような被害がもたらされましたところでございますが、その

中で市民の皆さんの協働、協力の精神を持って必死に自助・共助により近所・地域を助け合い、

また雪害ボランティアセンターの立ち上げも行い、助けを必要とされる市民の方々に行政の支

援を受け社会福祉協議会、民間の運営により除雪等のサービスを提供したところでございます。

市内外から大勢のボランティアの活動には市民の高評価もいただいたところですが、雪害から

約半年を経過した今日、民間ボランティア団体、社協等で当時のセンター設置に対する反省と

今後に向けての検証、それによりますと本市では常設のボランティアセンター設置とその必要

性が改めて強く切望されております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 約３年ほど前、仮称、笛吹市ボランティアセンター、市民活動支援センター設置の意見集約

がボランティア連絡会においてなされ、その間、市担当課ともたびたび協議、また先進地の視

察等、さまざまな場において話し合いがなされてきております。なかなか、その中でも実現に

は至っていないのが現状でありますが、市は設置の実現に向けてどのように考えているのか、

お伺いをいたします。 

 まず１番目、仮称、笛吹市ボランティアセンター、あるいは市民活動支援センターの設置・

開設時期の市の目標についてどのように考えているのか、お伺いをいたします。 

 次に２つ目、設置に向けては２つの部、市民環境部と保健福祉部等が関わっていると思いま

すが主管となる部署はどちらか、お伺いいたします。 

 次に３つ目、笛吹市ボランティアセンター、市民活動支援センターの設置をしたなら運営の

役割分担等のイメージを持っておられるのか、お伺いいたします。 

 続いて４つ目、笛吹市ボランティアセンター、市民活動支援センター設置場所についての質

問ですが、その拠点、あるいはどこか具体的にその場所の検討に入っているのか、お伺いいた

します。 

 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） 

 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。 

 はじめにボランティアセンター設置・開設時期の目標についてですが、笛吹市第２次地域福

祉計画および社会福祉協議会策定の第２次地域福祉活動計画では、平成２８年度までにボラン

ティア活動の拠点づくりに取り組むとされており、社会福祉協議会が中心となって市の関係課

と協力し、設置に向け検討会議を進めております。設置場所や設置後の管理など解決すべき課

題が山積みしているため、現在検討している段階でございます。 

 次に設置に向けて主管となる部署についてですが、ボランティアセンターの設置については

福祉を統括する保健福祉部、防災を統括する総務部、市民活動団体を支援する市民環境部が、

これまで社会福祉協議会と検討協議を重ねてまいりました。ボランティアセンターの内容は多

岐・多様化しています。 

 市民が主体となって取り組む活動を促進するため、ボランティア・ＮＰO等の市民活動を支

援しなければなりませんので、市としては市民活動支援課が中心となるかと考えております。 

 なお災害ボランティア、福祉ボランティア等の関係もありますので、福祉総務課・総務課な

ど関係部署が連携して対応してまいります。 

 次に運営の役割分担等のイメージは持っているのかとのご質問ですが、ボランティアセンター

を設置後、市は住民が主体となって取り組む活動を促進するため、ボランティア団体やＮＰＯ

等の市民活動を支援し、社会福祉協議会ではボランティアコーディネートを強化し、新たなニー

ズの発見や活動場所の確保に努め、当面は社会福祉協議会事業の業務範囲の中での管理運営を

していき、将来的にはボランティアが自立した組織として運営していくことを考えております。 

 次にボランティアセンター設置場所についてですが、ボランティアセンターを新たに建設す

ることは財政的に困難ですので、公共施設白書を踏まえ公共施設の利用状況等を精査しつつ、

拠点となり得る施設を検討している段階であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 部長には丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございます。昨年の４月、ボランティア

グループひまわりの会という総会がありましたが、その席上についてを市長にお伺いをいたし

ます。 

 直接、市長に設置要望が直訴されたと聞いておりますが、それに対して市長はこういうふう

に答えられました。必要なセンターの青写真を市民の皆さんで描いてほしいと、そのように述

べられたというふうに理解していますが、市長がそのような発言をされるということはご理解

をいただいていると解釈をいたしますが、それでよろしいでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 どのような言葉を発したかはあまり記憶がありませんけども、ただ何事も市民のアイデア、
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市民の力、それが一番大事であると、そういう考え方からその考え方で発言したんだろうと思っ

ております。 

 神宮司議員のご趣旨はよく理解いたしますけども、別にこれは箱物を造るという話ではあり

ませんけれども、かつて私が在籍した役所でたくさん、日本全国に箱物を造ったんだけれども、

なかなかそれが上手に目的どおりに運営されていないという実態があって、ずいぶん批判を受

けました。現実問題として、そのような建物が本来の目的どおりになかなか動いていかないと

いう実態はたくさん、そのへんでも見られます。ですから皆さんの要望で造る以上は本当に責

任を持って、例えば夕方の６時から８時までは誰かが必ず常駐していようねとか、そういうぐ

らいにしっかりと覚悟を持った提案をいただければというのが私の気持ちであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 箱物を造る話はのちほど出てきますが、そういう話ではございませんが理解をいただいてい

るというふうに解釈します。 

 私も恐れ多くも３．１１、東日本大震災の発災後から笛吹市の物資支援センターの開設にボ

ランティアの一人として関わらせていただきました。約半年間ではありましたが、市の当局、

社会福祉協議会の方々と協働して多くの福島県をはじめとする避難者を支援させていただきま

した。そしてまた今年の春、わが町を襲った豪雪に対し社協を中心として市内ボランティア、

笛吹のＪＣ、またＮＰＯ等が協力をいただき石和町の清流公園のある施設で施設外ボランティ

アの会を立ち上げました。 

 大変雪害でお困りになっているお年寄、あるいは障害者の家庭等に除雪のボランティアをし

てまいりましたが、これら笛吹市ではこの３年半の間に二度のボランティアセンター開設があ

りました。それからセンター閉設後、その都度、検証会が行われましたが、そこで出た意見の

中に３．１１のときには４月５日にセンターが開設。実に発災から２５日を要しております。

このたびの豪雪に関しては豪雪が２月１４日、１５日でしたでしょうか、センター開設が２月

２０日、約５日間かかっておりますが、３．１１の開設までに多くの日数を要してしまった反

省の上に立って検証してみたときには、あの豪雪を考えると速やかに開設に至ったというふう

に私は考えております。 

 検証の中でそれでも開設をもう少し早くできなかったか、それから常設でなかったためにＯ

Ａ機器の設営、その設置に時間を要してしまったこと。緊急的措置のため、ボランティア同士

のコミュニケーションをとるのになかなか苦労した。それらの反省が多く出されました。これ

ら二度のボランティアセンター開設を踏まえまして検証した中、この間、多くの市内ボランティ

ア団体から常設型の笛吹市ボランティアセンター、市民活動支援センターの設置が切望されて

きました。常設のセンターがあったなら、初動活動がもう少しスムーズにできたであろうとい

う声も聞かれますが、市のほうではどのように考えますか、いかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ３．１１、それから大雪の雪害というようなことで、ボランティアの方々にはたくさんご協
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力をいただきましたけども、非常に市民の方々にも喜ばれたということでうれしく思っており

ます。ただ設置につきましては今、議員さんがおっしゃいましたように、日にち等につきまし

ては若干要しましたけども、常設と言いますとやはり災害ボランティアだけではなくて、私ど

ものほうの管轄といたしまして考えておるのは、市民活動全体的なボランティアということで

捉えておりまして、その中の災害のボランティアにつきましては一部分というような捉え方を

しております。されど災害等につきましては、すぐに対応しなければいけないという面もござ

いますから、常設すると言いましても、なかなか場所が今のところはっきりしませんで苦労し

ておりますけども、災害が起きた場合には速やかに翌日、あるいはその翌々日ぐらいにはもう

設置できるような状態をつくらなければいけないと思いますので、また災害等の担当部署とも

連携を図りながら検討してまいりたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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。 

 つい先日、今月のはじめですけども山日新聞、９月３日付けに笛吹市社会福祉協議会では、

これですけども「先の豪雪時に開設したボランティアセンターの検証を実施。今後のセンター

設置時における運営マニュアルを作成した」とこの記事に書いてあります。このことイコール、

いざ発災のときには、すぐにも支援ができるような拠点がほしいということも訴えているよう

に私は感じがしております。 

 仮称ですが、笛吹市の常設型のボランティアセンターは市民活動支援センターも兼ねるとい

うふうな兼ね合いもありますけども、これは子どもから高齢者まですべての市民が活動できる

ボランティアについての情報の収集、また活動内容を紹介しコーディネート、調整をしていく

ということで、多くの市民に参加の機会を提供する場等の役割もあると思います。そしてセン

ター設置のためのボランティアの要請をそこで行い、また運営する市民ボランティアを社協担

当者が支援をし、公私共同の市民活動支援の役割にもつながると私は考えています。 

 そのように考えますと、部長お答えのようにまだまだ先の予定だということを言っていない

で、今、社協ですとか市民のボランティアの方々、ＮＰＯ団体等が一気に、ここ意識が高揚さ

れている今、そういうことを設置するのが時期ではないかと考えていますので、そのへんの考

えはいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 先ほども申し上げましたように、災害についてはいつまでというようなことが分かりません。

いつ発生するか、待ってはくれませんからすぐに対応するようにはいかないとは思います。そ

れにつきましては、先ほどの答弁と同じようになりますけども、できるだけ速やかに早く設置

できるように努力を重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
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〇２番議員（神宮司正人君） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 センターはどこか新しい土地を求めて、そこに大きい建物を建てるというふうな考えは私ど

も全然考えておりませんが、昨年でき上がった公共施設白書、それにより市内にあまり活用さ

れていない公共施設等がかなり明確になってまいりました。そのうちのどこかの建物、あるい

はフロア、あるいは空きスペース、そういうところを有効活用して常設型のセンターを切望し

ているわけでありますので、ぜひご理解をいただきたい。新築するわけではありませんから、

ただやる気にさえなれば、それほど時間がかかるとは私は考えておりません。ぜひ市長、理解

を示していただいて、来年の４月、開設に向けてひとつそのような決意をいただければありが

たいと思いますが、よろしくどうぞ。 

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） 

 ただいま議員さんのほうからご依頼がございましたけども、社協のほうでは今月、設置、運

営訓練の打ち合わせということも設定されております。そのようなことを踏まえまして、確実

に来年の４月までということを今、申し述べることはちょっと差し控えさせていただきたいと

思いますけども、できる限り早く対応したいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。次の会議のときでも結構ですので、ぜひ力強く４月からというふう

に答えを出してください。 

 それでは時間がありませんので、次のＤＶの問題についての質問に移らせていただきます。 

 男女共同参画社会の実現は、日本国憲法の理念でもある個人の尊厳と法の下の平等に基づく

普遍的な課題であります。また少子高齢化・超人口減少社会への移行、国際化の急速な進展な

ど、社会経済情勢の急速な変化に対応しながら豊かな社会を築き上げていくためにも、女性の

社会参画をより促進し、社会全体としてその能力を有効に活用していく必要があります。 

 そこで、述べたような考え方に逆行するようなＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）につ

いて本市の状況をお伺いいたします。 

 まず、本市における配偶者からの暴力に関する相談件数の推移はどうなっているのか、お伺

いいたします。 

 ２つ目、ＤＶに対する市の対応とケアは現在どうされているのか、お伺いいたします。 

 ３つ目、ＤＶは本人だけに留まらず、子どもへの虐待、さらに親族へのなんらかの暴力に及

ぶことが多いと言われておりますが、この問題は不登校の子どもとの兼ね合いはあるのか、本

市児童虐待の現状についてお伺いいたします。 

 ４つ目、市はＤＶの問題に対して配偶者暴力支援センターとしての機能を果たすよう努力義

務があると思いますが、そのような考えはあるのかお伺いいたします。 

 ５つ目として、本市の男女共同参画推進審議会・委員会では、このような問題に対して真剣

に取り組みが行われているようですが、今後これらの審議会や委員会の意見を合併１０年の節
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目の機会にどのように市の対策と連携を進めていく考えか、お伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 

 答弁を、前田市民環境部長。 

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。 

 はじめに配偶者からの暴力に関する相談件数の推移についてですが、本市での直接な相談は

ござませんが、山梨県立男女共同参画推進センターぴゅあ総合のデータによりますと平成２４年

度が延べ３１件、２５年度が延べ２７件でほぼ横ばいで推移しております。 

 次にＤＶに対する市の対応とケアについてですが、市の対応としては電話や面接による相談、

他の相談機関からの紹介などを受けて必要に応じて女性相談所への一時保護への支援、母子生

活支援施設への措置対応、警察への通報の助言、住民基本台帳へのＤＶ支援措置等、関係機関

と連携しＤＶ被害者への支援を行っております。 

 次に不登校の子どもとの兼ね合いと児童虐待の現状についてですが、市福祉事務所家庭児童

相談室で扱ったケースにおいて、ＤＶ問題で不登校になるケースは潜在的にはあると予想され

ますが、現在確認はされておりません。 

 本市児童虐待の現状につきましては、昨年度児童虐待相談対応件数が９０件ありました。 

 虐待の早期発見・重篤化の防止には、見守りや相談機能の強化が大変重要であると認識して

おります。市では虐待やいじめ、不登校、発達障がい、引きこもりなどさまざまな問題を抱え、

支援を必要としている家庭や子どもに対しまして家庭相談員２名、自立支援員１名を配置し、

保健師などの関係担当と連携をとり支援体制の強化を図り対応しております。 

 次に配偶者暴力支援センターとしての機能を果たすための考えについてですが、支援センター

の業務に緊急一時保護対応があります。この対応は配偶者暴力相談支援センター、山梨県女性

相談所でありますけども、その機能を担っております。利用者の安全対策に特別な配慮が必要

であり、市内での対応は難しい場合もあり広域保護の調整等が必要となるため、市において支

援センター業務機能を果たすことは難しいと考えております。 

 次に施策と連携をどのように進めていくのかというご質問ですが、第２次笛吹市男女共同参

画プランの中に重点目標の１つとしてＤＶの根絶があります。具体的施策としてＤＶの学習を

深める。家庭内暴力の根絶に努めるとあります。男女共同参画推進委員会家庭部会では２４年

６月にＤＶ学習会の開催、同年１２月に市民の皆さんにＤＶが身近な問題であることを知って

いただくためパネルシアターを作成し、２５年２月の市民協働フォーラムで上演するなど周知・

啓発に努めてまいりました。 

 市としましては今後も審議会・推進委員会と連携しながら、第２次プランに掲げる具体的施

策の推進に必要な情報収集や調査・研究などに取り組み、男女共同参画社会の実現を目指して

まいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 
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〇２番議員（神宮司正人君） 

 １問目の質問に対しまして、本市への相談はないというふうにお答えになられたように感じ

ていますが、本当に直接市への相談はなかったんでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ＤＶに関しまして、窓口は今、市民活動支援課で行っておりますけども、そこには直接的に

はございませんでした。 

 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） 

 私が入手しました第３次山梨県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計

画ということで、今年の３月、発行されました最新版がありますけども、たぶん担当課のほう

にはどこかにあると思いますけども、それによりますと県の女性相談所、ぴゅあ総合の２施設

にＤＶ等の相談が寄せられた件数、これは平成２３年度の統計で１，６９８件、平成２４年度

には１，２４６件と減少に転じてきておりますが、平成１４年度の約４．６倍と依然高い状況

で推移をされている。その分、今度は山梨県警察が配偶者からの暴力に関する相談等を受けて

対応した件数、これは平成２４年度は１９０件となっていまして平成１４年度の約２．５倍、

これば右肩上がりで上がっています。このことは何を意味するか、なかなか表に表われにくい、

そういうＤＶが、私なりに考えますと市や県ではなかなか埒があかない、それで直接警察のほ

うに訴えるということがあると思いますが、そのへんはいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 

 たしかにおっしゃるとおり警察署等への相談件数は増えております。議員のおっしゃるとお

り直接的に加害者等への措置等につきましても警察署等のほうが素早い対応ということも１つ

にはあるかと思います。あと県の施設等につきましても、一時保護とかそういう関係の相談ご

となどが主でございますので、なかなかその点が思うようにいかないということで、そんな数

字になっているというふうに認識しております。 

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） 

 本市であってもこの問題、大変重要な問題として捉えております。暴力によって力の弱い弱

者、特に女性や子ども、障害のある方に対して命の尊厳を踏みにじるような社会であってほし

くはありません。 

 それから不登校の問題ですが原因を調査されておりますでしょうか。不登校がどのような原

因があるのか。ＤＶの影響があったのか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
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〇教育長（坂本誠二郎君） 

 神宮司議員の質問にお答えいたします。 

 各学校では月に一度、不登校の児童生徒数について教育委員会のほうに報告があり、それを

また県のほうに報告をしているわけであります。中身につきましては不登校、それから病気、

その他というふうに分けて統計を取っているわけでありますが、非常に特に虐待というふうな

ことについては先ほども前田部長のほうからも話がありましたように、非常に見つけにくい、

分かりにくいということが現状でありまして、各学校でも月に一度、職員会議のあと教育相談

担当、あるいは生徒指導担当等が不登校の児童生徒について報告をするわけでありますが、そ

こであがってくるということはここ１、２年の間、虐待について不登校ということはありませ

んでした。また笛吹教育相談室、あるいは学校教育課、そして保幼小中連携会議という中でも

特に保育所や幼稚園の先生方からも幼稚園時代、保育所時代どうだったのかということも聞き

取りをして連携を深めているわけでありますが、今後やはり大変な問題ですので、今まで以上

に気を配っていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 なかなか原因がつかめない部分もこういう問題がございますのでよろしくお願いいたします。 

 また親が家庭内暴力で仲が悪ければ自然とその子どもたちは学校にも行きたくないだろうし、

つまらないから不登校にもなっていく。小さいころからそういう経験をして育っていった子ど

もたちが将来、大人になったらどうなるかということで、その点、ぜひＤＶ、これをこの市か

らなくしていきたいなというふうに私は考えていますが、それから４番目の質問で、部長のほ

うはセンター機能等を果たすことが難しいと考えていると。難しいということではなくて、こ

ういうのを見ますと、市も積極的に県と連携して、市がやっていく努力義務があるというふう

に思っていますので、これはお答えいただかなくても結構ですので、担当課のほうとそれぞれ

検討しておいてほしいと思います。 

 また最後に男女共同参画が叫ばれて久しく、合併１０年のこの節目、この機会に本市では男

女共同参画宣言都市、これを宣言されるようにも聞き及んでおりますが、名実ともに男女が平

等、対等に社会の中で共同できるような笛吹市であってほしいというふうに考えております。 

 最後に議会のこちら側には３名の女性議員がいまして、国の目標には及ばないかもしれませ

んが、かなり近いところまできておりますが、残念なことに私のほうで見ますと執行部側には

残念ですがあまりお見受けできません。このことも男女共同参画社会とはなんでしょうかとい

うことで問いかけをさせていただきたいと思います。 

 最後に市長さん、女性の登用について今後お考えはどのようにしていくのか、もう一度お願

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） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 市の職員の管理職への女性職員の登用とそういったご質問かと思いますが、男女共同参画の
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趣旨に則りまして目標を定め、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） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 どうもありがとうございます。できるだけ、そちらの席にも大勢女性の方が座っていただけ

るような時代になってほしいと思います。 

 それからＤＶの問題、これは百害あって一利もないと。最近は言葉での暴力とも叫ばれてお

りますが、ぜひ本市からＤＶを根絶できるような市に皆さんで努力していきたいと思います。

私も努力しますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、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。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 神宮司議員の質問の関連ということで質問させていただきます。 

 まずボランティアセンターですけれども、今聞いていてやっぱりちょっと全体的に熱がない

んではないかというふうに私は感じました。ボランティアというものの位置づけだと思います

けれども、これは私が言うまでもなく、ちょっと昔は自分の力でやる自助ですね。そして共助、

日本語でいうと共同体的なもの。そして公助、行政、公共が担うということで、かなりこれが

高度経済成長以前はそれなりのバランスを取っていたと思いますけれど、高度成長期を経る中

で、これは先ほど言いましたようにこの共助という部分が非常に貧弱になり、公助、自助、こ

ういうところへの市民生活というような形になってきたと思います。それは背景として高度経

済成長の中で非常に税収等が上がり、非常に豊かな成長時代、そういうことを背景としていた

と思います。言うまでもなく人口は減り、そして公助、自助ではなかなか立ち行かないという

現実に、特に２０００年あたりを境として人口減少に、そういう中で共助、コミュニティです

ね、そういうものが非常に重要になってきた。それがボランティア、縮めて言うとボランティ

アが中心になろうかと思います。そういう位置づけをすれば今後、財政は細っていくわけです

し、そういうあらゆるものを補っていくところは自分たちが、公共でできないものをコミュニ

ティ共同体で支えていくということをいち早くしていかなければならないと思います。その中

心になるのがボランティアセンターと言うと非常にちょっと特殊な、さっき言ったような災害

みたいなものになりますけども、むしろコミュニティセンターですね、市民活動支援という行

政が支援するということではなくて、まさにコミュニティとして自活する、自立する、そうい

うものとしての空間的な整備はぜひとも必要だと思っていますけれど、このへんについての、

できたら市長の認識を述べていただきたいと思います。 

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） 

 ただいまの関連質問でございますけども、共助という点で今、申し上げていただいたとおり

市民の活動のセンター的なもの、市民がいつでもどこでも寄れるということで場所を提供する
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というのも１つ、私どもの責務だと思っております。今、よっちゃばる広場といいますか、そ

ういう形で御坂の農村環境センターの一室を使っておりますけども、そこについては管理等の

問題等がありまして、なかなか自由に使うというのが困難ということもございます。 

 あとほかの場所等につきましても、いくつかは社協のほうとも協議しておりますけども、な

かなか思うようにうまい場所が見つからないというのが現実でございます。市長もそうだと思

いますけども、市民の皆さんが力を出していただいて、いつでも自由に使える、そういうよっ

ちゃばれる、そういう場所の設定、それが必要だと考えていると思いますので、そんなことで

うちのほうでもすぐ検討して入っていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 社協のほうも今、熱くなってやっていますので、行政はまだその先を行って、やはり先鞭を

つけていただきたいと思います。 

 ２番目のＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の問題ですけれど、特に子どもの児童虐待で

すね、家庭内における。これは教育長も言ったようになかなか見えにくい。むしろ配偶者、夫

婦間のほうは割合と見やすいけれども、その場合にやっぱり学校では先生方が一番最初に気が

付くはずだと思います。保育園だったら保育士の先生たち、このへんについてなんらかの教育

というのはおかしいんですけども、先生方に対するそういうものに対応するときの心構えなり、

あるいはこういうところに注意をせよというような取り組みを、保育園でもまた小中学校でも

しているのかどうか、そのへんについてお答えください。 

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） 

 先ほどの答弁でお答えしたわけでありますが、各学校にはスクールカウンセラーが配置をさ

れておりますので、児童生徒の相談等にはスクールカウンセラーが置いてあります。そういう

中で、児童生徒が私はこういうふうな虐待を受けているというようなことを言ってくれればい

いわけでありますが、先ほども申しましたようにスクールカウンセラーであっても非常に難し

いという問題を内包しております。 

 それから各学校では養護教諭がおりますので、身体測定のとき等に十分注意を払って見てい

るということは、各学校でも４月当初に確認をして進んでいるのが現状であります。保育所、

幼稚園等についてはちょっと私のほうでは分かりませんが、先ほども申しましたように連携会

議等々の中では意見交換をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 野澤議員の関連質問にお答えいたします。 

 保育所のほうでも保育士の研修会等で子どもの虐待の対応については当然、研修会で勉強し

ております。また所長会議とかが毎月ありますので、その中でも当然、共通の情報として話し
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合いを行ったりしております。あと市内においても保健師さんとの連携がうまくできておりま

して、健診の際などに気が付いた場合は保育士と保健師が連携をして対応にあたっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ありがとうございました。本当に子ども、しかも身内にいろいろされるというのは一番痛ま

しいわけで、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 特に学校の場合はスクールカウンセラーにしろ先生にしろ、要は相談できるかどうかという

ことは日常的に先生、カウンセラーを信頼できるかどうかということだと思います。その信頼

関係をしっかりつくらなければ、これは形だけあってもなかなか子どもは相談、あるいは実情

を話さないということですので、そういうことも含めて子どもたちとの信頼関係を築くように、

また取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 関連質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開を３時４５分から。 

休憩  午後 ３時３１分 

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

再開  午後 ３時４５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、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 公明党の川村です。行政当局のスカッとするような答弁を期待しまして、通告に基づき一般

質問をします。 

 １点目に、人口減少について伺います。 

 地方自治体の消滅は有識者らでつくる日本創成会議、人口減少問題検討分科会が５月に発表

した推計で明らかにされました。２０４０年に８９６の地方自治体が子どもを産む中心的な世

代である２０歳から３９歳の若年女性の数が半減し、最終的にその自治体は消滅する可能性が

あると言われております。８９６という数は地方自治体の半数を超えているため、社会に衝撃

を与えているのが現状であります。地方自治体が消滅すると社会の安全確保さえ困難になり、

経済の活力低下、社会保障システムの機能不全につながるからです。 

 人口減少社会は避けられない。しかし人口急減社会だけは英知を集めて避け、成熟社会に移

行させる必要があると強調されておりました。出生率向上を優先すべきか。人口の流出防止が

喫緊の課題なのかは、事情はそれぞれ異なります。出生率アップには子育て支援策を充実させ

る必要があります。若者が都市部に移住する地域では、雇用の場を増やさなければならないと

考えております。 
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 こういう状況の中で本市の現状と今後の取り組みについて、以下伺います。 

 １点目として２０４０年に自治体の約半数、８９６市町村で出産期にあたる２０歳から３９歳

の女性が半数以下になり、人口減少が加速し将来には消滅の危機にさらされるという発表をど

のように認識されているのか伺います。 

 ２点目として、本市の現状および将来の予測について伺います。 

 ３点目として、人口急減を避けるためには出生率の向上や先ほども言いましたように若者の

雇用の場を増やさなければなりません。トータルで魅力ある地域づくりに取り組むことが不可

欠です。今後の取り組みについて３点、伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに、日本創成会議が公表した「ストップ少子化・地方元気戦略」の中で全国の自治体

の半数が将来消滅の恐れがあるとされたことについては大きな警鐘と受け止めております。 

 次に本市の現状、将来予測についてですが、本市の人口は前回の国勢調査（２０１０年）時

には７万５２９人、うち２０歳から３９歳の女性は８，０４４人でありました。この推計で示

された本市の２０４０年の人口推計では５万３，５４０人、２０歳から３９歳女性の将来推計

人口は４，３４１人となっており、人口ではマイナス２４．１％、若年女性人口の変化率はマ

イナスの４６．０％であるとされています。本市はこのまま人口移動が収束しない場合におい

て将来消滅の恐れがあるとされた若年女性マイナス５０％に迫る推計値でありまして、決して

楽観視できるものではありません。 

 次に人口減少を避けるための取り組みについてですが、これまでも人口減少・少子高齢化社

会への対応は講じてまいりました。 

 子育て環境整備については子どもの子育て医療の枠の拡大、子育て支援センター事業、児童

館・学童保育の充実などのほか、出生前から出生後の子育て不安に対する支援など行政と子育

て支援活動団体が連携した取り組みも行っております。 

 また就労支援に関しては、ハローワークや商工会と連携した就職ガイダンスの開催、新規就

農者への支援にも取り組んでいるところであります。さらには今年度、笛吹市の魅力を発信し、

本市に定住していただくため、ふるさと納税のリニューアルや空き家バンク制度にも取り組ん

でおります。 

 しかしながら、先の人口推計に見られますような将来への不安は完全に払拭することはでき

ません。さらに強い危機感を持って魅力ある地域づくりに取り組み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。 

 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。 

 何点か再質問をさせていただきますけれども、日本創生会議の改善策として例えば従業員が
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子沢山の企業には社会保障負担などを優遇することとか、地方から都市部に向かう人の流れを

変えるために中高年の方への地方の移住を促すとか、今回、笛吹市では空き家バンク制度が発

足されますけれども、住宅政策とか税制上の優遇措置などが挙げられています。特に今までで

はなく、目に見える形で実施されることであれば一定の効果が期待されると思いますけれども、

何かそういった点で考えられているのかをお尋ねします。 

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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、やられている施策は本答弁のほうでお答えさせていただいたとおりなんですが、今

後の中身については、先ほどの大久保議員さんの一般質問でもお答えさせていただきましたが

国の動き、これがかなり重要になってくると思います。やはり自治体、施策を展開する上でちょっ

と財源的には厳しいものがあります。国の地方創生事業の中にどのようなものが含まれている

のか。ここをちょっと注視しながら、そこらへんの展開を可能であればやっていかなければな

らないのかなと、そういう認識でおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、部長の答弁の中で国がどのような施策を持っていくか、今後、課題として市としてやっ

ていくという答弁だったんですけれども、本当にこれからは、それぞれがそれぞれの立場で本

当に英知を絞って、知恵の出し比べだと思うんですね。その中で、今までもいろんな方のワー

クショップとかで検討されてきたと思うんですけれども、今後例えば笛吹市の未来を創造して

いこうというのであれば、意欲がある若手職員を中心に市内で職員のプロジェクトチームを立

ち上げるなどして、その中で人口問題に対する危機感を職員間で共有するとともに、市を挙げ

て横断的に市として推進すべき方向性を見い出すことも必要かと思うんですが、その若手職員

のチームを立ち上げるという、そういった考えはあるでしょうか。 

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。 

 今の動きとしては青写真的なことは今、ございません。しかしながら、これはもう避けては

通れない。全国的に避けては通れない事象だと思います。そこへ施策を横断的にこれは展開し

なければなりませんから、やはり今、プロジェクトというふうなご提案ですが、その類いのも

ので全庁的に考えていかなければならない問題だという認識はしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 この創生会議の中でも謳われておりましたけども、やっぱり大都市、一極集中化というのが
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現状だそうです。その中でやっぱり打開するためには、若い世代の流出を抑えるために例えば

市外から市内へ転入を呼び込む、今度空き家バンク制度も創設されますけども、そういった意

味で、ある自治体では若者世代の流入等、そこへ定住していただくということで、親元近居助

成制度という制度を設けている自治体もあるんですけれども、こういった制度を設けるという

ことに対して、今現状ですけどもお考えはいかがでしょうか。 

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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 今現状では具体的な施策はございません。しかしながら今この人口減少というのは、先ほど

申し上げましたが出生率、限定的な問題ですね、ここの解決と、いわゆる同じ器の中で本市へ

誘導する、もしくは本市から出て行くものを防ぐ、これは魅力づくりだと思うんです。ですか

ら施策の類いも２種類という考え方の中で、双方向で施策を展開していくということが肝要だ

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） 

 ぜひ、今、若者世代では１．８の出生率を希望するというふうになっておりますし、その希

望をかなえる意味でも、やっぱりこれからの各自治体の知恵比べと思います。そういった意味

でも、そういった観点からもお願いしたいなと思います。 

 それからもう１つ、提言の中に集落地域では地域を守る砦となる小さな拠点として商店や診

療所などの日常生活に不可欠な施設、機能や地域活動を行う場をとにかく歩いて動ける範囲に

集約するとともに、これを周辺に結ぶ、今、笛吹市でもやっていますけども、デマンドバス等

を充実させることが人口減少にもつながるというふうにいわれています。そういう持続可能な

地域づくりを推進するとありますけども、今現在もデマンドバスが大きく動いておりますけど

も、運行しておりますけども、今後もますます高齢化社会になるとその点もさらに充実になっ

てくると思います。２５年度の決算が出ましたけれども、そんな中でまたいろんな見直さなけ

ればならない点も多々あると思うんですけども、２７年度に向けて今、今後の運行形態として

なんらかの、どうされているのかお尋ねします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 いわゆる生活のための足ですね。今現在、笛吹市では基幹の交通網としてはバス路線、その

間を縫うようにフィーダー線として、いわゆるデマンドバスがあります。ただし、このデマン

ドはフルデマンドではありませんので、路線バスに近い格好での運行をさせていただいていま

す。今言ったようにだんだん核家族が進んで、特にお年寄の足がなくなってくる。しかもその

地域に一定の経済圏がないということになると、まちばへの移動の手段というのはそのフィー

ダー系のデマンドが有効だと思います。ご指摘のとおり、そういうところを整備していかなけ
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ればならないということは分かっておりますが、持続可能な予算というのが実はございまして、

今現在、来年度、運行予算については今年度まったく同じ数字のものを今、想定しております

が、ただ、今、笛吹市に現存しておりますバス路線の再調査をして見直しをして、合理的に運

行できないかというような調査を来年度させていただくという予定でございます。ですから議

員ご提案のことは重々承知の中で今の現状をお話しさせていただいて、ご理解をいただきたい

と思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、答弁の中で現状調査をして、さらに充実したデマンド交通にしていくということなんで

すけれども、今まで以上にまた違った意味で、どの点に力を入れてさらにアンケートをとった

中で、どういった方に、今までにアンケートをとらなかった方、幅広く取るとかいろんな方法

があるんですけれども、今までにない方法のアンケートの取り方がありましたら教えてくださ

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） 

 再質問にお答えします。 

 にわかに今までと違ったものと言われても、今、持ち合わせの材料がないんですが、ただ調

査の結果等を受けまして、より合理性、より効率性を追求していきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 今後もさらに人口減少は必ず徐々に起こってくる、進んでくるものだと思いますので、また

皆さんの英知を結集しながら、これを乗り越える１つの方法を検討していただければと思って

おります。 

 それでは２点目に移らせていただきます。民生委員・児童委員について伺います。 

 民生委員は厚生労働省から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。児童福祉法により児

童委員も兼ねております。日ごろから地域住民に寄り添い、高齢者の見守り活動や子育て家庭

への相談・支援など地域住民と行政をつなぐバイプ役として活動されており、その存在は必要

不可欠なものであることは言うまでもありません。そして困りごとを抱えた地域住民の最初の

窓口であり、最後の砦であるといえます。増え続ける一人暮らしの高齢者の家庭訪問や児童虐

待の早期発見など民生委員に期待される役割は多様化しており、業務量は増加しております。

厚生労働省によれば民生委員１人当たりの訪問活動は年間１６５回にのぼり、ほぼ２日に１回

の頻度になっております。 

 負担感の重さもあって民生委員を引き受ける人が少なくなっているのが現状です。今年４月

現在で全国の定員数約２３万６千人のうち、欠員は５千人を超えております。負担を軽減し、

なり手を確保しなければなりません。そこで本市においても民生児童委員の地域福祉および社
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会福祉事業に果たす役割は大変大きなものと考えますが、現状と課題について以下３点、伺い

ます。 

 １点目として、昨年１１月に改選されましたが活動における現状と問題点について伺います。 

 ２点目として、近年なり手の確保が難しくなっており、候補者の選出に各区では苦労されて

おりますけれども、定員充足の現状と課題について伺います。 

 ３点目として、超高齢化社会時代に対応するため民生委員の負担軽減と市内の高齢者が心豊

かに暮らせることを目的に、市単独で任用する民生・児童委員協力員の設置をすべきと考えま

すが、お考えを伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 

 答弁を、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。 

 はじめに活動における現状と問題点についてでありますが、近年の地域社会の状況は社会情

勢の変化等による地域コミュニティの希薄化、高齢者や単身者等の要援護者の増加、経済状況

の悪化による貧困問題など多くの課題がある中、民生委員・児童委員活動が果たす役割の重要

性や活動への期待が高まっていると考えられます。 

 本市では高齢者の増加に伴い買い物や通院の同行、ごみ出し等の日常的な支援や介護・介助

に関する相談活動が年々増加し、民生委員・児童委員への大きな負担となっているのが現状で

新たな担い手の確保が大きな課題となっております。さらに全国的に民生児童委員の６割が６年

未満の経験であり、その経験の少なさが民生児童委員の感じる負担につながっているとの報告

もされております。 

 本市においても今回の改選によりまして６割が新任委員となっており、県や市が開催する研

修会への参加や各地区の定例会を通じて、民生委員・児童委員の職務や心構えなどについての

理解促進を図っております。 

 次に定員充足の現状と課題についてですが、昨年１１月の改選時に主任児童委員の１名の増

員が認められ、現在、民生児童委員１９０名、主任児童委員１５名、合計２０５名の定数に対

し定数どおりの委嘱となっております。 

 民生・児童委員および主任児童委員ともに国の配置基準が決められており、いずれの地区も

基準定数を満たす人数の配置となっております。 

 次に民生・児童委員協力員設置についてですが、協力員の設置につきましては、県内で設置

している自治体は現在ございません。民生・児童委員の負担を少しでも軽減するためには主力

となっている高齢者の見守り、福祉関係の仕事の割合が非常に多いことに鑑み、本市では毎月

１回、地区ごとの民生・児童委員が集まる際には地域包括支援センター、社会福祉協議会から

職員を出席させて連携を図っております、民生・児童委員をバックアップさせる体制をさらに

強化してまいりたいと思っております。 

 協力員の選任方法や身分、職務の範囲など設置基準等に課題もたくさんあることから、今後

の検討課題と考えております。 

 まずは区長や地区役員をはじめ日赤、愛育班等、地域で活動をしている方々と民生委員が連

携を深め、相互に協力し合うことでお互いの活動をより円滑に進めることができると考えてお
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ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（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） 

 何点か再質問をさせていただきます。 

 今、本当に笛吹市においては欠員なく定員の皆さんが活動されているという中で、６割の方

が今回、１１月に改選があって新たにスタートしたと。その中で本当に民生委員さんにお聞き

しましたら、２月の大雪のときに、民生委員になって３カ月後に大雪があったということで大

変苦労されておりました。そういった中もありますし、そういった方をリーダー的にしていく

上で具体的にどういった方法で民生委員さんを人材としていくのか、具体的な研修とかを教え

ていただければありがたいです。 

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） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 

 民生委員さんの研修についてですが、それぞれ地区において独自の研修会、または視察等を

行って勉強会などを行っておりますし、今回、新たに民生・児童委員さんになられた方につい

ては県、または市の独自の研修会によりまして職務、または心構え等についての研修は行って

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） 

 民生委員さんにそれぞれお聞きしますと、本当に今までいくつもボランティアをしてきたけ

れども、やっぱり民生委員となると重みも違うし、自分自身の心構えも違うというふうにおっ

しゃっていました。そういった中で新しい６割の民生委員さんが誕生したわけですけれども、

今後笛吹市として民生委員さんの中での課題を整理するにあたっては今までの民生委員さん、

もしくは今まで頑張ってくださった、退任された民生委員さんから聞き取り調査とかアンケー

トをすることによって、さらに民生委員さんのご苦労、実態調査が分かると思うんですが、そ

ういったアンケートとか実態調査をして独自の課題を見るという点について、どのようにお考

えでしょうか。 

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） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 民生委員さんの悩みなんですけども、民生委員さんの責務の中で守秘義務や大変、相談内容

が重たいという部分がありまして、普通に一般的なアンケートとかという形でその情報を取る

ことはなかなか難しいと考えております。 
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 しかしながらそれぞれやはり地区での連携というのがしっかりしておりまして、地区で必ず

月１回の連携会議というのをとりまして、お互いに悩み情報等、その中で解決をしていただく

ということも１つですし、あとは引き継ぎの際に前任者、ＯＢ、ＯＧなどについては相談、当

然引き継ぎをしておりますので、またＯＢ、ＯＧは職務を退任しても守秘義務とかがあります

ので、そのへんでは相談に載っていただいて連携は取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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ活動されている民生委員さんが心軽く活動ができるように、また皆さんのバックアップ

をお願いしたいと思います。 

 月１回、定期的な協議会をされているというふうに聞いておりますけれども、それに出席さ

れる行政側のメンバーを教えてください。 

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） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 必ず出ているのは、包括支援センターの職員が行政としては出ております。それ以外に社協

のほうからも必ず職員が出ております。また話し合いの内容によりましては、そのときに必要

に応じて保健師が出たりとか、ケース・バイ・ケースで対応しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 福祉関係の方はそれぞれ、そのときに応じて出席されているというふうに今、分かりました。

その中で抱えている問題が単純ではないのも現状ですし、子どものこと、学校のこと、そういっ

た意味からではこの定例会に月１回とありますけども、毎月でなくても教育関係の方が出席さ

れてはいかがかなというふうに思うんですが、その点いかがでしょうか。 

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） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 

 神宮司議員のご質問にもありましたように、児童虐待などのケースが非常に増えているとい

う状況に鑑みますと、民生委員・児童委員の会議にケースがある場合は出席して情報の共有化

を図っていくということは非常に大事だと考えております。 

 今後、部の横の連携を取りながら必要な折には出席するような形も協議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） 

 川村惠子君。 



 １５７ 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。 

 協力員の設置について伺いますけれども、この笛吹市の一覧表を見ますとそれぞれの世帯数

が異なる中で世帯数が行政区で２００世帯を超えるにもかかわらず、民生委員さんがお一人と

いう状況が数えても１０以上あったんですね。そういった中でなかなか高齢者の方、地域の方

と民生委員さんも心親しくなるにはそれ相応の日数もかかりますし、時間もかかるといった中

で、２００世帯以上ある中で民生委員さんが１人ということはいかがなものかということと、

あとその国で定められている定数がありますので、それを超えることができないであれば各自

治体で全国的にも協力員、サポーターすることを設置している地域もありますし、またそういっ

た市単独でケース・バイ・ケースで協力員を設置するというふうにあるんですけども、その点

もう一度お伺いします。 

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） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 民生委員の配置の基準が１２０から２８０世帯で１名というのが国の基準になっております

ので、市においてはその範囲の中ではクリアをしております。それからたしかに２８０名を１名

というのは大変ということなんですけども、それで協力員をということで今ご質問がありまし

たが、民生委員は国のほうから委嘱をされている。協力員については市のほうで任命をすると

いう形ですが、今、実際に協力員をしているようなところですと民生委員さんが選んできまし

て、市のほうでそれを委嘱するような形になりますとそこで身分のところのいわゆる差もあり

ますので、その協力員さんが職務の範囲、どこまでしていいのかとか、その方の補償の問題と

かいろんな部分があって、すごく課題が多いと。今現在、笛吹市の民生委員さんの中からは実

際にそういう協力員等の要請を求める声も出ていないというのが現状ですので、今の段階では

市はその協力員の設置というものについては考えてはおりません。しかしながら今ちょうど、

まだ新しくなって半年、９カ月ですか、民生委員さんからどういうような意見が出てくるか分

かりませんので、その意見が出たときにはまたそれぞれ民生委員さんと協議をしていきたいと

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） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ民生委員さんの現場の声を聞いていただきたいと思います。私も何人かの方に聞きまし

た。やっぱり使命感を感じながら民生委員として地域をまわっている中で、そういう協力員が

できれば、そのあとにつながると区長さんが人を選ぶのに選出するのに大変苦労されているの

で、そういう流れもよくなるではないかという現場の声も聞きました。そういった意味ではぜ

ひ、協力員の設置を望みます。 

 その中で、さっき世帯の２８０まで枠が１人と国のほうからというふうに決まっていると言

われますけども、実際に民生委員制度ができたときは高齢化率が５％のときだと、そういうふ

うに載っていました。今は本当に３０％近い中での民生委員さんの働きだと思いますので、そ
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の発足したときは全然現実が違っていますし、今後国に投げかけるということもなかなか難し

いのであれば、各市町村で考えて協力員を設置することが私は望ましいと思っております。 

 最後に倉嶋市長も民生委員さんとして活動されておりました。現場の苦労をされたことも重々

承知していると思います。現場をまわられまして、また経験された上で最後に市長のほうから

この協力員の設置についての答弁を求めて質問を終わります。 

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） 

 すみません、市長に代わりまして川村議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 この協力員の話のときには市長のほうからも情報というか、いろんな過去の話も聞きました。

その中で協力員を設置することも大事かもしれないんですけども、その前に先ほど答弁のほう

で答えさせていただきましたが、地域の区長さん、役員さん、また愛育班、そのように今、活

動している人たちと同じ方向を向いているので、ぜひその人たちと連携を取るのが第一優先で

はないかと考えておりますので、そこのところの連携を強力にしたいなと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひそのようによろしくお願いいたします。 

 設置をさらに希望して、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（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。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 笛政クラブの志村直毅でございます。 

 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問を行います。 

 はじめに公共施設の再生・管理運営・再編等について、質問いたします。 

 昨年１０月に公表された本市の公共施設白書に基づき、施設の適正な保有量や更新の優先順

位の検討を行い、適正配置の検討作業に着手しているものと思われます。 

 来年度中に公共施設再配置計画を策定していくとの方針も、これまでにも、また昨日の答弁

の中でもありました。公共施設白書における課題や考え方、ならびに本市の公共施設の再生・

管理運営・再編等の取り組み状況について、お伺いいたします。 

 まず白書では適正配置計画の基本方針の策定をするにあたり、市全体の持続可能な公共施設

の保有量について検討するとしています。この検討の状況をお示しください。 

 次に、白書では公共施設の更新可能額を年間８．２億円としています。これは更新・大規模

改修に必要な額となる年間２３．７億円に対し１５．５億円、不足しています。これは施設全
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体の６５．４％の更新が困難、不可能であることを意味しています。さらにインフラ資産（道

路および橋梁）も含めれば２７億円の更新費不足と算定しています。このことは公共施設の総

量削減は避けられないということであり、長期的な視点での方針を公表し、市民への周知徹底、

情報共有を積極的に行うべきと考えますが市の見解を伺います。 

 次に公共施設の最適化のため、本市においてもこれから取り組んでいく公共施設マネジメン

トの手法として、総量の削減とともに機能の代替化、施設の複合化・多機能化、長寿命化など

があります。 

 公共施設の再生における手法はこれらを組み合わせて行っていく必要があり、こうした公共

施設マネジメントを前提としない施設の新設は控えるべきと考えますが、市の考え方はいかが

でしょうか。お尋ねいたします。 

 次に庁舎（本支所）と学校施設について、これらは市保有の公共施設の５割以上のボリュー

ムであり、統廃合は不可避と考えます。しかし仮に施設は廃止しても、それに伴って直ちに機

能もなくす、なくなるというわけではなく機能の代替化、例えば民間施設の借用や出張・巡回

対応、他施設への統合などで維持が可能であり、これは公共施設マネジメントの手法として非

常に有効であると考えます。 

 また学校施設は児童生徒数の減少を見据え、統廃合あるいは学校への他施設の機能移転や複

合施設化といった用途も考えられます。市における検討状況および、ご見解を伺います。 

 次に文化・体育施設の稼働率の状況と利用促進に向けた検討や具体的な対策はいかがでしょ

うか、お尋ねします。 

 次に市営住宅の老朽化も進行しており、今後も進行していくわけですが、更新および機能代

替の両面で対応していくべきと考えます。 

 特に４００戸弱の市営住宅のうち市営住宅長寿命化計画において、用途廃止・建て替えとさ

れているもの、これについては機能代替という選択肢で検討していくべきと思いますが、市の

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、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。 

 はじめに持続可能な公共施設保有量の検討状況についてですが、昨年度作成いたしました公

共施設白書を資料として人口減少、少子高齢化等による今後の公共施設等へのニーズの変化や

老朽化対策等を勘案し、現在、各部局で管理する公共施設等の適正な保有量の検討をそれぞれ

行っております。 

 次に市民への周知徹底、情報共有を行う考えについてですが、公共施設白書で示されたとお

り、人口減少、少子高齢化による人口構成の変化、財政状況の見通しから現在の施設の維持は

非常に厳しい状況にあります。 

 公共施設白書につきましてはすでに市のホームページに掲載し、市民の皆さまに公表してい

るところでございますが、公共施設等の置かれている厳しい状況について市民の皆さまにより

関心を持っていただき、どういう状況になっているのか、まずは知っていただくため、市の広
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報ふえふきにおいて特集を組み、この１０月号より公共施設白書の内容を分かりやすく説明し

てまいります。 

 今後、公共施設の総合的かつ計画的な管理についての基本的な考え方を取りまとめた公共施

設再配置計画を策定し、長期的な視点での市の方針として、この計画を広く周知することで情

報共有を積極的に図ってまいります。 

 次に公共施設マネジメントを前提としない施設の新設は控えるべきとのご指摘ですが、議員

ご指摘のとおり、そのような考えのもと取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に庁舎・学校施設の統廃合、機能移転、複合化についてですが、庁舎につきましては合併

後１０年が経過する中で支所の職員数の減少から、従来の執務室が空きスペースとなっている

一宮、八代、境川支所では公益団体等へ貸し付けを行い複合化を進めております。また一宮支

所につきましては、平成２７年度に隣接する一宮福祉センターが閉館する中で福祉センター利

用者を取り込んだ施設としても運営を進めてまいります。 

 今後、機構改革を前提に公共施設再配置計画を策定する中で、支所の統廃合や機能の代替化

について協議し、検討してまいります。 

 学校施設につきましては、統廃合を含めた施設の適正配置を進めていくために、まず将来の

児童生徒数の動向を把握する必要がありますので、現在、各地区、学区ごとに将来人口の推計

等の基礎調査を専門機関に委託しております。その調査結果をもとに適正配置を検討していく

予定であります。 

 次に文化・体育施設の稼働率の状況と利用促進に向けた検討、対策についてですが、公共施

設白書の算定よりますと社会体育施設の稼働率は８７．４％であります。社会教育施設は１７．

３％となっておりますが、これは施設の利用を午前、午後、夜間等に区分して算定を行ってい

るため低い数値となっております。 

 施設利用の促進につきましては、市民の誰もが身近にスポーツを親しむことができるよう軽

スポーツ教室の開催、市民の生涯を通じて学習する機会の提供する市民講座やスコニティ講座

の充実、また自主学習グループの育成等を行い利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に市営住宅の老朽化に伴い、更新および機能代替の両面で対応していくべきではとのご指

摘ですが、市営住宅は現在２９団地３８０戸余りを管理していますが、このうち木造住宅は多

くが築６０年を経過するなど、老朽化がかなり進んでいるところであります。 

 市営住宅の建て替えは、平成２３年に策定した笛吹市住宅マスタープランの建て替え計画に

基づき老朽化の激しい１６団地を取り壊し、新たに耐火構造２階建ての５団地に統合し、現在

の規模を確保する計画となっております。また残りの１３団地については、長寿命化計画によ

り改修して現在の建物を継続使用してまいります。 

 この建て替え計画により、民間賃貸住宅では自力で適正な居住水準の住宅を確保できない世

帯や民間住宅に入居しにくい高齢者世帯等の社会的弱者の住宅セーフティネット機能を保持す

る予定であります。 

 機能の代替案としては民間賃貸借住宅の借り上げ等がありますが、災害により住宅需要が急

増した場合等を除き、導入には十分な検討が必要と考えます。 

 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。 
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 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。 

 私も議会に送っていただいて６年経ちますが、この公共施設の問題に取り組んで５年、その

間、芦澤部長にはこの議場で何度も何度も答弁をいただいたり、また私の質問も聞いていただ

いていると思いますので、そのへんの意を汲んだご答弁がいただけるとありがたいなと思いな

がら再質問をさせていただきます。 

 まず適正配置、再配置といった文言ですけれども、これはあくまでも公共施設のプロットを

やり直すというようなイメージしか浮かんできません。これまで公共施設の最適化は、コミュ

ニティの再生を伴うことから公共施設再生という呼称が好ましいと私自身は述べてきました。

手法としてもハコの維持から機能の維持という考え方や、既存の施設の長寿命化といった方法

もあるわけで、思想や方針を示す意味でも再配置といった無味乾燥な用語は再検討していただ

きたいなと思うわけでありますが、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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 再配置計画というのは統一の用語ではありませんが、これを使わせていただくということで

ご理解をいただきたい。ただ、本来、旧７つの町が一緒になってできた笛吹市でございます。

当時のそれぞれの町にはこれは必要な施設だったはずでございます。ただ、今の財政状況であ

るだとか、市民のニーズの変化であるだとか、人口の動態を考えればこの維持が不可能だとい

う現状があるということです。であれば必然的にこれが明るい見通しではなくて、廃止統合と

いうような方向付けはそうなんです。ところがそこには人間の知恵がございます。今、志村議

員がご指摘なのは、まさにそのコミュニティという部分はそこの部分だと思います。これは知

恵を出し合う。そこについては、名前を越えて同じ意思を持っておりますので答弁とさせてい

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） 

 ありがとうございます。そういった部分で、これからぜひ知恵を出し合っていきたいと私も

このように思っております。 

 またこの更新問題、白書でも示されていますけども、これから２０年後には本当に逼迫した

問題になるという中で、特にこれは学校施設において表われてくるというふうに思います。こ

の再配置計画をつくるにあたっての計画期間、これはどの程度を考えているのか。現時点で。

お示ししていただければ、お願いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問について、お答えさせていただきます。 

 計画の期間、再配置計画というのはこの白書に定めた１７２の箱物を基本的にベースとして
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おります。この再配置については、平成２７年度までに完成を見る予定でございます。合わせ

て、これは箱物ではございませんが公共施設に類するものとしてインフラ、いわゆる道路、橋

梁等々がございます。これについては２８年をめどに今、申し上げました箱物、それとインフ

ラをセットにした中で、いわゆる総合管理計画、これを定めていくことが国から要求されてい

る事象でございますので、そのようなスケジュールのもとで進んでいきたいと思います。 

 しかしながら実際に計画のスケジュールはそうでございますが、現状これを待っていられな

い維持管理等々も出てくると思いますので、それについては定期的に対応していくという考え

方でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 つくった計画を実施していくというふうに、私も言葉足らずだったかもしれませんが、１０年

とか２０年とかそういったスパンで、やはり先を見ていく必要があるなというふうに感じてい

ます。 

 またこれから再質問で、関連したことも出ましたのでお聞きをもう一度するわけですけども、

白書のインフラ資産というのは道路および橋梁というふうになっています。しかし会計が事業

会計、特別会計であっても一般会計と無関係ではない状況を考えると水道のインフラですね、

それから下水道、こういったものの更新、維持管理、ランニングコストというのも財政圧迫要

因となり得るものというふうに考えています。そうはいってもライフラインインフラでありま

すから、これは考え方として簡単にやめるとか統廃合するというわけにもいきません。そうな

ると優先順位としては後回しにはできない。公共資産、公共インフラとしての上下水道の持続

可能な管理運営、その管理計画をつくっていくということもあるかもしれませんけども、この

点についての考え方をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 萩原公営企業部長。 

〇公営企業部長（萩原幸広君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 公営企業部関係では特に古い建屋のような公共施設はございませんが、水質や水量の悪化、

老朽化した施設の井戸水源につきましては、廃止をしていく予定で考えております。 

 また老朽化しました水道、下水道の設備、管路等についてでありますが、耐震化計画や長寿

命化計画を策定する中で、ライフサイクルコストの削減と併せまして維持管理に取り組んでい

く予定であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから更新の優先順位ということと関連して、老朽化施設の更新再配置という観点では過

去にも２３年６月議会、２４年６月議会でも触れてきたわけですけども、消防本部の出張所、

３カ所の更新、前回にも出たかと思いますけども、これも喫緊の課題だと思っています。出張
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所の場所も含めた更新の判断を早期にしていく必要があるというふうに思っています。例えば

現有の老朽化施設の除却を行って、場所として最適な場所に移転新築するというふうなことも

検討していく必要があると思います。これは今後の人口推計をしていく中で、やはり住んでい

る場所、立地、それから今でも土石流等の危険にさらされている立地には、そこに再建すると

いう、そこで改修・改築するというわけにもいかないと思いますので、このへんの考え方を検

討状況がどうなっているかということでお聞きしたいと思います。消防長、可能であればお願

いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 志村議員の再質問について、お答えします。 

 現在の出張所につきましては、境川にあります中部出張所につきましては土石流警戒区域の

中に入っております。東部につきましては、昭和５８年と記憶していますが、台風の際に職員

が危険を感じ避難した経緯があります。災害拠点として場所的には、相応しいかと言われます

とあまりいい場所とは言えません。今、考えておりますのは旧東八代でやっていました出張所

でありますので、笛吹市になってから町村も変わりましたので適正配置を考えながら、２つが

いいのか、３つがいいのか、そのへんも含めて検討してまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 そして周知を図っていくということで、広報で特集を組んでいただくということで、非常に

これはありがたいなと思っていますけども、もう１つ今年に始めました出前学習会ですね、こ

れについては公共施設白書をテーマとして希望された依頼というのは、これまであったでしょ

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。 

 メニューに入っておると記憶しております。ただ、申し込みをいただいたという経緯はござ

いません。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 では私も一市民として、また仲間と、あるいは地域の方々とこういった勉強会も企画してい

きたいと思いますので、その説にはよろしくお願いします。 

 それから支所の配置については、白書でも境川と芦川について人口動態からも課題である旨

が記されています。地域のご希望もあるというふうに考えますけれども、支所施設のあり方は

近隣の現有施設の利用や学校や直売所等の地域施設の集約的な活用方法といったことも案とし



 １６４ 

ては考えられ、こうしたことも含め市全体の施設の最適化とコミュニティの維持・再生を踏ま

えた全市的な観点からの検討と判断を求めていきたいと思っております。この点についてのご

見解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） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 市役所の庁舎、支所を含めた今後の将来のあり方についてでありますけども、ご承知のよう

に支所のあり方につきましては今、支所でどういったサービスを今後継続していくべきか、ま

た本庁へどんな業務を集約できるのか、そのへんの支所のあり方も含めた事務組織の検討を行っ

ておりますので、その中で公共施設再配置計画と合わせた中で今後検討をしてまいります。 

 そして一部の施設ではすでに多面的な利活用といいますか、そういった活用も行っておりま

すので、耐震化等も検討する中で有効に活用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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから市営住宅ですが、これはいろんな考え方があろうかと思いますけども、先ごろ発表

された全国の空き家率、これは率で言うと山梨がナンバーワンということになるわけですけど

も、全体的な戸数は都道府県の比較からすれば、そうたくさんあるというわけでもありません

が、それでも空き家率ナンバーワンというのは、これはこれで今後の住宅インフラの考え方と

してもポイントだろうと思います。そういう中で、やはり民間住宅の賃借を補助するという方

法も有効であろうと思うわけですけども、この点についてご見解をお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 平成２２年に住宅マスタープランの作成、それから住宅の長寿命化等について検討したとき

に、たしかに空き家住宅が多いということで、それらについて借り上げ等を行うという手法も

あるだろうということが検討されました。しかしながら、今、私どもがこれを採用する場合に

問題点として何カ所か出てきます。借り上げ公営住宅の入居者については、契約期間終了後も

公営住宅を希望する場合は、他の公営住宅へ入居させる等の費用の負担がかかってくる。要は

転居させる、また入るという部分の費用とかそういうのも出てきます。それから実際問題、今、

この借り上げ住宅の関係については災害等が起きた時点で、そういう緊急避難的に行っている

ところはありますが、恒常的に行っているところはないというふうに私どものほうでは理解し

ております。 

 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 借り上げではなくて、補助ですね。要するにそこの民間のアパートなり、住宅を借りる際の
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その費用の補助、こういう考え方でその公共的な住宅施策を補っていくということで、考え方

の１つとしてはそっくり借り上げるというそういう意味ではないので、このへんはぜひまた研

究していきましょう。よろしくお願いします。 

 それから芦川の教員住宅の利用と今後の中長期的な考え方、これについてはいかがでしょう

か。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 芦川地区に教員住宅が４棟ございますが、現在、入居しているのは中芦川の１棟だけでござ

います。そうした中で、今後、芦川地区のことも考えますと、これを一般住宅化する中で民間

に、希望する方に貸し付けていくというのも１つの方向ではないかなというふうに考えており

ます。またこれは内部で協議をした中で方向性をなるべく早い時点で出していきたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 よろしくお願いします。 

 それから公共施設の利用料、この見直しは私、必須であると考えております。体育施設など

は、民間事業活動にも利用可能とするような段階的な料金設定とするとともに受益者負担によ

り公共施設の維持管理費に充てるなどのこの経営感覚といったものは、納税者への責任を果た

すためにも必要な考え方だと思います。この検討状況は、いかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 

 ご案内のように現在、体育施設の使用料につきましてはスポーツ審議会に諮問をする中で料

金の統一を図っております。それから社会教育施設につきましても社会教育委員会に諮問をし、

なんとか年度内には両施設の料金の統一化に向けて進めてまいりたいということで現在、取り

組んでおります。これにつきましては、すべて条例の改正が必要になりますので、また答申を

いただいた中で市当局とも協議をする中で順次、進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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それから文化施設のあり方として、文化財、歴史的な資料、それから歴史の史料、文献や遺

稿、民俗資料や地域資料などの保存、こういったものは困難ではありますけども行政としてな

んらかの対応が必要だと考えます。笛吹市と同じように他町村が合併した香川県の三豊市とい

うところでは、合併後の空き庁舎を活用して資料館として集約しています。美術品や展示品な
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ども、それから書庫に所蔵している行政文書なども将来的にその保存や活用のためのあり方を

検討する必要があると思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、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。 

 昨日も若干お答えしたわけですが、教育委員会としましても市内の美術品、文化財等の保存

については非常に心配をしております。合併後なかなか施設の改善等ができないわけですが、

市内の施設の再利用等も図る中で今後、対応していければというふうには考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは続いて、２問目の質問に移ります。 

 本市における県事業、基幹的な道路網の整備についてお伺いいたします。 

 本市における県事業は新市建設計画、笛吹市総合計画・後期基本計画に基づき連携し推進さ

れているものと考えておりますが、基幹的な道路網の整備に関する取り組み状況について以下、

伺います。 

 まず先般、新山梨環状道路東側区間について、測量調査に向けた地権者等への説明会が行わ

れました。これは南側区間の東端、甲府市西下条から小曲、小瀬と来て濁川と平等川を橋梁で

渡り、峡東浄化センターの北側を東進して国道１４０号に接続するインターまでの区間につい

て、先行して整備に入っていくものであります。 

 その中で、従来からの説明では水害等の影響を避けるためにも高架による区間とされていた

峡東浄化センター北側の区間について、今回の説明会では盛土による施工にしたいとの説明が

ありました。 

 東側区間については、ルートとなる沿線地区の住民からもできる限り高架での整備を求める

意見が多く、公聴会をはじめ要望も出されております。 

 市としても市民の意見をふまえ、県に対して高架による施工を要望していくべきと考えてお

りますが、ご見解をお尋ねいたします。 

 次に県による国道１４０号線の東高橋・井戸区間における歩道設置事業と、これと関連する

本市の富士見地区道路冠水対策事業の進捗状況をお伺いします。 

 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それでは、志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 まずはじめに東山梨環状道路についての県への要望についてでありますが、新山梨環状道路

東区間につきましては山梨県が事業主体となり、本年に甲府市落合町から本市石和町広瀬まで

の間が事業実施となりました。 
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 県においては、本年７月より計画概要につきまして地元に説明会に入ったところであり、そ

の中で当初説明していた高架による整備から、盛土による整備へと説明がなされていることは

承知しております。 

 変更の主な理由といたしましては、整備費用を抑えるためということであろうかと思ってお

ります。市といたしましても道路の早期完成を望むとともに環境負荷の大きな事業であります

ので、沿線の住民の不安解消に努める必要があると考えております。この件も含めまして地元

の声として、すでに県に再要望しているところであります。 

 次に国道１４０号線歩道整備と富士見地区道路冠水対策の進捗状況についてでありますが、

国道１４０号線は山梨県管理の国道であります。この沿線では住宅化等により児童数が多く通

学路危険箇所として平成２４年度に通学路合同点検を実施し、県においても通学路対策として

歩道整備を進めているところであります。 

 富士見地区道路冠水対策事業でありますが、当地区はその地形特性から長年にわたり排水不

良による浸水被害に悩まされ、とりわけ本地域中央部に流れる一級河川渋川流域の東油川、井

戸および今井地区におきましては国道１４０号線をはじめ県道、ならびに市道の冠水被害を受

け、住民生活に大きな支障を来たした地域でもあります。したがいまして、その原因の解析、

適正な目標の設定および効果的な対応策の検証を行うことによりまして、整備を進めていく必

要があろうかと思っております。 

 市では本年、道路冠水対策検討業務に着手いたしました。来年度より道路冠水対策事業とし

て国の補助金等により整備を進めていくことになっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 再質問に入る前に、本日の会議はあらかじめ議事の都合によりまして時間延長とさせていた

だきます。 

 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） 

 再要望もしていただいているということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 市長会の要望等々、いろいろ多面的にこの要望をしていただきたいと思うわけですけども、

この問題になっている東側区間の整備、今後のスケジュールを確認させてください。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 新山梨環状道路につきましては、現在、先ほど申しましたとおり地域と説明会に入っており

ます。これから設計、測量等に入りますので、これに当初の計画では５年近くかかるという話

でした。そのあと５年かけて建設ということを環境影響評価のころには言っておりましたけど

も、リニアの関係等、いろいろありますので前倒しで進むのではないかと思っております。そ

れから当初は一方方向でいくと思いましたけども、リニアの残土等が出た場合とかいろんな状

況が考えられますので、何カ所かのポイントで建設していくのではないかと思いますので、前

倒しはするのではないかというふうには理解できる状況にあります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 あと５、６年、平成３２年ぐらいにはできるんではないかなというふうな見通しもお聞きし

ているわけですけども、そういう中で市民の要望や意見を踏まえた設計を行っていくために要

望や申し入れといったことを手続き的な部分で、可能な時期というのは今後あるんでしょうか。

あればいつなのか、お願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 今、考えられますのは地域説明会などで十分ご説明していくということだと思います。それ

から水路等については十分配慮するというふうな意見もいただいておりますので、私どものほ

うとすれば早期着工につい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） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 当然、早期着工、私たちもそういった側面から望んでいるわけですけども、内水問題ですね、

浸水対策として心配されているわけでありまして、県のほうとすれば環状道路自体の水害対策

としては問題ないというふうな認識が先行していると感じられるわけです。東側区間のその先

の施工にも影響することも考えられるので、市としてもさらなる申し入れ等をぜひお願いした

いと思います。 

 そしてこれから測量の調査説明会で変更されたというわけですけども、これまでの都市計画

公聴会などの公表してきた概略案からこうした変更をするという中で、利害関係者の方という

のはどのくらいの範囲で捉えているのかなと非常に疑問に感じたわけです。こうした道路を造

る場合の利害関係者というのは地権者だけではなくて、かなり幅広いというふうに私は考えて

いるわけですけども、この点について市のほうではどのようなご見解かお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 これまでの手続きの中では環境影響評価の手続き、それから都市計画決定の手続き等を経て、

ここまで来ています。その中においては十分、公聴会等を開いた中で本日まで来ておりますの

で、これまでの手続きが悪かったという部分はないと思いますけども、これからは地域の意見

として、現実の問題としていかなければならない時期にきていると思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 公聴会まではよかったと思っているんですが、今回の説明がちょっと不十分だったかなと。

そういう意味では社団法人 土木学会でも社会資本整備における市民合意形成というこういう
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レポート、研修資料なんかも出していますので、こういう中に非常に合意形成を丁寧にやれと

いうことを書かれています。市としてもこういうことを武器にしていただいて、ぜひ地域の、

住民の方に歓迎される社会資本・インフラとしての道路整備に向けて、ご尽力を願いたいと、

こんなふうにお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

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） 

 今の志村議員のほうから本市における県の事業、基幹的な道路網の整備ということで都市計

画という部分がありました。私も３月に都市計画道路、また市と県の道路整備ということで、

都市計画道路見直しということで、駅前区画整備事業がひと段落、終結した中で近隣の労報橋

ですとか駅前石和線、こちらの何点かの都市計画道路を見直すと、今年度中にという部分があっ

たんですが、そこらへんはどういう進捗状況でしょうか。幹線道路を接続する道路ということ

で。 

〇議長（前島敏彦君） 

 大久保議員に申し上げます。 

 ただいまの質問に関しましては、今回の志村議員の関連とは認めませんのでご了承願いたい

と思います。 

 ほかに関連質問はございますか。 

 （ な し ） 

 以上で、関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 議長の許可をいただきました。公明党の中川でございます。 

 本日、最後となりますが濃密な審議を重ねていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 本定例会には８．３１総合防災訓練の成果と今後の課題について伺うを出させていただきま

した。 

 はじめに先月、８月２０日の広島北部を襲った土砂災害につきましては、本日までに７８名

にのぼる犠牲者を出されました。亡くなられた皆さまには謹んで哀悼の意を表すとともに、い

まなお被災に遭われている方にお見舞いを申し上げ、また一日も早い復旧・復興を願うところ

でございます。 

 さて笛吹市にとりましても本年２月の雪害を受けまして、また昨今の台風等による大雨、集

中豪雨も広まる中、もはや想定外を予測した防災への備えを自助・共助・互助・公助で取り組

む必要があると考えます。 

 このような中、笛吹市では行政と市民が協力して避難所の開設や運営方法を学び、防災意識

を高めるために８月３１日に笛吹市総合防災訓練を実施されました。 
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 本事業につきまして、この成果とまた今後の課題について以下、市のご見解をお伺いいたし

ます。 

 はじめに、総合防災訓練に向けました準備期間と訓練対象の範囲は。 

 ２番目に笛吹市区長会等関係組織・団体との事前協議と連携体制は。 

 ３に笛吹市商工会や観光物産連盟・旅館協同組合等との協力体制は。 

 ４番目に、市民に対する総合防災訓練への周知方法は。 

 ５番目に、指定避難所までの避難経路についての安全確保体制は。 

 ６番目に避難所の開設、運営方法に伴う役割分担の方法は。 

 ７番目として、自治会未加入世帯や要支援援護者への対応は。 

 ８番目に、今回の総合防災訓練を通して成果と来年度以降への課題は。 

 以上８点について、お伺いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに総合防災訓練に向けた準備期間と訓練対象の範囲についてでありますが、防災訓練

の準備期間は例年６月中下旬から始めておりますので、準備期間は約２カ月となります。 

 訓練対象につきましては、市内１３２行政区の自主防災組織を中心に市民の皆さまを対象と

して行っており、併せて職員の訓練も行っております。 

 次に区長会等関係組織・団体との事前協議、連携体制についてでありますが、行政区長は自

主防災組織の代表でありますので、防災訓練の実施要項が決定次第、各地区の区長会で訓練の

主旨や訓練内容について説明をし、ご理解とご協力をお願いしているところであります。 

 また訓練に関わる消防団、社会福祉協議会、日赤奉仕団および学校等の施設管理者にも個々

に説明を行い、訓練にご協力をお願いするとともに訓練を通じて連携体制を深めているところ

であります。 

 次に商工会・観光物産連盟・旅館組合等との協力体制についてでありますが、防災対策を推

進していくためには、できる限り多くの団体および民間事業所等と連携した訓練の実施が期待

されるところでありますので、今後あらゆる機会を通じて訓練への参加の呼びかけを行い、多

数の団体等が参加し、連携した訓練の実施を通じて相互補完性を高めていく必要があると考え

ております。 

 次に市民に対する周知方法についてですが、総合防災訓練の概要につきましては毎年、市の

広報を通じて市民の皆さまにお知らせしているところでありますが、各自主防災組織で訓練計

画を立案の上、訓練を実施しておりますので、詳細な訓練内容については、各地区から住民の

方へ周知するようお願いをしているところであります。 

 次に指定避難所までの避難経路についての安全確保体制についてですが、自主防災組織の充

実強化の一環としまして、各地区での防災マップづくりを推奨しております。住民の方が防災

マップづくりを行うことにより、避難所までの経路が認識できるだけでなく、付近の危険箇所

なども確認することができます。 

 なお道路の通行不可能な場合を考慮し、避難経路については１ルートとせず必ず複数のルー
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トの設定をお願いしているところであり、このようにソフト面での取り組みを通じて住民の安

全確保を図っていくことも重要であると考えております。 

 次に避難所の開設、運営方法に伴う役割分担の方法についてでありますが、避難所の運営に

つきましては、開設当初は市職員および施設管理者も協力しますが、避難所生活が長引く場合

には各自主防災組織の役員さんが中心となり、必要な班編成を行い避難所を運営していただく

ことになります。 

 今年度、初めて実施しました避難所開設訓練におきましても訓練目的として住民の皆さんに

避難所の開設・運営は、住民自らが行うものであるということを理解していただくことを主眼

に行ったものでもあります。 

 次に自治会未加入世帯や要援護者への対応についてでありますが、自治会未加入世帯は自主

防災組織の防災訓練には参加しないことが予想されるわけですが、災害により本市住民から１人

の犠牲者も出ないよう、今後とも広報やホームページを通じて防災意識の高揚を図ってまいり

たいと考えております。 

 また要援護者への対応につきましては、昨日の代表質問でもお答えいたしましたが、災害対

策基本法の改正によりまして、本人の同意を条件に平常時の名簿提供が可能となりましたので、

今後はより要援護者に配慮した訓練が実施できるものと考えております。 

 次に今回の成果と来年度以降の課題はについてでありますが、本年度初めての試みとしまし

て避難所開設訓練を実施したところであり、本訓練により自主防災組織の充実・強化、ならび

に訓練に参加した皆さまの防災意識の高揚につながることを期待しているところであります。 

 今後は今回、訓練に参加された行政区役員および市職員により訓練の検証を行い課題等を洗

い出した中で、来年度以降にさらに充実した防災訓練を実施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。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。 

 今回、初めて市の小学校の体育館を利用した総合防災訓練ということで、私も昨年の１２月

の議会におきましてもぜひ、１回とは言わないけれども、そういった指定避難所を使った災害

訓練、防災訓練をしてほしいという要望も出させていただいたので大変ありがたいことだと評

価をさせていただきました。 

 ただ、今回初めてということでもありますが、やはり期待していた部分となかなかかけ離れ

ている部分が多々見られたということがありまして、以下ちょっと質問をさせていただきます。 

 まずはじめに事前の協議でございますが、各区の対応はそれぞれだったという感が見えます。

私どもの石和南小学校への体育館には地元の５地区が対象となっておりましたが、実際は２地

区の参加であったということでございますが、そのほか今回、総合防災訓練を対象とされたと

ころはどのような状況だったか、お伺いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
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〇総務部長（荻原明人君） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 

 今回、指定避難場所の中から７地区におきましてそれぞれ学校の体育館ですとか公共施設の

指定避難場所を使っていただいて、各最寄の地域の皆さんを中心に避難場所の設置、運営、開

設訓練を初めて行ったということで、これは実際に災害が起きてほしくないわけですけども、

災害時ということを考えると一歩前進ではないかということで評価もいただいていますけども、

一方で事前の協議・打ち合わせ不足とか、いろいろタイムスケジュールがちょっとうまく合わ

なかった点とかありまして、そういった点で非常に課題も見えてきたということがありますの

で、そのへんについては今、各地域の現状指揮本部も含めた検証を行っておりますので、そう

いったものを洗い出した中で、今後の改善点等を見出して次年度以降へつなげてまいりたいと

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） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 市内７カ所でということでございます。やはり全部の、１３２地区がすべてということでは

ないということで、今回、対象になったところとそうでないところがあると思いますが、今回、

私たちの地区では参加させていただきましたが、これが去る広島の土砂災害等とまた近隣の災

害も含めて住民意識が高かったということもありまして、通常の防災訓練よりも倍以上の区の

参加があったということもありました。そういう中でこれからもし５地区、同じような状況だっ

たらどうだっただろうなということも考えられます。やはり、指定避難所ということを謳うで

あれば、やはりこの地区はこの場所へ、この地区はこの場所へという、最初からそういった指

定を確認しておくというのが、やはり事前の協議が必要ではなかっただろうかということでご

ざいます。 

 またこの避難してくる方というのは本当に着の身着のままで避難してくるわけですけども、

今回、防災訓練ということもありますが、この防災無線を聞いたあと、避難してきたら一番最

後に市の職員が来たということもあって、体育館のカギが開いていなかったと。それで学校の

校長先生にお願いしたら、これは今回市の職員の指示でしたと。ですからその指示がなければ

開けられませんというお話もありました。これはやはり訓練のための訓練ではないのかなとい

うこともちょっと指摘せざるを得ないということもあります。 

 また私ども議員のほうにも一言声をかけていただけるであれば、今回、私たちは市部地区、

海野議員、また大久保議員も共に参加をさせてもらって実際に経験をさせていただきましたが、

やはり参加されなかった地区にも各議員さんもいらっしゃいました。そういった方たちにもやっ

ぱり声をかけていれば、参加数も増えたんではないかなということも考えられました。 

 また商工会、観光物産、そのほか観光客を抱える、またイベントを抱えるということもあり

ます。またさらにはここにはありませんが、障がい者等々、体の不自由な方も参加される可能

性もあるということで、実際の避難したときの状況、これは出血止めをする、またＡＥＤの勉

強をする、これはよろしいと思いますが、実際では体育館で私たちはどういうふうに自分のス

ペースを確保するのかと。避難するということに対しての勉強会というものを期待していたと

いうこともあったと思います。やはりそういった部分についてもぜひ今後も課題、検討に組み
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入れていただければと。そういった部分について、１つ確認したいのは今回の総合防災訓練に

ついてどのくらいの予算取りをされた事業になったのかと。また今後、どういうふうな計画な

るのかということをお聞きしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 今回は避難所開設については初めての試みということで、本当に旧町村単位で１つずつの避

難場所に集約した形でやっていただきましたけども、決してこれは実践に近い形ではございま

せんので、今後、箇所数を増やしてより実践に近い形で行っていかなければいけないんではな

いかと考えております。 

 そして避難したあとの皆さんの行動もこの避難が昼間である場合と夜間である場合と、いろ

いろだと思います。実際には避難所へ宿泊をする。あるいはトイレの問題とかいろんなことが

ありますので、そういったことをより実践に近い中で行っていかなければならないと考えます。 

 それから商工会とか旅館組合、普段、災害が起きたときにはいろいろ連携をしてそういった

協定も、いろんな協力体制もできているんですけども、今回の訓練については同一歩調でとい

うわけにはいきませんでしたけども、先ほどもお答えいたしましたように今後、そういった参

加を呼びかけて連携をしていきたいというふうに考えております。 

 そして予算の関係ですけども、今はっきりした数字を持ち合わせておりませんけども、例年

通りの予算での執行となりましたので、今後また訓練内容を検討する中で、それに見合った予

算の確保もできたら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） 

 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。少々きつい再質問等々もさせていだきましたが、やはり実践的な

部分については、これはいつ何時、わが市もこういった部分になるのか分からないという状況

でございます。２万８千を超える世帯、７万１千人を抱える笛吹市として、いつ何時でも対応

していただきたいと思い質問させていただきました。 

 私の好きな言葉で「為せば為る 為さねば為らぬ何事も 為らぬは人の為さぬなりけり」、

上杉鷹山さんの言葉でございますが自助・共助・公助、これも上杉さんの立てられた三助だと

いうふうに聞いております。 

 本当にこの状況を踏まえた上でさらに笛吹市が発展していく、また市民の安全を確保してい

ただくということを願い、最後に来年度以降も継続したこの総合防災訓練という形をお願いし

たいわけですが、最後にこの１点だけ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） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 各議員さん方も各地域の防災訓練に参加され、いろいろとお感じになった点もあろうかと思
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いますので、ぜひ私どものほうへそういった提案、またご意見をお寄せいただきましてそういっ

たものを反映しながら、次年度以降に充実した訓練、またいつ来るか分からない災害に備えて

まいりたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 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。 

 以上で一般質問を終わります。 

 本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１０日から２６日までは、議案調査のため休会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしとさせていただきます。 

 よって、明日１０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２９日の午後２時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時２２分 
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平成２６年笛吹市議会第３回定例会 

 

１．議 事 日 程（第４号） 

平成２６年９月２９日 

午後 ２時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 議案第７３号 笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の制定について 

日程第 ２ 議案第７４号 笛吹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７５号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 

日程第 ４ 議案第７６号 笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例及び笛吹市簡易

水道事業給水条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第７７号 笛吹市税条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第７８号 笛吹市防災会議条例及び笛吹市災害対策本部条例の一部改

正について 

日程第 ７ 議案第７９号 笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第８０号 笛吹市職員定数条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第８１号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１０ 議案第８２号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１１ 議案第８３号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１２ 議案第８４号 平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１３ 議案第８５号 平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１４ 議案第８６号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１５ 議案第８７号 平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１６ 議案第８８号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１７ 議案第８９号 平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第１８ 議案第９０号 平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第９１号 平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２０ 議案第９２号 平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２１ 議案第９３号 平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２２ 議案第９４号 平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 

日程第２３ 議案第９５号 平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２４ 議案第９６号 平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２５ 議案第９７号 平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２６ 議案第９８号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２７ 議案第９９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２号)について 

日程第２８ 議案第１００号 平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２９ 議案第１０１号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３０ 議案第１０２号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３１ 議案第１０３号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３２ 議案第１０４号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第３３ 議案第１０５号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第３４ 議案第１０６号 平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３５ 議案第１０７号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第３６ 議案第１０８号 平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３７ 議案第１０９号 平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第３８ 議案第１１０号 平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３９ 議案第１１１号 平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４０ 議案第１１２号 平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４１ 議案第１１３号 平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４２ 議案第１１４号 平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４３ 議案第１１５号 平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４４ 議案第１１６号 平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管

理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４５ 議案第１１７号 平成２５年度笛吹市水道事業会計決算認定について 

日程第４６ 議案第１１８号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認

定について 

日程第４７ 議案第１１９号 字の区域の変更について 

日程第４８ 議案第１２０号 市道廃止について 

日程第４９ 議案第１２１号 市道認定について 

日程第５０ 議案第１２２号 変更契約の締結について 

日程第５１ 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書 

日程第５２ 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 

日程第５３ 請 願 第 ５ 号 手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書 

日程第５４ 議案第１２３号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第５５ 議案第１２４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第５６ 同 意 第 ２ 号 監査委員の選任について 

日程第５７ 発 議 第 ８ 号 手話言語法（仮称）の制定を求める意見書の提出について 

日程第５８ 閉会中の継続審査について 
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２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

 

 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 

 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 

 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 

 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 

 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 

 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 

 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 

 １５番 渡 辺 清 美 １６番 亀 山 和 子 

 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 

 １９番 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 

 建 設 部 長 宮 川 明 史 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 

 

 

 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 ３時０２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、傍聴とおよび撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

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

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

に申し添えます。 

 直ちに日程に入ります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第１ 議案第７３号から日程第５０ 議案第１２２号までを一括議題といたします。 

 本案につきましては今定例会初日の９月４日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあ

りますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 はじめに総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 

 それでは、議長より総務常任委員会に係る審査結果の報告を求められましたので報告いたし

ます。 

 去る９月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案の審査を９月１２日、１６日

ならびに１８日から２２日までの５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 

 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告します。 

 まず条例改正の総務部所管については、市税条例の一部改正について、軽自動車税の引き上

げの経緯と税収の増額の見込みはとの質問に対し、軽自動車のニーズも高まっており、普通車

との格差を緩和することが目的であり、地方税法の改正によるものである。あくまで試算だが、

調定ベースで１，１００万円の増額を見込んでいるとの説明がありました。 

 防災会議条例および災害対策本部条例の一部改正では、第３条５項８号の委員は具体的にど

のような者かとの質問に対し、連合区長会長１名を想定しているとの説明がありました。 

 職員定数条例の一部改正では消防職員の増員により改善、充実される具体的な業務内容はと

の質問に対し、消防力の整備指針でも職員の専任配置が求められているが、兼務運用で対応し

ているのが現状であり、増員によりこうした状況が改善されるとの説明がありました。 

 次に消防本部所管の火災予防条例の一部改正では、第４２条の２にある消防長が別に定める

指定催しについてどのように定めるのかとの質問に対し、来場者１０万人以上の屋外催しで出

店数が１００を超えるものを指定することとして、本年１０月１日付で消防長告示として定め
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るとの説明がありました。 

 次に補正予算のうち総務部所管については、地域防災計画の改訂で雪害対策も入ると思うが

早期の対応が必要ではないかとの質問に対し、議決を経て直ちに契約したい。雪害対策につい

てはマニュアルを先行して年内には作成するとの説明がありました。 

 また、防災訓練の検証や避難所の見直しの検討はしているかとの質問に対し、指定避難所へ

の避難や避難所開設にあたっては、課題もあったので一つひとつクリアしていきたい。避難所

は地震や火災、豪雨等の災害の種別ごとに見直す必要があり、総体的な見直しを検討したいと

の説明がありました。 

 経営政策部所管については、合併特例債の減額について直売所改修の事業執行はどのように

なるのかとの質問に対し、農産物直売所については県の補助金を受けての実施を考えていたが

２施設には補助が受けられないため、今年度は八代直売所を実施し、境川については来年度以

降、補助金の動向を見ながら検討したいとの説明がありました。 

 市民環境部所管では石和温泉駅前駐輪場について自転車の整理等を行う人員は十分か、学校

等への連絡はしているかとの質問に対し、連絡はしているがすでに卒業してしまっている場合

もある。整理等の人員は十分とは言えないが、通勤・通学のピーク時間のあとにまとめて整理

したい。苦情等があるときは職員も出て対応しているとの説明がありました。 

 続いて、決算認定について報告をいたします。 

 まず総務部所管においては、入湯税について現年の徴収は１００％であるべきで１割近い収

入未済は改善すべきではないかとの質問に対し、産業観光部とも連携をとって対応したいとの

説明がありました。 

 また入湯税の特別徴収義務者はどれくらいかとの質問に対し、７０件弱を指定しているが公

衆浴場や市営温泉、医療関係の温泉施設は対象外となっているとの説明がありました。 

 市内１３カ所へ設置された防犯カメラについては機能と防犯の効果についての質問があり、

カメラ本体とそれぞれに記録装置が付いており、１カ月分の記録が可能である。個別の案件の

内容は不明であるが、法令に基づく警察からの照会により情報提供し、防犯に利用されている

との説明がありました。 

 その他、随意契約の状況や内容について、決算審査の資料として提出を求めたところ、財務

会計システムの共同化によりデータの抽出方法も変わったため、それ以前のように公表はして

いないが、資料の提出とともに公表もしていきたいとの説明がありました。 

 次に経営政策部所管については、経年の決算状況において、歳入の収入率と歳出の執行率が

年々低下しているが要因はとの質問に対し、反比例して繰越金が増えている。昨年度は雪害も

あり、工期が遅れた事業もあるため、未収特定財源が増加していることも影響しているとの説

明がありました。 

 これに対し繰越明許が多過ぎるのではないか、事故繰越も安易ではないか、財政担当として

十分な確認を踏まえた予算付けが必要だとの指摘があり、明許繰越は国の補正予算編成の時期

にも左右される。事故繰越はやむを得ない場合に制度に則って行っており、平成２７年度には

解消される見込みである。しっかりチェックして対応していきたいとの答弁がありました。 

 また電子市役所構築事業に関し、昨年度の住民票と印鑑証明の発行にかかるコストはどれく

らいかとの質問に対し、窓口交付では職員の事務コストも含まれるが、１枚あたりのコストは

窓口の場合２９２円、自動交付機が８５８円、コンビニ交付で６６２円となっているとの説明
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がありました。 

 デマンドタクシーと市営バスの利用者数と費用対効果はとの質問に対しては、昨年度のデマ

ンド利用者はみさかルートが４，５５２人、ふじみルートが２，３３５人、市営バスでは一宮

路線が９，５３８人、境川循環線が３，００７人、芦川線が１万４，０７２人となっている。

また甲府市、甲斐市と共同運行している自主運営バスの補助金は、路線の距離により按分して

交付されている。これまで実証運行や利用状況に応じて改善を図ってきており、交通弱者の足

の確保とともに、公共交通のあり方の再構築を検討していくとの説明がありました。 

 次に消防本部所管では火災警報器の設置状況と救助・救急等の実績はとの質問に対し、本市

の火災警報器の設置率は５８％であり、行政区で開催される介護予防事業「やってみるじゃん」

や市内の商業施設などでのＰＲに努めている。また昨年度は出火５６件、救助活動４９件、救

急出場３，１９９件で、救急は１日あたり平均８．８件だったとの説明がありました。 

 次に市民環境部所管では、証明書発行にかかるコストについて自動交付機とコンビニ交付の

手数料は同じでもよいのではないかとの質問に対し、コンビニ交付は交付センターへの手数料

が１件あたり１２０円かかっているが、利便性という面では午前６時半から利用可能であり、

今後の検討課題としたいとの説明がありました。 

 これに対し、窓口交付に加え自動交付機やコンビニ交付などのシステムも活用するようにな

り、職員人件費やシステムの維持・保守管理等にかかるコストも変化してきている。戸籍住民

関係の業務における経年での比較検討や検証ができるよう、決算審査の資料として示してほし

いとの指摘があり、来年度から対応していきたいとの答弁がありました。 

 また交通災害共済の加入件数と給付実績はとの質問に対し、平成２５年度は２６．７％、

１９４人に対して計１，１３２万５千円の給付を行ったとの説明がありました。 

 地域振興促進助成事業では、事業の補助に関して領収書等の決算内容を細かく審査した上で

の報告なのか。収益性についての考え方や事務がずさんで不当であるとの監査委員の指摘に対

する見解はとの質問に対し、書類等は一つひとつチェックしている。事業計画を提出された時

点で収益性はないと判断している。監査における指摘に対してはその都度、文書の差し替えな

どを行っており、監査委員にはまとめて提出していたので受け止め方の違いがあったのではな

いかとの説明がありました。 

 また禁止されている収益ということについて見解はとの質問に対し分配したり、個人の利益

にしたりということでは、補助の対象にはならないということとの説明がありました。 

 このほか６支所について各支所長・課長にも出席を求め支所ごとの決算審査を行いました。 

 なお議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は賛成、

反対、その他の討論がありました。 

 また平成２６年請願第１号 「特定秘密保護法撤廃を求める意見書の提出を求める請願」に

ついてはさらに調査・検討の必要があると判断し、賛成多数で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７５号 「笛吹市火災予防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７７号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決定。 
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 議案第７８号 「笛吹市防災会議条例及び笛吹市災害対策本部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７９号 「笛吹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８０号 「笛吹市職員定数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８１号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」のうち総務常任委員会

担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」のうち総務常任委員会

担当項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１２２号 「変更契約の締結（石和温泉駅周辺整備事業に関する施行協定）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第８１号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）について」および議案第

１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」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７５号および議案第７８号から議案第８０号まで一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本４案件に対する委員長報告は、可決であります。 

 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７５号および議案第７８号から議案第８０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第７７号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第７７号の採決を行います。 
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 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７７号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２２号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２２号は原案のとおり可決されました。 

 続いて教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る９月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１６日

ならびに１８日・１９日・２２日までの５日間の日程により、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等について、報告いたします。 

 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告いたします。 

 保健福祉部所管では、保育課において子ども・子育て支援制度が平成２７年４月にスタート

する見込みのため、新しい支援制度の説明がありました。この制度の実施のためには、消費税

が１０％になった際の増収分から毎年７千億円程度が充てられ、貴重な財源を子ども・子育て

支援のため効果的に活用されるとのことでした。 

 新制度には施設型給付と地域型保育給付があり、施設型給付には認定こども園、幼稚園、保

育所があり、これらは従来どおり県の認可が必要であるが、今度新設される地域型保育施設に

は小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育があり、笛吹市が認可することに

なる。このようにさまざまな場所で多様な保育が可能となることから、今後の保育ニーズに寄

与することが期待でき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粗大ごみ処理委託に１，９４４万円の補正額を計

上したのは、今年２月の大雪による処理量の増大を予想した数字である。ビニールハウス、カー

ポート、屋根や樋などは国・県からの補償が出ているので、それに該当しない細かいもので一

般ごみの中に混じったものがいつもより多く出てくると想定し計上した。どのくらい出てくる
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のかは未定であると説明がありました。 

 教育委員会所管では、教育総務課において花鳥の里スポーツ広場トイレ改修工事の２，８００万

円の補正額について内容の説明を求めたところ、排水管、浄化槽の老朽化と容量不足などによ

り流れが悪くなり、今回改修することになった。躯体はそのままにし外観、内部設備を改修す

ることと浄化槽を取り替え、工事期間中は仮設トイレを設置して対応すると説明がありました。

また管理上の評判が良くないので、その原因を把握し今後の施設管理を徹底していくよう意見

もありました。 

 学校教育課において次世代リーダー育成事業について説明を求めたところ、２３年度から実

施している事業であり、２５年度は休止していたが今年度補正予算で復活させたい。事業の内

容は市内中学校の生徒会で活躍している２年生各校４名ずつ計２０名の生徒に対して、２泊３日

の研修を行う。研修テーマを決めていろいろな分野で活躍している方を講師に迎え、お話を聞

いたり、生徒同士ディスカッションをしたりして知識や人間性を養い、将来は地域のリーダー

的立場で活躍できるような人材育成を目指す一助にしたいとの説明がありました。 

 生涯学習課において、スポーツを通じた地域コミュニティ活性化促進事業のうちトライアル

スポーツについて説明を求めたところ、小学生を対象に山梨学院大学の専門講師や学生選手か

ら指導を受けて８種目のスポーツを体験する事業であり、種目は柔道、ゴルフ、ホッケー、ソ

フトボール、空手、レスリング、硬式テニス、ラグビーである。子どもたちには好評であり、

柔道・ゴルフについてはすでに３回実施している。今後いつまで続けられるのかとの質問には

この事業は文部科学省の委託事業であり、今後どこまで続けられるか分からないが、大学との

連携協定も踏まえ、当面の実績等を把握する中で検討していきたいとの説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 保健福祉部所管では、健康づくり課において不妊治療費支援事業の内容について説明を求め

たところ、２５年度は年間９１人の申し込みがあり、３７人が妊娠したとの説明がありました。

まだ市民の中にはこのような支援事業を知らない人も多くいると思うので広報紙だけではなく、

いろいろな手段で知らなかったという方がいないように伝達方法を考えていってほしいとの意

見がありました。 

 高齢福祉課において、在日外国人高齢者に対する福祉給付金の支給について説明を求めたと

ころ、大正１５年４月１日以前に生まれた在日外国人で、昭和６１年３月３１日までに日本に

移住してきた方に対しては月に１万円支給するものである。市内では、現在２名が該当してい

るとの説明がありました。 

 児童課において養育医療給付事業の現状について説明を求めたところ、市内に住所を有し、

生まれたときの体重が２千グラム以下の方や身体の発達が未熟のままで生まれ、その治療のた

めに指定医療機関に入院加療を必要とする方に対して、医療費の一部を生まれたあと１年間に

限り市が負担する制度です。２５年度は１５名で４２７万円でしたとの説明がありました。 

 保育課において広域入所受託事業の現状について説明を求めたところ、市外から市内の保育

所に来ている子どもを預かった場合の受託費は年間２千万円であった。平成２６年８月現在の

状況は市外から７７名預かり、そのうち甲府の子どもが４１名であった。また逆に市内から市

外に委託している子どもは１２０名で、そのうち７２名が甲府市内である。いずれも親の通勤

場所の都合による場合が多いと思われる。また一時保育を希望する場合には、前月の２０日ま

でに保育課に申し込みが必要である。緊急の場合でも２日前までにお願いしたいとの説明があ
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りました。 

 教育委員会所管では、教育総務課において平成２５年度学校施設整備の経過について報告が

ありました。国補事業の交付金を活用して、石和中学校、芦川小学校屋内運動場、浅川中学校

体育館改修、春日居中学校校舎増築工事などを実施した。このうち石和中、芦川小、浅川中に

ついては２６年度も継続して実施している。また、今年２月の未曾有の大雪により被害を受け

た２３施設について緊急対応を行ったとの説明がありました。 

 学校教育課において市費負担教職員の現状について説明を求めたところ、小学校においては

特別に支援を必要とする児童への対応のため、９校にサポーター１４名を、さらに確かな学力

の定着やきめ細かな指導のために小学校１３校（芦川小除く）に１３名、中学校５校に５名配

置している。今後障害の程度によらず、地域の学校で学べる教育、いわゆるインクルーシブ教

育の広がりから配置数の拡大が必要になることが予測されるとの説明がありました。 

 文化財課において国分寺跡整備事業の再開への見通しはあるのかとの質問したところ、再開

に向けて県を通じて国に要望しているところであるが、国からは保存活用について再発防止策

や職員体制の強化を含めた市の考え方を示すよう求められており、まだ再開の目途は立ってい

ないのが現状である。したがって今後は整備基本計画を策定し、整備に向けた市の姿勢を示し

ていくことが大事になるとの説明がありました。 

 最後に、今議会中の教育厚生常任委員会で行った市民環境部に関わる現場視察について報告

します。 

 去る９月１９日（金）には、境川に建設中の甲府・峡東地域ごみ処理施設を視察しました。

２４年６月に着工してから２年３カ月が経過し、周辺の付け替え道路もほぼ完成し、本体工事

である建築工事の基礎工事が盛んに行われていました。この建設現場には特別許可がないと入

れませんので貴重な見聞をさせていただきました。来年早々からは、設備の建屋が地上に上がっ

てくるので壮大な姿が見えてくると説明がありました。 

 なお、議案第１００号の「平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定」について反対討論があ

りました。 

 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第７３号 「笛吹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第７４号 「笛吹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８１号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」のうち教育厚生常任委

員会担当項目について、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８２号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８３号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８４号 「平成２６年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８５号 「平成２６年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、
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賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち教育厚

生常任委員会担当項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０１号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０２号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０３号 「平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０４号 「平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 教育厚生常任委員会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８１号および議案第１００号につきましては

先ほど申し上げましたとおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告

終了後に討論および採決を行います。 

 それでは議案第７３号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第７３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７３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７４号を議題とし討論を行います。 

 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７４号 「笛吹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する事業を定める条例」につ

いて、反対討論を行います。 

 この条例といいますのは、子ども・子育て支援制度が来年４月から実施することに伴って新

たに給付の対象となる小規模保育事業や家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育

事業などの認可の基準を定める条例であります。 
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 新制度の実施後は子どもたちはこれまでの認可保育所、幼稚園以外にも認定子ども園とか小

規模保育事業等の施設、事業所で保育を受けることになります。私は原則として、子どもたち

がどの施設、どの事業所で保育を受けようともどの子も同じ条件のもとで保育が受けられるよ

う、保育の平等性が担保されるべきと考えております。その原則に照らして、この条例の問題

点をいくつか、４つほど指摘したいと思います。 

 まず第１に、国家資格を持つ専門職である保育士の配置の基準であります。 

 小規模保育所Ａ型では、必要人数の全員が保育士の資格を持った資格者の設置が義務付けら

れておりますけども、Ｂ型では必要人数の３分の２の設置、そしてＣ型では資格者ゼロでもい

いことになっております。保育士の資格者配置ゼロといいますのは、子どもの命を守る上でも

保育の質の確保の上でも大変問題であると考えております。 

 ２つ目の問題は、給食の外部委託であります。 

 笛吹市の認可保育所の給食は現在、すべて自園調理でありまして外部委託はしておりません。

しかしこの条例では、調理業務の全部を委託することができるものとなっております。味覚の

発達期にある子どもたちに健康で、そして栄養に富んだ安全な給食を提供することや現在増え

ておりますアレルギーの子ども、アトピーの子ども、こういった子どもたちへの対応をするた

めにも自園調理は必須ではないでしょうか。 

 ３つ目は、１歳児保育について指摘したいと思います。 

 最低基準では子ども６人に１人の保育士、６対１の基準になっておりますけども、１歳児保

育事業補助金で今は５対１で保育しているところもあります。条例の６対１を５対１に引き上

げるべきではないでしょうか。 

 最後に設置すべき設備について、指摘します。 

 条例では乳児や未満児に必要な設備として、保育室と便所があればいいとされておりますけ

ども、山梨県の認可保育所の最低基準では沐浴室、調乳室、医務室なども設けるよう設置を義

務付けております。本条例でも設置を義務付けるべきではないでしょうか。 

 この新制度の発足実施にあたっては、国がさまざまな基準の案を示しておりますけども、小

規模保育事業等の認可の責任は笛吹市にあります。市の裁量が試される課題であります。市の

裁量で基準引き上げを行い、保育の平等性が担保されてどの子も等しくこれまでと同じような

質の高い保育が受けられるよう望むものです。 

 以上、反対討論とします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第７４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７４号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第８２号から議案第８４号までを一括議題といたします。 
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 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８２号から議案第８４号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第８５号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第８５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８５号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１０１号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１０１号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 よって、議案第１０１号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第１０２号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１０２号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 
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 よって、議案第１０２号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第１０３号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０３号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第１０４号を議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１０４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 よって、議案第１０４号は原案のとおり認定されました。 

 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 ただいま議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報告

をいたします。 

 去る９月４日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１６日および

１８日、１９日ならびに２２日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 

 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 

 産業観光部所管では、農林振興課の農産物等消費拡大宣伝事業にかかる全日本桃サミット実

行委員会補助金ついて、実行委員会のメンバー構成をどのように考えているか尋ねたところ、

市、農業委員会、ＪＡ、商工会、各種団体の代表を含めた実務者レベルのメンバーを想定して

いる。９月中にも組織を立ち上げて早急に事業に取り掛かりたい。なお、企画内容については、

市民提案も積極的に受け入れる中で検討を進めたいとの説明がありました。 

 また、雪害対策補助事業にかかる撤去の状況について説明を求めたところ、ハウスについて
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は７割近くが撤去済みであり、残りの３割は収穫を終えて、これから撤去を始めるケースであ

る。撤去補助については今年度中の支払いとなるので、現在、県からの応援もいただきながら

農林振興課の職員がフル稼働で対応しているところであるとの説明がありました。 

 次に観光商工課の商店街施設整備事業費にかかる、商店街の街路灯ＬＥＤ化に対する補助金

について、点在する商店などの街路灯への対応はどうなるのかとの質問に対し、自己負担も発

生するので商工会に相談する中で対応を検討してほしいとの説明がありました。 

 建設部所管では、まちづくり整備課にかかる石和温泉駅周辺整備事業の繰越明許費について、

今後、工期の延長に伴う資材費や労務費などの増額も考えられるのかとの質問に対し、ＪＲ東

日本との協議の中で、今後の変更は想定していないが、大規模災害などが発生した場合はあら

ためて協議することを確認しているとの説明がありました。 

 またサイン整備事業について事業の進捗状況を尋ねたところ、現在サイン計画に基づき市内

の既設看板の状況調査を行っている。その結果をもとに今年度中に実施計画を作成し、来年度

から看板整備などに着手する計画であるとの説明がありました。 

 公営企業部所管では水道事業会計のうち営業設備費の水利権更新業務委託について、詳細説

明を求めたところ、広瀬ダムの水利使用許可の更新を１０年ごとに行うもので、今後１０年間

の水需要予測、供給計画など必要書類の作成、関係機関との協議、国への申請業務など旧６町

村ごとに設定してある水利利用許可の更新手続きを行うものであるとの説明がありました。 

 続いて、決算認定についての報告をいたします。 

 産業観光部所管では、芦川支所にかかる特産農産物開発・販路促進事業の状況について説明

を求めたところ、これまで販売促進を中心に事業を進めていた。今後は販売促進と合わせて、

農産物直売所の運営委員会と協議しながら、冬場の加工品開発に積極的に取り組みたいとの説

明がありました。 

 また芦川町地域間交流推進事業の内容について説明を求めたところ、都会に暮らす若い世代

をターゲットに地域の運動会への参加者を募り、地域住民との交流会、そばうち体験、ほうと

う作り体験などを行っている。昨年は３０人の参加があり、参加者アンケートの結果は大変好

評であった。また１１月には県内の親子を対象にサツマイモ掘りやそばうち体験を行った。内

容の検討を重ねながら、継続的に事業を行うことでより多くの方に芦川町の良さを理解しても

らい、交流人口の増加や将来的には定住化につなげていきたいとの説明がありました。 

 なお芦川町内の施設について、市内外の子どもたちが芦川の魅力を生かした体験学習を行え

るような施設整備とイベントの企画を求める意見が出されました。 

 農林振興課関係では、有機資源循環型農業推進事業について現状説明を求めたところ、地域

や学校から生ごみを収集し堆肥化して市民に還元する事業で、バイオマスタウン構想に基づき

実施している。２５年度は一宮町田中地区、御坂町成田地区、境川町大坪団地の３地区ならび

に石和地内の小中学校および境川小学校から生ごみの収集を行った。加工した堆肥は週２回農

家に配布しているが、需要が多くとても足りない状況にある。２６年度は成田区と小中学校で

継続して収集を行っている。 

 なお、堆肥の需要があるので今後も事業を継続したい。また、バイオマスタウン構想自体は

継続しているので、今後、生ごみの分別収集に対する機運の高まりにより、小規模な堆肥加工

場の設置についても検討したいとの説明がありました。 

 なお、桃・ブドウ日本一を誇る笛吹市としては農業関連予算が不十分だと感じる。日本一を



 １９２ 

維持するためにも農家支援の予算の増額を求めるといった意見が出されました。 

 観光商工課関係では、来年の花見に向けてハウス桃園の状況を訪ねたところ、ハウス桃園６軒

のうち３軒は雪害で潰れてしまった。残りの３軒については、来年の花見にご協力いただける

との確認が取れている。花見期間は例年より短くなるが、笛吹市の春先の貴重な観光イベント

として実施する計画であるとの回答がありました。 

 建設部所管では、管理総務課にかかる住宅使用料の過年度滞納金に対する取り組みについて

説明を求めたところ、高額滞納者が８名で過年度滞納額の７割を占めている。すでに全員退去

済みであり、給料の差し押さえが１名、７名は小額分納をいただいているが、徴収額が滞納額

に追いつかない状況である。その他の滞納者については、３カ月の滞納を目途に本人および連

帯保証人に通知し、相談を受けながら納入を促している。なお５年で時効になるため、裁判あ

るいは本人の承諾により時効の延長を行っているが、どうしても徴収が難しいケースが発生し

た場合は、債務放棄も含めて個別に対応を検討することになる。滞納が少額のうちに、保証人

も含めて本人に接触するなど早めの対応により、高額滞納者を発生させないよう心がけている

との説明がありました。 

 まちづくり整備課関係では、街路事業費にかかる防犯カメラの設置状況について説明を求め

たところ、石和温泉駅に２９台、春日居駅に９台、合計３８台が設置されている。画像データ

は市で一括管理しており、警察からデータ提供の申請があった場合、要綱に基づいて提供して

いる。２５年度は２２件の提供を行った。なお駅周辺整備事業に伴い、北口広場に９台、自由

通路内に６台を増設する予定であるとの説明がありました。 

 また木造個人住宅耐震化支援事業の実績について詳細説明を求めたところ、昭和５６年５月

以前に建築された木造個人住宅が対象で耐震改修が４件で３２０万円、建て替えが１５件で

６００万円、設計が５件で９３万３千円の補助を行った。広報や啓発訪問により事業のＰＲを

行っているが、改修や建て替えには多額な自己負担も必要なことから、事業申請に慎重になっ

てしまう状況である。減災の面からも粘り強くＰＲを行い利用者の増加を図りたいとの説明が

ありました。 

 公営企業部所管では、水道事業会計について、有収水量の状況と有収率向上への取り組みに

ついて尋ねたところ、有収率は平成２２年度が７８％、２３年度は７５％、２４年度は８０．

６５％、２５年度は８０．２３％であり、有収率が大幅に伸びない原因として漏水が考えられ

る。平成２５年度の漏水に伴う緊急的修繕工事は芦川地区を除き１３６件あり、２４年度から

は５０件ほど減少している。漏水対応については、休日・夜間を問わず職員が対応の体制を取っ

ている。また漏水対策として毎年、老朽管の更新を行っているところであるが、今後は漏水箇

所の早期発見に向けた調査を実施するとともに、効率的な老朽管の更新を行うことで、有収率

の向上を図りたいとの回答がありました。 

 次に公共下水道特別会計について、今後の公共下水道の事業計画と長期財政計画の整合性は

どう考えているかとの質問に対し、現在の下水道の全体計画は平成３２年度までの計画となっ

ている。平成３０年には流域下水道の全体計画の見直しがあるので、そのタイミングに合わせ

て市の下水道計画も見直していきたい。長期財政計画も考慮しながら縮小の方向で検討してい

く予定である。また下水道と浄化槽との線引きについては、今年度アクションプランを策定す

る中で検討を進めたいとの回答がありました。 

 なお議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」および議
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案第１１７号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計決算認定について」には反対討論がありま

した。 

 以上、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。 

 議案第７６号 「笛吹市簡易水道事業の設置等に関する条例及び笛吹市簡易水道事業給水条

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８１号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第２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８６号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８７号 「平成２６年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８８号 「平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第８９号 「平成２６年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９０号 「平成２６年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９１号 「平成２６年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９２号 「平成２６年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９３号 「平成２６年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９４号 「平成２６年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（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９５号 「平成２６年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９６号 「平成２６年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

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９７号 「平成２６年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補

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９８号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第９９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２号）に

ついて」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」のうち建設経済常任委

員会担当項目について、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０５号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
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 議案第１０６号 「平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０７号 「平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０８号 「平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１０９号 「平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１０号 「平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１１号 「平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１２号 「平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１３号 「平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１４号 「平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１５号 「平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１６号 「平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１７号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成多数で原案

のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１８号 「平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 

 議案第１１９号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと

決定。 

 議案第１２０号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１２１号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第８１号および議案第１００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７６号を議題といたします。 
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 お諮りします。 

 本案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

 続いて議案第８６号から議案第９９号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１４案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８６号から議案第９９号までは原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１０５号から議案第１１６号および議案第１１８号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１３案件についての委員長報告は、認定であります。 

 本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０５号から議案第１１６号および議案第１１８号は原案のとおり認定され

ました。 

 次に議案第１１７号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありますか。 

 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 平成２５年度笛吹市水道事業会計決算について、これを認定することに反対の討論を行いま

す。 

 下水道会計の借入金残高および償還費が莫大な金額になり、笛吹市財政を圧迫してきたので

ございますが、今また水道会計がその轍を踏もうとしております。配水場事業にしても、水道

事業にしてもこれらは市の第１級の事業であります。しかし、そのためにはいくら借金をして

も、水道料金引き上げになろうとも構わないというものではございません。一般に行政の仕事

は一度計画したら、事業に手を付けたら止まらないといわれております。しかし倉嶋市長は多

機能アリーナ問題でもバイオマスセンター問題でも計画が大きく進んでいた段階にありながら

も変更可能な最後の一瞬まで検討を重ね引き返すべきは引き返し、変更すべきものは変更して

きました。倉嶋市長には市民の暮らしを守り、福祉を充実するためにそうした厳しい財政運営

を期待するものであります。 

 リニア御坂トンネルから毎秒０．２トン、日量１万７千トンもの湧水が出ていることが明ら

かになったのは御坂浄水場建設工事の入札の時期と重なりました。私たちはリニアトンネルの

水を使えば浄水場建設は不要となり、これまでの設計費等を差し引いても約２５億円の建設費

節約となると指摘し、御坂トンネル湧水の上水への利用を検討するよう求めました。また当時

の公営企業部はリニア御坂トンネル湧水利用と、浄水場建設をした場合の年間総費用の比較を

行い年間経費が１億２千万円、これから減少していくと計算しました。市長には勇気を持って

変更の決断をしていただきたかったと思います。御坂浄水場建設がほとんどである資本的支出

の財源は一般会計からの出資が８億１，１００万円、企業債が９億９，７００万円、国庫補助

金が３億５，１００万円、損益勘定留保資金等からの補てんが３億９，１００万円であります。

まず一般会計を圧迫していることを指摘しなくてはなりません。また水道事業会計の借金を増

やし、その返済のために今年度の一般会計、または加入者の負担を増やすことになることを指

摘しなければなりません。 

 一般会計からの出資は別にして、企業債の元利償還額はすでに６億２千万円に達し、給水収

益の６２．５％を占める。これは類似都市の２倍以上の比率でございます。有収率は８０．２％

と類似団体の８７．７％よりも７．５ポイント低く、水道ビジョン目標からは６．９ポイント

低い状態でございます。 

 なお、水道ビジョン等の計画が作りっぱなしで脇に置かれている感がございます。常に計画

に立ち返りつつ、同時に大胆・適正に見直すことが必要ではないかと思います。惰性による事

業によって財政を悪くし、都市計画税の課税や水道料の値上げ、福祉の後退を招いてはならな

い、そのように考えます。 

 以上をもって、反対討論といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 議案第１１７号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計決算認定について」討論を行います。 

 私は先ほど討論された渡辺議員とは異なりリニアの湧水、リニアトンネル工事による湧水を

水道事業に用いるべきだという考えではありません。しかし平成２５年度の水道事業会計につ
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いては主に２点、問題点があると考えております。水道事業の業務執行に関しては、前年度に

比べて２５年度は職員数も減り、そういう中で市民の皆さまに安定的に優良な水道水をお届け

するという重要な事業を担っていただいておりますが、１つは昨年の工事入札調査特別委員会

の設置の原因となった大きい事業、御坂浄水場関係の事業のその後の対応について、これはま

だ特別委員会の結論は出ていないわけですけれども、この点について問題があったというふう

に考えております。 

 やはり因縁果という言葉がありますが、種を蒔いて花が咲く、その間には手をかけ、また土

や水や空気が必要であり、栄養分も必要であると。そういう意味においては、こうした今のよ

うな結果をもたらしていることに対しては、水道事業の中でいろいろな問題点もあったんだろ

うというふうに思っております。 

 そういう意味において、２５年度の業務執行を顧みていただきたい、こういう思いで１点目

の問題を指摘したいと思います。 

 ２点目としましては、やはり市民の皆さまに安心して飲んでいただける水道水を供給してい

くにあたりまして、２５年度は給水原価がまた上がった中で供給している単価については、そ

のままであると。これについてはやはりなんらかの対応をとっていく必要があり、それが水道

料金の値上げとなるのか、あるいは老朽管の工事等を、事業量を減らしていくことでカバーし

ていくのか、いろいろ考え方はあると思いますけども、やはり今後、長い目で見た中で水道事

業を考えていただきたい、そういう思いで本決算認定については反対の立場で討論をさせてい

ただきました。 

 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１１７号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、認定であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 よって、議案第１１７号は原案のとおり認定されました。 

 次に議案第１１９号から議案第１２１号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１９号から議案第１２１号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８１号および議案第１００号を議題

といたします。 

 お諮りします。 

 議案第８１号については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案についての３常任委員会委員長の報告は、可決であります。 

 本案は、３常任委員長の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８１号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１００号の討論を行います。 

 まず、反対討論を許します。 

 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 笛政クラブの上野稔でございます。 

 議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、反対の立場

から討論を行います。 

 平成２５年度は、実質的に倉嶋市政における予算編成で行政経営が行われた年度であります。

記憶に新しいところでは年度末の今年２月、観測史上初めてとなる未曾有の豪雪に見舞われ、

災害復旧や補正予算対応など大変難しい局面もありました。職員も市民も議会としてもまさに

想定を超える事態に戸惑うことも多く、課題を十分に検証し、今後の防災対策において生かし

ていくことの重要性を改めて感じた次第であります。 

 このような中、２５年度決算においては数字的な結果からは健全な財政運営とも思われます

が、いくつかの点で決算内容や事業執行に問題点があると考えております。 

 まず予算現額が過去最高の膨大な規模となったものの執行率は７８．８％に留まりました。

この中には雪害対策の繰り越しを含んでいるとはいえ、大規模な建設事業の繰り越し等をはじ

め計６０億円の繰越明許、事故繰越も７件、５，８００万円となりました。４６件の繰越明許

は２４年度に比べて倍増以上の結果となっており、来年度からは地方交付税の段階的な減少が

見込まれ、これに備えていく必要があることから、２５年度の事業執行に対する検証と改善の

ための対策が強く求められるものと考えます。 

 次に、議会においても倉嶋市政における公共事業の入札・契約に対して何度も指摘や提案を

してきており、工事入札調査特別委員会も設置して市の業務執行の問題や考え方を質してきま

した。しかし２５年度の入札不成立と取り止め件数は計２５件、不調も２件あり、２４年度末

の御坂浄水場関係の入札問題から引き続き混乱を招いたと受け止められ、こうしたことが財政
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運営にも影響を与えたであろうことは否めません。 

 また市全体の１人当たりの保育コストからみると大きく突出した芦川保育所運営に関し、教

育厚生常任委員会で２５年度当初予算審議において指摘した問題への対応は、実質的に２６年

度予算編成にも反映されず、将来的な展望も示されているとは言えない状況であります。子育

て支援策として、市内全体の保育事業の充実が望まれている中で、保育を必要としている多く

の保護者や市民の理解が得られるような保育のあり方が問われております。 

 また一般会計から他会計への繰出金は、制度上可能としているものや国県補助分の交付税に

よる措置がなされるもの等があるとはいえ、上水道・簡易水道・下水道などへの一般会計から

の多額の繰り出しが一般会計の施策や事業に影響を与えている状況を懸念するものであります。 

 企業会計の事業を抑制し、先送りしながら歳入確保の対策を具体的に講じない状況が続けば、

結果的に住民福祉の低下を招くことにつながりかねず、一方で給付行政の拡充を進めれば本市

の財政力は一層低下しかねません。 

 まさに２５年度の財政運営は、そのような状況を打開する市政の舵取りの手腕が問われる年

であったのであり、その意味で不十分だったと言わざるを得ません。 

 最後に２５年度の地域振興促進助成事業について、市が選任した監査委員による定期監査が

行われたのち追加監査、再監査を経て改善等の措置要求がなされました。これに対する市の回

答を受け本年２月２８日付けで住民監査請求が提出され、３月に監査委員がこれを受理するこ

とを決定し調査等を行ったのち２６年度に入って４月に是正勧告が出される事態となりました。 

 この一連の経緯から判断する限り、事務の執行や事業の管理において市側の対応にまったく

問題がなかったとは考えられず、その都度、適切かつ確実な対応を取っていれば、その後の懸

隔とも言える事態を招来することもなかったであろうと遺憾の極みであります。 

 以上のようなことを勘案し、「平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定について」は認定し

難いものと考えます。 

 これで私の討論を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 次に賛成討論を許します。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 議長のお許しを得ましたので議案第１００号 「平成２５年度一般会計歳入歳出決算認定に

ついて」、賛成の立場から討論いたします。 

 決算認定はそもそも当初予算、あるいは補正予算を含めて議会が合意したこの予算が予算ど

おりに執行されているかどうか、言い換えると違法な支出はなかったか、そこが問われるもの

であります。 

 平成２５年度の一般会計歳入歳出決算では執行の執行上の改善の余地、あるいは先ほども指

摘された入札の取り止め等ありました。しかしこれは違法性があるか、あるいは適正でないか

という点からすれば、そういう判断に至るようなものではありません。これは２月の大雪害等

を併せ考える中で、適切な執行であったと考えているわけであります。 

 先ほど芦川の保育園の問題が出ました。芦川の一番大きな問題は過疎の問題です。たしかに

予算上は大変な支出を伴いました。しかし今年度はその保育所を存続させることによって５名

の保育児が生まれています。これはむしろ市長の英断であるというふうに評価するところであ
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ります。 

 さらに監査委員による審査意見に地域振興促進助成金、これは違法性があった。決算を不適

正としています。この地域振興助成事業は、考え方としては地域づくりに寄与すること、ある

いは地域特性、あるいは創造性を生かしたまちづくりを進めること、こういうために助成金が

出されているわけです。 

 先日、当団体は芦川で一番大きな問題となっている空き家、これを見事に改修し本格的な事

業を始めようとしています。そういうことからしても、この助成が非常に役に立ったというふ

うに判断すべきであります。細かいこと、たしかに事務上の改善策はあろうと思いますけれど、

それをもって認定できないというのはあまりにも乱暴な判断であろうと考えます。 

 こういうことからしても、今回の一般会計の歳入歳出決算は認定すべきものと考えています。 

 以上。 

〇議長（前島敏彦君） 

 次に反対討論を許します。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、誠和会の古屋始芳がこれから反対討論を行い

ます。 

 議案第１００号の「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、以下反対討

論を行います。 

 平成２５年度決算は大型施設整理構想の凍結を公約に掲げ、当選した倉嶋市長の初めての予

算編成による決算です。決算状況は歳入総額３３７億２，４００万円、歳出総額３１４億２，

１００万円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除き実質収支額は１３億８，１００万円で単年度

の実質収支をもっても６億２，６００万円の黒字となり、健全な財政運営と決算の数字上では

見えます。 

 しかし２５年度の支出総額は対前年比で３億７，９００万円の減額、マイナス１．２％の減

となっております。実質は凍結公約の大型事業を継続しているための建設事業費が多額に予算

確保されており、決算時の予算現額では対前年比に比べ２１億７千万円の増となり、５．８％

の増額となっております。支出総額の２０％が繰り越しされる決算となっているのが現状であ

ります。繰越金も決算額の対前年比で７％増の２２億円も多く繰越金が増えた決算となってお

ります。 

 平成２５年度の明許繰越費は総額６３億７千万円で、支出総額の２０％が来年度へ繰り越し

となっていてその内訳は継続費が１件、石和中学校校舎等改築事業が２億２，６００万円。明

許繰越費が４６の事業で６０億８，５００万円のこの内容は、雪害対策費の１２億６千万円を

はじめ砂原橋架け替え事業、石和温泉駅周辺整備事業、境川中間処理施設取り付け道路整備事

業など建設の事業が主な事業です。またそのほかの事業も事業着手が遅れたために、年度内に

終了できなかった事業も数多く見られます。その上に２４年度決算にはなかった事故繰越が７件、

５，８００万円報告されており、雪害による遅れ４件と用地交渉の遅れが理由とされる３件の

事業が報告されております。重大な事故があった場合は認められている事故繰越ではあります

が、用地交渉の遅れが重大な事故とは認められないと私は思います。 

 また実質収支額が１３億８，１００万円となっている中ですが、決算では市債借入額が４８億
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１，６００万円で公債費償還額が４０億４，３００万円となっており、トータルで７億７千万

円もの借入金が増加しました。 

 一方では１３億８，１００万円の繰越金と４億３，７００万円の基金積み立てとなっており、

繰越金を増やすのか、借金を返還するのが今後の財政運営に大きく影響すると思います。今議

会の代表質問でも指摘したとおり、地方自治体の会計は単年度主義ですので予算編成作業、予

算執行管理をしっかりと行わないと、地方交付税が減少する中で、厳しい財政状況には対応で

きないと思います。 

 また、その他の具体的な業務でも遅延改善を求めることがあります。昨年の１１月２５日の

臨時議会において、全会派賛成のもと工事入札調査特別委員会を設置し、不自然な入札公告の

中止、高落札に関する調査をしているにもかかわらず、その後の入札執行において入札の参加

者数や高落札者に対する改善が見られない点があり、また以前は行っていました随意契約の結

果の公表もないなど、入札契約に関する事務の適正な執行への改善がなされてないと思われま

す。 

 次に市内６３カ所の公の施設に指定管理者制度が導入されていますが、市民サービスや管理

運営の点でたびたび議会でも取り上げられてきた経過がある中、２５年度には指定管理者運営

評価委員会の設置を予定しておりましたが、設置されませんでした。計画した事業の確実な執

行で市民サービス向上のためにも早期に設置を望むものであります。 

 また甲斐国分寺跡等土地買い上げ事業において事業執行が不適正に行われ、１億７千万円と

多額の国および県補助金を返還する事態となったこと。そのことにより国からのペナルティで

２５年度以降の補助金が受けられず、事業を継続するためには国・県の補助金が必要なため、

事業が相当な遅延となっています。 

 次に芦川保育所運営事業に関わる費用１，１００万円については、当初予算審議において一

人保育での運営ということで、今後の課題としておりました。２５年度の取り組みは保育所に

ついてのアンケート調査を行い、議会への結果報告をすることになっておりましたが、２６年

度の予算には反映することができませんでした。子ども・子育て会議を設置しての検討結果と

のことでしたが、２５年度当初予算審議での議会で議論された問題への対応としては結果が２、

３年先延ばしになっております。他の市では、定員の３分の１程度の保育所でも存続の是非に

ついての検討をしている事実もある中、笛吹市では子ども１人に対して数百万円の税金投入を

しております。到底、市民が理解できるものではないと思います。 

 また地域振興促進助成事業で住民監査請求があり、監査委員の監査で結果、住民監査請求結

果の通知書で監査を行い、その中で補助金は不適切な支出とされました。 

 一方、事務処理の内容もずさんであり、かつ不当との指摘をされましたが、市の見解は監査

委員に指摘され、書類の差し替えは行ったとの回答をしております。市長が委嘱した監査委員

の勧告に対し、違法性はないとした市の見解も理解し難いと私は思います。 

 以上の点から今後、地方交付税の一本算定に伴い自主財産の減額が予測される中、一層の行

財政改革としっかりとした財政運営、確実な事業執行を期待するものでありますが、今回の２５年

度一般会計決算認定に対しては反対するものといたします。 

 以上、討論といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 次に賛成討論を許します。 
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 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 笛新会の保坂でございます。 

 私は議案第１００号 「平成２５年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成の

立場から討論を行います。 

 平成２５年度一般会計決算は形式収支、単年度収支および実質単年度収支のいずれも黒字決

算でありました。地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は前年

度を２．３ポイント改善し８４．８％となり、前年度に比べ財政構造は弾力化しております。 

 平成２５年度は第２次笛吹市行財政改革大綱の最終年度、仕上げの年であり、職員自らが市

民の目線に立ち市民第一主義を念頭に施策の必要性の優先順位を厳しく選択し、限られた財源

を効率的かつ効果的に配分し安定した行財政運営を可能とすることを目標に事業運営を進め、

事務事業成果等の報告で職員の皆さまの努力により、さまざまな成果を上げていることが確認

でき、評価に値するところであります。また、平成２６年度に策定された第３次笛吹市行財政

改革大綱をもとに、これまで以上の努力と工夫を着実に進展していくことを期待するものであ

ります。 

 歳入面においては、自主財源の根幹である市税は減少したものの、地方交付税や国庫補助金

の増額、市債等の有効活用により必要な財源確保に創意と工夫が見られます。 

 歳出面では少子高齢化、社会保障の増加、福祉、教育、環境問題など市民関連施策などへの

対応と扶助費や公債費の増高など厳しい財政運営の中、組織体制をしっかり整え企画検討し、

情報を効果的にマネジメントし、簡素で魅力的な市政運営の実現は着実に成果を上げていると

評価します。 

 中学３年生まで子どもすこやか医療費の対象拡大や石和中学校校舎等改築工事など、市民生

活を支える施策に取り組む一方で４月１０日を桃源郷の日と定め、日本一の桃源郷宣言を行い

ました。 

 また２月の豪雪に対応する支援で補正予算を組み、農家の方々をはじめ被害に遭われた市民

への支援に全庁を挙げて取り組むとともに国・県への働きかけも継続して行っており、産業経

済、観光の活性化に倉嶋市長の姿勢を見ることができました。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率、ならびに資金不足

比率は早期健全化基準を大きくクリアし、財政状況は健全化が保たれており、健全な財政運営

を証明しているところであります。 

 本市においては合併特例期間中にあって、新市の基盤づくり事業を執行している最中にあり

ますが、実質公債費比率も前年度と同じ１４．２％となっており、これは市民に必要な事務事

業を選択と集中により執行し、また財政環境をしっかり見据えた予算執行がなされた証拠であ

ろうと評価するところであります。 

 今後も健全な財政を維持し、安定した財政基盤の確立を図るため、さらなる取り組みをお願

いし、工夫しながら市民との対話を進め市政への参加をさらに進めていただきたいと思います。 

 議員各位から本会議、各常任委員会で指摘、また提言などがありましたがそのことを真摯に

受け止めていただき、今後の市政運営に反映していただくようお願い申し上げ、平成２５年度

決算認定に対する賛成討論といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 

 次に反対討論を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 平成２５年度笛吹市一般会計決算認定についての反対討論を行います。 

 まず予算現額は３９８億４，８００万円と過去最大、支出済額は３１４億２，１００万円と

過去２番目、しかし繰越明許費６３億７千万円を加えると３７７億９，１００万円とこれまた

過去最高となります。この予算は倉嶋市長が最初から手掛けた予算であったが、もし前市長の

計画どおり多機能アリーナやバイオマスセンターを進めていたら、さらに大変な予算、決算に

なっていたのではないかと思うところであります。 

 また先ほどもありましたが甲斐国分寺の問題等、その前市長の段階で起こった問題でありま

すが、そういうツケがあったことも大変なことだったろうと思います。 

 従来、笛吹市では合併１１年目から１６年目にかけて地方交付税が３０億円も減らされると

されてきましたが、今年支所経費等が今後も地方交付税に算入されることが決まり、減額幅が

約半分程度で済むということになったとはいえ、今後１５億円程度、減額されることになって

おり、財政運営次第では都市計画税の課税や水道料金等の引き上げ、福祉の削減などに結びつ

く恐れがございます。市長が選挙公約のとおり引き返せる事業について引き返したことは評価

いたします。そして私も含め、多くの市民の倉嶋市長への期待は動き出したら止まらない行政

体質を改め、財政健全化と市民の幸福のため、しっかりとぎりぎりまで事業を精査することで

ありました。しかし、その点では不十分であったと言わざるを得ません。すでに水道会計決算

認定反対討論でも述べたとおり、御坂浄水場建設３０億円の計画を留保し、２５億円が節約で

きるリニア御坂トンネル湧水の活用を検討すべきであったと考えるものでありますが、残念な

がら市当局は既存の計画どおり進めてしまいました。 

 水道会計への補助金３億８，８００万円に加え、出資金は８億１，１００万円が一般会計か

ら水道事業会計へ持ち出されることになりました。浄水場建設事業および関連配水管新規建設、

また敷設替えなど水道事業への補助、出資は今後も大きな金額になりますのでコスト削減のた

ゆまない検討、計画変更が求められると思います。 

 次に市営住宅についてでございます。 

 市がつくった住宅マスタープランでも、笛吹市は県内の市の中で公営住宅が少ないとされて

います。ここ１０年以上、新しい公営住宅は建設されておりません。昨今の市民の状態を見れ

ば低所得者向けの公営住宅の建設が喫緊でございます。現在、公営住宅の待機者は４７人。最

も長い人は６年も待っております。こうした中で公営住宅入居を諦めている人が多く、いわゆ

る隠れ待機者はもっとたくさんいらっしゃいます。 

 その一方、元雇用促進八代住宅は機構から購入して以来、ずっと空き部屋が目立っておりま

す。入居を促進するために２５年度に浴室の改修を行いましたが、それでも６０戸中２０戸が

空き室となっております。これは所得に関係なく家賃が一律で高いためであると思います。一

般の公営住宅への転換が必要ではないでしょうか。 

 防災問題でも高齢化問題でも今、支所と市民が一体となった地域力の強化が喫緊の課題です。

合併以来、支所軽視、本庁集中型の行政運営が進められてきましたが、これを見直す動きにな

らなかったことも大きな問題だと私は指摘したいと思います。 



 ２０４ 

 農林水産業費についてですが、決算１４億円のうちの７割が農地費となっており、相変わら

ず農業土木偏重になっております。商工費、決算のほとんどは市商工会への補助金で行政とし

ての地域経済活性化の施策がほとんどない決算でございます。商工会への丸投げでなく、行政

としての市内商工業者への支援策を持つべきだと考えます。 

 なお、評価すべき点も多々あります。まず先に述べたとおりアリーナ建設、バイオマスセン

ターをきっぱりやめたこと、石和中など学校施設の整備、また中学３年生までの医療費無料化

を実施したこと、ロタ・水ぼうそう・おたふく風邪の予防接種公費負担を実施したことなどが

挙げられます。特筆すべきは雪害対応でございます。必ずしも、もちろん十分だとは言えませ

ん。しかし他市に先駆けて体制をとったこと、そして総合窓口を立てて、そして進めてきたこ

とは特筆されます。 

 百条委員会で調査が行われている入札問題、入札公告が何度も取り消され変更されましたが、

これは市の説明でぎりぎりの段階でも入札公告内容の問題点を検討し、取り下げ、変更が行わ

れたこと、この中身をしっかりと理解できました。市長は事務を引き継いだばかりだという事

情、計画期限の切迫という事情も分かるが望むらくは期間運営を守り、公告前に十分な審査を

行い、多少計画が遅れてもずれ込んでも頻繁な取り消し、変更などを避けるべきだったと考え

ております。 

 地域振興促進助成金事業に関しては、１団体に対する助成金交付について住民監査請求が行

われ、監査委員の勧告が出され、その後３人の監査委員が辞任するという事態に至りましたが、

市当局の対応は極めて適正だったと考えます。私も監査委員勧告に関して事実と勧告の論旨を

正しく把握するために質疑と一般質問を行いました。 

 その中で私が理解できたことは住民監査請求、請求人陳述において監査委員は請求人の意見

に同意する私見を述べるなど、はなから監査請求人の側に立った公正性を欠いた監査であった

こと。 

 ２つ、当該団体を助成金支給団体に該当しないと断じた根拠も誤った法律解釈と主観に基づ

いたものであったこと。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺議員に申し上げます。 

 まだ続きますか。 

 （はい。の声） 

 本日の会議はあらかじめ議事の都合上、延長といたします。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ３．市長に１００万円を弁済せよという勧告も法に背反するものであったということであり

ます。監査委員自身が辞任時の監査委員の報告で言っておりますが、監査結果はあくまでもさ

まざまな不当と思われる内容を総合的に判断して出した結果だということです。要するに法で

はなく、監査委員の主観で結論を出したということであります。監査は法と条理、すなわち法

に基づいて、法にないことや法の解釈が定まっていない場合は条理に基づいて判断するとされ

ており、法をそっちのけにした監査委員の判断などあってはならないことです。それに対して

市当局の対応は法を遵守し、地域振興を志す団体を支援する熱意溢れたものであったことが議

会答弁等を通じて明らかになりました。大変な荒波を受けながらも、当該団体がたくさんの若

者を芦川に結集して元気にやっている裏には担当課の熱心な助言、援助が少なからず貢献して
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いるものと思います。 

 最後に私が今まで述べたとおり、評価する点があるにもかかわらず反対の討論を行いました。

惰性を断ち切り財政の健全化を進める、支所の機能を高め地域力を強化する、市民の暮らしを

守り市民の願いを実現する財政運営に転換しきれていないからでございます。 

 もう１つ、監査委員の勧告に賛成し市の対応に反対する立場から決算認定に反対する方々が

いらっしゃいますが、その方々と私たちを一緒くたにしてほしくないと議員の皆さまにも、ま

た多大な宣伝力を持つマスコミ関係者にもお願いするものであります。 

 以上、決算認定に対する反対討論といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 議案第１００号の採決を行います。 

 本案に対する３常任委員長の報告は、認定であります。 

 本案は、３常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数。 

 よって、議案第１００号は原案のとおり認定されました。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開を５時１５分とします。 

休憩  午後 ５時０２分 

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

再開  午後 ５時１５分 

〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 

   次に日程第５１ 平成２５年請願第５号を議題といたします。 

 平成２５年請願第５号については、総務常任委員会に審査を付託いたしました。 

 審査の結果について、総務常任委員会委員長から報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 

 それでは総務常任委員会にかかる請願審査の結果について、報告いたします。 

 本委員会に付託されておりました平成２５年請願第５号について、９月１６日に審査いたし

ました。 

 本請願については昨年、第３回定例会に提出され調査・審議を重ねてきました。これまでの

質疑・討論等の中では白色申告の家族従業者であっても労働の対価として経費算入を認めるべ

きである。青色と白色の申告方法の違いで差別するべきではないといったものや青色、白色と

もに記帳が義務付けられており、経営分析を行うためにも青色申告に移行することが望ましい。

白色申告者には給与所得者も含まれているのではないか。同法５６条は５７条にも関連し、課

税単位の問題もあり、税制全体の中で考えるべきといったものがありました。 

 審査の結果、採決と継続審査の賛否が同数となり、今定例会の委員会審査においては採決を



 ２０６ 

行うこととしました。 

 採決の結果、採択すべきと不採択とすべきとが同数となりましたので、所得税法第５６条を

廃止するのみでは問題解決が困難で根本的な税制の見直しが必要であると考えられることから

委員長において次のとおりの審査結果といたしました。 

 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 

 不採択とすべきものと決定。 

 以上、審査報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 平成２５年請願第５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。 

 平成２５年請願第５号の採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、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 少 数 ） 

 起立少数。 

 よって、平成２５年請願第５号は不採択とすることに決しました。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   次に日程第５２ 請願第３号および日程第５３ 請願第５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。 

 審査の結果について、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 

 それでは、教育厚生常任委員会の付託を受けました請願等審査の報告をいたします。 

 本委員会に付託を受けた請願は審査の結果、下記のとおり決定しましたので会議規則第

１３３条第１項の規定により報告いたします。 

 請願第３号 

 平成２６年６月１３日 付託 

 「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」 

 審査結果 

 不採択とすべきものと決定。 

 請願第５号 

 平成２６年９月４日 

 「手話言語法（仮称）の早期制定を求める請願書」 



 ２０７ 

 採択すべきものと決定。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 これより、請願第３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、討論を行います。 

 請願第３号について、討論はありませんか。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 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、ただいまの委員長報告では不採択とすべきものと決定という報告でありま

したけども、この委員長報告に反対の立場すなわち採択すべきものという立場で討論を行いま

す。 

 消費税がこの４月から５％から８％に上がりました。この消費税３％を増税する理由として

高齢化社会が進展しているに伴い、福祉や医療や社会保障にお金がかかる、そういうことから

この消費税で福祉や医療や社会保障を充実していきたいというのが主な理由であったというふ

うに考えております。 

 そういうふうに言って消費税を引き上げておきながら、一方ではこの法律による、特に介護

保険の大改悪が来年４月から行われようとしております。私は主にこの法律において介護保険

のことについて申し上げたいと思います。 

 介護保険は制度が発足してからおよそ１０年以上経過しますけども、その間もさまざまな介

護保険制度の改悪が行われてきました。しかし今回の改悪といいますのは、この制度の根幹に

関わる大改悪であると考えております。 

 まず第一に申し上げたいのは利用料であります。今、利用料、所得にかかわらず１割負担で

ありますけども、この制度が改悪されますと２割負担に引き上げることになります。さらに要

支援１、２の人、この人は今でも介護保険サービスを利用できますけども、この制度によって

介護給付から締め出されることになります。今まで介護給付を受けていた要支援１、２の人は

介護保険サービスを利用できません。保険料を徴収しておきながら制度から締め出す、私はこ

れは国による詐欺行為ではないかというふうに考えております。 

 そしてまた特別養護老人ホームへの入所も大幅に制限されることになります。今までは介護

度１、２の人も特別養護老人ホームへの入所ができましたけども、この制度によって介護度３以

上の人でないと入所の対象にはなりません。また低所得者の人たちが施設を利用する場合、補

足給付がされておりました。それも見直しがされることになります。 

 以上のように市民の福祉の向上という視点から見れば、この制度、この法律は大幅な後退に

なるものであります。そういうことから、この法律に対して市民の代表としてその議会が市民

の声を代弁して国に対して意見書を提出するのは、至極当然のことだと私は受け止めておりま

す。それが私たち地方議員がなすべきことではないでしょうか。どうか採択して、国に意見書

を上げていただきますようお願いして、討論とします。 



 ２０８ 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 請願第３号の採決を行います。 

 この請願に対する委員長の報告は不採択でありますが、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 少 数 ） 

 起立少数。 

 よって、請願第３号は不採択とすることに決しました。 

 次に請願第５号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 請願第５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５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、委員長報告のとおり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５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、暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ５時２８分 

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

再開  午後 ５時３７分 

〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 

 ただいま市長より補正予算案１件および人事案件２件の追加案件が、また教育厚生常任委員

長から所定の賛同者とともに１件の発議が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

 



 ２０９ 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   日程第５４ 議案第１２３号から日程第５６ 同意第２号までを一括議題とし、提出議案に対す

る要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 はじめに議案第１２３号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」につきまし

ては既定の予算額に歳入歳出それぞれ８５０万円を追加し、総額を４０９億４，４９５万円と

させていただくものであります。 

 今回の補正予算は、去る９月１１日に石和町川中島地内で発生しました道路陥没に対する修

繕料および原因調査のための委託料の計上であります。 

 次に議案第１２４号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。 

 任期満了となります人権擁護委員１名につきまして、石倉絹子氏を推薦いたしたく人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 石倉氏は住所は笛吹市八代町岡１６６番地１、生年月日は昭和２９年３月２８日、満６０歳、

新任であります。 

 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 

 任期につきましては、平成２７年１月１日から３年間となります。 

 次に同意第２号 「監査委員の選任について」であります。 

 監査委員の辞職に伴い新たに監査委員として横山祥子氏、宮川正氏、前島敏彦氏の３名を選

任するため、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意をお願いするものでありま

す。 

 横山氏は住所は笛吹市御坂町成田２０５番地、生年月日は昭和２３年４月２２日、満６６歳。 

 宮川氏は住所は笛吹市御坂町成田７２３番地の２、生年月日は昭和２８年１月１４日、満

６１歳。 

 前島氏は住所は笛吹市一宮町東新居１４１４番地、生年月日は昭和３０年１１月１５日、満

５８歳であります。 

 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 

 任期につきましては、議会の同意をいただいた日から横山氏と宮川氏については４年間、前

島氏については議員の任期となります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第１２３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。 



 ２１０ 

 議案第１２３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１２３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１２３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１２３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１２３号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１２４号を議題とし質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま、議題となっております議案第１２４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１２４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。 

 議案第１２４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１２４号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、議案第１２４号は原案のとおり承認することに決しました。 

 続いて同意第２号を議題といたします。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により私、前島敏彦は退場させていただきます。 

 なお、この間の議事進行を野澤副議長にお願いいたします。 

 （ 退 場 ） 

〇副議長（野澤今朝幸君） 

 前島議長に代わりまして議事を進行させていただきます。 



 ２１１ 

 しばらくの間、ご協力をお願いします。 

 それでは、同意第２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。 

 ただいま、議題となっております同意第２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、同意第２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。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第２号の採決を行います。 

 まず前島敏彦君を監査委員に選任することについて、同意することに賛成の方の起立を求め

ます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員です。 

 よって、前島敏彦君を監査委員に選任することについては同意することに決定いたしました。 

 ここで、前島敏彦君の入場を求めます。 

 （ 入 場 ） 

 前島敏彦君に申し上げます。 

 ただいま議題となりました前島敏彦君の監査委員の選任につきましては、同意されたことを

ご報告いたします。 

 ここで、議長を交代いたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 引き続き同意第２号の採決を行います。 

 横山祥子君を監査委員に選任することについて、同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、横山祥子君を監査委員に選任することについて同意することに決しました。 

 次に宮川正君を監査委員に選任することについて、同意することに賛成の方の起立を求めま

す。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、宮川正君を監査委員に選任することについては同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました横山祥子君および宮川正君から議場での発言の申し出があり

ましたので、これを許可したいと思います。 



 ２１２ 

 入場をお二人の監査委員さん、お願いしたいと思います。 

 （ 入 場 ） 

 ただいま、全員の皆さま方から同意をいただきましたことをご報告させていただきます。 

 同意されました横山祥子さまより議場での発言をお願いしたいと思います。 

〇代表監査委員（横山祥子君） 

 笛吹市監査委員にご同意いただきました横山祥子でございます。 

 このような場所でごあいさつをさせていただくことに、改めまして監査委員という重責に身

の引き締まる思いでございます。 

 職務の遂行にあたりましては、県職員としての経験やまた女性としての視点を踏まえながら

常に公正不偏の態度を持ち、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 

 議員の皆さま方にはご指導・ご鞭撻をいただきたくお願い申し上げまして、あいさつとさせ

ていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 続いて宮川正君の発言を許します。 

〇監査委員（宮川正君） 

 先ほど笛吹市の監査委員に同意していただいた宮川正といいます。 

 私は税理士という立場から、今まで蓄積をした知識をふんだんに出して職務を全うしていき

たいなというふうに思っております。 

 皆さまのお力をいただけるようにお願いを申し上げ、あいさつといたします。よろしくお願

いしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ありがとうございました。 

 両名の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   次に日程第５７ 発議第８号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 それでは発議第８号。 

 平成２６年９月２９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 

 手話言語法（仮称）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項の規定により別紙のとおり提出いたします。 



 ２１３ 

 提案理由 

 国連の障害者権利条約には手話は言語であることが明記され、国は本年障害者権利条約を批

准したところであり、障害者基本法第２２条では国・地方公共団体に対して情報のバリアフリー

化施策を義務付け、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、手

話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備の実現が必要であるため、

本意見書を提出するものである。 

 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（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８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８号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員。 

 よって、発議第８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５８ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 

 お諮りします。 

 本件についてはお手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件について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３回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 まず、秋の行楽シーズンの最中に起こった御嶽山の噴火についてであります。 

 今回の噴火では多数の犠牲者、負傷者が出ております。犠牲者のご冥福を心からお祈りする

とともに負傷者の皆さまには早期に回復されますようお見舞いを申し上げます。また行方不明
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になっている方々の一刻も早い救出を願っているところであります。 

 本市の対応についてでありますが、噴火直後に気象庁から県内への降灰についての予測が発

表されましたが、直ちに担当職員が市役所に参集し情報収集活動を行いました。幸い本市にお

いては、降灰らしきものは確認されませんでしたが噴火は現在も続いておりますので、今後と

も注視してまいります。 

 また総務省消防庁より本市消防本部に緊急消防援助隊の要請があり、昨夜遅くに８名編制の

隊を現地に派遣したところであり、今後も交代で派遣を継続する予定であります。 

 なお富士山の噴火が懸念されているところであり、富士山が噴火した場合、地域防災計画の

定めに沿って適切な情報伝達、住民の避難誘導、ならびに降灰対策に努めるとともに地域防災

計画の必要な見直しも検討してまいります。 

 今後も市民の安心・安全を守るため、的確に施策を講じてまいります。 

 さて、本市議会は９月４日から本日まで２６日間の日程で開催されました。正副議長をはじ

め、議員各位におかれましては本会議ならびに各委員会を通じ慎重かつ熱心なご審議に努めて

いただき感謝を申し上げます。 

 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

賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて本市は来月１２日に市政施行から１０周年となる大きな節目を迎えるにあたり、記念式

典を挙行いたします。記念式典では市政功労者、公職退任者の皆さまの表彰とともに、国際友

好都市ドイツ・バートメルゲントハイム市から市長を団長とする１８名の公式友好使節団にお

越しいただくことから、バート市長を特別ゲストとして招待し、ごあいさつをいただく予定で

あります。 

 さらに農村スポーツ広場を中心に市民まつりが計画されております。市内の企業や商店、市

民活動団体、市役所各部署のブース参加により賑わいが期待されます。このようなさまざまな

交流活動を通じて、市内産業の活性化と市民協働の取り組みの創出につながることに期待をす

るところであります。 

 同日の夕方には芹洋子さん、雨宮知子さんらによる「笛の音が風に乗って」をテーマに記念

のコンサートを開催いたします。議員の皆さまにも市民の皆さまとともに、これらのイベント

にご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 さて、秋の観光も本番となってまいります。９月１日からブドウエキスポ２０１４が開催さ

れていますが、１１月２日のヌーボーで乾杯カウントダウン、１１月８日・９日のワインツー

リズム山梨など深まる秋の景色や秋の味覚をご堪能いただく、趣向を凝らしたイベントが予定

されており、県内外から大勢の皆さんにご参加いただけるものと期待しております。 

 秋はスポーツの秋、文化・芸術の秋でもあります。スポーツ関係では今月に入り第６７回山

梨県体育まつりが開催され、男女合わせて３０競技に出場し男子のソフトテニスや卓球をはじ

め１１種目において優勝を飾るなど、昨年以上の活躍が光りました。総合順位は念願の優勝に

今一歩届かなかったものの、７年連続準優勝という成績を収めることができました。選手の皆

さまの日ごろの努力と大会での健闘を称えるとともに関係者の皆さまのご支援、ご協力に感謝

を申し上げます。 

 １１月９日には第９回、市内一周駅伝競走大会、１１月２３日には市民ウォーク・イン春日

居が行われます。秋の笛吹路を駆け抜ける健脚自慢のランナーたちへのご声援をお願いいたし
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ますとともに市民ウォークは春日居地域の自然や歴史に触れ、健康づくりの契機としていただ

けるよう多くの皆さまのご参加をお願いするものであります。 

 さらに１１月３０日には石和・春日居温泉郷富士山眺望トレイルラン＆ウォークが開催され

ます。大蔵経寺山の自然を生かした笛吹市の新たな魅力を引き出すイベントにしたいと考えて

おります。 

 また１０月から１１月にかけて文化祭、芸術祭が市内各地域で行われ、市民の皆さまの日ご

ろの文化・芸術活動の成果をご披露いただけるものと楽しみにしているところであります。特

に１１月１５日・１６日の第１０回笛吹市文化祭では一宮桃の里スポーツ公園体育館、ふれあ

い文化館を会場に写真、書道などの作品展示やコーラス、舞踊などの発表が行われます。ぜひ

ご覧いただきますよう、お願いいたします。 

 平成２６年度も上半期を終えました。次年度の予算編成については、政策協議の場で議論を

重ねながら鋭意準備を進めているところであります。平成２７年度は笛吹市誕生から１１年目

を迎える年となります。合併特例期間が終了することも踏まえ、行財政改革を一層推進し健全

財政の堅持を意識した中で、これまで以上に魅力ある地域の特性を生かした施策展開が図られ

るよう予算編成作業を進めてまいります。 

 彼岸を過ぎ朝夕はめっきり涼しくなり、これからいよいよ本格的な秋を迎えます。議員各位

におかれましてはくれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、今議会の

閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２６年笛吹市議会第３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 ６時０７分 
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