
 １ 

 

 

 

 

 

平成２６年 
 

 

 

笛 吹 市 議 会 

第４回定例会会議録 
 

 

 

平成２６年１２月 ５日  開会 

平成２６年１２月１９日  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県笛吹市議会 
 



 ２ 

 

笛吹市告示第１３２号 

 

 

平成２６年笛吹市議会第４回定例会を次のとおり招集する。 

 

 

                平成２６年１１月２８日 

 

                           笛吹市長  倉 嶋 清 次 

 

 

 

 

１． 期  日    平成２６年１２月 ５日  午後 １時３０分 

 

 

２． 場  所    笛 吹 市 役 所 議 場 

 

 

 



 ３ 

 

 

○ 応招・不応招議員 

 

 

応招議員（２０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 

 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 

 

 

 

 

不応招議員（１名） 

 

 ９番 海 野 利 比 古 

 

 



 ４ 

 

 

 

 

 

平 成 ２ ６ 年 

 

 

笛 吹 市 議 会 第 ４ 回 定 例 会 

 

 

 

１ ２ 月  ５ 日 

 



 ５ 

 

平成２６年笛吹市議会第４回定例会 

 

１．議 事 日 程（第１号） 

平成２６年１２月５日 

午後 １時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議会関係諸般の報告 

日程第 ４ 市長行政報告並びに提出議案要旨説明 

日程第 ５ 承 認 第 ８ 号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）の専決処

分の承認を求めることについて 

日程第 ６ 議案第１２５号 笛吹市放課後児童健全育成事業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 ７ 議案第１２６号 笛吹市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の制

定について 

日程第 ８ 議案第１２７号 笛吹市学童保育室条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１２８号 笛吹市道路法施行条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１２９号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 

日程第１１ 議案第１３０号 笛吹市都市計画税条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第１３１号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第１３２号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１４ 議案第１３３号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１５ 議案第１３４号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１６ 議案第１３５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

２号）について 

日程第１７ 議案第１３６号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１８ 議案第１３７号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１９ 議案第１３８号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第２０ 議案第１３９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３号）について 

 



 ６ 

日程第２１ 議案第１４０号 市道廃止について 

日程第２２ 議案第１４１号 市道認定について 

日程第２３ 議案第１４２号 財産の処分について 

日程第２４ 議案第１４３号 字の区域の変更について 

日程第２５ 議案第１４４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立かす

がい東保育所） 

日程第２６ 議案第１４５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市はなぶ

さふれあい児童館） 

日程第２７ 議案第１４６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂児

童センター） 

日程第２８ 議案第１４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあ

いの家） 

日程第２９ 議案第１４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂福

祉センター） 

日程第３０ 議案第１４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代福

祉センター） 

日程第３１ 議案第１５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市春日居

福祉会館） 

日程第３２ 議案第１５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川国

民健康保険診療所） 

日程第３３ 議案第１５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和温

泉駅前観光案内所） 

日程第３４ 議案第１５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂路

さくら公園他１施設） 

日程第３５ 議案第１５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代ふ

れあい健康広場） 

日程第３６ 議案第１５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代増

田ふれあい広場） 

日程第３７ 議案第１５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代ふ

るさと公園他１施設） 

日程第３８ 議案第１５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川グ

リーンロッジ他３施設） 

日程第３９ 議案第１５８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市すずら

んの里他１施設） 

日程第４０ 議案第１５９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川農

産物直売所他１施設） 

日程第４１ 議案第１６０号 笛吹市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正につ

いて 

 

 



 ７ 

日程第４２ 議案第１６１号 笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部改正について 

日程第４３ 議案第１６２号 笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正について 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２０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 

 １０番 野 澤 今 朝 幸 １１番 北 嶋 恒 男 

 １２番 志 村 直 毅 １３番 中 川 秀 哉 

 １４番 川 村 惠 子 １５番 渡 辺 清 美 

 １６番 亀 山 和 子 １７番 上 野   稔 

 １８番 渡 辺 正 秀 １９番 前 島 敏 彦 

 ２０番 小 林  始 ２１番 大 久 保 俊 雄 

 

 

３．欠席議員 

 

 ９番 海 野 利 比 古 

 

 

４．会議録署名議員 

 

 １０番 野 澤 今 朝 幸 １２番 志 村 直 毅 

 



 ８ 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 

 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 

 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 総 務 部 長 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 雤 宮 寿 男 

 財 政 課 長 飯 島  茂 消 防 長 風 間  勇 

 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 

 代表監査委員 横 山 祥 子 

 

 

 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   三 沢  久 

 議 会 書 記   西 海 好 治 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 

 

 

 



 ９ 

開会  午後 １時３０分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年笛吹市議会第４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。 

 早いもので今年も師走を迎え観光のトップシーズン、そして実りの秋も一段落、とりわけ未

曾有の雪害を乗り越えた収穫時期においては、そのご努力に感極まるものがありましたし、通

年型滞在につなげる各種観光施策も徐々にではありますが浸透してまいり、さらなる地域特性

を生かした活性化策も望まれるところであります。 

 一方、去る２日には第４７回衆院選が公示されました。私どももさまざまな政策論争をしっ

かりと見極める一方で加速する尐子高齢化、景気の回復が実感できない地方都市において単に

手をこまねいているのではなく、その受け皿となる積極的な施策展開も望まれるものでありま

す。 

 笛吹市も合併１０周年を迎え、市議会といたしましても新たな未来に向かい課題は山積して

おりますが、二元代表制のもとしっかりとした市民の皆さまとの対話、しっかりとした議会内

討論、しっかりとした精査と提言をする中でより住みやすいまちづくりを目指し、市民の負託

にしっかりと応える議会を目指してまいりたいと存じます。 

 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します。 

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

申し添えます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 

 議席第１０番 野澤今朝幸君および 

 議席第１２番 志村直毅君 

の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１９日までの１５日間としたいと思います。 



 １０ 

 これに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１２月１９日までの１５日間と決定いたしました。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 

 報告事項を申し上げます。 

 今定例会中、海野利比古君より欠席届が提出されておりますので報告いたします。 

 続きまして監査委員より平成２６年８月分から平成２６年１０月分の例月出納検査の結果に

ついて報告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承願います。 

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

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 

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

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 承認第８号から日程第４０ 議案第１５９号ま

でを一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２６年笛吹市議会第４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

ご説明申し上げ議員各位のご理解を賜りたいと存じます。 

 師走に入り気ぜわしい日々が続く中、衆議院選挙が戦われております。アベノミクスが争点

といわれますが、被災地の復興、外交・安全保障政策やエネルギー政策など争点は多岐にわた

り日本の進路が問われる選挙であります。 

 市民の皆さんが各党の公約、各候補の政見をしっかりと吟味し投票されるよう期待します。

とりわけ政治離れが指摘される若い皆さんには社会と政治に関心を持っていただき、投票所に

足を運ばれるよう訴えるところであります。 

 それでは提出案件の概要説明に先立ちまして、最近の市政と市民生活に関わる主要事項につ

いてご報告を申し上げます。 

 はじめに、御嶽山噴火に伴う緊急消防援助隊の派遣についてであります。 

 ９月２７日に発生しました御嶽山噴火に伴い、緊急消防援助隊の派遣要請が長野県から総務

省消防庁にあり本市消防本部からも山梨県隊として活動隊４名、後方支援隊３名が１９日間に

わたり出動し延べ３６隊、１１１名の職員が救助活動を行いました。 

 ３千メートル級の山岳地帯で火山活動が続く中、亜硫酸ガス、火山灰に阻まれる過酷な状況

下で行方不明者の捜索活動に従事いたしました。 

 次に、リニアの見える丘整備事業についてであります。 

 八代ふるさと公園駐車場につきましては仮設展望台を設置し、盆地を含めた眺望を楽しんで

いただいておりますが、来年度には本格的な展望台を設置する計画で現在、実施設計業務を進

めているところであります。 



 １１ 

 また花鳥一本杉周辺の公園整備についても１０月２７日に地元説明会を開催し、整備計画に

ついてご理解をいただき、公園整備の事業認可取得に向けて県との協議を進めているところで

あります。 

 次に、全国桃サミットについてであります。 

 １１月１０日に県、市、ＪＡ、農業者、観光関係者などを委員とした第１回桃サミット実行

委員会を開催し、全国の主要な桃産地が集う「全国桃サミットｉｎ笛吹」の開催を正式決定し

ました。 

 開催期日は来年４月１７日（金曜日）、１８日（土曜日）を予定しており、石和温泉郷を会場

に開催いたします。 

 初日には全国桃産地協議会、全国桃サミットおよびレセプションを開催し、翌日には石和温

泉駅前で全国うまいもの市の開催やエクスカーションとして観光地の紹介をする予定でありま

す。 

 次に、秋の観光イベントについてであります。 

 １１月２日の夜半、山梨ヌーボーの解禁に合わせ、今年も県下で最も早くカウントダウンイ

ベントを開催いたしました。深夜にもかかわらず県内外から約１千人のワイン愛好者が集まり

大好評を博したところであります。 

 また１１月９日の「ワインツーリズムやまなし２０１４」笛吹ルートでは、市内のワイナリー

巡りにおいても１千人を超える来客があったと聞いております。さらに１１月３０日の大蔵経

寺山や兜山を走る第１回トレイルラン＆ウォーク大会には、４０６名の参加者が晩秋の山々を

颯爽と駆けていました。 

 これらのイベント開催にあたり多くのボランティアの皆さま、また市民の皆さまのご協力を

いただきましたことに深く感謝申し上げます。 

 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 

 現在、駅舎等にかかる工事が昼夜を問わず進められており、併せて北口駅前広場工事も同時

に進行しております。今年度末には駅舎および南北自由通路が完成し、来年度末までに北口整

備を含めた駅周辺整備事業がすべて完成する予定であります。 

 今後も周辺住民の皆さまや駅利用者など関係者のご理解とご協力をいただきながら、事業を

推進してまいります。 

 次に、国際交流についてであります。 

 １０月１２日、市制施行１０周年記念式典の日程に合わせ国際友好都市ドイツ、バート・メ

ルゲントハイム市からウド・グラットハール市長を団長とする交流使節団１８名が来訪されま

した。 

 滞在中は記念式典への参加や記念植樹、両市友好の鐘の見学などを行い、両市の結びつきを

確認するとともに、市民まつりや歓迎レセプションにおいて市民レベルの交流を行うことがで

きました。 

 ウド市長からは帰国後、「本市での催しはとても印象的で充実した時間を送ることができ、両

市の友情がさらに深まりました。ご尽力くださったすべての皆さまに感謝の意をお伝えくださ

い」とお礼の書簡をいただきましたことを報告いたします。 

 次に、予防接種についてであります。 

 本市では子どもと高齢者に対し、予防接種法で定められた定期予防接種の実施とともに任意
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接種であったロタウィルスワクチン、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチンの接種費用を一部

補助してまいりましたが、本年１０月１日から予防接種法が改正されたことにより、水痘ワク

チンと高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種化され、すべての対象者への接種が義務付けられま

したので市民への周知に取り組んでいるところであります。 

 次に、ごみ処理施設および関連施設の整備状況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る、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建設請負業者の株式会社 神鋼環境ソリューション東京支社が

ごみビット建設のための掘削作業に入っており、平成２９年４月稼動に向けた本体施設建設工

事が始まっております。 

 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

の整備については大林・クボタ環境・湯澤・内藤建設共同企業体が落札し、工事の着手準備を

行っております。 

 今後は３０年１２月からの稼動に向け、地元への丁寧な説明を事業主体や業者に求めてまい

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公園緑地の整備につ

いては現在詳細設計作業や用地買収の事前の法手続きを行っており、温泉の掘削についても甲

府・峡東地域ごみ処理施設事務組合による業者発注の準備が進められているところであります。 

 次に、御坂浄・配水場建設工事についてであります。 

 平成２４年１１月に浄水場の造成工事に着手し建設を進めてまいりましたが、このたび完成

の運びとなり来週１２月１１日に竣工式を迎えることとなりました。 

 御坂浄・配水場の完成により御坂地区の水不足の解消が進展するとともに、今後は石和地区

の一部や一宮地区の一部への供給も視野に入れ、本施設のさらなる有効活用を図っていく計画

であり、より安全で安心な水道水を安定して供給していくための基幹施設となります。 

 次に、生活習慣病の予防に関してであります。 

 健康保険制度を健全に維持していく上で、生活習慣病への対策が重要な課題になっています

が、本市ではこのたび国の委託を受けた大阪大学が実施する生活習慣病重症化予防のための戦

略研究の研究参加地域に選定されました。この研究は健康診断で生活習慣病の発症リスクが高

いと診断されたにもかかわらず、健診後に医療機関を受療していない人が相当数にのぼるとい

う現状に鑑み、受診指導を徹底して行った自治体と一般的な指導に留まっている自治体とを比

較して、健診後に受療することの予防効果を実証しようとするものです。 

 本市は受診を強く指導する自治体、いわゆる介入自治体に選定されており、その立場からこ

の研究に貢献することとなりますが、同時に実施プロセスを通じて重症化を予防することにつ

ながり、また現場保健師の確信にもつながるので意義は大きいと考えており、積極的に取り組

むこととしております。 

 次に、スポーツ分野での中学生の活躍についてであります。 

 １１月３日に行われた山梨県中学校駅伝競走大会で、石和中学校駅伝チームが昨年度に続き

優勝し２連覇を飾りました。同校は８月の全国中学校体育大会、４×１００メートルリレーに

おいても２位入賞の快挙を成し遂げたところであります。 

 駅伝チームは１１月３０日に関東大会に出場し、今月１４日には山口県で開催される全国大

会に出場する予定でありますので、その活躍を期待するとともに皆さまにも温かい応援をお願
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いしたいと存じます。 

 それでは続きまして本日、提出した案件につきましてご説明申し上げます。 

 提出案件は専決処分の承認１件、条例案７件、補正予算案８件、指定管理者の指定議案１６件

など合わせて３６案件であります。 

 はじめに、専決処分についてご説明申し上げます。 

 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについて」

でありますが、１２月１４日執行予定の衆議院議員総選挙にかかる選挙執行経費の補正予算に

ついて議会を招集する暇がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

をいたしましたので、承認をお願いするものであります。 

 続きまして、条例案について概略をご説明します。 

 「笛吹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」については児

童福祉法の一部改正に伴い、支援員の資格、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準について条例の制定を行うものであります。 

 「笛吹市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例」については子ども・子育て支援法

の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準について条例の制定を行うものであります。 

 「笛吹市学童保育室条例の一部改正」については児童福祉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。 

 「笛吹市道路法施行条例の一部改正」については、道路法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴い所要の改正を行う必要が生じたものであります。 

 「笛吹市国民健康保険条例の一部改正」については健康保険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。 

 「笛吹市都市計画税条例の一部改正」については、都市計画税の課税の特例を延長すること

とし所要の改正を行うものであります。 

 「笛吹市職員給与条例の一部改正」については、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

および県人事委員会の勧告に基づく県職員の給与改定に鑑み、市職員給与の見直しを行うため

の改正を行うものであります。 

 続きまして、補正予算案につ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５号）」でありますが、既定の予算額から歳

入歳出それぞれ２億８，５００万円を減額し、総額を４０６億９，５００万円とするものであ

ります。 

 また繰越明許費の追加、債務負担行為の追加および変更、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て市税１億１，４００万円の減額、地方交付税２億３，４００万円の追

加、国庫支出金１億９，７００万円の追加、県支出金３，３００万円の追加、基金等からの繰

入１億２，７００万円の減額、市債については合併特例債５億４００万円の減額、過疎対策事

業債７，６００万円の減額を行うものであります。 

 歳出の主なものとしましてはまちづくり基金への積立金２，３００万円、国民健康保険特別

会計繰出金６千万円、障害者通所支援事業費１千万円、生活保護費支給事業費２，８００万円、

震災対策農業水利施設整備事業費８００万円、雪害緊急対策事業費４００万円、小学校教師用

教科書・指導書等整備事業費２，５００万円などを追加計上し、浸水対策事業費２億６，９００万
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円、公債費１億７，３００万円などを減額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」は５１０万円を追加し総額を

９２億６，７００万円に、「介護保険特別会計」は５，６００万円を追加し総額を５７億３，１００万

円にするなど併せて５会計につきまして補正予算を提案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３号）」では、収益的収入及び支出において

４，５００万円を追加し総額を１７億４，９００万円とし、資本的収入において１億円を減額

し総額を１３億３，８００万円に、資本的支出において１億７００万円を減額し総額を１７億

７，１００万円に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３号）」では、収益的収入及び支出において

４６０万円を追加し、総額を７，５００万円とするものであります。 

 続きまして、財産の処分についてであります。 

 市有財産である土地を甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が境川町寺尾地内に建設するご

み処理施設整備事業用地として売却することに伴い、議会の議決を求めるものであります。 

 続きまして、指定管理者の指定議案についてであります。 

 新規指定５施設、指定期間満了に伴う再指定１８施設の合計２３施設について、平成２７年

度以降の指定管理者を指定するものであり、これらの施設につきましては公募などにより、あ

らかじめ指定管理者候補団体を選定しておりますが、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

 その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、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（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、承認第８号から議案第１５９号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

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

に付託することになっておりますので、承認案件を含め全案件とも大綱的な質疑に留めたいと

思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第１２５号から議案第１５９号までの３５案件について

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

 続きまして、承認第８号については会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

し討論・採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 これより、承認第８号について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論なしと認めます。 

 承認第８号について、採決します。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、本件は承認することと決しました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開を午後２時１５分といたします。 

休憩  午後 １時５９分 

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

再開  午後 ２時１５分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 ただいま、市長より３件の追加議案が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。 

 これに異議はありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第４１ 議案第１６０号から日程第４３ 議案第１６２号を一括議題とし提出議案

に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 

 議案第１６０号 笛吹市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正について、ならびに

議案第１６１号 笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に

ついておよび議案第１６２号 笛吹市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

については人事院勧告および県人事委員会の勧告に伴う給与改定に鑑み、特別職および議会議

員の期末手当について見直しを行うため、所要の改正を行うものであります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 これより、議案第１６０号から議案第１６２号の質疑を行います。 

 この際、申し上げます。 

 本案につきましては、所管の常任委員会に付託することになっておりますので大綱的な質疑

に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第１６０号から議案第１６２号は、お手元に配布してあ

ります議案付託表のとおり総務常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

 お諮りします。 

 週明けの８日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これに異議はありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、８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日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時１８分 
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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（１９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 雤 宮 寿 男 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いします。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 報告事項を申し上げます。 

 本日、副市長 小林明君より欠席届が提出されておりますので報告いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会には１０名から１８問の通告がありました。 

 質問は通告順に行います。 

 質問については申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 

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

 質問につきましては１人１５分以内とします。 

 関連質問については申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問がすべて終

了したのちとなりますので、ご承知願います。 

 それでは順次、質問を許可します。 

 まず１５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 公明党の渡辺清美です。２点質問させていただきます。 

 はじめに若者の地方定住化戦略の推進について、お伺いいたします。 

 都市部の若者らを過疎地の自治体が募集し、地域活動をしてもらいます、そういった地域お

こし協力隊制度が全国に広がっております。 

 制度が開始された２００９年には全国で８９人でしたが、２０１３年度時点では隊員数が４つ

の府、県そして３５４の市町村、合わせて９７８人まで広がりました。この６月にはこの制度

隊員数を、今後３年間で３千人に増やす方針が出されました。 

 地域おこし協力隊は、他地域に暮らす人材を活用しての地域活性化策で総務省が創設しまし

た。地方自治体が地域おこしの活動を支援したり、農林漁業を応援したり、そして住民の生活

支援など地域協力活動に従事してもらい、併せてその定住定着を図りながら自治体を活性化す

るのに貢献するものでございます。 
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 必要経費については受け入れ側の地方自治体が負担した場合、地域おこし協力隊員１人当た

り４００万円、募集に関わる経費について自治体１団体当たり２００万円を上限にする措置を

行います。 

 地域定住の状況につきましては、総務省が昨年公表したアンケート結果によると昨年６月末

までに任期を終えた隊員の約６割が活動していた市町村か近隣地域に定住しています。任期後

もこうして地元に残ってもらうことは制度の最終目標であることからも、この事業が順調に推

進していることが分かります。 

 活動内容は地域によって異なりますが地域ブランドの開発、販売、そして空き店舗を活用し

た商店街の活性化、また耕作放棄地の再生など多岐にわたります。尐子高齢化の進行やまた人

口流出が今後深刻化する中で、本市としての地方創生の推進の一環として、こうした取り組み

の必要性を感じますがご所見をお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 地域おこし協力隊は人口減尐や高齢化が進行する地方において、地方自治体が都市住民を受

け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し一定の期間以上、地場産業の応援、住民の生活支援

など各種の地域協力活動に従事してもらいながら隊員の地域への定住・定着を図る仕組みです。 

 本市においても、今後人口減尐の進行が予測される状況にあって若者の定住化への取り組み

は重要な課題であります。若者の定住化を図るためには生活の基礎となる仕事の場、雇用環境

の充実が必要であると考えます。 

 そこで観光、農業など地場産業の強化により本市が定住の地として魅力ある場所とすること

が重要であると考え、地域の外からの視点で地域に住む人では気がつかないような発想により

定住化の促進と地域力向上への取り組みを進めるため、来年度の地域おこし協力隊制度の導入

を検討しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。なかなか、協力隊のほうなんですけども、やはり自治体で自分たち

の良さをアピールすることが必要ではないかと思うんです。そしてなかなか協力隊として来て

もなじめなくて去っていく方も中にはおられます。そのような対策をどのようにお考えになっ

ているのか、すみませんお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 今、なじめないでという表現でございますが、たしかに地域おこし協力隊、これは都市部の
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若者を誘致しようという１つの制度なんですが、いわゆるその地域に魅力がないと、彼らはあ

る意味、人生を賭けてここへまいります。先ほどご指摘がありました６割の人が定住をしてい

く、そういう中でいわゆる生業がまず立っていかなければならない。ですから１つの政策とし

ては都市部の人たちの人口を地方の活性化に役立てようという１つのプランニングですが、ご

指摘のところは非常にやっぱり気にして、着眼点として大事にして制度を運用していかなけれ

ばならないと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 先ほどおっしゃったように人生を賭けている、たしかに自分たちの将来を賭けております。

そういうところでもってやはり近隣でそういうネットワークがありまして、近隣のところに来

ている人たちの協力隊の人たちとやっぱり交わる機会、意見交換とかそういったことも必要で

はないかと思いますけども、そういった横のあれはどのような感じですか。お願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。横の交わりということでございます。 

 すでに、この制度を置いておきまして、芦川地区なんかでは地域の運動会なんかで都市との

交流、いわゆる足がかりをつける、手がかりをつけるという部分の中でなじみを持っていただ

く。たしかに都市部の今、田舎で働きたい、いわゆる田園回帰というようなものを希望してい

らっしゃる方は先ころ６月の内閣府の調査で３１．６％あるんですよね。ところが実際にそこ

へ将来的には住みたい、もしくはそこで働きたい、一生を終えたいという希望は持っていても、

それはいつなのかというと今すぐではないんですね。やはりそのきっかけとなるべき部分の導

入、これは非常に難しいことだと思いますが、今やっておるような取り掛かりの部分について

も充実・拡大させながら若者の定住促進をしていきたいというご指摘のとおりだと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 本市としてどのような発信の仕方をお考えになっているのか、そのへんを教えてください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 この制度、来年から心掛けておりますが、まず私どもの必要、要は持っておる知識のどんな

部分の地域おこしをしていただけるか、まず私どものニーズも１つあります。そうした中で笛

吹市としても初めての実は取り組みになります。そうした中で募集要項の中ではまず地域の事

情、地域の課題、これを解決していただけるという私ども側の部分の利益と、それとそれにふ

さわしい人材が来られる、実は要項のつくり方、これに関わってくるのかなと。募集について

は国のサイト等を利用しながら、三大都市圏からぜひ有能な、先ほど本答弁でも言いましたけ
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ども、課題として今考えておるのは地場産業であります商工観光振興、それと農業の振興を２つ

の柱として今、考えておりますが、その要項の作成に取り掛かりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 たしかに地域性として農業は重要なことだと思います。このほか、やっぱり広い範囲のいろ

んなものを取り込んだほうが今後よいのではないかということを思いますので、またそのへん

も、たくさんのものをやはり発信して、そしてそれにふさわしい人材を置くには２つの、集中

してもいいんですけれども、いろんな、例えば鳥獣害の問題もあります。そういうことでプロ

の方たちもいます。そういうようなことも考えながら、またそのほかにもいろいろ子どもさん

たちを送り迎えとかいろいろなこと、そういったことの警備のほうの感じとかそういうことも

ありますので、またそういった多方面においての今後とも検討をよろしくお願いいたします。 

 それでは２点目に入らせてもらいます。 

 放課後子ども総合プランの推進について、お伺いいたします。 

 厚生労働省によると平成２５年に放課後児童クラブに希望しても利用できなかった数が８，

６８９名おりました。そして保育所と比べ開始時間が短い放課後児童クラブは、本当に共働き

世帯が増えることを、増加する背景を考えますと高まるニーズに対して受け皿の不足というか、

そういうものが指摘されております。 

 こうしたことを打開策としまして、厚生労働省と文部科学省は放課後に校内などで子どもを

預かる放課後児童クラブのそういったことを盛り込んだ放課後子ども総合プランをまとめ、本

年７月３１日に全国の自治体に発信、通知しました。 

 この同プランではこの受け皿の整備を加速させるため、現在の定員数を２０１９年度末まで

には約３０万人分増やすことを目標に掲げて行動計画の見直し策定を促しております。 

 そこで本市における今後の取り組み方の考え方と行動計画の策定状況について、お伺いいた

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺清美議員の一般質問にお答えいたします。 

 国はすべての児童の安全・安心な居場所を確保するため、放課後児童クラブおよび放課後子

ども教室を計画的に整備する放課後子ども総合プランを策定することとしており、市町村にお

いてはそれに基づき行動計画を策定して、放課後児童クラブ等の平成３１年度に達成されるべ

き目標事業量等の内容を盛り込むこととされております。 

 本市でも行動計画を現在、策定中であります笛吹市子ども・子育て支援事業計画の中に反映

させ、今年度中にパブリックコメントを実施してまいります。 

 なお、事業計画では放課後児童クラブの平成３１年度までに達成されるべき目標事業量を現

在の定員より２７５名増員し１，１１９名分の確保を見込み、市内２６カ所で実施するととも

に定員増に対応するため、場所の確保につきましては教育委員会等の庁内連携や各小学校の協

力をいただく中で対応してまいります。 
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 また、学校内で行われております放課後子ども教室の平成３１年度までの整備計画につきま

しては現在、放課後児童クラブの充実を最優先としておりますが、小学校の余裕教室の状況を

把握する中で検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １５番、渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございました。いろいろ大変な、働く世帯の方たちにはとてもありがたいことで

すけども、実際に始まってそれを受ける側となるといろんな問題があると思います。しっかり

とこのへんは協議しておかなければならないと思うんですね。例えば、その責任をどこが取る

かということの問題があります。そのへんのことについて、どのようなお考えを持っているの

か、ちょっと教えていただきたいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 保健福祉部では教育委員会や学校との間に協定等、締結等については特に必要とは考えてお

りません。現在、放課後子どもプラン運営委員会をしているんですが、新しい制度において放

課後子ども総合プラン運営委員会を設置していく予定であります。その中で教育委員会と保健

福祉部で連携を深めていき、学校施設や主要計画また活用計画等に十分な協議を行うとともに

両者が責任を持つ仕組みとなるよう、適切な体制づくりを努めていくというふうに考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 やはり協定を結ぶことはいろんな面で考えたほうがいいかなと私のほうは感じます。協定を

結んでいるところもありますので、またそのへんをご覧になりながら検討してもらいたいなと

強く思いました。 

 それと２７年の４月から教育委員会の体制、新たになっていきます。そういった総合教育会

議、市長さんを交えながらやる会議においてやはりこのへんのところは深く検討していかなけ

ればならないと思うんですけども、どのような課題でテーマでそういうことを考えるのか、今

のところ考えておられることがあったら教えていただきたいと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 当然、教育委員会との連携について深めていくという先ほどの答弁ですけれども、それに増

して現在、放課後子どもプランの推進事業として教育委員会が実施しております放課後子ども
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教室と保健福祉部が実施しております放課後児童保育クラブの一体的な運営を行っております。

子どもたちの健全な育成を図っているところでありますけども、今後も現在の事業を継承して

いき、そして放課後子ども総合プランに沿って教育委員会と保健福祉部等で積極的な情報交換、

共有を行い連携して推進していくという考えでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 責任を取るところは１カ所ではありませんので、そのへんをお互いに横の連携を取りながら

進んでいっていただきたいと思うんですね。本当に難しいことだと結構、私も思うんです。実

際にやってみて。やはり区別をしていかなければならないと同時にどの子も平等に同じことを

推進していく、そのへんのことでもってやはり先生方とかそういった方々、どのように、条例

も見ましたので分かっておりますけども、本当にしっかりと連携を取りながら学校の中にいま

すけども、学校の先生たちとそういった方々の連携、また家庭を含めた上での連携、一人ひと

りのお子さん、人数が増えてきますと１日の状況、体調などにしても本当に複雑なものがあり

ますので、家庭との連絡帳などを使いながらこまめにやっていかなければならないと思います

けども、そのようなことはどのようなお考えになっているのか、細かい点をもし決めてあるよ

うなことがありましたら、このようなことを検討したいということがありましたら教えていた

だきたいと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 今、渡辺議員がおっしゃったようにすべての関係される方々との連携、これは一番重要とい

うことは私どもも十分認識しているところであります。今回、笛吹市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例を今議会に提出させていただいているところであり

ます。その中でも教育委員会との強い連携、そして学校の先生方との連携、また家庭との連携

というものは、十分認識した上で事業を進めていかなければならないというふうに考えており

ます。議員さんがおっしゃるようにこれまで以上に連携を強めていき、事業を推進していくこ

とに努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 先生たちのことなんですけども、やはりいろんなお子さんがいていろんな家庭、別々ありま

す。人数がどのくらい、多くなって、もっと強固に固めないと１人の人の負担がかなり重くな

るんではないかなということも考えますけども、そういったもし、悩んだ先生方とかそういっ

た先生方の対応というか、それを受け入れて一緒に考えていくようなそういう対応なんかは何

か考えていらっしゃるでしょうか。すみません。 

 



 ２６ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 今、学童また児童館の指導員、構成員の中で連絡協議会というのを昨年から立ち上げまして、

その中で先生たちの共通の悩み、それについての協議をしておりまして、先生のフォローとい

う形はそのような形で今現在行っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。どういう問題が起きてくるか分かりませんので、やはり１人で溜め

込まない、先生たちも話し合いますけども、今までにはないことも起きてくるかもしれません

から、何か外部との心理カウンセラーというか、そういった連携なんかも取りながらそういう

ことが起きた場合にはすぐそういう先生に対応してもらうような、そういったこともやっていっ

たほうがいいのではないかなと。とてもありがたい面、不安も抱えておりますけども、またよ

ろしくそのへんをお願いしたいと思うんです。 

 それとあと子どもさんたち、本当に朝、学校からずっと１日終わりまして、そしてまた学童

保育とか、いろいろ総合子どもプランのほうにいきます。精神的にもやはり大変な部分もあり

ますし、小さい子なんか体調もまだ大変な部分があって、時には横になりたいな、家に帰れば

横になれる、年寄りばかりではないです、子どもさんもそうだと思うんです。そういった場所

がないと大変なんではないかなと思うんですね。私も山梨県のたしか保育園、視察に行ったと

きに図書館に行きましたけども、その図書館のそばにちょっとした畳みたいなスペースがあり

まして、本を横になって読めるようなスペースを置きましたと、その保育園では言っていまし

たけども、やはりそれってとても大事だと思うんですね。別に畳を敷かなくても学校の部分の

ある、薄いようなマット、カラーのいろんなマットがありますよね。そういったものをそのと

きになったら敷いて、ところどころ横になれるようなところ、そういったことも必要ではない

かと思うんですね。やはり生活の場としての確保、そのへんはどのように、子どもさんのそう

いったものも担保しなければまずいと思うんですけどもそのへんのお考えをお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 遠藤福祉事務所所長。 

〇福祉事務所所長（遠藤正文君） 

 渡辺清美議員の再質問にお答えいたします。 

 この子ども・子育て支援の新制度におきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営

基準を定めることとされております。その中で遊びおよび生活の場としての機能を備えた区画

を設けることとされているところであります。本市の各クラブにおきましてもカーペットを敷

くなどいたしまして、児童が家庭で過ごすのと同様にくつろげるスペースをということで推進

をしているところであります。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。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 細かいことまでお聞きして、おやつなどの用意などは考えていらっしゃいますか。ずっと１日、

水だけ飲んでいればというわけにもいきませんし、やはり温かいお茶が出るとかなんとか、水

ばかりではなくて冬は温かいお湯が飲めるようなそういう機械とか、あとちょっとしたせんべ

いでもアメでもちょっとやはりそういうことを思いますけども、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 現状、基本的には学童では飲食というのは行っておりません。ただ、今、委託しているとこ

ろではおやつ代というのを別に取りまして、その中で賄っているという学童保育のところがあ

ります。ただ、今、夏場の熱中症とかいろいろなことを考えてくるとそれが必要という場面も

出てくる可能性もあると思いますので、今後そういう部分については検討してまいりたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 場所によっては、たしかにおやつの時間、ちゃんと決めてあげているところがあります。や

はりそれも大事なことだと思うんですね。ぜひそういうことも考えながらやっていただきたい

と思います。 

 あと学習面ですけどもさまざまな学習、塾関係、ピアノ関係、いろいろなことも入り込んで

いるところもございますけども、そういった面ではどのような計画をお立てになっているのか、

もしあったら教えていただきたいと思いますけども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 現状、学童のほうで今、スイミングで送り迎えをしていただけるという形で入っております。

ただ、それもあくまでも子どもの安全が確保できるという条件の中で許可をしております。ほ

かのものについても、スイミングはいいけどほかは駄目だということはありませんので、それ

ぞれの入れるところと協議する中で、一番は子どもの安全の確保をした中で協議してまいりた

いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 今後、たぶんその学習内容のことも入ってくると思います。習い事とかそういうのも入って
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くると思うんですけども、企業としてそういうのを取り組んでいるところも結構ありますか、

民間企業の受け入れとか。そうなるとお金のほうも高くなると思いますけども、そういうこと

も今後、地域によってやっぱり差があってはなりませんので、この地域、笛吹市だけ遅れてい

るということはできませんので、どうか近隣の地域と連携、もちろんそうしていただくと思い

ますけども、他県なんかを見てもそういうところがありますので、よろしくお願いいたします。 

 それと先ほどおっしゃっていました送り迎えというか、そういうことをお話していましたけ

ども、やはりボランティアで高齢者の方々なんかも協力していただきながら、送り迎えとかそ

ういったことも必要ではないかと思うんですけども、そのへんのほうは、やはりお母さんたち

働いていますし、お父さんも働いていますし遅くなる場合もあると思うんですね。今の時間よ

りももっと延長するような今後の流れとなってくると思うんですけども、そうなった場合の先

生たちの時間の交代とか、いろいろ週の交代とかそういうこともお考えになっているのか。そ

れとボランティアのこと、ちょっとすみません。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 現在、基本的にお迎えについては登録された保護者ということになっておりますので、そこ

のところはやはり子どもの安全というところで限られた方にされております。ただ、今から本

当に時間的なことで今後時間が長くなったり、また今現在、指導員の確保というのは大変難し

くなっております。それが時間制になる可能性もあるとなったときに、そこにやはり有効な資

源としてボランティアとか高齢者とかというのは大変重要な資源だと思っておりますので、そ

のニーズに応じてそこの資源を有効に活用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（大久保俊雄君） 

 渡辺清美君。 

〇１５番議員（渡辺清美君） 

 ありがとうございます。高齢者の皆さまには本当に持っている力、知恵、存分にありますの

でどうかそういうものを眠らせないで、地域のために貢献していただく道をまた探していただ

きたいと思っております。 

 そして子どもが本当に大人の都合でここに置いておくとかいろいろあって、社会全体でこれ

から育てなければならない状況になっていますけども、子どもは親が働いているのを生活のた

めだから我慢しようとか思ってくれる方もいらっしゃるかもしれませんけども、私自身も母が

ずっと勤めていましたし、父も母も勤めてずっと一人でした。一人っ子だし。だけど高校生ま

で、試験のときも帰ってこない、結構ご飯なんかも支度なんかが遅れる。そうしたときに分かっ

ているんだけども、やっぱり何ということだという腹立たしさもずっと抱えて生きてきました

ので、どうかそういうところを放課後児童クラブのほうでしっかり精神面もやってもらいたい、

対応してもらいたいと思いますけども、先生方の研修、こういうことについてはどのようにお

考えになっているのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 

 今度の新しくなった制度によりまして、指導員の研修というのはかなり厳しくなっておりま

す。市のほうでもそのへんは必ず研修を受けること、またそれ以外に県外に出たりとかの研修

の場面もありますので、そういう部分についてはこちらのほうで市としてしっかり支援をして

先生たちが研修を受けられるような体制を取っていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。この笛吹市から本当にぞくぞくと人材が出るよう、みんなで一丸

となって育ててまいりたいと思いますけども、どうもありがとうございました。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺清美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 渡辺清美議員の２問目、放課後子ども総合プランの推進について関連質問をさせていただき

ます。 

 先ごろ教育委員会のひまわり相談室を拝見させていただきました。会場が広くなったという

こともございますが、かなり機能強化をされていると聞いてございます。そのことについて、

お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 中川議員の関連質問にお答えをいたします。 

 今までちょっと手狭であった相談室でありますが、相談の件数等々が非常に増えてきたとい

うようなことで広い場所を確保いたしまして過日、移転をしたところであります。そういう中

で、やはり相談に来る保護者、あるいは学校になかなか馴染めないというようなことで、相談

室に来て午前中から勉強する子どもたちにとっても、スペースが結構ありますのでそういった

点では非常に落ち着いて学習ができたり、相談ができるということでよかったなというふうに

思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。まさに今、多方面での相談、またプライベートなこともございま

すので、なかなか今までの場所だと機能的に手狭だったということもあったと思います。現在、



 ３０ 

今、ひまわり相談室等々に通われている児童生徒さんの数等々がもしお分かりになりましたら

お伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 中川議員の質問にお答えいたします。 

 今、ひまわり教育相談室から笛吹教育相談室というふうに名前を変えましたので、今の笛吹

子ども相談室の教育相談のほうに来ている、児童はいませんが中学生が今、常時３名、たまに

休む子どももいますが、一応相談室のほうには３名と。それから八代の総合会館でもそういっ

た教室を開いておりますので、そこにも３名ほど中学生が来ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。さらに今後、また多方面での家庭状況等々でなかなか学校に馴染

めない生徒さんもいらっしゃると思うんですが、より温かい志を持っていただく中で、また新

しい環境の中でしっかり児童生徒を育てていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに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。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 通告に基づきまして一般質問を行います。 

 まず、基本法についてお伺いいたします。 

 この小規模企業振興基本法といいますのは、今年６月に国会で成立いたしました。この基本

法は日本経済の根幹を支える中小企業の９割を占める小規模企業、中でも従業員５人以下の小

企業の持続的発展を明確に位置づけた法律であります。地域の小規模企業が地域経済と雇用の

確保に大きな役割を果たしているということに着目しておりまして、その第７条では地方自治

体の責務を謳っております。基本計画も明らかになっております。その中では、基本計画の中

では１０項目の重点施策がありまして、地域経済に波及効果のある事業の推進なども掲げられ

ております。地方自治体はこの基本計画の決定を受けまして、施策を具体化して来年度予算に

反映することが求められていると私、考えますけども以下、質問いたします。 

 １つ目として基本法の第７条では、地方自治体の責務を謳っております。先ほど申し上げま

した。すなわち小規模企業の振興に関して、国との適切な役割分担を踏まえて区域の自然的、

経済的、社会的条件に応じた施策を策定しておよび実施する責務を有すると謳っております。

笛吹市の特徴を生かした振興策策定の見通しとか計画策定の状況について、お伺いいたします。 
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 ２つ目として基本計画の１０項目の重点施策の中に新体制の整備も掲げられております。事

業者の課題を自らの課題と捉えて、きめ細かな対応を行うことや地域ぐるみで小規模企業の課

題を解決する支援体制を整備するよう計画では求めております。そのためには市内の小規模企

業の全数調査をすることは必然というふうに考えておりますけども意向を伺います。また振興

条例策定の計画についてもお伺いいたします。 

 ３つ目といたしまして、先にも述べましたけども基本計画の１０項目の重点施策の１つとし

て地域経済に波及効果のある事業の推進を掲げております。私はこの基本法を生かして、今こ

そ住宅リフォーム助成制度を実施するよう求めるものであります。２０１３年度の調査により

ますと全国６２８の自治体でこの制度が実施されておりまして、各自治体の試算では経済効果

は２３倍から２９倍の効果があることが実証されております。いまや住宅リフォーム産業の市

場規模といいますのは２０１２年度では６兆７千億円でありました。２０１６年度では８兆７千

億円になると国交省では予測しております。消費税８％になって大変な不況になっております。

増税不況というふうに私たちは考えておりますけども、その増税不況を乗り越えるためにも地

域経済の活性化に大いに寄与できる、この助成制度実施を求めたいと思います。 

 以上１問目の質問とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに笛吹市の特性を生かした振興施策策定の見通し、計画の状況についてですが、商工

業の振興施策につきましては日ごろから商工会と連携を取る中、諸事業の成果が得られるよう

努めているところでございます。新たな振興施策の策定につきましては、県や他市町村の状況

を見ながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に全数調査の意向および条例制定の計画はあるかとのご質問でございますが、全数調査に

つきましては現段階では行う予定はございません。また小規模企業振興基本法の条例制定につ

きましてですが基本法が制定され、同基本計画につきまして１０月に策定されたばかりでござ

います。山梨県においても条例制定についての対応を検討していくとのことでございますので、

県との役割分担もあることから他市町村の状況を見ながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に住宅リフォーム助成制度の実施についてですが、山梨県内の市町村において耐震化を伴

う助成制度以外、住宅リフォーム助成制度を実施している市町村は５市町村であります。リフォー

ムに要した費用の１０％、１０万円を限度に助成しているようであります。 

 この制度は個人住宅の機能維持もしくは向上を目的とした助成事業で、構造等には関わらな

い単なるリフォームであるため、本市としてはどのように関わっていくか、市の厳しい財政状

況下、さらなる検討が必要であると考えております。しかしながら、木造住宅耐震化対策には

積極的に取り組みを図っているところであります。本市にあっても藤の木愛川断層・曽根丘陵

断層を抱え、地震発生時には最大震度７が想定されており、この状況を踏まえたとき住宅改修

にあっては耐震改造を含む工事を実施し、より安全でより安心な住宅を増やしていくことが喫

緊の課題であると考えております。 
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 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 １問目を伺いますが、国の統計によりますとここ２００９年から２０１２年の３年間で小規

模企業がおよそ３０万社、９％減尐したというふうにあります。笛吹市ではこの３年間に減尐

の数とか減尐の率とか分かりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 商工会の会員による調査でございますが、小規模事業者につきましては３年間ということで

すから平成２４年度が２，７３０、２５年度２，５１３、２６年度で２，３８９件という状況

になっております。パーセントで表しますと２４年から２５年度までで８％の減、また２５年

度から２６年度に対して５％の減。また特に今年９月３０日現在の状況も聞いてみました。消

費税増税後どうかということで、実数につきましては逆に増えておりまして２，４１５、２６年

の３月３１日から比べまして１％の増という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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この基本法ができた背景といいますのは、そういうふうに５人以下の小規模企業がどんどん

減っていく、衰退していく、それを食い止めるということも背景にあったはずです。それなの

に今、部長の答弁ですと計画をつくることは考えていないとか県や他市町村の状況を見ながら

考えるということでした。そんなのんきなことでいいんでしょうか。せっかくこの基本法がで

きた、その背景がきちんとあるわけですから、そんなのんきなことを言っていないで私は早急

につくるべきだと。つくって、小規模企業者を支援すべきだというふうに考えます。答弁をお

願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 答弁の中で申し上げましたように国、県、自治体、いわゆる市の役割がございますので、県

が今、策定に向けた調査をしておるようですので、その状況を見ながら対応していくというこ

とで決して今現在つくらないということではございませんので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

 



 ３３ 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 自治体の施策といいますとそういうふうに様子見、横並び的なことが多いわけですけども、

ぜひともこの精神を生かした計画を早急につくっていただきたいというふうに私は思います。 

 あとそれから全数調査の意向に対しては、そのつもりはないということでした。しかし基本

計画の重点施策の中では支援体制をきちっと取りなさいということです。やっぱり支援体制を

取るにはおよそ２，４００社ですけども、その個人企業がどういう状況があるのか、何を望ん

でいるのかということをきちんとつかまないと支援体制って取れないではないですかね。です

から私は全数調査といいますのは、それは必須のことだというふうに思います。ぜひその全数

調査の意向を考えていただきたいというふうに思います。答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 全数調査につきましては今現在考えていないということで、条例を制定して、また市の基本

計画をつくる際にはおっしゃるとおり必要だと思いますが、ただ全数調査をするかどうかにつ

きましても、また検討させていただきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 それは、その方向で前向きに検討していただきたいと思います。 

 住宅リフォーム助成制度のことについて伺います。 

 まず第１にお伺いしますが、歴代３人の部長にわたってこの制度の実施を求めたことがあり

ます。この住宅リフォーム制度を全国で実施しておりまして、地域経済活性化のためにすごい

役に立っているというふうなことが統計でも出ております。こちらの、建設部長だと思うんで

すけども、この住宅リフォーム助成制度が地域経済活性化のために大いに役立っているという

ふうには考えておりますか。そのへんのところの認識は統一できるでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 亀山議員の質問にお答えさせていただきます。 

 たしかに私どものほうも活性化には貢献しているとは存じております。ただそれ自身がリフォー

ムという１つの行為だけで終わってしまうということが非常に残念でならないということで、

先ほど風間部長からも話したとおり、耐震性を伴ったそういうふうなリフォームについては十

分、こちらも検討させていただいているというふうにお伝えしているところであります。 

 以上とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 端的に答えていただけますか。役立っていると考えるのか、そうでないのか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 今の私の段階ではお答えするだけの材料を持ち備えておりませんので、失礼させていただき

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 それでは、京都の与謝野町の事例を報告したいと思います。 

 この与謝野町では京都大学の研究者グループに、本当にこの活性化に役立っているのかどう

かということで研究グループに委託しました。その研究グループがまとめた結果によると補助

金の２３．８４倍にのぼる経済波及効果があったということが試算されております。およそ２億

６千万円の補助金の投資に対して１４億円の直接消費工事費が行われておりまして、その生産

波及効果、いろいろあるわけですよね、材料を買ったりとか６３億４００万円に及んだという

ふうに試算されております。そうすると波及効果の総額は工事費に対しては１．６１倍、補助

金に対しては２３．８４倍にのぼったというふうに京都大学の研究グループが試算しておりま

す。こういう試算を私、もう尐し研究していただきたいというふうに思います。いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 亀山議員のことにお答えさせていただきます。 

 私どものほうもそれなりに検討させていただきます。 

 以上とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 私は、この事業を地域経済の活性化のためにぜひやってほしいということを通告しておりま

す。それに対して耐震の補強の補助事業をやっているというふうな答弁が、ずっと同じ答弁を

繰り返されているんですよね。それだったら私、ちょっとお聞きしたいんですが、その直近３年

間の耐震補助事業の事業が、地域経済活性化のためにどのくらい役立っているかということを

考えているんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 耐震はあくまでも個人住宅の災害に対する思いからの補助金でありまして、地域経済のほう

についてまでは言及していないのが現状であります。 

 以上とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 

 私の質問に対して、地域経済活性化のためにこの制度をやったらどうですかという質問に対

して、いや耐震補助事業をやっているからいいんだという答弁なんです。ということは私の質

問に対して、本当に誠意ある答弁になっていないんですよね。だからこの耐震の補助事業が地

域経済活性化のためにどのように役立っているのかというふうなことを、私はちゃんと試算し

て、例えば２５年度の決算だとこのくらいの事業があって、市内業者はこのくらいでこのくら

いの効果がありましたということをやっぱり試算して、私、答弁すべきだというふうに私は考

えるんです。私は耐震補助事業をしているからいいんだという答弁がとても納得できないんで

す。もし試算できるんでしたら、ちゃんと試算していただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 亀山議員の質問ですけれども、私どもが、耐震工事事業に対しての補助金につきましては特

に中小企業等の皆さん方に的を絞った補助金制度にはなっておりませんので、そこをイコール

というふうな形で、私たちがその経済効果について検討するということが今までありませんで

したので、今お答えすることはできないということであります。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 では今は答えられないけども、試算して結果を出せるということでいいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それにつきましては、検討させてください。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 それと先ほどの風間部長の答弁で市の財政が厳しい中、その助成制度をつくるということが

どうかというふうな答弁もありました。しかしそれはお金が市内でまわるわけです。例えばこ

の与謝野町の試算結果でも分かるように２億円投入した結果が、それが２３倍になって地域経

済にまわってくるわけですよね。ですからやっぱり補助金を出すことということと、それから

やっぱりそれが税金として返ってくるということになるというふうに、私は考えるべきだと私

は思うんです。お金が、だから市内でまわるということをきちんと考えていただきたいと思い

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 
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 議員のおっしゃるとおり市内でまわせるような状況が、条例の中にかけてしっかりできれば

いいと思います。やはりこれは問題があると思いまして、リフォームに関しましても確実に市

内でまわるようなことをしっかり検討していかないとと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いずれにしましても全国６２８の自治体でやって行って成果が挙がっているわけですから、

やっぱりそこのところをきちっと学んでほしいというふうに考えております。 

 では次の２問目の質問に移ります。 

 子どもの学びを支える学校図書館の充実について、質問いたします。 

 今年６月に改正学校図書館法が成立しました。改正法では学校司書を法律上、位置づけてお

りますけども、あくまでもこれは努力規定に留まっております。笛吹市内では早くから学校司

書配置に努力されておりますけども、非正規雇用が常態化しております。それらの改善ととも

に学校図書館整備５カ年計画に基づく整備状況について伺います。 

 ２００７年度から５カ年計画に続いて、２０１２年度から２０１６年度までの５カ年計画で

１つ目としては図書標準の達成、新聞の配備、３つ目として司書の配置など３項目が地方財政

措置に盛り込まれました。市の状況について以下、伺います。 

 １つ目としては市内の小中学校の学校司書の正規・非正規の配置状況を伺います。 

 学級の数が１２学級以上の学校については、司書教諭の配置が義務付けられております。設

置状況とまた学校図書館の業務を日常的に担うことができているのか、業務実態を伺います。 

 ３つ目として、今年度の小中学校の１校当たりの平均図書について伺います。 

 ４つ目として、新聞を活用した学習を行う環境を整備するということで財政措置があります

けども、各学校への配備状況や５カ年計画に基づく図書の整備状況についてお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに市内小中学校の学校司書の配置状況についてですが、本市では芦川小学校を除くす

べての学校に学校司書を配置しております。正規雇用者が３名、それから臨時雇用者が１５名

となっております。 

 次に司書教諭の配置状況および業務実態についてですが、学校図書館法で議員のおっしゃる

とおり１２学級以上規模の学校に司書教諭を配置しなければならないことになっています。本

市においてこの対象となる学校は１２校あり、県教委はこの１２校に司書教諭を配置していま

す。司書教諭は教諭の中で資格を持った者が校務分掌上、その学校の図書館運営を学校司書と

協力しながら進め、学校図書館の読書センターや学習情報センターとしての機能充実を目指し

たさまざまな活動を展開しています。 

 具体的には学校図書館の資料の選択や収集・提供をはじめ読書集会の企画運営、読書週間の

取り組み、図書館だよりの発行等、図書館運営の充実に寄与しているところです。 
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 次に今年度の１校当たりの図書購入費についてですが、おおよそ各校、多尐のずれはありま

すがおおよそ１００万円となっております。 

 次に５カ年計画に基づく本年度の図書および新聞の状況についてですが、図書の蔵書数の状

況につきましては、すべての学校が標準に達しております。 

 学校司書の配置につきましては、冒頭申し上げましたとおり芦川小学校を除くすべての学校

に市費負担にて配置しているところです。 

 また、新聞を活用した学習を行うための環境整備につきましては、すべての学校で新聞を配

備し授業などに活用しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 司書の正規、非正規のことについてお伺いいたします。 

 法律が変わったということと、それから新しい５カ年計画で学校図書の、学校司書について

も国から財政措置がされております。その財政措置を利用して正規が３人、非正規が１５人と

いうことでしたけども、その財政措置を活用しながら非正規を減らしていく、正規を増やして

いくということは考えられないでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 現状におきましては学校図書、それから市内の図書館の正規、非正規につきましても現状で

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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 いろんな文部省のアンケート調査によると、この財源措置されたことによって司書を増やし

たとか、それから非正規の司書を正規にしたとかというところもあるわけです。だから財源措

置がされたわけです。それまでは全然まったく財源措置がされていなかったわけですよね。そ

の財源措置されたことを機会にして、私は正規を増やすべきだというふうに考えます。もう一

度、答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の再質問にお答えいたします。 

 教育委員会としましても、各学校に正規の職員をということは最終的な要望的な考えではお

ります。ただ現状で市当局との協議の中で全員なり、ある程度の正規職員をということまでは

ちょっと現段階ではならないというふうに考えております。地方財政措置の、すべての学校で
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正規の費用をいただいているということにはなっておりませんので、そのへんで現段階では現

状維持という形で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（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 突然のことで数が出るかどうか分かりませんが、財政課長に伺いますがこの学校図書の司書

が財政措置されたことによって、司書の費用としてどのくらいの交付税があったんでしょうか。

分かりますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 飯島財政課長。 

〇財政課長（飯島茂君） 

 ご質問にお答えをさせていただきます。 

 司書ということではないんですけども、今年のまだ交付税算定の概要書がまいっていません

ので、具体的には司書の数字は承知しておりません。ただ、昨年の２５年度の測定単位でいき

ますと司書といいますか、事務職員の数で３２０万円ほどの措置がされているというふうに認

識をしております。 

 以上でございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 正規・非正規を合わせて１８人ですから、３２０万円財政措置されてもとてもとても足りな

いという状況だと思いますけども、しかしその３２０万円はそのために使うお金なわけですよ

ね。そのくらい増えたということですよね。ですから私はこの機会にこれを利用しながら正規

を増やしてくださいというふうに、同じことを何回も繰り返すようですけどもぜひその方向で

私は考えていただきたいというふうに要望しておきます。 

 あと文科省が行った調査結果がありますけども、その２４年度の段階では標準図書に達して

いない未達成の学校が笛吹市では小学校が２校、中学校では１校ありました。先ほど部長の答

弁では標準図書が達成しているというふうなことがありましたけども、この段階でこの未達成

の学校はどこだったでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 教育委員会の現段階での調査につきましては、平成２５年度につきましては全校とも標準規

模に達していると考えております。ちょっと再度、今２校という亀山議員のご指摘ですので、

またのちほど確認はしてみたいと考えておりますが、私の持っている資料ではすべての学校で

達しているというふうになっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 この文科省の調査は２４年度でしたので、その２４年度から２５年度にかけて図書標準が達

成しているというふうに考えていいということですか。これはそういうふうに考えていいんで

しょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 ちなみに申し上げますと図書標準数、市内の小中学校全校合わせますと１７万１２０冊でご

ざいますが、現在の笛吹市内の蔵書数につきましては２４万１，２８６冊ということになって

おりまして、すべての学校で図書標準の蔵書数に達しているところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で亀山和子君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 住宅リフォーム制度に関して関連質問を行いたいと思いますが、今の亀山議員の質問の答弁

の中で住宅リフォーム助成制度に関して質問すると、いつも耐震化事業という答弁が出てきて

いるわけですが、しかしその事業の目的が全然これは違うということが一定程度、明らかになっ

たわけですが、そのことをさらに明確にするために質問をしたいと思います。 

 １つは、ではこの耐震化がという事業について、耐震化が必要な木造住宅、何件あって毎年

何件の耐震化が進んでいるか。それからその助成額が１件あたりいくらになっているのか。ま

ずこの点をお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えさせていただきます。 

 明日の神宮司議員のほうでお答えすべきことだと思いましたので、してもよろしいかどうか、

そのへんはちょっとあれですけども、私の中でちょっと今、資料を持ち合わせていないんです

けども、笛吹市の中で一般木造個人住宅と言われるのがおおよそ２万９千戸あるはずです。そ

のうちの昭和５６年５月以前の建築基準法の改定以前の建物、おおよそ１万１千戸というのが

これは平成２１年の３月の時点で、笛吹市耐震促進計画というものを策定したときの数字であ

ります。現在の補助金でありますけれども、耐震改修につきましては１２０万円を天としてそ

のうちの８０万円の補助金ということになります。おおよそ合併以来、本日までについておお

よそ３５、３６件の耐震改修が行われております。それにつきまして、では耐震のお宅という

のをいいますと、それは耐震診断ということを１万１千戸近くの住宅の耐震診断をしてみない
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とそれが耐震基準に満たされているかどうかについては、今のところお答えできない。そのた

めの耐震診断を毎年６０戸から７０戸を行っているところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次に用意している人の質問にちょっとかかってしまったわけなんですけども、要はこの耐震

化ということは非常に大事なことですが、しかし耐震化は何十年何百年かかるんですかね、こ

れは。という状況なんです。これは耐震化は独自にやはり検討しなければならない。ところが

この住宅リフォームというのは今、この地域経済、それから小規模の事業者救済、そしてより

当たり前な生活ができる住居、よりよい住居にリフォームしていくということが目的なわけな

んですね。ですから目的が全然違うわけなんです。そして耐震化にこの問題を全部預けていく

というのは、今の耐震化の進行状況から見てもこれはおかしいというふうに思いますが、その

点はどうでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 ご質問にお答えさせていただきます。 

 耐震の診断における補助金というのは１２０万円までの事業に対して８０万円の事業を補助

いたしますということでした。ということは１２０万円かかったものについては、そこまでし

て差し上げますので、どうか耐震を進めてくださいと。耐震を伴わない、ただのリフォームと

いう言い方は失礼ですが、住宅リフォームにつきましては１００万円を天として１０万円。１０分

の１の補助金ということであります。それからその財源となるべき補助金の財源は、市単独費

ということになります。先ほどの耐震診断でありますけども８０万円の補助金の中の６分の１が

市の持ち出し分というふうなことになっております。そういうふうにして、たしかに中小企業

の皆さん方に対する思いというのはあるかもしれませんけども、一般住宅の皆さん方がせっか

く住宅をリフォームされるときに筋交いを付けていただくこと。それから外のほうにブレスを

やるとかダンパーというふうな、ちょっとした工夫をされることによって、今の家が耐震化が

図られるということもありますので、それらを私たちはお勧めしたいということでこれまでお

願いしているところであります。 

 以上とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 先ほど言いましたようにもっとこの耐震化自身も力を入れて、どうやったらいいかというこ

とをよく研究して進めなければ、こんなペースでいったらどうしようもないということは分かっ

ていると思うんですが、ですから今言ったとおり目的が違うんですよ。そのことをしっかり抑

えて、住宅リフォームの質問に関して耐震化のほうをいつも持ってくるという答弁の仕方とい

うのは、これは筋違いだということをはっきりさせて私の関連質問を終わります。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 答弁は。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 いいです。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかは。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 共産党の渡辺正秀でございます。一般質問をさせていただきます。 

 アベノミクスによって暮らし・景気はどうなっているか。笛吹市はどう市民の暮らし、それ

から営業を守っていくのかということでお聞きしたいと思います。 

 そもそもアベノミクスとは一体なんだったのかということです。経済活動の自由、働かせ方

の規制緩和、これが最も大手を振るった時代が１８世紀、１９世紀です。当時も経済活動と政

治は別だという建前とは反対に政治は大資本を代表して行動しました。資本とそれを代表する

政治の横暴は「野麦峠」などの小説に描かれたような過酷な労働、格差の拡大、生存権、基本

的人権の蹂躙、相対的過重生産、恐慌、それから戦争などの原因になっていきました。その反

省から経済的自由権に関して公共の福祉、すなわち人々の幸せに反する自由は経済的自由権に

関して制限されるという考えが世界的に広がり、日本国憲法にも取り入れられたわけでござい

ます。 

 資本の自由を至高の価値とし、強いものだけがどんどん強くなるアベノミクスは１９世紀の

亡霊の復活ではないでしょうか。インフレターゲット、生活向上の目標は持たず物価上昇の目

標だけを設定する、この政策というのは本当に異常です。異次元の金融緩和、戦前の日本、世

界の無責任な政権が通貨供給量を激増させ、経済的混乱を招いた例は枚挙に暇がありません。

特に今、大企業に資金がだぶつき中小企業には設備投資の体力がない中での金融緩和で資金は

実業にはまわらず金融商品、株に向かっていきました。消費税の８％引き上げなど庶民増税の

一方、法人税の引き下げ等、大企業減税が行われました。案の定、円安物価高、農産物価格の

下落、実質賃金の低下、不況が続き一方株価高騰と輸出企業・多国籍企業の利益拡大が進んで

おります。すなわち庶民から資産家、外人投資家、大企業へと富の移転が政策的に政治的に行

われているのであります。 

 マスコミで評論家、専門家という方々がアベノミクス効果が地方や一般国民までまだおりて

いないなどと期待を持たせるようなことを言っておりますが、とんでもありません。アベノミ

クスは富と所得を庶民から富裕層、大資本に移転するものであり、庶民が恩恵を預かることは

期待できないのであります。 

 歴史の常識、経済の常識に立てばアベノミクスが今日の事態をもたらすことは最初から予想

されたことです。にもかかわらず多くのマスコミや政党がアベノミクスを礼賛していることは

誠に嘆かわしいことです。 

 さてアベノミクスで笛吹市の市民の暮らしと産業はどうなっているかということです。円安
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効果で外国人観光客の増加など、観光産業のごくごく一部では業績改善があるものと推測しま

すが、市民の暮らしと営業はますます厳しくなっているものと感じております。そこで以下、

伺いたいと思いますが１．市民の所得はどのように変化しているか。農業、製造業、観光など

市内産業の景気はどのように変化しているか、これを伺います。 

 ２つ目に市民および産業で極めて厳しい状況が増えている。対策はどういうふうに考えてい

るか。 

 ３つ目にアベノミクスによる打撃や特別な事情によって、税を払いきれない納税者が増えて

いると思いますが、その対策はどうかということで伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに市民の所得および市内産業の景気の変化とご質問２番目の景気の変化に伴う対策に

ついて、併せてお答えさせていただきます。 

 アベノミクスが市内農業に与えた影響についてですが、ＪＡ笛吹に状況を確認したところ支

払い面では消費税導入前に必要資材の早期購入の案内をしたので影響がなく、また販売面では

ハウス栽培農家については雪害で大打撃を受けましたが、他の農家につきましてはおおむね例

年どおりの出荷量であり、とりわけ桃やブドウの露地物は単価上昇により売上高は昨年を上回っ

ているとのことでございました。 

 また県商工会連合会の中小企業景況調査によりますと、売上高につきましては平成２５年１月

から２６年３月までは増加したものの、２６年４月以降は減尐している状況でありますので本

市でも業種全般にわたり４月の消費税増税以降、消費の低迷と円安の影響を尐なからず受けて

いると推察いたします。 

 観光につきましては４月以降は消費税増税、ガソリン価格の高騰、高速道路ＥＴＣ割引率の

縮小、ゴールデンウィーク後半の天候不順等、マイナスの要因がありましたが富士山世界文化

遺産登録、夏のインターハイ開催、国産ワイン人気上昇などにより日本人観光客の宿泊数は昨

年と同程度という話を聞き及んでおります。 

 また外国人観光客につきましては円安と富士山世界文化遺産登録効果により、数値的には把

握しておりませんが、明らかに増加しているとのことでございます。 

 景況感には業種により差があると認識しておりますので、農業面ではシャインマスカットを

笛吹ブランドとした販売促進活動や桃サミットを起爆剤とした桃・ブドウの海外輸出を積極的

に行い農家所得の向上に取り組んでまいりたいと思います。 

 さらに商工観光施策につきましては、融資への利子補給や観光課客の誘客活動、特にインバ

ウンド観光を推進し、産業振興を図っていきたいと思っております。 

 次に税が払いきれない納税者への対応についてですが、市民の皆さんが納める税金は福祉や

教育など皆さんが安心して生活できるための大切な財源です。市ではこの大切な財源を確保す

るとともに、税の公平性を損なわないように特別な理由もなく決められた納期限までに税金を

納入しない滞納者に対しては滞納処分を行う等、市税の収納に全力を挙げて取り組んでおりま

す。市では年間５回にわたり広報を通じて納税への理解を求めています。納税は自主納付が基
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本であり納期内納付が原則でありますが、中には災害や疾病などにより、その年の税金を納め

られない場合があります。その場合には、徴収の猶予制度に基づき原則として１年以内の猶予

が認められております。 

 このような制度の活用についてのご相談をお願いしているところであり、また過年度の滞納

につきましても収支の確認をしながら、１年での完納を基本に随時納税相談を受け付けており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 売り上げが減ったり、農業関係でも大変良いようなことが言われていますが、たしかに雪害

対策などが行われて、その点では大いに評価したいと思いますが、厳しい状況の中で税の問題

について特に聞きたいと思うわけですが、納税に関してずるいもの、不正を働くものは許さな

いという厳しさ、これは当然のことだと思います。その一方で減免制度や納税猶予の制度を柔

軟に活用して、そして税が営業を潰すというようなことがないようにしていただきたいと思う

わけですが、そういう点では減免制度や納税の猶予の制度を柔軟に活用すべきだと思いますが、

いかがでしょうか。納税の猶予は今日の経済環境の急激な悪化にも適用すべきだと思いますが

いかがでしょうか、伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 税が納められないような厳しい状況、そういった場合もあるわけでして市税の場合に市税４税、

固定資産税、また住民税、それから軽自動車税、国保税と代表的なものがありますけども、年

間にはそういった相談件数がおおよそ２千件寄せられます。これは直接市役所へご相談に見ら

れる方、またお電話による相談等がありますけども、そういった方につきましては事情をお伺

いしながら納税猶予の制度、また条例等に定められた中で、また地方税法で定められた中での

減免等の制度を紹介して対応をしているところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 次の質問がございますので、２番目の都市計画税についてに移りたいと思います。 

 議員全員協議会で市当局から都市計画税徴収猶予を１年間だけ延長し、平成２８年度から徴

収するという方針が示されました。副市長は徴収猶予延長の１年間で市民にしっかり説明し理

解していただくと述べました。 

 新しい目的税の課税を決めるなら尐なくとも１つ．特定市民が受益者あるいは社会的負荷の

原因者であること。２つ．受益と負担の相関性。３つ．市民の担税能力。４つ．市財政上の必

要性。尐なくともこの４点の検討が必要であり、かつ市民の理解が得られなければならないと
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思います。そこで以下、伺います。 

 以前、多機能アリーナ問題で「しっかり説明し理解していただく」と言って市民ミーティン

グが行われましたが、多数の住民の理解が得られないまま推進を図り、ご存じの経過を辿りま

した。行政用語では「しっかり説明し理解していただく」という意味は一般に市民が反対でも

説明後には実施するということであるらしいのでございます。倉嶋市長は市民の同意が得られ

ないまま強行しないと思いますが、市長の考えを伺いたいと思います。 

 ２つ目に議員全員協議会で都市計画税の税収は下水道事業に充てるという説明に加えて、新

たに新ごみ処理施設にも多額な費用がかかり、都市計画税が必要と説明されました。しかし現

状のごみ処理委託費約４億円に対して、新ごみ処理施設の年間経費は神鋼ソリューショングルー

プとの契約によれば減価償却費を含めても約２億円と半分になり、今より年間２億円の費用削

減となるはずでございます。この点は間違いないでしょうか。新ごみ処理施設で新たな財源が

必要との説明は成り立たないと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３つ目に負担と受益の相関性がどうなっているか。下水道に使うという説明については、負

担あって受益なしの地域が広範に存在する矛盾が指摘されました。新ごみ処理施設は市民全体

がその恩恵を享受するのですが雑種地・宅地・建物の所有者など特定の人々だけが負担増とい

う極めて大きな矛盾が生ずると思うが、この点はいかがでしょうか。 

 ４つ目に市民の担税能力。これは質問１で述べたとおり市民の暮らし、大変厳しくなってい

る。これ以上の税・料負担には耐えられない状況である。安倍内閣でさえ消費税引き上げを延

期しました。市民の担税力をどう考えているのか伺います。 

 ５番目に都市計画税が必要との財政的検討について、どうなっているか。前市長時代ですが

市は交付税の合併優遇期間が過ぎ一本算定となったとき、３０億円もの交付税が減るとされて

いたときに都市計画税約５．４億円は必要、そしてさらなる行革でこの危機を乗り切るとして

おりました。しかし今年、新たに支所経費等が交付税に算入されることになり約１５億円助か

ることになりました。こうした新たな有利な条件のもとで財政をどう運営していくか、その検

討状況を伺います。こうした検討抜きに新たな税を課すことなどあってはならないと思います

が、この点についての考えを伺いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに都市計画税についての所見を伺うとのご質問でありますが、都市計画税は合併特例

による石和町地域のみの不均一課税期間が平成２１年度で終了し、平成２２年度からは条例に

基づき都市計画区域の全域に課税することとなっておりました。 

 しかし、低迷する経済情勢や各種税・料金の統一化や改定等に伴う市民の負担増を回避する

ため２年間、さらに東日本大震災の影響による経済情勢等を考慮し３年間、併せて平成２６年

度までの５年間、課税を猶予してきたところであります。 

 一方で自治体を取り巻く財政状況は依然として厳しく、都市計画税は計画的なまちづくりを

進めていく上で貴重な財源となるものであり、仮に都市計画税を課さないと考えた場合には下

水道事業債の償還およびごみ処理施設建設費の起債償還などの財源として、目的税以外の税収
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をこれらに充てていかなければならないことになります。このことは、これからの行政サービ

スに大きな影響が生ずるものと考えられるところであります。 

 以上のことから都市計画税条例によりまして、２７年度から課税を開始するところでありま

すが、本年４月から消費税が８％に引き上げられたことによる市民の皆さまの負担増、また２月

の未曾有の大雪による雪害等を勘案し、再度、課税猶予期間を１年間延長し２８年度から課税

することと考えておりますので、市民の皆さまのご理解が得られるよう説明をしてまいりたい

と考えております。 

 次に新しいごみ処理施設の財源についてのご質問でありますが、平成２９年４月稼動予定で

あります新たなごみ処理施設、甲府・峡東地域ごみ処理施設は笛吹川都市計画区域において平

成２４年７月、都市計画施設として事業認可されました。 

 都市計画税は都市計画区域内の都市計画事業、または区画整理事業を行う市町村において、

その事業に要する費用に充てるために目的税として課することができる税であります。したが

いまして、都市計画税をこのごみ処理施設建設費用の起債償還に充てる貴重な財源として考え

ております。 

 次に負担と受益の相関性についてでありますが、都市計画税条例は地方税法の規定に基づき

定められており、この中で納税義務者および課税対象資産の取り扱いは都市計画区域内の宅地

等および家屋の資産を課税客体とし、その所有者に課することとされております。 

 所有している資産価値それぞれに濃淡は存在するものの、税金は各々の所得・資産に基づき

課されるものでありまして、税の公平性の観点から所有する土地、家屋の資産価値に応じ一律

の税率によって賦課されますので、特定の人々だけが負担増という概念には至らないと、こん

なふうに考えます。 

 下水道事業および下水道事業債の償還、ごみ処理施設、公園、緑地の整備などの事業を進め

るための財源として広く市民の皆さまにご負担をお願いするものであります。 

 次に市民の担税能力についてですが、昨今の地域経済情勢および消費税増税の影響に加え物

価の上昇、個人所得の伸び悩みなど家計負担の増加は否めず生活実感は厳しいものであると考

えておりますが、そうした中で税はそれぞれの所得状況、資産の状況に基づき課税されており

ますので、厳しい経済情勢ではあってもやはり自主納付および納期内納付を基本としていると

ころであります。 

 さらに今後の市の財政運営を考えますと、計画的なまちづくりを推進していく上で貴重な財

源となります都市計画税を仮に課さないと考えた場合には、先にも述べたように目的税以外の

税収や財源に影響を与え、ひいては継続事業や新たな事業などの市政運営に支障を来たすもの

と考えるところであり、市民の皆さまのご理解をお願いするところであります。 

 次に都市計画税が必要との財政的検討についてでありますが、ご承知のとおり平成２７年度

から普通交付税が段階的に縮減されていきます。当初、完全一本算定化される平成３２年度に

は約３０億円前後が減尐すると見込んでおりました。 

 ただし議員ご指摘のとおり国においては、支所に要する経費の基準財政需要額への一部算入

や消防・保健・福祉サービス経費の調査を行い、合併団体の実態に見合った新しい交付税算定

方法の詳細を年明けに固め、２７年度から３０年度にかけ段階的に実施して最終的には合併算

定替えの６割程度を確保できるようにするとしております。しかし普通交付税が削減されるこ

とに変わりはなく、このような中で都市計画税の税収約５億５千万円はとても貴重な一般財源
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であると考えております。 

 また都市計画税は一般財源とはいえ、都市計画法に基づく都市計画事業の財源として課税す

る目的税でありますのでその使途は限定されてまいりますが、都市計画事業や下水道事業への

公債費への使い道も認められており、将来負担比率や実質公債費比率算定の際の充当可能特定

財源として財政指標を下げる点からも貴重な要因となりますので、財政的見地からも都市計画

税は必要であると認識しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 質問と答弁ということでは、質問しているわけですから当局の答弁というのはそれ以上に、

質問以上に具体的でなければならないと思うわけなんですが、今の答弁を聞いていますと抽象

的な言葉で全部、私の質問したポイントから外れたような答弁がなされていたと思います。そ

ういう点では繰り返しになりますが、もう一度お聞きしたいと思います。 

 まず新ごみ処理施設のために財政負担が増えて、このために必要だというふうに私は聞いた

わけなんですけれども、新ごみ処理建設によって負担は、費用はかからなくなるという、２分

の１ぐらいになると、この理解は間違いないでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 新ごみ処理施設の維持管理費についてであろうと思います。 

 現在かかっているごみ処理経費に比べまして新しい施設になった場合の数値も、試算という

段階で議員のお手元にも数字があろうかと思いますけども、公表されている、はっきりと固まっ

た数字ではありませんので、まだあくまでも試算ということでご理解をいただきたいと思いま

すけども、議員のおっしゃるような数字で間違いはないと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 １つだけはっきりしました。今の試算では処理費というのはむしろ減ると。もちろん投資額

もその減価償却をとっていますので、これは全部その中に含まれていますから、建設費も含め

て費用は減るんだという答弁が得られたと思います。なぜこれが都市計画税の理由になるのか

ということで、この理由にはならないということが明らかになりました。受益の負担の関連性

について、もう一度伺います。 

 ごみ処理場のことで繰り返しますが、ごみ処理場の建設の受益は全市民が受けます。ところ

が土地持ち、特に雑種地、宅地、建物、この方だけにかかるというのはやはり受益と負担の相

関性がないということには、明らかになるんではないですか。もう一度答弁をお願いします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 都市計画税は一体としての都市計画区域として、まちづくりを進めていく上での事業費に充

当できる目的税であります。下水道、それからごみ処理施設、また公園、緑地の事業等々がご

ざいますけども、ごみ処理施設だけに焦点をあてますと、やはり若干その受益と負担というこ

とで濃淡があることは否めないわけであります。ただ、ごみ処理施設の建設費はおおむね１６６億

円というふうな試算が出ておりますけども、維持管理費については現在ある施設よりもだいぶ

尐なくなりますけども、そういったものはまた別の事業、別の市民サービスに向けられると。

そういった建設費用につきましては、やはり笛吹市民の大半の方がそのごみ処理施設を利用す

るわけでありまして、合併特例債との起債を起こしてそれを２０年とかかけて返済していくわ

けですので、都市計画事業としてのごみ処理施設の建設費の償還には、都市計画税をぜひ充て

ていきたい財源ということで考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 大きくは都市計画税は下水道と、それから新ごみ処理施設というのは具体的に出ているわけ

ですが、この２つとも受益と負担の相関性、関連性というのはないということが明らかになっ

ているわけです。そもそも目的税のうち都市計画税というのは議論があるもので、これは本当

に財源が本当にない戦後の一時期に都市計画をしなければならないということで、特別な税と

して出されたわけです。ですから基本的には税というのは目的税ではなくて一般税が原則なん

ですよね。そういう点から目的税で特に都市計画税ということについては、根拠をはっきりさ

せなければ、これは本来、課すことが好ましくない税であることは明らかです。ですから市民

の多くがこれを反対しているわけでございます。市民の担税能力もないということであります。 

 もう１つ、市民の声によってどうしてもこれが理解できないということになった折には十分、

今でもそういうふうに私は理解しておりますけども、この住民の声にしっかり耳を傾け従うつ

もりなのかどうなのか。これは市長の基本的な姿勢をお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 非常に市民の方のご負担、物価の上昇、消費税、それから個人所得の伸び悩みとか、先ほど

申し上げましたように市民生活が非常に厳しいということは十分認識しておりますけれども、

都市計画税についても２７年度、課税を猶予いたしますと石和の地域で６年間、それ以外の地

域では１１年間、課税猶予ということになりますので、やはり市では今後のまちづくりのため

にはぜひ都市計画税についてご理解をいただくために、市民ミーティング等々で市民の方によ

くご説明をして、ご理解をいただくように努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 私は都市計画税を提案するという、徴収を提案するとするならば４点の検討が尐なくとも必

要だと言ったわけです。特定市民が受益者あるいは社会的負荷の原因者であること。２つ目に

受益と負担の相関性。３つ目に市民の担税能力。４つ目に市財政の必要性。これを伺ったわけ

ですが、これは今の時点でしっかりと検討されていないというふうに今の答弁で理解しますが、

いつまでにこれらの検討を済ませる考えか伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 

 市といたしましては都市計画税につきましては、平成２５年度から庁内の関係部局をもちま

して検討を重ねてきまして、去る９月の全員協議会で市の方針をお示しさせていただいたとお

りですので、議員のご質問の件についても十分検討を重ねた上での市の方針でありますので、

これには変わりがないということで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（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 駄目ですよ。受益と負担の相関性についてもはっきりしない。それからさっきのごみ処理場

の問題があるから必要だというふうにたしかに説明しているわけですが、それの論拠が崩れて

もまだもう一度、ちゃんと検討するということを言わない。これはおかしいではないですか。

いつまでにこの４点を検討するんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 ご質問の４点につきまして、具体的な十分な説明になっていないということでございました

ら、また詳細な資料等をお示ししながら説明のほうをさせていただきたいと、こんなふうに考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 繰り返しになりますが、今の質疑の応答でもこの論拠が崩れ、説明した論拠が崩れているん

ですよ。だからちゃんとした自信を持って市民に示せる検討をちゃんと出せと言っているんで

す。いつまでにやるんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 
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〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 

 やはり市民の方にご説明する際には、そのへんもしっかりと説明をしていきたいと。早急に

また対応を協議いたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 そのしっかりした検討を踏まえて、市民ミーティング等、市民の理解を得る活動、あるいは

市民の声を聞く活動はいつからどのような形で行う予定でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 市民ミーティングの予定ということでお受けしましたが、今、ここ総選挙等もありますから

２月以降ですね、今、市のあります行政課題等々を説明しながら、その中には当然この都市計

画税の２８年度からの賦課という部分についても議題、テーマとして取り上げて説明、ご理解

をいただく行動へ入っていきたいと考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 では２月までには、この４点について検討を済ませるということでよろしいですね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 今の総務部長との答弁のやりとりの中でその４点の論点ということでございますが、基本的

に今、条例化されているこの条例、これについては２１年度に基本的な今、お挙げになられた

点についてはいわゆる審議されているという理解でございます。基本的に時代の流れとして担

税力等々が若干変わってきているかもしれません。しかしながら、いわゆる条例としての決定

稿ということで理解をしておりますので、市民の皆さんへは説明とご理解という考え方の中で

進んでいきたいと、そんなことで考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 多機能アリーナのときには財政は健全であると言ったり厳しいと言ったり、いろいろありま

したけども市長に伺います。最後ですから市長、お答えください。 

 この４点、しっかりした説明というのは必要である。それから市民の声をしっかり聞く、こ

れが市長の原点だと思いますが、その点についてこのことについてもそれを実行するかどうか
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伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 ４点についてご指摘をいただいたところでありますが、十分に噛み合っているかどうかは分

かりませんけれども、私は今のやりとりを聞いておりまして、総務部長の答弁で基本的な構造

については私は答えを出しているのではないかというふうに思っております。ただ、いろいろ

数字的な問題とかそういったようなこともございますので、これについてはわれわれとしても

しっかり詰めた検討は行ってまいりたいというふうに思っております。 

 なお、先ほど経営政策部長から市民ミーティングのお話がございました。これにつきまして

はしっかりと市民の理解が得られるように説明をしていきたいと、このように考えております。 

 以上であります。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で渡辺正秀君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 今の渡辺議員の都市計画税のことについて、再質問いたします。 

 実は去る９月２日に笛吹市都市計画税をなくす市民の会という団体があるんですけども、そ

の団体で９月２日にぜひ都市計画税を廃止してほしいという懇談を行いました。市と懇談を行

いました。市長が都合が悪くて出席がかなわなかったですけども、そこに副市長と総務部長と

芦澤部長とそれから課長が１人出席して、会のほうからはたぶん１５、１６人出たというふう

に思います。そのときの、今日出席しておりませんけども副市長の発言に大変驚いてしまいま

した。２つの点で驚いたんです。１つは都市計画税は１人当たりにすると、ごく尐ない金額で

はないですかということ。あとそれから市民の担税能力があるかないかということについて、

課税をする、しないの判断にはならないというふうに副市長は答えておりました。これ大変、

私たちは驚いてしまいまして、あまりにも強権的な発言に驚いてしまいました。やはり地方自

治体というところは市民の福祉の向上を第一の課題とするところですし、市民の命と健康と生

活を預かる市のツートップですよね、副市長で。ツートップの強権的な発言にあまりにも驚い

てしまったんですけども、そういう考え方というのは、私は市長に答えてもらいたいんですけ

ども、市長もその副市長とまったく同じ考え方ということで理解してよろしいんですか。市長

に答弁してもらいたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 具体的なそのときのやりとりについて細かいニュアンスまで理解できませんので、正確な答

弁になるかどうか分かりませんけれども、たしかに税金というのは１円でもかかれば、これは
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もう負担になります。これは間違いないことですね。どの程度が担税力うんぬんという議論は、

これはいろいろな角度から論じられるべき話かなと、このように思うところでございます。 

 それからこの問題はやはり税を取られる側の負担の問題と同時にわれわれとしては市の財政

上の必要性、この問題も忘れてはならないわけであります。先ほど来の議論の中で、これはた

しかに目的税でありますから、都市計画事業に充てられるべきお金でありますが、そのことに

よって尐しでもこの一般会計の都市計画事業というか、ごみであるとか、あるいは下水道のほ

うに使われている部分がほかのほうに振り向けることができると。こういう全体的な財政論か

ら言うと、あまりこのような言葉を使っては申し訳ないんですけども、ストレートにこれは目

的税だからという議論にはならないのではないか、やはり笛吹市の財政構造全体を見て考える

べきではなかろうかと私はそのように思っております。先だって１０日ほど前でありますが財

政研究者が私のところへやってきて、笛吹市の財政は大変なことになっていますねと。このよ

うにずばりとご指摘を受けたところでございます。亀山議員の先ほどの質問に対して担当部長

が非常に歯切れの悪い答弁をしておりますけども、現在われわれの一番頭の痛い、頭痛の種は

とにかく来年度の予算を組めるかどうか、こういうような問題でございます。ですから負担担

税力の問題、市民にご負担にお願いするというその一方では市民に対するサービスの提供が維

持できるかどうかと、こういう問題もあるわけでございますので、亀山議員の今の答弁になっ

ているかどうか分かりませんけれども、今の私はそのように考えているところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 合併以来、この都市計画税の課税が延期になってきた背景というのはやっぱり市民、例えば

消費税が上がったりとか、あとそれから介護保険料が上がったり水道料が上がったり、それか

ら国保税が上がったり、合併後いろんな値上げがある中でさらにこの都市計画税という税金を

負担してもらうのはしのび難い。だから市民の担税能力を考えてのということだったという、

そういう延期だったというふうに思います。前の市政はそうでした。ここにきて市民の担税能

力なんて、はっきり言ってしまえば関係ないんだというふうに言われてしまうと、それだった

ら前の市政から倉嶋市政になってからそういうふうに変わったんですかというふうに市民はみ

んなそういうふうに思っているんです。そういうふうに、では考えていいということなんでしょ

うか。この担税能力を課税の判断にしないということは。そういうことなんでしょうか。前市

長から尐しずつ変わってきたということなんですか。そういう捉え方でいいんでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えします。 

 先ほど、その場に私おりましたので臨場感もございますので、副市長の発言ということなん

ですけれども、いわゆる担税力という言葉は税を負担していただくという私はそういう理解を

しました。言葉の担税力という言葉を使ったことが、例えば用語的に誤りであればそれはそれ

として、いわゆる税として市民にご負担をいただく、それは当然のことだという理解であると

思います。 
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 それと尐しの税というのは薄く広く市民からご理解をいただいていただくという、そういう

理解を私はその場でいたしました。 

 答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 ここで９月２日の場面を議論してもしょうがありませんので、しかし参加していた十数名の

市民はあまりにも、そういう副市長の強権的な発言に大変憤りを禁じえなかったということだ

けはぜひ承知していただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時３０分とします。 

休憩  午後１２時０２分 

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

再開  午後 １時３０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 笛新会の神澤でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、私は市政推進の指針とした長期総合計画における後期

基本計画の施策６にある桃・ブドウ日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりの農業基盤

整備についてお伺いいたします。 

 合併後１０年が経過し、平成２０年度から第一次笛吹市総合計画を後期基本計画の施策に基

づいた事業推進をする中、計画期間も残り３年となりました。かつてない厳しい財政の中、創

意工夫し行財政改革推進により、これからも総合計画を市政の柱として市民協働で取り組むと

しております。この後期基本計画に位置づけられている本市の基幹産業である農業の基盤整備

についてお伺いいたします。 

 １点目といたしまして、生産農家を支援する農業基盤整備事業の推進状況について。 

 ２点目として、遊休農地と耕作放棄地の活性化推進状況についてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに農業基盤整備事業の推進状況についてでございますが、今年度は農道や水路等の改

修や圃場整備を行う県営畑地帯総合整備事業としまして御坂町の大野寺と黒駒西、一宮町北部、
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境川町藤垈、笛吹川左岸の５地区を事業費６億６千万円、市の負担率２５％で農業基盤整備を

行っております。 

 また市内の傾斜地の農道等を整備する中山間地域総合整備事業としまして、八代地区と御坂

町黒駒東地区の２地区を事業費１億３千万円、市の負担率１５％で整備しております。さらに

山間地域の優良農地を幅員７メートルの農道で結ぶ県営基幹農道整備事業として、農免農道東

八中央東の八代地区と一宮町釈迦堂地区の２地区を事業費４千万円、市負担率約１７%で整備

しております。 

 また市単独事業としましては各地域からの要望による農道改良工事を延長７４０メートル、

水路改修工事を延長１，３００メートル、設計委託を延長２，５７０メートルを事業費３千１千

万円で整備しております。 

 次に遊休農地と耕作放棄地の活性化推進状況についてですが、平成２２年の農林業センサス

によると市内の耕作放棄地は９５ヘクタールであります。農業委員による農地パトロールを随

時行うことにより耕作放棄の抑制に努めております。 

 耕作放棄地の活性化には担い手の確保と農地の集約が不可欠だと考えますので、市では新規

就農支援制度や農地流動化奨励補助金制度を創設して、農地の活性化を推進しております。 

 昨年、国では農地法および農業経営基盤強化法を改正して農地の集約化を強力に推進してお

り、県においては今年４月から農地中間管理機構を立ち上げ、農地の貸し借りがよりしやすく

なる環境を整えたところであります。 

 市でも山梨県農地中間管理機構からの委託を受け今年７月から専任職員を配置し、農業委員

会事務局へ事業委託をしながら目標面積を１０ヘクタールと定め農地の集約化を進めています。 

 今後も県、農協、農業委員会と情報を共有し継続して農地の集約化を推進してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 設計委託について、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。 

 事業費の３億１千万円で整備をしているということで訂正をお願いします。失礼しました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 再質問をいたします。 

 １点目につきまして平地での優良農地、生産農家が高齢化を迎え生産向上に努力する中、作

業者が耕作地に入れず、やむなく生産を諦め遊休地となる地域が見られます。地域に合った生

産農道整備が不可欠ではないかと思いますが、いかがですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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たいと思います。 
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 総合的な整備としまして畑地帯総合整備事業を取り入れながら今、農道整備等を行っており

ます。その状況を見ながら対応していきたいと思っておりますので、またそのような状況の土

地がございましたらご指摘いただければ対応を進めていきたいと思いますので、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（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ありがとうございました。ぜひ行政区の区長さんたちが要望してもなかなか地権者の関係で

もって実現できないというところが長い間ありますので、その点もご指導をいただきながら早

急な対応ができるような姿勢をとっていただきたいと思います。 

 ２点目の再質問に入ります。 

 生産農家が高齢化による遊休農地、耕作放棄地は避けては通れない課題でございます。後継

者が育っても遊休農地、耕作放棄地が開発化され宅地化されると生産農家の収益が危惧されて

まいります。笛吹ブランドの定着、確立に行政の的確な指導が不可欠でございますが、関係す

る団体との連携はできているのか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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たいと思います。 

 特にブランド化ということであれば、系統出荷の農協さんと協力する中でトップセールスを

行ったりしながら、特に来年も海外へ向けて消費の出荷等を考えていきたいと思いますし、午

前中答弁にございましたように、桃サミット等で海外への桃・ブドウの輸出も考えております

ので、やはり農家所得が上がるような方法を考えながら、さらに労働集約的な農地の換地等も

行いながら作業しやすい、耕作放棄地が発生しないような土壌での整備を推進させていただく

と同時に、農協等との関係もしっかり保ってございますのでご安心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（大久保俊雄君） 

 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。若い人たちが農業に親しむときに、やっぱり地域のそういう

整備が行き届いていれば、そのブランド化というものも、これからもっともっとしっかりと守っ

ていけるものになるかと思いますけども、その遊休地、耕作放棄地なんかを確立したものでもっ

て市の指導をお願いしていただきたいと思います。 

 ２点目に入りたいと思います。 

 後期基本計画の施策２１における身近にスポーツを楽しめる環境づくりについて、お伺いい

たします。 

 昨年の６月に私、一般質問でも富士山世界遺産登録につきまして、西山一帯の観光イベント

について問いましたけども、１年間の短い期間で先般１１月３０日にトレイルラン、富士山眺

望、石和観光、石和温泉・春日居温泉、大蔵経寺トレイルランウォークが成功裏のうちに終わっ
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たかと思います。執行部の担当部局の１年間の努力に敬意を表するところでございます。 

 現在、市内におけるスポーツ施設は、学校開放されている施設と指定管理者制度を活用して

いる公の施設を合わせて３７施設あると承知しておりますが、限りある施設数の中で利用者の

有効活用が求められております。 

 これまでに、長期にわたる施設修繕により予定されていた大会等に影響を及ぼした事例もご

ざいます。スポーツ施設は本市のスポーツ振興における非常に重要な場であり、地域間交流、

教育活動、健康福祉の増進等、大きな役割を果たしていると理解しています。そこで本市にお

けるスポーツ施設について、お伺いいたします。 

 １点目といたしまして、スポーツ施設における指定管理者制度活用状況および効果について

お伺いします。 

 ２点目といたしまして、市直接管理施設の活用状況についてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤敏美議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに指定管理者制度活用状況および効果についてですが、現在社会体育施設において指

定管理者制度を活用して管理している施設は、３７施設のうち３０施設となっております。 

 効果につきましては、市が直接維持管理を行ったとした場合の概算額と比較しますと平成

２５年度において約２，１００万円の経費節減が図られております。 

 また、指定管理者の自主事業として休館日に開館を行っているところもあり、市民の施設利

用の利便性も図られていると考えております。 

 次に市直営管理施設の活用状況についてですが、直営施設７施設の平成２５年度の利用状況

は延べ利用団体数１，６７５団体、延べ利用人数は２万５，６０８人となっており、多くの市

民の皆さまに活用いただいております。 

 今後、適正な受益者負担をお願いする中で施設の維持管理を行い、市民の皆さまが良好な環

境の中、スポーツに親しむことができるよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 再質問を行います。 

 １点目でございますが、指定管理施設における利用者団体からの修繕、改善要望に対し当局

はどのように対応し、また受益者に理解していただいているのかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤敏美議員の再質問にお答えいたします。 

 指定管理施設の修繕、改善への要望につきましては、１０万円未満の修繕費につきましては
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指定管理者が行い、１０万円以上については市が対応することとなっております。市の修繕に

つきましては予算状況、緊急性を勘案する中で、また大規模なものについては補正予算および

当初予算で対応をしていくというような考えの中で利用団体に説明し、ご理解をいただけるよ

う対応しているのが現状でございます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 １０万円以下は管理者がするもので、あと１０万円以上は市のほうで対応ということでござ

います。どうしてもスポーツ施設にかかる金は１０万円以下ということは尐ないかと思うんで

す。ほとんど市の財政の中で精査しながら計画立てていくことだと思いますけども、一宮の管

理施設のももの里ですか、スポーツ施設には野球、ソフトボールと、Ｂ面のほうもございます

けども、１年で２、３回ほどなんでございますけどもボールが民家へ飛び込んで対応に苦慮し

ているということをここのところ耳にするものですけども、今の財政状況の中でその施設にネッ

トを張るということは非常に高価な金額がかかる。その中で管理者にやっぱり受益者、利用者

がスポーツ保険というものを皆さん、利用しているかと思うんですけども、車なんかに当たる

と全部補償がつくようになっておりますので、そういう施設に管理者が説明をしながら、はっ

きりと調整会議で指導するようにしたらいかがなものかと思いますけども、いかがでございま

すか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 やはり神澤議員の今、おっしゃったとおりだと考えております。利用者には調整会議という

ものがございますので、そういう折にしっかりした指導、それからお願い等もする中で地域外

へ飛び出すことのないような指導もしながら、利用についてお願いをしていくという対応が必

要だと思いますし、すぐそんな対応をしてまいりたいと考えています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 ぜひ周りの民家の方に夜中ですか、どうしてもナイターを使いますものですから、夜９時過

ぎにボールが飛び込むとどうしても気持ちがよくないものでございまして、すぐその団体に謝

りに行くなり、また補償なんかもスポーツ保険というものも活用できますから、そのへんの指

導を的確にしていただきたいと思います。 

 ２点目の質問に入ります。 

 市直接管理施設において利用者の安全を担保する中、有効的活用に前向きに目が向けられて

いない施設があり、特に県内外大会開催に対し、長期にわたり懸案となっております健康は行

政の財産と現在、言われております。施設の再点検をして安全な施設を提供して、子どもから

高齢者まで楽しみを持って活用できることが大切だと思いますけども、いかがでございますか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 

 市の直営施設につきましても基本的には利用者が安全に施設を利用できるよう、使う皆さま

の改善、要望を踏まえた中で取り組まなければならないと思います。ただ、ご承知のようにな

かなかその緊急性や予算状況を勘案しますと、すぐにご要望にお応えするわけにはいかないと

いうのが現状でございます。 

 今後はそういうことも含めまして予算の確保に向けて進めるだけでなく、議員がおっしゃる

とおり、より充実した施設として多くの年代層に使っていただけるような対応も順次、検討し

ていきたいと考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 財政が厳しい厳しいといって合併１０年、特に春日居のスポーツ施設は大勢の方が県内外か

ら来て温泉、観光に寄与しております。この１０年間、懸案となっていたスポーツ広場がどう

しても活用が不十分で先般の尐年野球大会にしても、駐車場が丸岡共撰の集荷所のほうまでご

利用していただいたということがしばしばございます。その中で春日居町塩原にグラウンド内

の人工芝も１６年が経ち、どうしてもスパイクなどが引っ掛かって転んで擦りむくということ

がたびたびございます。Ｂ面のグラウンドの北側のほうにやっぱりネットを張りながら、グラ

ウンド整備のほうの人工芝も管理し、そして駐車場も１００台はゆうに停まれる、奥に今使用

していない箇所がありますので、整地をしていただいて駐車場にすると道路の外には出ない駐

車場設備ができるかと思います。そして受益者の利用者団体も人工芝の工事に際しては、私た

ちもボランティアでお手伝いしますと。僕たちのほうが事業者よりかもグラウンドづくりはう

まいということ、その中にも工事をしている方たちも大勢いますものですから、そういう人た

ちを活用して、ぜひ即急にネットとか駐車場とかグラウンドのほうは安い、財政の資金を使い

ながらやってもらうようなそのような気持ちはないでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどからの答弁にもございますように、市内の公共スポーツ施設といわれるもの、指定管

理に出しているところも直営のところにつきましてもだいぶそういう傷んだ箇所も目立ってき

ている状況です。そうした中で実は合併以後、懸案でありました公共料金の受益者負担金の検

討も今、統一しようというところで行っているところです。こうした使用料の収入も含めまし

て市全体を見渡す中で、優先順位を決めながら修繕に取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

 １つの施設をということで言われることもありますが、ぜひそのへんはご了解をいただく中

で優先順位を決めさせていただけたらと考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 春日居スポーツ広場の場合は、特に行政のほうでは費用対効果、投資はといつもいつも言っ

ていますけども、温泉、観光、ソフトボールでも全国から、もう２０年近くやっていまして費

用対効果にすると十分に間に合うほど、何億という金を春日居スポーツ広場は稼いでいるかと

思います。即急な対応をして、またそれに一層、やっぱり観光客が来て２泊でもして大会が打

てる、安心した施設を考えなくてはいけないと思いますけどもいかがでございますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 この場でお答えするというわけにはまいりませんので、ぜひまた検討をさせていただきます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。即急な対応をお願いいたします。とにかくスポーツ、子どもから高

齢者、これは市の財産となり結局は皆さんが交流の場となるその場を提供すること自体が皆さ

まの１つの活力となると思いますので、ぜひスポーツ振興を進めていただいて私の一般質問を

終わります。ありがとうございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で神澤敏美君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 神澤議員の、身近にスポーツを楽しめる環境づくりについての関連質問を行います。 

 基本的には総合計画、後期計画の中に身近にスポーツを楽しめる環境づくりということで現

状、課題、基本方針が定められておりますけれども、特にこの基本方針の中で社会体育施設の

検討を進めるということで私も昨年６月の一般質問の中で屋外スポーツ施設の充実、本年９月

の笛新会の代表質問で岩沢議員のほうから芝生のグラウンド、これは２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックに備えてということもありますけれども、このへんの答弁の中で施設

の整備については総合的な面から内部において調査・研究を進め、笛吹市スポーツ推進計画の

策定を進めるとありますけれども、このスポーツ推進計画の策定の進捗状況をお聞かせ願いた

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 保坂議員の関連質問にお答えをさせていただきます。 

 議員からも昨年ご質問をいただき、９月の代表質問においてもご質問をいただいた中でお答
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えをしたとおりなんですが、必要性は教育委員会としても十分認識をしているところです。そ

の中でスポーツ推進計画につきましては、今後なるべく早い時期に市民の皆さまの声もお聞き

する中で立案に着手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（大久保俊雄君） 

 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 

 大変消極的な答弁ということで、東京オリンピック、６年後、これにリニアを加えて温泉と

果実、これは笛吹市の情報発信、あるいは交流人口の拡大にもう尐し市としてもスポーツとい

う部分が大変欠けているんではないかと。先ほどの神澤議員の中でも８月のインターハイ、自

転車の競技、これは笛吹市に大変な経済効果をもたらした。過日のトレイルラン、これも観光

イベント、あるいは交流人口拡大、観光面でも大変な成果を私、あげていると思います。もう

１つ足りないのは情報発信、あるいは観光客誘致の消費拡大でもスポーツ、この部分が大変私

は今、欠けているんではないかと思います。大変財政状況が厳しい、あるいは当然厳しい中で

すから既存施設の利用を考えて、例えば石和中学校の４×１００メートル、大変な快挙。中学

生のサッカー等も非常に頑張っている。これはグラウンドがなくて頑張っている。環境がない

のに指導者を含めて子どもたちも大変頑張っている。なぜ市のほうはもう尐し積極的に東京オ

リンピックに備えて、笛吹市から一人でも多くのオリンピックの選手が輩出できるような環境

整備をしないのかと大変不満に思っていますけれども、できるだけ早い機会に体協等もいろん

な要望がありますので、体育協会、あるいはスポーツ審議委員さん方の意見を聞く機会を設け

ていただいて、ぜひスポーツ環境、施設の充実にできるだけ早く努めてほしいと思っています

ので、このへんの考えをひとつ教育長、よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 保坂議員の関連質問にお答えいたします。 

 まず中学生のいろんなスポーツでの活躍について、大変お褒めの言葉をいただきましてあり

がとうございます。各学校現場でも今の励ましの言葉を受けて、もっともっと頑張っていって

くれるんではないかというふうに思います。 

 また２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック、これに向けて市の教育委員会、ある

いは市としても練習場として山梨学院大学等々とも相談をしながら石和の温泉地、あるいは春

日居温泉地に泊まっていただけるような運動も今、始めているところでありますし、総合運動

場等につきましても、いろいろな意見を聞きながら検討検討と言うと、ずっと同じことを言っ

ているではないかとこういうふうに言われるわけでありますが、まじめにこれからも一生懸命

検討していきたいというふうに思っております。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（大久保俊雄君） 

 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。 
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 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） 

 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 はじめに、市民の命を守るＡＥＤの普及拡充について伺います。 

 ＡＥＤは通常の心肺蘇生法では対応できない心室細動の発症時、正常な心臓の働きを戻すた

めの医療器具であり、心肺蘇生に最も有効な一秒でも早い手当てを可能にするもので医療従事

者以外の一般の方が使用できる機器として１０年が経ちました。この間、ＡＥＤは急速に普及

し国内の設置台数はすでに４０万台を超えるとみられていますが、心停止をした人を間近で目

撃し、実際にＡＥＤを使用した事例はまだまだ尐ないのが実情です。総務省、消防庁の集計で

は平成２４年に一般市民がＡＥＤによる除細動を行った症例は８８１件で、このうち３６１人

の４１．４％が助かり、その８６．８％の人が社会復帰を果たしたという結果が出ております。

しかしこの年の市民に目撃された心停止症例は２万３，９０７件にのぼりＡＥＤの利用は３．

７％に留まっております。 

 そんな中、今年６月、一宮支所では来庁者の意識がなくなり対応した職員をはじめ皆さんの

心臓マッサージ、ＡＥＤを行うなど見事な連携プレーで大事に至らなかったことを伺いました。

そのようなことから、今後もＡＥＤの使用方法と心肺蘇生法の普及啓発が大変重要であると考

えます。そこで以下の点について伺います。 

 １点目としてＡＥＤは平成１６年から国において設置が推進されました。本市におけるＡＥ

Ｄの設置状況はどのようになっているのか、伺います。また、実際の救急現場における市民の

ＡＥＤの使用状況はどのような結果があるか、併せて伺います。 

 ２として、緊急現場に居合わせた方がその場で応急手当を行うためには心肺蘇生法やＡＥＤ

の使用方法などの講習会を受講することが必要であり、また繰り返し受講することによって自

信を持って対応できるものと考えておりますが、市民に対するＡＥＤの使用方法などの講習会

や研修会などはどの程度、開催されているのか伺います。 

 ３点目として、本市では市民活動や市内で行われる各種行事等の有事の際の救急活動に使用

するためにＡＥＤの貸し出しを行っていますが、その状況や課題について伺います。 

 ４点目として、ガイドラインには２４時間営業しているコンビニなど救済者にとって目印と

なる使用しやすい施設でのＡＥＤの設置を考慮してよいとありますが、コンビニ設置推進につ

いてどのような考えがあるか、お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめにＡＥＤ設置状況と救急現場における市民のＡＥＤ使用状況についてですが、ＡＥＤ

は平成１６年７月から医療従事者でない一般市民でも使用できるようになり、設置が進んでお

ります。 

 ＡＥＤの設置状況につきましては本市の公共施設に６２台、民間施設に１０６台が設置され

ております。ＡＥＤには届け出義務がありませんので、消防本部で把握しております設置場所
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以外にも人が多く集まる事業所、医療機関、駅、宿泊施設などを中心に設置が進んでおります。 

 また市民の救急現場におけるＡＥＤの使用状況につきましては、本年４月から１１月末日現

在、救急車が到着する前に使用された事案が５件ありました。以前は使用を躊躇する市民も多

かったようですがＡＥＤの普及啓発活動、救命講習会等の開催により一般市民にも認知が進み、

救急時の有効な救命処置法として使用されています。 

 次に講習会や研修会などの開催についてですが、市民に対するＡＥＤの講習会は本年４月か

ら１１月末日現在、事業所やグループを対象とした普通救命講習会を３３回開催し延べ５０４人

が受講、防災訓練、小中学校のプール開き等における救急講習会を５３回開催し延べ２，１５９人

が受講しております。 

 次に貸し出し状況および課題についてですが、平成１９年６月から市内在住者および市内の

施設で活動する個人または団体に対しＡＥＤの貸し出しを実施しており、本年１１月末日現在

において延べ１１１団体５４５回の貸し出しがあります。 

 主な貸し出し先は小中学校および高校となっており、市で主催するイベントや事業におきま

しても安全確保のため活用しておりますが、市内における主催以外のイベント、事業に対しま

しても積極的に貸し出しをしてまいります。 

 また貸し出しに対する課題についてでありますが、ＰＲをする貸し出し用に２台を用意して

ありますので、今のところ不足し使用できないという状況には至っておりませんが、活用が促

進されるよう設置場所のＰＲと合わせ、引き続き講習会によりＡＥＤ使用方法の普及・啓発に

努めてまいります。 

 次にコンビニへのＡＥＤ設置推進についてでありますが、市内には現在３４軒のコンビニエ

ンスストアがあります。厚生労働省から示されました財団法人 日本救急医療財団策定のＡＥ

Ｄ適正配置に関するガイドラインによりますと、コンビニエンスストアはＡＥＤの設置が考慮

される施設として分類されております。 

 事業開設時には消防本部予防課において、建築確認申請に伴う事前協議が必要となりますの

で、積極的に設置の協力をお願いするとともに現に事業開設済みのコンビニエンスストアにつ

きましても設置の協力をいただけるよう働きかけてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。今年７月に総務省、消防庁からＡＥＤのさらなる活用に向けた取

り組みの推進についての通知が出されておりますけども、その中にホームページ等によるＡＥ

Ｄの設置場所とか情報提供を図ることを、さらに進めるようにというふうな文言がありました

けれども本市の状況をお聞かせください。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 私も市のホームページをちょっと開いてみたんですが、ちょっと分かりづらいといえば分か
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りづらいし、そのスポーツとかをやる方、団体の責任者が事前によくそこを把握していただい

て、時間のあるときにゆっくり確認してもらわないといざ現場ではそこを見て飛んでいくとい

うことはできないと思います。だから団体の責任者には普段からそういうホームページにのっ

ているということを確認していただいて、どこが一番近いところにあるのか、では貸し出しは

どうかなということをやっていただけると非常に効果的だと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 私もホームページを開いてみましたら、何回か、４回くらいアクセスをしないとＡＥＤの設

置場所までたどり着かないんですね。緊急を要する中でこれだけ進んでいる世の中にあって、

せめて笛吹市のホームページをあけたときにこっちの左側でも右側でもいいんですけれども、

ＡＥＤ設置場所というのがそこをクリックすれば出てくる、なおかつマップも見えるという状

況にすることが最善の方法だと思うんですけれども、その点についてもう一度お伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 再質問にお答えします。 

 私もちょっと中を見て分かりづらかったので検索で探しました。こんなことがありますので、

関係部局とまたよく話をして検討してみたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 関係部署の総務の担当の方はいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えします。 

 今、ホームページのいわゆる掲載の仕方という方法論でしょうから私のほうでお答えをしま

すが、たしかに緊急に使うもの、それは一番先に、真っ先にあって、そこへすぐ入っていける

のが一番いいと思います。しかしながら、たくさんのファクターのものをバナーとして出して

いるというような部分がございますので、また今日ご指摘をいただいたことを参考にしながら

現課とも相談をしながら市民が使いやすい、見やすい、検索しやすい方法を検討していきたい

と思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。それから今後の課題としてＡＥＤの設置場所と設置方法が

挙げられています。例えば学校のような広い場所では複数の設置が望ましいわけなんですけれ

ども数が限られております。運動場やプール、体育館の近くなどに効果的な場所に置く必要が

あるとガイドラインで示しておりました。このような指摘に対して、今後学校現場としてどの
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ようにされるのかお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 たしかに学校におきましては各校に１台ずつＡＥＤが設置されておりますが、これはあくま

でも当初の予定ですと児童生徒の生命の危機のときに使用するというようなことが目的で今、

現状におきましては職員室か保健室に設置されているというのが現状です。ただ現在、学校会

報なんかで夜間、不特定多数の市民団体、グループ等がたくさんご利用いただいていますので、

今後外へ出すということもちょっといたずらされる可能性もありますので、そういう利用団体

には調整会議、またなんらかの会議のときに学校の、ここにあるというようなことをお知らせ

していったらどうかなと考えております。 

 ただ、夜間については職員室等も鍵をかけられておりますので、そのお知らせをするときに

まずは市民の生命第一だと。例えばの話ですがガラスを割ってもＡＥＤが必要なときは取って

いただきたいということも付け加える中で、お知らせをする機会をつくっていけたらなという

ふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひ各種団体と協議をしていただいて、いつでもなんかのときにＡＥＤが、危険なときにＡ

ＥＤが使えるような状況にしていただきたいと思います。 

 それと同時に学校では長い冬休み、夏休みがあるわけですけれども時間外ですと先生がそこ

に必ずいるとは限りませんので、スポーツ尐年団とかそれぞれの団体が先ほども答弁でありま

したけども各種団体が使うわけですので、そういった方々が学校の職員室が一体どこにあるの

かということも知らない方もいらっしゃると思いますので、そういった目で見て分かる表示を

することも有効かと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えいたします。 

 たしかに議員のおっしゃるとおりだと思います。なんらかの説明会の折にはなんらかの設置

場所の図面等も付ける中で、利用についてお知らせをしていけたらというふうに考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 国のほうからガイドライン、通達がありましたけれども、３点にわたってこの７月に取り組

みについての推進の３点、新たにありました。市民が使えるようになって１０年、この１つの

節目として、またこの３点の通告に基づいて消防、笛吹市としては今までにない取り組みが必
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要だと思うんですが、今後の新たな取り組みについてお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 川村議員の再質問にお答えします。 

 新たな取り組みということでありますが、ＡＥＤと心肺蘇生法は両方一緒にやってはじめて

効果があるものです。私たちも救急法が３時間とか長い時間がありますので、分割方式を考え

たり、今できるのは小学校の高学年から実施できるようになっております。それで学校の授業

に合わせた１時間とか１時間半の講習、分割方式等も取り入れて、なるべく多くの市民にやっ

ていただきたいと考え、なかなかお話しはしているんですが、分割方式もなかなかやっていた

だいたという例は２、３例しかないんですが尐しずつ増やして、１人でも多くの方にやってい

ただけるようにしてまいりたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。それから４点目の質問の中に最近、全国的にコンビニにＡＥＤ

を推進する、またお願いしていくというふうな形の答弁もありましたけども、やっぱりいろん

な施設、時間外ですと鍵がかかっています。いざとなったときに救える命も救えないとなりま

すと、やはりＡＥＤを推進する、設置を推進するにあたっては２４時間、明るく営業している

コンビニに推進することが１つの市民の命を守る１つの方策だと思うんですけれども、その点

について積極的な働きかけをされるのかどうか、もう一度お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 川村議員の再質問にお答えします。 

 ＡＥＤの一番効果的な時間は大体５分以内です。目撃があってＡＥＤを持ちに行っていただ

くのに２、３分、大体かかっているのが現状であります。ですから一番いいのは人が集まると

ころに持っていって準備しておくというのが一番ベストであります。 

 コンビニのほうは２４時間営業ということで、消防本部としてもこれから市民の命を守ると

いう観点から１軒でも多く置いていただけるように、協力の推進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。それからＡＥＤの心肺蘇生法とかＡＥＤを使う講習ですけれど

も、やっぱり１回受けたらそれですべて終わるということではなくて、やっぱりこの間、私も

３年ぶりに受けましたけども、３年前のことはやっぱりほとんど薄れていまして、やっぱり定

期的に数多くの市民の方が講習を受けること、実際にＡＥＤを使って体験することが非常に大
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事になってくると思うんです。そういった意味では今後、先ほど答弁もありましたけれども、

さらに力を入れていくという意味で伺いたいと思うんですけれども。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間消防長。 

〇消防長（風間勇君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 ＡＥＤ等の講習、力を入れるわけなんですが、これは余談になりますが病院なんかでも心疾

患の中に家族に対してＡＥＤの講習会とかをやっております。そこで一番熱心に受けているの

は患者さん本人であります。本来ですと患者さん本人は逆、やってもらう立場なんですが本人

が一番身近に感じていると。これは個人の温度差がありますので、皆さんがそういう気持ちを

持って人を助けるんだという観点から受けていただくと非常に効果があって、今後そういった

ことに私たちも力を入れていきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 よろしくお願いいたします。では２点目の質問に入らせていただきます。代読・代筆支援の

充実について伺います。 

 近年、高齢化の進展に伴い視覚障がい者のみならず視力が低下した高齢者など読み書きに支

障がある人への支援の必要性が訴えられています。日常生活を送る上で読むことと自己の意思

を表すための書くことは必要不可欠の行為といえます。しかし視覚障害者や視力が低下した人、

高齢者にはこれでは十分に補償されていることとは言えない状況にあります。こういった読み

書きに支障がある人への支援は共生社会の実現に向けても重要な課題となります。そこで必要

となるのが代読、代筆などの読み書き支援の充実です。 

 例えば金融機関や自治体の役所から送られてくる通知など、社会生活を送るために必要な書

類などを受け取っても目が不自由なため確認できないよという事態に悩む人は尐なくありませ

ん。また東日本大震災では多くの被災者が避難生活を送る中で避難所などに掲示された各種の

お知らせ等が自ら読めず周囲に読んでくれる人もいなかったため、必要な救援物資を受け取れ

なかった高齢者や障害者がいたとの指摘もあります。あらゆる物事に関する情報化の流れが進

展した今日において情報を正確に得て発信することは、極めて重要といえます。これまでＮＰ

Ｏなどを中心に目の不自由な人への代読、代筆支援を訴えるなど読み書き支援に関する取り組

みが進められてきております。 

 そうした中、東京品川区では平成２３年４月に策定をされた区の地域福祉計画に読み書き代

行サービスが盛り込まれ、区内ですでに実施しております。一方、国レベルでは平成２３年７月

に成立した改正障害者の基本法に読み書き支援サービスを行う人の要請、派遣を国や自治体に

求める規定が盛り込まれ、さらに平成２５年４月に施行された障害者総合支援法の実施要綱に

自治体が行う支援の１つとして代読や代筆が明記されました。ようやく一歩前進したと感じて

おります。 

 今回、私がこの質問をしますのは障害者に限らず高齢化が進む中、日常生活で一人で文字を

読んだり、書いたりすることが困難な人が増えていると実感しているからです。私自身、高齢
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者宅を訪問したとき、封書が何通も開封されずに放置されている光景を目にしたことがたくさ

んあります。今後、潜在的ニーズも含めて読み書きが困難な方への支援の必要性は一層高まる

と考えております。そこで以下の点について伺います。 

 １点、本市の読み書きサービスの現状を伺います。 

 ２点目、本市におけるプライバシーを確保できる専門的知識を持つ支援員の養成について伺

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、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。 

 はじめに読み書きサービスの現状についてですが現在、笛吹市には２８０人の視覚障がい者

の方がおります。視覚障がい者へのサービスといたしましては、障害者総合支援法に基づく居

宅介護サービスの家事援助において郵便物・回覧板等の代読、手紙・アンケート等の代筆を行っ

ております。また同行援護サービスにより、外出する際の必要な援助や情報提供として代読・

代筆等について支援しております。さらに笛吹市社会福祉協議会に業務委託し、声の広報発行

や点字による情報提供等を行っております。 

 一方、高齢者においても訪問介護サービスの生活援助や生活援助員派遣事業等のサービスを

ご利用の方々については担当ヘルパーがサービス提供の際に必要に応じて、通知や書類等の代

読や内容確認を行っております。 

 次に専門的知識を持つ支援員の養成についてですが、同行援護サービスを提供するに当たっ

ては、支援員に必ず県で実施する従事者養成研修の受講が義務付けられております。また視覚

障害者への理解を深め、朗読手法の理論と基本的な技術を習得することを目的とした市が実施

する朗読奉仕員養成事業を毎年実施しております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 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。読み書きサービスの現状で障害者総合支援法に基づいてさまざま

なサービスや代読、代筆等の支援が行われていることは分かりました。また介護サービスの中

で代読の支援をされていることも分かりました。ここで、しかし高齢者に対しての代読・代筆

支援は行っていないのが現状であります。今、笛吹市において高齢者福祉計画第６期介護保険

事業計画が計画されておりますけれども、話し合いが行われておりますけれども、その中に代

読・代筆サービスを盛り込むことはできないでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 計画の中に具体的に代筆サービス、代読サービスという具体的な形では盛り込むことはちょっ
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と不可能かと思いますが、今現在、策定している高齢者福祉計画の中で仮称なんですが、人生

９０年代を見据えた人づくり、環境づくりというような部分があります。その中で元気な高齢

者が自主的にボランティア活動に参加して支援を行う。またはボランティア養成講座において

代読・代筆についての研修も含め、サービスの提供ができるというような形のことをメニュー

として検討しておりますので、そこのところを進めていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。来年から地域包括ケアシステムの構築もありますし、また

要支援者の多様なニーズに対応できない面もありますので、市とかＮＰＯとかボランティアの

人たちの力を借りながら高齢者が尐しでもそういった方の要望が柔軟に応えられるようにする

ということでお願いしたいと思うんです。その中に先ほど部長の答弁にもありましたけども代

読・代筆支援が行われるようにさらに進めていただきたいと思います。 

 それから今回、臨時福祉給付金ということがありまして、私も何人かの高齢者の方から頼ま

れて申請手続きをお手伝いさせてもらったんですけども、意外に難しくて大変だったなという

のが実感です。現在１０月３１日で笛吹市はもう締められたかと思うんですけれども、それま

での状況、現状についてどうだったかお伺いしたいと思うんですが。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 １０月３１日で申請は今、締め切っております。その段階で申請書の発行数は約７３％に当

たります７，０１５件、１万１，２４２人の方の申請は受け付けてあります。先ほどから川村

議員が大変心配しています高齢者の中で、たしかに煩雑のためになかなか読みづらいというこ

とで辞退をされたという方の現実もあることは事実です。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 その辞退された方の中にはやはりそのことを読み取れなかった、書き加えられていなかった

というのが現実にあると思うんですね。そういった方が申請がスムーズにできるようにぜひそ

ういった意味で代読・代筆支援がさらに進むことを必要に感じました。 

 現代社会において情報の８割はやっぱり目からというふうに言われております。そういった

意味で視覚に障害を持った方々やこれから高齢化が進んで、本当に普段の生活を送っていく中

でははかり知れない困難が強いられると考えます。読み書きが困難な障害者や高齢者の方々が

あらゆる場所で読み書き支援を受けられるといった仕組みづくりが今後、絶対に必要であると

思っております。そのへんについて先ほど部長の答弁もありましたけども、さらに進めていた

だきたいことと、あと９月議会のときに地域包括ケアシステムの質問をされたときに団塊の世

代の人たちの、これからの力を借りていくといった意味では、また地域おこしをしていくといっ
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た意味ではまだまだ元気な高齢者もいますし、そういった方たちが地域で自分の役割として地

域のために役立っている、ボランティアとして頑張ってくださっているという意味からもこの

支援をさらに進めていくことを思いますけども、その点についてもう一度伺います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほど答弁いたしましたように、今度の新たな計画の中でもいろんな部分で地域支援事業に

移される新しい総合事業という中で、日常生活の支援サービスの中のメニューということで検

討していくということと、あと高齢者の元気な高齢者の力を資源として使うということ、それ

から今でも先ほどの簡素な、臨時給付金のときもそうだったんですけども、そのときにも大変

民生委員さんとかケアマネさんとかが支援をしていただいて、かなりできなかった方もいらっ

しゃいますが、それで助かった方もだいぶいるという現実もありますので、そのように今ある

サービスの仕方も十分に充実しながら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。 

〇１４番議員（川村惠子君） 

 ありがとうございました。以上で一般質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で川村惠子君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 ありませんか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を２時５０分といたします。 

休憩  午後 ２時３６分 

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

再開  午後 ２時５０分 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再開いたします。 

 報告事項を申し上げます。 

 副市長 小林明君が出席いたしますのでご報告いたします。 

 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。大久保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。 

 １問目は、本市の図書館について質問いたします。 

 本市の図書館は市内６カ所にあり、それぞれ特徴を生かして運営されていると思われますが

今後の運営方針や蔵書管理、図書館における各種サービスの展開など本市の図書館運営の取り
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組みについてお伺いたします。 

 はじめに、笛吹市にある市立図書館６館の運営について伺います。 

 各図書館それぞれに合併前から特色を持って利活用されてきているものと思いますが、当時

の町村の規模、枠組みでの施設や内容といった面もあり、施設の運営管理という観点からも集

約化をという考え方もあれば、従来の生活圏での現状の立地で存続していくことが望ましいと

いう考え方もあるようにお聞きしております。何より公立の図書館としての内容、サービスや

場としての充実を含めたあり方を検討していくことが重要だろうと思いますが、まずは今後の

６館の運営について、お伺いいたします。 

 次に図書館の重要な機能の柱と考えておりますが、レファレンスサービスについてその充実

に向けた取り組みはどのようになっているでしょうか、お尋ねいたします。 

 次に図書館は臨時職員が多いという現状ですが、司書資格を有する者や業務の専門性を考慮

し待遇の改善、向上を図る必要があろうかと考えます。このことについて、市の考え方をお聞

かせください。 

 次に第３次行政改革実施計画においては、平成２９年度までに図書館等の指定管理者制度導

入可能な施設に対して指定管理を導入していくことを目標としていますが、これについて具体

的な検討状況をお伺いいたします。 

 次に公共施設等へのＬＥＤ照明の導入が進められていますが、図書館ならびに博物館等、こ

ういった施設にはＣＣＦＬの導入を併せて進めることを提案いたします。特に除菌、防臭、防

カビに効果のあるタイプのＣＣＦＬ抗菌電球・蛍光灯は青楓美術館の書庫への設置で効果が得

られており、不特定多数の利用者がある図書館の蔵書状態の維持をはじめ文献や展示品、収蔵

品等の保管環境の改善に効果があると考えられます。ほかにも給食棟の調理実習室、空調でコ

ントロールすることが多い集会施設など、密閉空間での利用機会が多い施設においては抗菌効

果のあるＣＣＦＬを積極的に活用することで維持管理や保管環境の改善に資するものと考えら

れます。この点について、当局の見解をお伺いいたします。 

 次に図書館の防犯対策の考え方について、お聞かせください。 

 最後に６館の図書館相互、ならびに学校図書館との連携による取り組みの効果についてはい

かがでしょうか、お尋ねいたします。 

 以上１問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 

 はじめに市内６図書館の今後の運営方針についてですが、それぞれの地域の図書館を学習の

場として、また憩いの場として大勢の市民の方にご利用いただいております。ここ数年、利用

者の減尐傾向が見受けられますが、これからも図書資料や貸し出し、読書活動の支援はもとよ

り生涯学習の拠点として、また地域住民の交流の場として継続して図書館サービスを進めてま

いりたいと考えております。 

 次にレファレンスサービスの充実に向けた取り組みについてですが、利用者からのレファレ

ンスには読書相談に留まらず広範囲にわたる課題解決への支援を行っております。情報収集や
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資料調査業務などは多くの知識と経験が必要になります。職員は研修の受講などスキルアップ

に努めるとともに必要に応じて職員同士が協力し、レファレンス対応を行っております。 

 次に図書館における臨時職員の現状についてですが、現在、図書館には正規職員８名と常勤

の臨時職員１６名およびパート職員１８名が勤務しております。臨時職員全員とパート職員の

うち３名が司書資格を有しております。人員的には十分とは言えませんが、年間約２９５日前

後の開館業務に対応できる勤務体制を整え、今後も進めてまいりたいと考えております。 

 なお、臨時職員の待遇につきましては市の要綱に基づき対応しております。 

 次に図書館への指定管理者制度導入の検討状況についてですが、指定管理者制度導入の目的

は民間の能力を活用しつつサービスの向上、経費縮減等により市民の満足度が高まることにあ

ります。導入にあたっては図書館サービスや運営の向上が期待できるか、また教育機関として

の機能が維持でき市内の小学校、保育所、市民グループやボランティアなどとの連携や協力は

継続できるかなど、いろいろな観点から検証を行っております。 

 全国的には導入されている例もありますが、図書館業務は営利を目的としない点なども踏ま

え慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 次に図書館の照明器具ＣＣＦＬの導入についてですが、今後、導入コストやランニングコス

トを調査して検討してまいりたいと考えます。 

 次に防犯対策の考え方についてですが、現状は職員による館内の見回りや防犯グッズの配置

で対応しています。館内への防犯カメラの設置等についてはプライバシー等を考慮して、今後

検討してまいります。 

 次に連携の取り組み効果についてですが、市内図書館と学校図書室の蔵書は２３年度の図書

館新システムの導入により一元管理がされているところです。学校図書室から必要な図書資料

をシステムで選定予約し、市内図書館から貸し出しを受けて授業や学習会等で活用しており、

今後も積極的に連携をしてまいります。 

 また市内メール便により、指定された図書館で受け取ることができる図書館相互貸借は昨年

度約１０万５千件の活用をいただいたところです。 

 なお、学童保育へ図書の定期貸し出しも行っており、連携の効果は上がっているものと考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 今回の質問にあたりまして図書館は無料の貸し本屋ではないということ、本を集めて貸し出

せばそれでいいというものではないということを改めて確認をしていきたいと思います。しか

しそういったことが十分に伝わっていなかったり、共有されていなかったりということもあり

ますので、まず本市の図書館の状況を改めて確認しながら再質問させていただきたいと思いま

す。 

 まず人口６万人から８万人レベルで保有している図書館の平均の数というのは２館です。こ

れは合併しましたので、６つあるということでこの平均には当てはまらないわけですけれども、

このレベルの自治体で平均の蔵書数というのは２３万から２８万冊。笛吹市立図書館について
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は３８．５万冊ということで、たくさんあるという中で蔵書もたくさんあると。そういう中で

６館ありますので買い足している蔵書も２５万超えておりますし、その図書館の利用登録をさ

れている方々も７万人以上いらっしゃる。うち５万人弱が市民の方というふうなことになって

いるということであります。 

 こういう中で今のままで６館、今後も何十年も継続、存続していけるかと。そういったこと

は現段階ではまったく見通しが持てないだろうということは認識しておくべきであると、こう

いうふうに思っています。ただ、これは公共施設の総量を削減するということと公共図書館を

人口規模や行政の規模に照らして身の丈に合ったレベルで保有していくこと、これが行政のあ

り方としても然るべき姿であるというふうに考えているわけですけれども、こういったことを

踏まえて本市の図書館が新しい、あるいは先鋭的な取り組みにチャレンジしているかどうかと

いうことをまずお尋ねしたいと思います。いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 ただいまいろいろな数字をご指摘いただいたんですが、現市内に６図書館ございますが、志

村議員が言われるようにそれぞれの合併時、それぞれの特色を持った中で現在も活動をしてい

るのが現状です。ただ蔵書数については毎年度、本を買う備品購入費等は合併以後、順次減っ

ておりますし、そのほか本を読むということだけではなく、市内の生涯学習団体の育成、それ

から児童への読み聞かせ、年末にはクリスマス等、それぞれの館で実施しております。どれが

特色というところは特にそれぞれの館で今、蔵書以外はないわけですが、今後は市の再配置等

も勘案する中でどういう方向へ持っていくのか、これは現段階ではまとまっておりませんが順

次考えていかなければならない課題だと思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 最初の答弁で図書館については生涯学習の拠点であり、交流の場であるというふうなご答弁

もありました。私は公共施設の再編統廃合を推進していく、総量削減は避けられないというス

タンスでいつも発言をしているわけですけども、これはなんでもかんでも削れ、やめろという

ことではないということは述べておきたいと思います。 

 本市の図書館というのは基本的に合築の複合施設ということでありますから、これはそうは

いっても管理が別々になっていたり、図書館とそれ以外の部分、例えば会議室や集会室、展示

室などといった機能は基本的に分かれていたりする場合がほとんどであります。しかし図書館

を生かす方法として例えば隣の会議室や集会室、ホールなどでイベントを開催する、就職ガイ

ダンスをする、音楽会やコンサートをする、健康診断をする、こういった何がしかの事業や、

あるいはなんらかの説明会をするなどといった場合に、例えばそのイベントに関連した書籍や

資料の展示をして、それを会場の入り口で告知をすると。そして来場者は図書館に誘導するきっ

かけをつくるというようなことも考えられるんではないかなと思います。テーマに合わせた企

画コーナーを設置して、図書館に誘導するといったことで複合施設の利点を生かした連携を考



 ７２ 

えるということですが、こういった点について実行してはいかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 先ほど施設の司書の数等も申し上げましたがなかなか図書館業務の中でそういうイベント、

隣接施設のイベント等にもというご意見でございますが、なかなか十分な人的な配置はできて

いないというのが現状です。今後、各館の司書が集めた中でそういったことの意見があったと

いうこともお知らせする中で検討してまいりたいと考えます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 先ほど川村議員の質問の中でＡＥＤの件もありましたけども、先般ブックスタート事業でで

すね、本市の消防職員が乳幼児をお持ちのお母さん方にＡＥＤの使い方の説明を兼ねてブック

スタートをしていたという、こういう複合的な事業ですね。こういったことで図書館を活用す

るというのが非常に有効な方法であると思いますし、こういったことを増やしていくという努

力は図書館だけに限らず、市庁内のさまざまな部局の連携によって皆さんで尐しずつ力を出し

合うことによってできるんではないかなと、こんなふうに思います。 

 また一方で職員の皆さんが仕事を行う上で、果たして情報拠点になっているかどうかと。イ

ンターネットでなんでも調べられるような時代とは言いますけども、十分活用されているのか

などうかなという思いもございます。また地方自治法では議員の調査・研究に資するために図

書室の設置が定められています。官報や広報および刊行物を保管しておかなければならないと

いうふうになっていますけども、こういったものを公立の図書館で所蔵しておけば市民も活用

できて一石二鳥、そこで市民との意見交換の機会も生まれる可能性もありますし、市の各種の

計画や刊行物もまだ一部しか置いてありませんからすべて備えるということで、行政資料の情

報拠点にもなり得ると思います。こういった意味ではその司書を含めた職員の方、それこそそ

のレファレンスサービスという点では、議員にとっても市民にとっても大変な有効なサービス

でありますし、まさに司書というのはこのレファレンスのプロでありますから、こういった観

点で図書館をできる限り使い倒していきたいとこんなふうに思っているわけですけども、この

点についてもぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 非常に貴重なご意見をいただいたと考えております。また他の部局も含めた中で今後、職員

の対応についても、図書館の有効活用について協議を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（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 

 ぜひよろしくお願いします。また対応改善という部分では司書という専門的な、それこそプ

ロの資格をお持ちの方を含めて前進をしていただけたらなと、こういうふうに思っております

ので申し添えておきたいと思います。 

 そして防犯対策ということで、これは以前にも防犯カメラの設置ということも申し上げたわ

けですけれども、危機管理というふうな視点で考えてみれば当然カメラだけでは不十分であり

ますし、対応マニュアルといったものもさまざまな事態を想定してつくっておく必要があろう

かと思います。閉館間際に豪雤に見舞われて帰れなくなってしまった利用者の方がいた場合に

どうするかといったような具体的な事象に対する対応、こういったこともぜひ検討していく必

要があろうかと思います。あるいは図書館、これは公共施設すべてですけども不審なものが置

いてあった。あるいは盗撮の事件があった。あるいは図書館みたいなところを避難場所として

活用しなければならない場合にはどうしたらいいのかと、こういったことも検討する必要があ

ろうかなと思います。この防犯対策について、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 たしかに今の世の中を見ますと、いろんな危機管理が必要になってくると考えます。ぜひ今

のご意見も参考にさせていただきながら、今後マニュアル的なものを考えていきたいというふ

うに考えます。 

 各施設ともすべて複合施設の中に図書館がありますので、非常にその対応は難しい部分もあ

るとは思いますが、前向きに検討させていただきます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。図書館情報大学の名誉教授 竹内悊さんという方が図書館というの

は市民が自立して生きていくことを助ける機関だと、このように述べております。私もまった

くそのとおりだと思います。図書館は情報拠点でもありますし、そういった機関として今後も

市民の皆さんに愛される施設であってほしいと思いますし、そういった図書館がまちづくりの

１つの核になっていくというふうなことを申し上げながら２問目の質問に移っていきたいと思

います。 

 では２問目、地方の連携・地方創生の取り組みについて伺います。 

 人口減尐といわれる時代、これからのまちづくりのあり方はこれまで以上に地域のにぎわい

の創出、自治体間の連携による県域、あるいはエリアの意味での圏域の経済振興、行政の生活

関連機能の向上など縮む行政をカバーしていく方策が求められるものと思います。自治体や地

域の連携ということは観光や産業振興、公共施設や公共交通、医療や福祉サービスの充実など

単独の自治体や小さな地域ごとにフルセット主義、フルスペック主義で事業や整備を行うとい

うことが難しくなっている。こういう中で地方の自立のためにも有効な施策の方向として、地

方の連携、地方創生ということが言われていると思いますが、以下市の考えをお伺いしていき
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ます。 

 まず定住自立圏や地域連携協約など広域的な自治体間連携の手法が提唱されてきていますが、

具体的な事業や一部事務などの協働や共同を超えた自治体間や地域間の連携の取り組みや、あ

り方についての検討状況、これについてどのようになっているでしょうかお伺いいたします。 

 次に国が示す地方中枢拠点都市、これに山梨県内では甲府市が該当しております。甲府・峡

東のごみ処理や下水道等の関わりもある中で、首長等の定期的な意見交換などの機会は持たれ

ているでしょうか。また連携協約、あるいはそれにつながるような施策を検討されているのか

どうか、このことについてお伺いいたします。 

 次に地域連携のイメージとして、例えば観光の取り組みは集客・誘客に効果を挙げるために

も、これまで以上の広域的な連携・自治体や地域の連携が重要と考えられます。さらに行政と

民間とが積極的に連携して事業を進めることが、将来的な自治体や地域の生き残りに不可欠で

あるといえます。具体的な事業として来年の４月、桃サミットに向けた、また桃源郷春まつり

における広域的な連携による取り組み、こういったものが検討されているかどうか、検討状況

についてお伺いいたします。 

 最後に地方創生関連２法案が成立しました。地域の特徴を生かした自律的で持続的な社会を

つくるために、本市としてどのように考えているのかご見解をお聞かせください。 

 以上２問目の質問といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 はじめに定住自立圏や地域連携協約などの連携の取り組みや検討状況についてですが、本市

を含めた周辺各市が市町村合併という広域的な連携を実現したこともあり、現時点では定住自

立圏や地域連携協約といった新たな広域連携へ向けた取り組みはありませんが、今後、県内の

市町村の動向を見ながら対応していきたいと考えております。 

 次に地域中核拠点都市に甲府市が該当する中での首長等の意見交換機会の有無、また連携協

約についての検討についてですが、地域中核拠点都市は地方創生調査会答申において圏域全体

の経済のけん引や高次の都市機能の集積、圏域全体の生活関連機能サービスの向上などを求め

られており、山梨県においては特例市としての甲府市を想定しているものと認識をしておりま

す。甲府市を中心とした圏域につきましては、合併前より甲府圏域地方拠点都市整備推進協議

会が設置されておりまして、計画の整備や取り組みの推進について協議が継続しております。 

 今後この地域における新たな広域連携の可能性を考慮しながら福祉や産業振興、公共交通な

どにおいて、広域連携に向けた施策の可能性を検討してまいりたいと考えております。 

 次に桃サミットに向けた桃源郷春まつりにおける広域連携による取り組みの検討状況につい

てお答えいたします。 

 来年の桃源郷春まつりは、全国桃サミットの開催前の３月下旪から開催します。各まつり会

場でサミットの事前告知や参加市町村の観光ポスター・パンフレット等の掲示を行い、連携を

アピールいたします。 

 サミットの翌日には参加市町村の特産品等の販売をするうまいもの市を開催し、各自治体等
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と連携して、観光宣伝や農産物販売促進を行う大変よい機会と考えております。 

 また甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市の４市連携による観光宣伝は今年で４年目となり、観

光エージェントを招いたエクスカーション等を実施し、誘客に努めております。さらに来年の

桃源郷春まつりからは民間の花祭り等の観光イベントとも連携を図り、市内全域で祭り気分を

盛り上げ、誘客に努めてまいります。 

 次に、地域の特徴を生かした自律的で持続的な社会をつくるためにどう考えているのかとの

ご質問ですが、本市では第１次笛吹市総合計画後期計画の中で尐子高齢化・人口減尐の進行を

時代の潮流として捉え、２５施策に取り組んでいるところでありますが人口の減尐を尐しでも

食い止め、地域活力の維持、向上への取り組みを加速させていくことが重要であると考えてお

ります。 

 人口減尐に起因する地域活力の低下が全国的な課題となる中、将来にわたって活力ある社会

を維持していくための施策を総合的、計画的に実施していくことを目的としたまち・ひと・し

ごと創生法の成立を受け、現在、国・県の指示に基づき人口動態を踏まえた将来人口推計値の

見直し作業を進めております。これに基づき自然増減の影響度、社会増減の影響度を分析し人

口減尐に歯止めをかける政策的な取り組みの検討を行い、本市のまち・ひと・しごとに関する

総合戦略の策定に取り組むこととなっております。 

 自然増減への対策は言うまでもなく生み育てやすい環境づくり施策に若年世代が同調して、

合計特殊出生率の引き上げという成果につなげることでありますし、社会増減への対応は転出

入者の関係をプラスに導く施策と地域づくりとほかなりません。 

 そうした意味でも今後、国・県が策定します長期ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦

略に関する動向や、それに伴う各種事業の展開に注視をしながら日本一桃源郷のさらなる発展

に向けた施策を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 １２番、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。１問目の質問ともリンクするわけですけども、例えばということで

具体的に桃サミットも現時点で構想されているその内容をご答弁でご紹介していただきました。

ぜひそのときに図書館も桃サミットに関連した書籍ですとか資料の展示やＰＲ、さらにそれに

加えてそういったイベントの企画もしていただきたいなと、こんなふうに思うわけですけども

いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 そんなに残す日もないわけですが経営政策、それから産業観光部とも十分連携を取りながら

協議をさせていただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 

 まさに今の時点ではということで、やはり答弁もどこから出てくるのかというのは非常に難

しいところがあると思います。逆にこれが大事なんだと思います。国で言えば省庁、役所で言

えば庁内のこの連携、その縦割りを超えた取り組みでその地域活性化、地方創生、地域の自立

のために仕事をしていただくという、そういう意識が非常に広がっていくということが重要な

んだろうなと思います。どうしても行政に頼らなければならないところがありますし、もちろ

ん補助金、あるいは助成をというふうな要望等も多々あろうかと思います。しかしまちづくり

の中で、その地方創生に似たようなことはもう何十年もやってきて、これが正直言ってうまく

いっていないというふうな認識もあるわけで、やはりそういう中には補助金に頼らないでまち

づくりをしていくという民間の方々の活力をもっと生かしていく必要がありますし、役所の中

でもそういった事業の目的が単体ではなくていろいろ複数の波及効果があるし、そういったこ

とが求められると。こういった考え方の中でその地方創生、地方の自立、そしていろいろなイ

ベント、あるいは事業を進めていっていただきたいと思っています。そのような、また思いを

皆さんで共有していただくように願いながら２問目の質問を終了したいと思います。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で志村直毅君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ただいま大久保議長よりお許しをいただきましたので、本日最後の一般質問をこれから行い

たいと思います。 

 まず第１に、雪害による農業ハウスの再建支援策についてお伺いいたします。 

 今年２月１４日に、石和町の河内地内の桃ハウス園で日本一早い桃の花見のイベントがあり

ました。そのときに雪が降っていて、オープニングのセレモニーで倉嶋市長も１句披露しまし

た。「細雪 ハウスの中は 花見かな」というような句を披露して、そのときまさか細雪があん

なに大雪になるとは誰もが想像しておりませんでした。１メートルを超える本当に大雪で市内

各地で大きな災害をもたらしました。 

 本市の基幹産業である果物づくり、その中の農業用ビニールハウスは栽培農家の８０％あま

りが倒壊等で甚大な被害を受け、大きな損害を与えたことは皆さまもご承知のとおりでござい

ます。 

 その後、復旧・復興、その支援に一生懸命してもらうために行政、ＪＡ、各種関係機関、団

体等が一丸となって働きかけを行い、私も誠和会、また笛政クラブの会派の仲間とともに山梨

県に関わりのある国会議員の先生方や農水省の役員の方々に要望書を持って支援のお願いをし
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てまいりました。今までのこういう災害に対する援助よりも非常に手厚い援助で、今この地域

では復興や再建に向けて、それぞれ頑張っております。そういう中で現在までの市内の復興と

再建の状況をまず第１番目にお聞きします。 

 ２番目として、今後の見通しとより一層の支援についてお伺いいたします。 

 この時期、市内各地で再建に向けての建設作業が行われているのはご承知のとおりでござい

ます。私も仲間とともに何日かその作業を手伝いましたが、そのときにそれぞれの農家の方々

が非常に心配をしておりました。当初、想定していたとおりの心配が現時点で、資材不足とか

人手不足とか、そういうような関係で計画どおりの再建ができないのが現状でございます。こ

のようなことが原因で果物づくりが嫌になってやめてしまう農家もあります。先ほど志村議員

が言いましたように、来年の４月には桃源郷日本一のこの笛吹市で桃サミットが計画されてお

ります。そういうものを開催するにあたっても非常に大きなダメージを与えたのは事実でござ

います。このようなことが原因で、将来的に果物づくりをやめる人ができるだけ尐なくしてい

ただきたい。桃・ブドウ生産量日本一の看板を維持できるようにしていただきたいというのが

本音でございます。 

 年度を越えての支援はもちろんでありますが、ある程度の安定経営ができるまでの長期的な

援助をぜひお願いしたいものです。これらについて当局ではどのように対応を考えているか、

お聞きします。お願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに復興・再建の状況についてですが、１１月末時点でのハウスの撤去希望施設数は

５０８件、事業費は２億５，９００万円となっております。再建や修繕の希望施設数は４４３件、

４１億６千万円、撤去総数の８７％が再建修繕の対象となっております。年内に再建が完了見

込みの施設は１０数件、面積およそ２ヘクタールであり、再建希望面積の４２ヘクタールの４．

７%に当たります。また助成金の交付状況は１１月末時点で延べ７３人、１３５施設で３，１００万

円の支払いを終え、そのほとんどが撤去関係でした。１０月には撤去と再建のすべての被災事

業について、補助金確保のために必要な計画承認申請を終えたところでございます。 

 次に今後の見通しと一層の支援についてですが、撤去関係の助成金交付を年度末までに完了

する予定です。また再建関係につきましては資材不足、人材不足によりやむを得ず本年度中に

完了できない場合には、翌年度に繰り越し助成金の交付を行う予定です。 

 しかし、現時点では再来年以降の事業継続については不可能であるとの見解が国から示され

ております。市では県やＪＡと連携して、すべての再建に関する案件を２７年度中に完了でき

るように支援してまいります。 

 また農家への長期的な援助につきましては、今後ＪＡと共同して被災農家の状況把握を行い

農業経営が安定するまでの間、状況に応じて国や県の支援策の追加要望をしてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 
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 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ありがとうございました。その今、部長が答弁した中で農家の人たちは補助金の交付金の申

請の書類の書き方とか、非常に書類作成が面倒だとそういう声が非常に多いわけです。そうい

う中で今度新しく農業施設や農舎などを新たに造る場合、農地法とか建築基準法とかいろいろ

な許可が必要となるわけですが、非常にそのようなケースが現実、市内にあるのかどうかお尋

ねします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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たいと思います。 

 特に施設についてはいろいろな法で縛られる場合がございますので、その都度、担当課と協

議する際に支援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（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ農家の皆さんも一生懸命再建に向けて果物づくりを続けていこうという意欲に燃えてい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからここ数日前から西のほうの四国のほうでは大雪が降って、本市が受けたような災害

が今現実に起こっております。そういう中で今年の雪害のときにも今日、傍聴においでの区長

さん方を中心に各地区で除雪作業とかいろいろな形で苦労をなさっております。この冬の大雪

に対する本市の備えについての考え方をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 古屋始芳議員の再質問にお答えいたします。 

 今年の大雪に対する対策、備えというご質問でありますけれども、今年２月の豪雪につきま

しては本当に市では市民生活の早期復旧、また道路の除雪、また孤立集落の解消、それから帰

宅困難者への避難所等の対策もございました。災害対策本部を設置しまして応急対策を行って

まいりましたけども、経験のない本当に未曾有の豪雪ということで指揮命令系統、また情報の

共有化ですとか、組織的な対応として地域力も本当に発揮していただいたんですけども、市と

して十分でなかった部分もございますので、そのへんは教訓といたしましてこれらの反省を踏

まえて対策をこれまで検討してまいりました。 

 それで降雪期、雪の時期を迎えるにあたりまして笛吹市の豪雪対応マニュアルというような

ものを作成しておりまして、今、最終段階に入っております。それは建設部の道路の除雪、排

雪、その計画と合わせた中で策定をしておりまして、年内にはできれば公表をしたいと考えて

おります。それからそういった計画を策定して職員の訓練等も早い段階でやっていきたいとい

うふうに考えております。 

 それから除雪機の配備ということも課題になりました。芦川の支所へは小型の除雪機をすで
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に２台、配備を完了しております。また市役所のほうへも県の補助をいただく中で小型の除雪

機を２台、配備の準備を進めているというふうな状況ですので２月の豪雪、決して大災害では

ありませんでしたけれども、市とすればいろいろ反省点を残した災害でしたので、そういった

ことを教訓としまして、これから雪の時期を迎えるにあたりまして備えていきたいと、こんな

ふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひ教訓としてまた二度と同じようなことにならないようにお願いしたいものでございます。 

 聞くところによると、よその市では除雪の関係の重機を何台も備え付けたというような市も

ございます。本市についても、今、芦川地区のほうの話は聞きましたが、ほかの地域のそうい

うようなことは、どのような考えですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたしますけども、農業ハウスの再建とはちょっと趣旨が異なりますけども、

除雪等の機材の関係につきましても建設業協会等と十分協議をしながら進めていきたいと、か

ように存じております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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２問目ですが、中央道の笛吹八代スマートインターの有効利用と周辺土地の開発につい

てお伺いいたします。 

 １番目にアクセス道路の整備について、お伺いします。 

 あの地域は長年の願いでありましたスマートインターが、平成２７年度末には完成の予定で

ございます。それに関わるアクセス道路の整備計画はどのようになっているか、お伺いいたし

ます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それでは、古屋議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 アクセス道路の整備についてでありますけども仮称、笛吹八代スマートインターチェンジは

本線直結型が採用されておりますので、上り線側は県道藤垈石和線に接続しております。また

下り線は県道笛吹八代線に接続する計画になっております。 

 さらに地域の発展に寄与し、市民の利便性を高めるアクセス道路といたしましては今、整備

を進めております砂原橋および取り付け道路が想定されておりまして、新山梨環状道路東側区
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間・東油川ランプへ約１．５キロメートルと最短にしてアクセス可能になってまいります。 

 砂原橋取り付け道路に関しましてはスマートインターチェンジの供用を踏まえ、同時期に供

用できますよう努力してまいりたいと思っております。 

 またインターチェンジは主要地方道市川三郷線の起点にも近くなりますので、若彦トンネル

を利用した国中と郡内を結ぶアクセス道路としても活用が期待されておりますので、それらに

ついても整備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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 計画より若干の遅れがあると聞いておりますが、その遅れに対しての具体的な対応をお聞き

します。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 再質問について、お答えさせていただきます。 

 当初、平成２８年３月に完成を目指しておりました。しかしながら用地交渉についても若干

の遅れをしました。それから国有水面に関する部分についての修正等も出ました。それから文

化財の関係の試掘調査をしたわけですが、本調査のほうが必要が迫られたということで、私ど

ものほうがこれは事業主体ではありませんので、いついつまでに延長するというふうに断言は

できません。どうしてもネクスコ中日本のほうで宣言することでありますけども、遅れている

ことは間違いないというふうに理解しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。この地域、長年の懸案であったわけですが、このスマートインター

の対策協議会、それからまた地元の区から出されている地区要望というのがあるようですが、

それはどのようなものですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 たしか昨年提出されておりまして、それらについても前回の７月２２日の全員協議会でもお

話したような気がいたします。地域の部分につきましては、先ほど申しました砂原橋への取り

付け道路への容易なアクセスの方法。それからもう１つ出ているのが現在、畑総でしておりま

す国道２０号から出ております畑総の１号線ですか、それにどうにか接続していただけないか

と。それは橋の架け替え等も含めたお話でありました。それから地域の皆さん方からは交通安

全対策等についていかがなものかということで、十分対応していただきたいというふうなお話

もありました。これらにつきましては関係各課と協議を進めていくことになりますので、それ
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らについて十分協議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（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 関係と協議するということですが、その検討されたのちに実施が可能になるものでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 砂原橋等につきまして、取り付け道路に関しましてはこれは具体的には若干の県との話し合

いも進んでおりますので、できるとは思われます。ただし２０号に接続する部分につきまして

は新しい橋を架け替えるという大事業が待ちかねております。１級河川ですので、これについ

ても市でするべき行為とは考えておりませんので、これらについてもしていかなければならな

いというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 そのスマートインターができたのちに、高速バスの停車場がインターチェンジ内に変わるよ

うな話を聞いていますが、その利用者の駐車場が非常に遠くなるので近くに駐車場なんかがあ

れば都合がいいというような話を聞きます。インターチェンジ内への駐車スペースの確保は可

能なものでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 お答えさせていただきます。 

 現在、笛吹市内には国道２０号を使った高速バス停、それから中央自動車の甲府南インター

から入ってからの高速道路のバス停等があります。その中でバス停があるのは八代町地内、そ

れから御坂町地内の一部にあります。これは当時、用地買収をする中で残地として残ったとこ

ろを旧町村に払い下げたものをご利用くださいという形でできたものでありまして、特にそれ

を専用駐車場として設けたものではございません。管理という点でいきますと、そこに停めら

れた車を何日停められるかとかそういうふうなこともありますので、市としてそこの用地を確

保するという予定はございません。 

 それから中日本にしても高速のバス停の運行をするのは、地域のバスの運行会社等で行いま

すので、それらのついてのものは考えていないというふうにこれまでは聞き及んでおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。平成２７年度末には完成予定だそうです。スマートインターがで
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きた暁にはその周辺土地を有効利用して例えば企業を誘致したり、またその周辺に市営の集客

目的の施設を造ったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

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たいと思います。 

 スマートインターができるということはあのへん今、一種農地ということで農業政策で進め

ているわけですが、スマートインター等ができますと三種農地ということになりますので、い

わゆるいろんな開発がしやすくなります。市のほうで独自にということは今、考えておりませ

んが誘致は考えていきたいと思います。非常にいい場所だと思います。いろんな方向がありま

すので、おそらく企業が出てきますので、それに対して地域の住民の方々と意見を調整する中

で誘致も進めていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 ぜひスマートインターができて地域の人たちが乗り降りに便利なだけでなく、ぜひよそから

来るお客さんたちがそこで乗り降りして笛吹市内にお金を落としていただく、そういうような

ことをやはりこれから考える必要があると思います。ぜひ部長、３月までが定年の任期だそう

ですが一生懸命そのへんを考えて、またいい提案を後輩に残していただいて、お願いしたいと

思います。どうですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 非常に暖かいお言葉ありがとうございます。会議等でその話をさせていただきながら、やは

り農家の所得が上がるように、また地域の観光が盛んになるようなものがあればぜひ誘致をし

ていきたいと思いますし、企業についても兼業農家も非常に減っておる中でもって非常にいい

企業でございましたらぜひ誘致をしていきたいと思いますので、ぜひその節は議員の皆さまに

はよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 

 時間がだいぶ余っていますが、以上で私の一般質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で古屋始芳君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 
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 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 

 これにご異議はございませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定いたしました。 

 次の本会議は明日１０日、午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ３時４９分 
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再開  午前１０時００分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 

 傍聴人に申し上げます。 

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

に願います。 

 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いします。 

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

申し添えます。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 昨日に引き続き「一般質問」を行います。 

 なお、質問については申し合わせ事項を遵守され、要旨を大きく逸脱しない範囲で明瞭に願

います。 

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

 それでは一般質問を行います。 

 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 おはようございます。議長の許可が出ましたので、質問したいと思います。 

 質問は１問だけで市の観光の現状と課題、そして今後の方策というところで、そのへんが具

体的になるような質問をしていきたいと思います。 

 言うまでもなく市の観光は農業と併せ、本当に中軸を担っています。その市の観光がどうな

るかということは、もちろん関連業者、関連しているところで働いている人たちはもちろんで

すけれど、市民全体、市全体の１つの方向性を決めるような重要な産業であろうかとこのよう

に認識しています。これは認識を同じく皆さんするところだと思います。 

 そういう中で、いわゆる市の観光を具体的に方向付けている笛吹市観光振興アクションプラ

ンですね。これは平成２３年の３月に策定され、２７年度を最終年度として２６年度、２５年

度が中間の評価をしていこうと、そういう年度になっています。それでそういう中間点を通っ

たというところで、今どのようになっているかということは非常に重要なことでありますし、

さらに９月の定例会のときにリニアの見える丘整備構想という新しい考え方、新基軸が打ち出

されたわけですけれど、このへんがこのアクションプランとどういうふうな関わりにあって計

画されて考えられているものかと。さらに今、工事が進んでいます石和温泉駅の庁舎ですね。

そして南北通過路、こういうふうなところでこれも早ければ来年の１２月、遅くても２７年度

中ですから平成２８年の３月までには完成をみるとこういう時期にきていますので、しっかり

観光の、先ほど言いましたように現状と課題、そして方策について伺いたいと思います。 

 具体的には５問ほど用意していますけれども、まず第１には今、申しましたようにこのアク
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ションプランの中間評価、これがどのような形でなされたか。内容について具体的に示してい

ただきたい。 

 ２番目にその評価を捉える中で実際、現状と課題。そして方策を中間評価ということですか

ら、今後方向性なりを変えていく必要があるのか。そのへんについての評価を踏まえた上での

お話をいただきたいと。 

 ３つ目にリニアの見える丘整備構想ですけれど、これがこのアクションプランの考え方、そ

ういうものと齟齬をきたしていないか。しっかりこういうものの理念の上で考えられたものか、

このへんについて質問したいと。とりわけ今、挙がっている中で２億円からの経費がかかると

いうことですので、その費用対効果、このへんをどのように見ているかということを伺いたい

と思います。 

 ４つ目に石和温泉駅、これは本当に笛吹市は立地としてはこの首都圏を間近に控えたところ

でありまして、そういう中でＪＲの駅があるということですから、それが装いを新たにすると

いう、この点においてこれをどのように今後の本市の観光に生かしていくか。そのへんの考え

方を伺いたいと思います。 

 最後に、なんでもそうですけれどもこれを、今までのこの考え方も併せていかに推進してい

くか。これは行政の組織、お金、こういう問題だと思いますけど、そのへんのことにおいてな

んらかの課題があるのか。それとも今の体制で十分やっていけるのか、この点も伺いたいと思

います。 

 以上５点について、答弁をお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 野澤今朝幸議員の一般質問にお答えします。 

 はじめに笛吹市観光振興アクションプランの中間評価についてですが、今年３月、観光アク

ションプラン推進会議において中間評価を実施し、アクションプランで示された３４の施策事

業について、目標である事業着手率８０％を超える１００％の事業展開ができました。 

 また数値目標を設定した観光客入り込み数は目標を下回っておりましたが宿泊者数、ホーム

ページのアクセス数については目標を達成しております。 

 目標を下回った事業につきましてはその要因分析とともに数値の見直しを行い、最終年度の

平成２７年度の目標達成に向け、さらに工夫を重ね努力をしてまいります。 

 次に市観光の現状と課題の認識と方向についてですが、石和温泉郷の宿泊者数は平成３年の

約１８０万人をピークに平成２５年度は約１００万人と減尐し、笛吹市周辺の観光客数も約

５００万人から２５０万人へと半減しており、観光客の減尐こそ最大の課題と考えます。これ

は日本経済の景気低迷、人口減尐・尐子高齢化などの社会的要因や団体旅行から個人・小グルー

プへのニーズの多様化などの嗜好の変化等に対応し切れないことが考えられますので、関係事

業者との認識共有を図り、笛吹市の魅力を発信するとともにトレイルランやワインツーリズム

など、個人ニーズに応える商品開発に取り組んでまいります。 

 一方、富士山世界文化遺産登録やアベノミクスによる円安効果、観光ビザの発給簡素化によ

り、アジアからの観光客は増加傾向にあり今年、山梨県を訪れた外国人は８０万人を超える勢
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いです。 

 この流れに乗るために来年度はインバウンド観光に重点を置き、県と連携をしながらベトナ

ムなどの東南アジアへのトップセールスを行い、富士山の近くの笛吹市、夢の超特急リニア中

央新幹線の見える丘、フルーツ、温泉とともに先日開催した公益社団法人 日本観光振興協会

の訪日誘客部会へ出席された多くの皆さまから高評価をいただきました芦川の原風景と農産物

など観光資源のＰＲを推進しアクションプランの方針、甲斐の都づくりの実践を行っていきま

す。 

 次にリニアの見える丘整備構想と笛吹市観光振興アクションプランとの整合性および、その

費用対効果についてですが、世界最先端の科学技術を駆使し南アルプスや甲府盆地を背景に桃

源郷を疾走するリニアの姿は、世界で笛吹市でしか見ることができない貴重な風景です。芦川

地域で見られる原風景の素晴らしさと同様に多くの写真マニア、鉄道ファンがその存在を明ら

かにしてくれた新たな風景として観光資源化していくもので、アクションプランの方針 笛吹

の風景づくりの中でも地域資源の発掘と保全が必要と記載されており整合していると考えます。 

 次に費用対効果についてですが、直接的な経済効果を計ることは非常に困難ではありますが

リニアの見える丘構想はＮＨＫやＴＢＳなど国内主要なマスコミに取り上げられており、富士

山世界文化遺産登録や東京オリンピックなどとともに宣伝集客効果が見込まれ、笛吹市を訪れ

ていただいた際の宿泊や物産購入等、費用対効果は十分あると考えております。 

 次に石和温泉郷を観光インフラとして活用するのは、どのような観光を対象とするのか。そ

の場合、観光振興アクションプランの見直しの必要はないのかとのご質問ですが、じゃらんの

ギャップ調査によれば、笛吹市への観光客のうち電車を利用する人の割合は約２０%で、平成

２５年度の石和温泉郷周辺の年間観光客は約２２０万人ですので、年間約４０万人の方が石和

温泉駅を利用していることになります。 

 新しい駅の中には観光案内所を設置し、映像による観光案内やワインの試飲できるコーナー

を設け、案内所としての機能強化を図るとともに今後増加することが予想される訪日外国人、

特に個人や小グループへの対応を強化してまいります。さらに駅の北口開発に合わせ、大蔵経

寺山から棚山までのトレッキングコースを利用した富士山眺望トレイルラン＆ウォークを継続

的に開催し、都内の登山愛好家に好かれている高尾山に尐しでも近づきたいと考えております。 

 観光アクションプランの見直しにつきましては現在、観光市場動向調査および勉強会を開催

しておりますので、その結果も踏まえ、より現状に即した見直しを行い、笛吹市の観光の発展

を目指していきます。 

 次に観光行政の抱える課題とその解決策についてですが、現在、実施している観光市場動向

調査とその結果を踏まえた勉強会で笛吹市観光の実情を把握し、強みの発見や最大の課題であ

る観光客の減尐状況の確認や、その解決策について観光関係団体と議論を深めたいと考えてお

ります。 

 当面の課題解決策として、円安や富士山効果による外国人観光客の増加を笛吹市へ結びつけ

るために県と連携してインバウンド観光を推進していくとともに行政と民間の連携、そして受

け皿としての広域連携などを推進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（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 
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 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 市の観光アクションプランの非常によくできたプランであろうかというふうに思います。そ

してこのアクションプランの基本的な考え方、最初に本市が目指す観光地ということで、この

ように述べています。単なる観光客から笛吹ファンをつくっていく必要があります。大量の観

光客を受け入れて経済的に潤う一過性の観光を目指すのでなく、数は尐なくても繰り返し訪れ

ていただく観光地を目指すという考え方が、この観光アクションプランの基本的な考え方です。 

 そのような中でまず２点聞きますけれども、まず１点目はこの中でそれを体現していく重要

な視点として百人百様の笛吹体験づくりということで、多様な視点で体験学習観光プランづく

りを進めていくというふうにありますけれども、この点がどのように進んでいるか、これが１点

です。 

 ２点目は、先ほどちょっと部長のほうで触れましたけれども観光動向調査、これは非常に重

要な視点から取り組まなくてはいけないんではないかということで、これにも観光動向調査と

いうことでそれを進めていきますということですけれど、このへんについて取り組みがまだ途

中のようですけれど、どういうふうな視点から今、調査を実施しているのか、あるいはしよう

としているのか。この２点について、まずお聞きします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤議員に申し上げます。 

 一問一答でお願いしたいと思いますけども。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 ちょっと時間、いいですか。 

 一問一答というのは、１問しか僕は今回やっていないので、その中ではいいんではないです

か。別に。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 項目ごとですよね。今。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 だから２問やった場合、１問だけやったりいろいろやっていけなくて、私、１問しか今回やっ

ていないから、その中の自分で分けた項目でやっているんだから、これは別に内容的にどうい

うやり方をしてもいいんではないですかね。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問は一問一答で。項目ごとにできれば。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 分かりました。では別に。 

 最初の、２つ今言いましたので１問目だけお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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たいと思います。 

 方針２の中に百人百様の笛吹の体験づくりということで、この評価につきましても着手した

ということで達成できたということになっておりますが、いくつか例を挙げさせていただきた
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いと思いますが、その中で新たなターゲットによる潜在型を意識したメニューづくりというこ

とを項目としてあげながら、それぞれの分担で観光物産連盟、石和温泉観光協会、旅館協同組

合、笛吹商工会が所管団体としてこの事業に取り組んでおりまして、まず１つ挙げさせていた

だきますと、市の物産連盟では笛吹市のバス協会と連携して市内観光スポットと旪をテーマに

した着地体験型のツアーとして笛吹市旪の魅力体験バスを計画して実行しております。いわゆ

る着地型の観光について手をつけさせていただいておりまして、それぞれ笛吹市を訪れる方々

に笛吹市の良さ、おそらく百人百様、その嗜好がございますので、その中で笛吹市を発見して

いただくようなことに取り組んでおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 では２番目の観光動向調査について、ちょっと具体的にお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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が、今、アンケートについては集計を行っております。

実際、調査を行ったのはインターネットを使ったフェイスブック等、笛吹市に関わりを持って

いる方々についての調査を行っております。それと先日行われましたヌーボーで乾杯、これに

つきましては実際対面をしながら調査を行っておりまして、いろんな意見が出ております。ま

だ集約途中でございますので、先日第１回目の勉強会を開催したところで、その調査結果の内

容報告をさせていただいたところでございます。またあと第２回目について、今、予定を立て

ているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今、観光が非常に変わっていく時期にありますので、しっかり動向調査をしてそれに基づい

た方向性を出していく必要があろうかと思います。そういう意味では見直しはいつでもしなく

てはいけないと思いますので、よろしくお願いします。 

 次にリニアの見える丘整備構想について、お伺いします。 

 先ほどの答弁だとなかなか直接的評価、これはできないと。費用対効果について、できない

という話ですけれど、現状の八代ふるさと公園、あるいは花鳥山の展望台、これでかなり十分

かというふうに私は見るんですけれど、そういう中で改めて特に花鳥山のほうは１億８千万円

からのお金をかけるという。そしてしかも２つ造る必要。さらに坊ヶ峯にも長期の計画として

はある。このへんの、そういう意味での３つも造る必要、そのへんの話。どのような、その３つ

造るときの議論がなされたか、そのへんを示していただきたいというふうに思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 
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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たいと思います。 

 リニアの見える丘ということでなぜ２つ、特に今、花鳥の展望台につきましては実施設計を

行っているところでございますが、議員ご承知のとおり花鳥山につきましては駐車場が非常に

狭く、ただ眺望に関しましてはあそこに多くの鉄道ファンとかカメラ好きの方が集まるように

素晴らしい景色がつくれます。今ここに当時の資料を持っておりますが、桃源郷を走るリニア

が見える絶好の地だと思っています。今回もその絶好の地をなるたけ崩さないように自然風景

を生かしながらということで、花鳥山につきましては現在の地形を生かしながらつくっている

ところでございます。ただ、そこにつきましては駐車場が多くございませんので大型バスが入

れるように、それも第二農免から入れるような形で用意をしております。また観光客が訪れる

にはやはり必要なトイレ等も整備しながら多くの観光客を招きたいということで、まず整備を

させていただいております。 

 それから３つ整備をするかというご質問だったでしょうか。今あるリニアというものは先ほ

ど答弁の中でさせていただきましたけども、今あるものをわれわれ以外のやはりカメラ好きの

方とか、鉄道ファンの方が集まって写真を撮られて私どものところに実際見せに来てくれまし

た。御坂町の方ですけども、こんなにきれいなものが撮れるんだよと。それを私どもがかえっ

てあとから知ったような状況がございますので、両方見えるというところがございますし、ま

た笛吹川を渡るとき、これから工事が進みますと笛吹川を渡るような状況がございますので、

そういった中で今、笛吹市内にリニアが見える場所として３カ所ございますので、そこについ

て状況を見ながら整備をしていきたいということで、まず手始めに花鳥山とふるさと公園の２カ

所について整備をさせていただいているところでございます。 

 それから議論についてですが、経営会議等の中でも話をする中で、やはり笛吹市の観光、い

わゆる課題は何かというお話をさせていただいた中で、やはり観光客が尐ない、いかにして観

光客を呼ぶには今ある資源の中で生かせるものは生かそうということで、リニアの見える丘整

備構想というものを打ち上げたところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 今でも鉄道ファンなりがあそこで写真が撮れるわけです。そして果たしてあれを、両方合わ

せて２億円ですけれども大体、かけてその誘客効果が実際あるかということは非常に疑問です。

今の状態で十分だし、私もよくどのくらい人が来ているか。芦川から来る通り沿いみたいなと

ころですから両方によく行きますけれど、さほどリニアの走るのを見たいと来ている、びっく

りするほど人がいることはない。いても２、３人というような状況です。果たしてその展望台

をつくって、本当に昨日も市長が答えていますが非常に財政が厳しい状況にある。そういう中

で２億円もかけて本当に造る意味があるか。 

 もう１つ、今、質問しますけども、非常にこの間、甲府の説明会にも私、行って聞きました

けれども、問題は騒音とか振動の問題、いろんな問題で地域住民からあれにフードをかけるべ

きだという話が非常に強力に出ています。そういう中で、なんかちょっと安直な考え方で、い

や展望台を造ればフードもかけないだろうなんていうような話も２、３、前聞いたことがあり
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ますけど、そのへんはどういうふうに考えているか、その点についてお答え願います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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たいと思います。 

 フードの件でございますかね。われわれもいろんな情報を得る中で今、対応していきたいと

思いますけども、２０２７年開業とおっしゃっております、ＪＲ東海さんのほうでは。その間、

私どもは今ある資源としてフードのかかっていないリニアの見える、この風景を売っていきた

い、ブランド化していきたいということで取り組んでおるところでございます。いつフードを

かけるか、どの場所にフードをかけるかということについて、まだはっきりとＪＲ東海のほう

から明言されておりませんので、今、観光客が減っている中でインバウンドを進めていくのに

世界最先端の技術を持った夢の超特急が走る姿が見える、これはやはり観光宣伝をしていく中

で非常にいい資源だと思っていますし、東京からわずか１時間で来られるこの立地というもの

の中でぜひそのへんは費用対効果がとれるというふうに思っております。 

 また先ほど行っても人がいない。これはやはりニーズ調査、いわゆる市場動向調査の中でも

その調査を行いました。見える時間が分からなくて非常につまらない。ですからそこはＪＲ東

海さんと今、話を進めておるんですがやはり何時に行ったら見えるのか、そういった案内がや

はり必要だと思いますので、そのへんの対策をしていけば観光客も訪れていただけると思って

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 先ほどもちょっとアクションプランで確認しましたけれど、その一過性の観光でなくて数尐

なくとも繰り返して訪れていただくという、こういう考え方からしてちょっと違うんではない

かと。やっぱり私はもっともっと地についたオールシーズン型の観光をやっぱり目指すべきだ

ということで、リニアの見える丘構想については今後も進めていくということですけれど慎重

にやっていただきたいと思います。 

 続きまして、石和温泉駅の新庁舎ができるということのお話です。私は前々から言っている

ように、やはりこの首都圏を控えていて非常にＪＲ中央本線が通っている、この立地をなぜもっ

と生かさないかという、これは私自身も反省するところがあるんですけれど、そういう中で例

えば八王子市から始まって新宿までの人口がどのくらいあるかと思いますか。３００万人ある

んです。中央線にかかる市区だけです。かかるところだけです。かからない、そばにあってか

からないところは抜いて。八王子から日野、立川、国立、国分寺、府中、小金井、武蔵野市、

三鷹、杉並、中野、新宿、こういうふうに。３００万人ですから、東京都が１，２００万人と

いわれています。その４分の１が、しかもご存じのようにどちらかというと豊かな人たちがい

るわけです。私が言うまでもなく今からの観光といっても時間と金のある余裕のある人は高齢

者です。明らかに６５歳以上。ここをターゲットに、しかも庁舎が新しくなるということで私

はリニアよりもこういうところに、極端にいえば２億円を使ってしっかりそこの市場開拓をし

ていく、そのほうがずっと、本当にベースとしての観光が、新しい観光ですね、体験型。そう
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いような観光ができるんではないかというふうに考えていますけれども、このへんについての

考え方をお伺いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。 

 野澤議員、日ごろおっしゃっておりますが、八王子から新宿までの間には山梨県に関わりの

ある方が大勢いるんだから、ぜひそういった方々に誘客をと、私もそう思いますし、現に指定

管理に出しております八代のグリーンファームの方々は、八王子駅へ出向いて産直活動を行っ

ておりますが、非常に効果があることだと思っております。ただ、そこの中で幅広く私どもは

観光宣伝をしていかなければならない。やはり個人志向に合った観光宣伝もしなければならな

い。団体向けのものもしなければならない。遠くの外国からも人を呼ばなければならない。近

くの山梨びいきの人もつくらなければならないということで、そのへんにつきましてはまず先

ほどの答弁の中にございましたように、高尾を見習えではございませんが北口開発のトレイル

ラン&ウォークあたりを契機に笛吹市に親しんでいただくことによって交流人口を増やし、定

住を増やすというような形で観光振興に取り組んで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（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 たしかにインバウンド、要するに外国からのということも必要かと思います。そしていろん

な広くという、ただ非常に海外のお客さんというのはこの国際的な動向に左右されるというこ

とで、やっぱり特色をしっかり出した観光を展開する必要があろうと。そしてこのアクション

プランにもあるように体験型、長期滞在型、こういうことはやはり今言った首都圏の西の部分、

ここをターゲットにして、高齢者をターゲットにしてやっぱり特色のある観光をしっかりベー

スとして展開する必要があろうと。どうも一過性のイベント志向が強いというふうに私は見ま

す。 

 例えばそういう中でシネマタウンとかそのへんの世代の人たちが楽しめる映画館とかが３、

４軒あるような形で、いつでも笛吹市に行けばゆっくり風呂に入って映画を、青春時代の映画

なりそういうものが見られるとか、やっぱりこの立地の近い、１時間半ぐらいで来てそして１泊

２日、あるいは２泊３日というようなそういうなんらかのベースとしての特色のある観光、そ

の上に海外旅行とかもっと広域のもちろん団体さんも必要でしょうけれども、１つコアとなる

ものをぜひ考えていただきたい。特に今回の駅が新しくなるということですから大々的にその

へんをうって出る必要があろうかと、そのように思いますけれどそのへん感想でもよろしいで

すので。もう一度。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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、個人ニーズに対応仕切れていないという答弁を
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させていただきましたけども、いろんなテレビ等を聞く中で非常に力のある企業さんというの

はいわゆる集団活動をしながら愛社精神というか、協働意識をつくりながらやっておりますの

で、まさに石和温泉は今までが団体旅行用の体をなしておりますので、そういった面での売り

方もあろうかということで、私の関わりのある大きな会社さん等にお話をさせていただいてい

ます。やはり団結力が非常に大切だと思います。特に私の課の話をさせていただければ、今、

雪害で農林振興課は日々残業が続いておりますが、非常にうらやましく思っております。本当

に一致団結して仕事にあたっているこの姿は非常にほほえましいですし、昨日、無事に会検も

終わりました。やはりそれは団結の力だと思いますので、そういった同じ屋根の下に過ごしな

がら同じ鍋をつつくようなことも必要だと思いますので、そういった面でも特色のあるものを

考慮しながら、また議員のおっしゃるような１つの提案としてシネマタウンですか、やはりそ

ういったことも必要だと思いますので幅広く観光について推進を行っ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（大久保俊雄君） 

 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 シネマタウンについては、ちょっと研究してみてください。可能性が非常にあろうかと思い

ます。僕なりに研究もしていますけども。 

 以上で終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で野澤今朝幸君の一般質問を終了いたします。 

 関連質問を許します。 

 関連質問はありますか。 

 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 野澤議員の関連質問を行います。笛新会の荻野でございます。 

 今、野澤議員のほうから話が出ました新駅舎のオープンに向けてということで、２７年度に

向けて今、着々と工事が進んでおりますけども、そのオープンに向けて記念事業を考えている

のかどうか。その中で先ほど野澤議員も申しましたけども、地域首都圏沿線へのアピール、そ

ういうものを取り込んだオープン記念イベントをどのように捉えているか、それをお聞きした

いと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 お答えさせていただきます。 

 駅舎につきましては、先ほど来からお話をしてありますとおり来年の３月の完成を目指して

頑張っているところであります。しかしながら外構といわれます北口の広場ですね、そのへん

の着工、それから完成のほうが若干遅れておりまして、先ほど野澤議員のほうからも言われま

したとおり来年１２月、早ければ来年の１２月に１００％開設を目指しているわけですが、そ

のへんで南北自由通路ができた、駅舎ができましたけれども、北口のほうの自由な開放ができ

ませんので、そのへんの問題がありますので、これから検討していきたいというふうに考えて
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おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひそういうことを踏まえながら記念事業オープンをそういった首都圏沿線を取り込んだ中

でぜひ希望のあるオープン事業にしていただきたいと思います。 

 それからもう１つ、観光振興アクションの中で観光物産連盟、観光協会など組織の強化と言

われていますが、その強化についてどのように取り組んでいるか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 非常に具体的な話ということになってしまうわけですが、各地区から物産連盟につきまして

も観光協会長さんが出る中で定期的に会議を行っているわけですが、今非常に悩んでおるのが

いわゆる後継者不足でございます。やはり観光物産連盟の構成員でいらっしゃる理事さんにつ

きましても、今現在、市議会の議員さんがやっていただいているような案件がございますので、

やはりできればそういった後継者にしっかり後を継いでいただきながら、観光物産連盟を盛り

上げるようなことに今、からかっているんですが、なかなかそのへんにつきましても高齢化と

言ったらいいんでしょうかね、高齢化、後継者不足が続いておりますので、現状を維持するの

が非常に今、悩んでいるところでございますので、やはりこれは課題であります観光客が多く

訪れるようになれば、そういった点も解消されると思いますので、引き続き関係団体と協力を

しながら実際、一番問題になりますのが常に連携連携といってもお互いが遠慮しあってしまい

ますので、そこをオーバーラップするような形でしっかり連携をさせていただきながら強力に

推進していきたいと思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひ観光物産連盟が観光の中心となっておりますので、ぜひそのへんを強化しながら進めて

いっていただきたいと思います。それから観光物産連盟の市の補助金というのが多く出されて

いるんですが、そのへんの金額についてどのくらいでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 申し訳ありません。ちょっと今、手持ちに資料がございませんのでいかがいたしましょうか。

数千万円から先ですけども。ちょっと今、手持ちに資料がございませんので、のちほどでよろ

しいでしょうか。間違った数字を言ってはいけませんので。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 その数字はまたあとで提示してください。そういった多くの補助金が出されている中で、そ

の物産連盟のトップを務めている会長が市長ということの中で、そのへんの考え方はどう捉え

ているのか、ぜひ市長にお考えをお聞きいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 

 私も就任以来、この問題は大きな課題であるというふうに認識しております。別に私も好ん

でこの座に就いているわけではなくて、やはり陣頭指揮を執る人というのは２４時間３６５日、

笛吹市の観光のために尽くすと、こういうような人に座っていただきたいとこういう具合に私

は考えております。 

 なかなか複雑な諸事情があって実現はしておりませんけれども、議会の皆さま方のご理解も

得ながらぜひこの問題については取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひ市長にはそういった前向き、市の観光の発展のためにもぜひそうしていただきたいと思

います。 

 それからもう１つ、ＮＴＴの跡地、この問題がありましたけども、今、静かになっておりま

すけども、そのへんの状況はどのようになっているでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 ＮＴＴのグラウンド跡地のことでございますね。９月の委員会のときの関連でもちょっとお

話ししたかもしれません。そもそも所有者はＮＴＴ東日本。そこへ子会社というか関連会社の

ＮＴＴファシリティーズがメガソーラーを誘致したい。地域からの反対運動がございました。

そこで市のほうへ、あの土地を公共として利用していただけないかというような申し出があり

まして実は検討をさせていただくというご回答で今、そのままの状態でございます。今、その

ような過程でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 

 ぜひ石和の観光についても、あそこは非常に駅に近い７千坪という広大な土地でございます

ので、ぜひ将来に向けて非常に厳しい財政状況の中でありますけども、ぜひ将来に向けた中で

取得の方法も考えたらどうかということも提案して関連質問を終わりにしたいと思います。 



 ９８ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はありますか。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 野澤議員の５点目の市観光地の推進、観光行政を抱える課題として１点、関連質問をいたし

ます。 

 近年、ただいま部長からさまざまなイベント、あるいは広告をしながら市の発信を観光のた

めにしている努力というものは大変評価するところでございますけども、課題といたしまして

近年観光地は非常に団体から個人へと、あと見物型から体験型へという答弁を受けました。そ

の中でもって、これからは多様化しており、農業、林業、商業、工業と、それから密接に関わ

りながら多様なニーズを利用しなければならないという課題を抱える中で、後期の基本計画も

整っております。その中で今、答弁の中で見えてこないものが、要するにこの笛吹市に埋もれ

ている史跡ですね。あるいは神社仏閣、こういうもののポイントを点から線につなげた滞在型

観光推進というものは考えられないのかどうか、お答えをお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 

 関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 史跡の関係でございますが、やはり知識も必要ですのでボランティアガイドさんというもの

と石和温泉観光旅館組合のほうで連携しまして、石和旅館に泊まった方々にそういった史跡の

案内をするような事業もしておりますので、これは非常に訪れた方々にも評判がよろしいです

ので、史跡は笛吹市内にたくさんございますので全部の地域に広げていければということで、

そのへんについても考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。建物とかいろいろな設備を造るよりかも、この埋もれている自然と

いうものがいかに大事か、そしてその１泊が２泊になり、また地域を広めていく、また発信し

ていける一番のなんというか、財源がかからなくて非常に観光客を誘致するには適しているか

と思いますけども、ぜひ推し進めていただいて私の関連質問を終わります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ただいま議長のほうからご指名、お許しをいただきましたので質問させていただきます。 

 まずはじめに議長、就任おめでとうございます。ぜひ前島議長も大久保議長も３５年代、青
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年会議所で一緒に汗をかかせていただきました仲間が続けて議長になられて、誠におめでたく

思っています。ぜひ公平・公正な名議長になられるようにお祈りいたしております。よろしく

お願いします。 

 まず質問に入る前に昨日、渡辺議員、亀山議員さんのほうから私の質問に触れていただきま

して、夕べちょっと寝付けないような夜を迎えたところですが心を取り直しまして、切り口が

違えば違うんだというふうなことで今日、心してここに来させていただきました。 

 まず本市の一般住宅等における耐震補強対策の対応についてということで、質問をさせてい

ただきます。 

 昨日も具体的に数字は出ていますが、よろしくお願いします。リハーサルだと思います。 

 １１月２２日、午後１０時９分、皆さんご存じのように長野県北部を震源とするマグニチュー

ド６強の地震が発生し、長野県の白馬村あるいは小谷村付近では多くの住宅が倒壊しました。

そのニュースが映像で飛び込んできましたが、幸いにして一人の死亡者も出ることがなかった

のは不幸中の幸いでありましたが、多くの方々がケガをされたり、冬の本格到来を前にして大

切な住宅が倒壊し、大変な目に遭われてしまったことに対し心からお見舞いを申し述べるとこ

ろでございます。 

 本市としましても他人事ではなく、いつ何時でも常に災害に備えておかなくてはならない。

切実に実感をしたところでございます。そこで本市において、かなりの公共施設では耐震に対

する基準の見直し、それとともに耐震診断に基づいてのその補強、これは進展しつつあると思

いますが、市内に一般住宅、これはたくさんございます。耐震診断、耐震補強に対する取り組

み、どのように対応されているのかお伺いをしたいと思います。 

 まず１点目、一般住宅等に対し本市の耐震診断、耐震補強に対する取り組みは国・県の指導

等を受けどのように対応し、その現状はどのようになっているのか、まずお伺いをいたします。 

 ２点目としまして、今後市は一般住宅等の耐震が満たされていない状況を把握された中で、

その対応をどうするべきと考えているのか、お伺いを２点目でさせていただきます。 

 ３点目、本市の一般住宅の耐震に対する不適合である住宅の戸数を把握していたら教えてほ

しいと思います。 

 最後４点目、耐震補強住宅に対する市民からの改築等、それらの要望があった場合、どのよ

うに市は対応し支援、援助をするのかお伺いいたします。 

 以上１問目の質問にお答え願いたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 それでは、神宮司議員の一般質問につきましてお答えさせていただきます。 

 はじめに国、県の耐震補強に対する本市の取り組みと現状につきましてでありますけども、

本市では国における耐震改修促進法に基づきまして、平成２１年３月に笛吹市耐震改修促進計

画を策定し山梨県耐震改修促進計画、それから笛吹市におけます地域防災計画との整合性を図

りながら、耐震化を促進するための施策を総合的に推進しております。 

 最近の大地震で倒壊した建物の多くは、古い構造基準で建築されました昭和５６年５月以前

の建物であります。 
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 本市においては、耐震改修促進法に基づきまして昭和５６年５月以前に建築されました個人

住宅に対し、耐震診断・耐震改修・建て替え等の補助制度を設け、耐震化の促進に努めており

ます。平成２５年度の実績は耐震診断７８件、改修補助７件、建て替え補助２０件となってお

ります。 

 次に一般住宅の状況と把握、その対応についてでありますけれども、笛吹市耐震改修促進計

画の中で平成２１年度推計住宅戸数は約２万９千戸、昭和５６年度以前の住宅戸数は約１万３千

戸と推計されております。昨日１万１千と申し上げましたが訂正させていただきます。 

 この耐震改修促進計画は平成２１年度から７年間の計画となっておりますので、平成２７年

度に計画の見直しを行う中で一般住宅の状況把握をできる限り実施し、その対応を定め住宅の

耐震化をさらに促進してまいりたいと考えております。 

 次に耐震に対する不適合である個人住宅戸数の把握についてでありますけども、住宅の構造

は個々で異なるため、耐震診断を実施することで初めて耐震性の判断をすることができます。

耐震化を促進するため広報やホームページを活用した啓発はもとより県、山梨県建築士会の協

力を得まして、昭和５６年度以前に建築された住宅が多く介在する重点地域で耐震への啓発と

診断への申し込み勧誘を行う、いわゆる耐震ローラー作戦と銘打って戸別訪問を平成２３年度

から実施しております。今年度におきましては、一宮町中尾地区などを対象に３８０戸の戸別

耐震啓発訪問を行ったところであります。 

 次に耐震住宅に対する市民の方々からの要望への対応援助についてでありますけれども、木

造住宅の耐震診断につきましては、山梨県建築士協会への委託によりまして申し込みされた方

には無料にて実施しております。 

 また耐震改修のための設計費用につきましては上限２０万円、耐震改修につきましては上限

８０万円、耐震住宅への建て替えにつきましては上限４０万円などの補助を行っているところ

であります。 

 今後ともさらに耐震化を促進するため、戸別耐震啓発訪問や市の広報、ホームページなどで

耐震診断、耐震改修等の補助制度のＰＲを積極的に行いまして、市民の皆さまに広くご活用い

ただきますよう考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 部長、懇切丁寧なご回答をいただきまして、訂正もいただきましてありがとうございました。 

 今、部長のお答えにありましたように私の手元に、私も建築士会のほうから調べました。こ

れはお手元に笛吹市の耐震促進計画というものがございますね。先ほどの話にもありました。

その中でもって平成１８年度から私、建築士会のほうで調べてきたものがデータでもって本市

の耐震診断を行った件数、私の集計ですから多尐間違いがあるかもしれません。平成１８年で

９件、１９年で３０件、２０年２４件、２１年度は３０件、２２年度は１３件。３．１１が起

きた２３年度になりますと７１件に増えております。２４年度は５８件。２５年度は７８件。

先ほどの答弁と同じ数字ですが、そのとおり震災が起きたあと愕然と増えてきていますね。こ

れは市民の中での防災意識、あるいは耐震への取り組みという意識が変わってきた。明らかに。
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そんなふうに私は考えていますが、昨日の質問の中でもありました、これは耐震診断を受けた

数ですよ。まだまだ先ほど１万３千戸というふうな、市内には不適合な住宅がございます。１万

３千戸のうちの約３５０ぐらいしか、まだ耐震診断を受けていないということなんです。この

中でもって部長のほうで、もし分かっていたならば、昨日リフォームと言いましたけども、こ

の耐震補強、これにかかった件数がお分かりでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 再質問について、お答えさせていただきます。 

 平成１７年、いわゆる市になってからでありますけども、笛吹市におきました耐震改修補助

金数につきましては改修が３２件であります。それから耐震建て替え、これは平成２２年度か

ら行われておりまして、これにつきましては６４件という件数の補助を出しているところであ

ります。 

 以上であります。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 大変ありがとうございます。非常になかなか尐ない数字。この耐震改修促進計画を読ませて

いただきますと、１ページめくります。この中では建築物の耐震改修については東海、東南海、

南海地震に関する地震防災戦略（平成１７年３月）において、１０年後に死者数および経済被

害額を被害想定から半減させる。その目標達成のための最も重要な課題とされ、効果的かつ効

率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められているというふうなことになっています

が、今の状況で市内の不適合な住宅、これが半減するというふうにお考えでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 たしかに厳しいというか、神宮司議員のおっしゃる数字から言えばちょっと寒いところがあ

るわけでありますけれども、ただし１つ言えるのは私の家もそうなんですが、お年寄りと住ま

われている家というのは、あと何年住むかということを考えられまして耐震の改修まで至らな

いというケースがあります。やはりあと何年住むのかなということを考えられるというのと、

それと家が大きいということです。一番問題は昭和５６年以前の家で独立基礎の家があります

ね。それらの基礎の段階で、もう普通でも０．５から０．７ぐらいの耐震になります。という

ことはもう１．０を切っているわけです。今、基礎を変えるとすればどの程度の金額がかかる

かといいますと、平米１０万円かかるとかそういうふうな話も聞いておりますので、今の古い

家ですと１５０平方メートルくらいの面積を持っていらっしゃる家がありますから、それらの

方々が基礎だけ変えてもそのくらいかかると。では上まで変えたら筋交いから屋根の構造から

変えたらいくらかかるかというと、これから何年住まわれるためにはということを考えますと、

ちょっとそのへんが私どものほうも無理強引にお願いできないということであります。そんな

状況があるということをご承知いただきたいと思っています。 

 以上です。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 苦しい答弁をいただいているようですけども、建物を全部リフォーム、あるいは耐震補強を

して永遠に住み続けるというふうな政策ではないというふうに私は考えています。今潰れるか

もしれない。なんか地震がきたならば潰れて、大切な人命に影響があるというふうなことを、

一部改修するだけですよ。ブレスを入れたりするだけ。昨日もお話に出ていましたが、８０万

円。最高限度８０万円ですから、これは３分の２ですよね、補助金が。ですから１２０万円か

かってもいい。その補助金を８０万円、最高限度で出しますよというのがこの計画なんですけ

ども、今８０万円でその補強ができると思いますか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 お答えさせていただきます。 

 構造上、先ほど言いました基礎の部分はちょっと無理かとは思いますけども筋交い、ブレス

のことを考えていきますと笛吹市の南館にありますとおり、外見えでやってもいいということ

になれば、見てくれは考えずに外だけブレスを立てるということや筋交いの代わりに隅に金属

等で補強するという方法もありますので、補助金は８０万円ですけども、工事自身は１２０万

円以上となるわけですけども、それらについて建物本体について見栄えを気にしなければ私は

できるというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 外付けの耐震ブレスのことをおっしゃっているのかと思いますけども、一般住宅ではなかな

かそういうものは取り入れられることができないと思います。普通、素人考えに普通の住宅、

４０坪、５０坪の住宅を耐震が満たしていないので補強するというふうなちょっとした補強、

筋交いを入れる、あるいは壁量を満たす、そういう取り組みをするだけでももう３００万円、

４００万円かかってしまいます。ところが先ほどのお話の中にもありましたように高齢者の方、

あるいは独居の方、それぞれの方が今の経済状況の中でなかなか取り組めない、危険は分かっ

ていても取り組めない、そんな現状であるのかなというふうに私は考えています。 

 ですから８０万円、予想だと横並びだと思います。これは。笛吹市では単独でもって尐しで

も補助金を出して、大切な人命を守っていくということですから、それを上げる計画はいかが

でしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 たしかに建物本体ということもありますけども、もう１つの方法とすればシェルターという

工事もあります。シェルターを家の中の一部屋を中に骨組みを立てまして、シェルターを建て

て災害時にそこの部屋だけ寝室なり、居間なり一間だけでも助けていくという方法もございま
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すので、これらについてはある工務店では４０万円前後でできるというふうに聞いております。

補助金としても上限２４万円の補助を予定しておりますので、それらもご活用いただけたらな

ということも考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。素晴らしい提案を逆にしていただきまして、こういうことをどんど

んやって、とてもお金のかけられない、こういう目標、これに対抗してそういうことには補助

金がまた出ますよというふうなことで、そのほうがずっと早いですよね。ですので、それはやっ

てください。この計画によりますと一般住宅９０％を２７年度末までには耐震補強をするんだ

というふうなことが、とても今の状況ですと及ばない。この計画があと２７年度でどこまでで

きるのか知りませんが、その後の取り組み、先ほどちょっと触れられたんですが、２７年度以

降は、この計画はどんなふうにされるおつもりですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 宮川建設部長。 

〇建設部長（宮川明史君） 

 お答えさせていただきます。 

 現状把握ということで先ほど昨日もいろいろ出たわけですが、今どの程度のお宅が耐震改修

が必要か、必要に準ずるかという部分でそのへんの把握についても努めていきたいと思います。 

 それから９０％のということは果たしてできるかどうかと、私どものほうも疑問に感じると

ころでありますけども、ただもう１つはこれとは若干変わるわけですけども、そのほかの建物

等についても、公民館等とかそういうふうなものにつきましても耐震促進計画の中で定められ

ております。その中へそういう公民館等、皆さん方が避難される場所とかそういうふうな部分

についても十分検討されて、あってはならない、でもくることは皆さん承知している災害時に

つきまして市のほうで安全な対応が取れますよう、心掛けていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。あと１万３千棟、不適合があるというふうな中でもって、これ約３００万

円、本当はかかるんだということで昨日質問が出ていましたが、もし１万３千棟が３００万円、

耐震補強で工事があった場合は３９０億円の経済効果がございます。昨日の渡辺さんの質問の

ところだと思いますので、次の質問にまいります。 

 次に、本市の子どもたちを取り巻く現状に対し支援をお願いしますということです。 

 今日の日本は６人に１人が貧困であり、生活保護を受けなければならないような状況にある

と言われております。また親の離婚により、前夫から養育費をもらっている家庭は約２割に留

まっているとそんなふうに聞き及んでおります。この状態は先進国の中で最悪のレベルである

との事態に鑑み、本市の子どもたちの状況を市ではどのように把握し、そのような子どもたち
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や家庭に対し支援の手を差し伸べていくべきとお考えなのか、お伺いをいたします。 

 まず１点目、本市の子どもたち、小中学生を含む生活保護およびひとり親家庭等の家庭環境

を把握しているのか、お伺いをいたします。 

 ２点目といたしまして、子どもたちへの投資は未来への投資であると考えたときに生活保護

およびひとり親家庭のような子どもたちをより積極的に救済するお考えはあるのか、お伺いい

たします。よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司正人議員の一般質問にお答えをいたします。 

 はじめに小中学生を含む生活保護およびひとり親家庭の家庭環境の把握についてですが、小

中学生を含む生活保護世帯は１２世帯１８人で、そのうち中学生以下の子どもがいるひとり親

世帯は９世帯１４人となっております。家庭環境の把握はケースワーカーによる定期的な訪問

調査をしております。またひとり親家庭は６３３世帯９３９人で、家庭環境については毎年８月

に現況届の提出により把握しております。 

 また教育委員会では毎年、学校に対しましてひとり親の実態調査を行い、さらにそれを受け

まして学校では家庭環境調査や家庭訪問の実施、日常の連絡帳や電話でのやりとり等により家

庭環境の把握を行っております。 

 次に生活保護およびひとり親家庭のような子どもたちに、積極的に救済する考えはあるかと

のご質問ですが、生活保護世帯につきましては、生活保護費の教育扶助費および母子加算によ

り必要な支援を行うとともに、学校では修学旅行費について国と市が２分の１を上限に就学援

助費として交付をしております。 

 また、ひとり親家庭を対象に生活の安定と健康の増進を図ることを目的とした医療費の助成

や母子自立支援員による就労や生活全般、養育についての相談をはじめ母子自立支援給付金、

小中学校入進学の祝い金などの支援事業に取り組み、学校では生活保護家庭に準ずる程度に貧

困している家庭 準要保護家庭に学用品、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費

等、市から就学援助費補助金を交付しております。 

 また、平成２７年４月１日から施行される生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮家庭の子

どもへの支援について、導入の可能性も考えてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 再質問を行います。 

 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ありがとうございます。 

 部長のほうから具体的な数値、これを出していただきましたがこの数字は尐し前と、これか

ら先、保護世帯ですね、その数値がどんなふうになっていくのかお分かりになったら教えてい

ただけますか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 今、生活保護世帯は右肩上がり、世帯数も対象者も増えております。それを考えると今現在、

それが減尐する要因というはちょっと考えられないので、おそらくこの人数は増えていく可能

性のほうが高いと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 率直にお答えいただきました。まさにそのとおりだというふうに私も考えております。また

教育委員会では、ひとり親家庭の実態調査を行っているというふうに先ほどお話がありました。

これは学校で家庭環境調査等で家庭環境の把握をしていただいていますが、２番目の質問にも

関連しておりますけども、調査の中で子どもの貧困による不登校であったり、いじめ、あるい

はその他、関係があるのかどうかお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 

 神宮司議員の質問にお答えいたします。 

 特に県の教育委員会を含めまして、不登校の調査の項目の中に経済的理由による不登校とい

う項目がございます。現在のところ市の教育委員会が把握しているところでは、それはないと

いうことになっておりますが、複合的な理由で経済的な理由も含めてということになりますと

その実態を詳細に把握することは今のところできていませんが、数字上、表われているのは経

済的な理由による今のところ不登校はないという結果になっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。そのようなことが子どもたちに、親の貧困が子どもたちに降りかかっ

てくることがあっては困りますので、それはしっかりとないような世界であってほしいし、笛

吹市であってほしいと思います。 

 それでは先進国の中でもこのところ日本も格差社会が広がり、親の貧困が子どもの貧困を招

くと。ないとは言っておりましたけども、いじめがあったり不登校であったり、どこかの要因

があるのかもしれませんが、そういうことで高校へも行けなくなってしまう。大学にも行けな

い。無論。そんな子がどんどん増加していくのかもしれませんが、子どもたちには、なんの罪

もない子どもたちが等しく勉強もできる環境、そういう世の中であってほしいし、笛吹市であっ

てほしいと思いますが、この貧困の連鎖を受けること、これは決してあってはならないという

ふうに思っています。できるだけ教育委員会、学校また、鶴田部長のところが、本当に部局横

断とよく言いますけども、そういう子どもたちの実態が、なんとか支えてあげられるような体
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制を取っていただければというふうに思っています。 

 特に貧困、これは先ほどどんなふうに決められているのか分かりませんが、実際の数字と貧

困の度合い、このへんはなかなかつかめません。そのへんでどういう程度が貧困であり、その

手を差し伸べておられるのか。先ほどの学用品ですとかありましたよね、補助の部分が。その

へんはどんな数値か、何かの基準があるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 準要保護の基準につきましては、国の基準に基づきまして支給しているわけですが、ひとり

親家庭、特に貧困世帯については十分調査をしながら対応しているところです。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 特に具体的な基準とか何かそういうものはないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

 先ほどの２問目の質問の中で、部長のほうでお答えになりました生活困窮者自立支援法が来

年の４月１日から入るんだよというふうなこと。その導入も考えているというふうにお答えに

なりましたが、これは具体的にどんなふうに対応されるんですか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 生活困窮者ということは相談の段階で、その家庭状況とかを確認できるという部分もありま

すし、その子どもの支援については今のところニーズというか、その声は出ていないんですが、

先ほどからおっしゃっているように負の連鎖を切るというところでは、子どもたちへの学習支

援というのが必要であると考えておりますので、そこでは今、市には子どもたちの学習を見て

くれるボランティアの皆さまとか、また地域でもこの社協さんもそうですけども、子どもたち

の支援というものを考えてくれている団体等がございますので、その部分との連携、要するに

協議をする中でどんな支援ができるかを考えていきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 

 ぜひこれについては、積極的に市のほうは導入をしてください。お願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それからフードバンクというものもご存じだと思うんですけども、笛吹市でもかなりの方た

ちがフードバンクを活用しているというか、それを支援している方たちがいらっしゃいますね。

これについても、これからどんどん増加していく傾向があると思うんですけども、数字が。こ

ういう支援は、市のほうの担当はどこが窓口ですか。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 

 フードバンクについては基本的には運営は社協のほうで今、お願いしているという状況なん

ですが、福祉のほうでは福祉総務のほうがそのフードバンクのための、いろんな食品の募集と

かの部分については周知とかをしております。 

 それからあと生活援護課ともかなり関連を持っておりまして、連携はそこのところがしっか

りとっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。そういうところとどんどん連携して、いろんなこれからどんどん増

えていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 日本における貧困は非常に見えにくいというふうに言われています。これは日本人のプライ

ドの問題だというふうに私は考えていますが、なかなか人様には迷惑をかけないようにいこう

というふうなことで、なかなか表に出てこないのが現実であるというふうに思っています。マ

ザーテレサさんが言っています。日本人はインドの貧困のことを考えるよりも日本の中で貧し

い人々のことを考えるべきだというふうなことも言っていますので、ぜひ私たちの国、この市

から、見えない貧困から見える貧困、こういう形をとっていただいて正しい子どもたちをつくっ

ていきたい、こんなふうに思っています。ありがとうございます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で神宮司正人君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 今、神宮司議員の困窮者とそれから生活保護に関する項目についての関連質問をさせていた

だきます。 

 今、困窮者というのは本当に例外的ではなくて、一般の、今の困窮者は５倍、生活保護者な

んかも現在より５倍ぐらいいるんではないかというふうに言われております。非常に最低制限

の水準で生活して頑張っている人が多いわけですけども、例えば今、修学旅行の子どもさんに

保護費を支給されるということですけども、子どもさんはまわりの子どもさんと一緒に修学旅

行へ行って楽しむわけですけども、そういったものに対して単なる修学旅行費だけではなくて、

お土産を買うお金とかジュースを飲むお金とか遊ぶお金とか、そういったものの対応はどのよ

うにされているんでしょうか。お考えでしょうか。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 お答えは。 

 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） 

 北嶋議員の関連質問にお答えいたします。 

 生活保護費のほうについて、国の基準の中で決められた中で支払っておりますので、そのよ

うな、ジュースとかお土産とかという部分については入っておりませんし、今後、市でそれを

追加するということも今のところは考えておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 できたらそういったことも明確にして、親御さんもこれは小遣いを与えて、あとまわりの人、

ひもじい思いをしないように、そうすれば楽しく修学旅行も過ごせるかなというように思いま

す。そんなことが引きこもりをしたり、そういった原因にもなっているんではないかと思いま

す。 

 それから例えば今、５倍ぐらい生活保護者が本当はいるんではないかと言われておりますけ

ども、その原因といいますか、問題点として扶養調査というものがございます。窓口へ行って

自分のことだけではいいんですけども、家族とか親戚とかそういったものの資産の調査もする

というようなことで引いてしまうということで、非常に大変な困窮をしている状態であっても、

そちらのほうの調査が嫌で引き返ってしまうというようなことなんですけども、そのへんの対

応は、生活保護をされている担当のケースワーカーはどのようなお考えでやられているのか、

お伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 北嶋議員の関連質問にお答えいたします。 

 扶養義務につきましては、何度か議会のほうでも質問をされましてお答えをしているんです

が、やはり国の決められたルールの中でやっております。ただし、今の現状では疎遠になられ

ている方とか調査の仕切れない方とかという部分もありますので、それについては担当のほう

もそれを押してまでということは今、現状しておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 こういった調査があるんですけども、貧困調査を、これはイギリスの方なんですけども、現

在の日本の貧困を含めた近代的の貧困は個人の生活態度を改めさせ、就労意欲を持たせること

で解決できるような問題ではありません。それは不安定な雇用、安すぎる賃金などに見られる

ように社会構造的な原因を持つものだからであるというふうに言われております。私もまさし

くそのとおりだと思います。なかなか自立したいという、自立しなさい自立しなさいといって

もやっぱり心に余裕がないとそういう気持ちがわかない。それで引きこもってしまうというよ

うな状況があると思うんですけども、ぜひ笛吹市はそういう弱い立場の方にぜひ光を差し伸べ

て暖かい支援をしていただいて、そしてまた余裕的なことができる、こんなに楽しいことがあ
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るんだなということで、積極的に出られるようにぜひ笛吹市としてそういった政策を推進して

いただきたいと思いますけども、このようなことに何かコメントをいただけたらと思いますけ

ども、よろしくお願いします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 鶴田保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（鶴田一二美君） 

 北嶋議員の関連質問でコメントを求められましたので、おっしゃるとおり国とか社会全体で

考えなければならない問題と行政ができるものというものもあります。当然、担当、また保健

福祉もそうですが、その方に寄り添った、要するにその方の気持ちが分かる形の支援を続けて

いきたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 関連質問はありますか。 

 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 関連質問を行います。 

 神宮司議員の本市の子どもたちを取り巻く状況に対してでございますけども、今、地域境の

学校において子どもたちや保護者の意見を尊重しなければならないということで対応が必要に

なっておりますけども、周期的に保護者との連携する会議などは設けているのかを聞きたいと

思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ちょっと趣旨は子どもたちの貧困問題ということで、今、子どもの学区ということになりま

すか。そうなるとちょっと趣旨からは。 

〇１番議員（神澤敏美君） 

 例えば春日居中学校の場合でございますけども石和からも大勢、生活保護をもらいながらこ

ちらのほうへ石和から春日居に来ていると。そういう時代ですね、いろいろと問題があるかと

思うんですけども、教育委員会のほうでも。保護者と子どもたちの間の中の学区外でもってそ

ういう連携する会議は設けているのかどうか、周期的にですね。それをお聞きしたいと思いま

す。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 今の質問はちょっと要旨と、関連とはかけ離れていると思いますので関連としては受けるこ

とはできません。 

 関連質問を終わります。 

 続きまして一般質問を継続いたします。 

 １３番、中川秀哉君。 

 



 １１０ 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 それではただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従いましてこれより一般質問

をさせていただきます。公明党の中川秀哉でございます。 

 さて本定例会には空き家対策特別措置法案に基づく条例制定の実現を求めるについて、質問

をさせていただきます。 

 この件につきましては、去る２３年の３月の定例議会におきましても先進例を挙げた中での

条例化実現対策を求める質問をさせていただきましたが、今回二度目の質問とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 さて総務省の土地統計調査によりますと、全国の総住宅の数および空き家数は昭和３８年当

時の５２万２千戸（２．５％）から増加傾向が続いており、平成１５年の空き家数は約６５９万

３千戸、空き家率は１２．２％と約４０年間で９．７ポイント増加しております。さらに喫緊

の調査では平成２５年度は空き家数が８２０万戸、また５０年間で約１１ポイント増加したと

いうことになっております。現状では１３．５％となっております。 

 先進自治体でございます埼玉県所沢市では、平成２２年１０月より空き家等が放置され管理

が不十分となると犯罪や出火を招く恐れがあることから、所有者等に適正な維持管理を求める

ことにより生活環境の保全と防犯のまちづくりを推進し、市民の安全・安心な生活を確保する

ことを目的に所沢市空き家等の適正管理に関する条例の制定がされました。そのあと平成２５年

１０月までに約２７２自治体が空き家条例を制定されており、さらに最近の新聞報道では本年

９月までに３００を超える自治体へと加速されていると伺いました。この背景には本年の臨時

国会に提出された空き家対策特別措置法が１１月１９日に可決されたということが挙げられる

と思います。同法案によりますと国土交通大臣および総務大臣は空き家等に関する施策を実行

するための基本事項を定めることになります。その基本の事項中で以下、３つの事項が定めら

れました。 

 １つ目に空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項。２番目に空き家等対策計画に

関する事項。３つ目にその他施策を実施するために必要な事項でございます。そして各自治体

では空き家等に対する具体的な空き家等対策計画が定めることができるようになりました。こ

の空き家等対策計画では以下のような内容を定めるものとなってございます。１番目といたし

まして対策の対象となる地区、空き家の種類、その他の空き家に対する基本的な事項。２番目

に空き家調査に関する事項。３つ目に跡地の活用の促進に関する事項。そして４つ目に住民等

からの相談への対応に関する事項でございます。また同法案では自治体による立ち入り調査が

認められるほか、固定資産税の納税者情報を利用できるなど新たに多くのことが定められてご

ざいます。この法令によりまして、各自治体の空き家への積極的な関与が可能となりました。 

 以上の点から本笛吹市におきましても、先進地の取り組みを参考に空き家対策特別措置法に

基づく条例制定を強く求めますが、市当局の見解をお伺いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 当局の答弁を求めます。 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 

 空き家対策特別措置法は防犯や景観面で問題となっている空き家への対策を図るため、国に
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よる基本指針の策定を義務付け、市町村が空き家対策計画を定めることができるとされており、

現在、国において基本指針の策定や危険な空き家の判断基準を盛り込んだ市町村向けガイドラ

インの作成に着手している段階でございます。 

 この空き家対策特別措置法では、市町村の空き家への立ち入りや所有者等の把握のための固

定資産税情報の利用、著しく危険となる恐れのある空き家や衛生上有害となる恐れのある空き

家への指導、勧告、命令を可能とする規定、さらには行政代執行による強制執行についても規

定されています。 

 今後、国の策定する基本指針やガイドラインを精査する上で、個別的なケースの適用につい

て勘案しながら、実際の運用に向けて条例等に必要な例規の制定についての検討を進めてまい

ります。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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。それでは、再質問に入らせていただきます。 

 先ほどのご答弁の中にもございました基本計画に対するガイドラインを作成するとのお話で

ございました。やはり国から各地方自治体に内容が落ちていくわけですけども、実はこの２５年

度の総務省の統計の中には由々しき事態といたしまして、別荘等の二次的住宅を除いた空き家

率がなんと山梨県が１７．２％と最も多く全国１位だったということでございました。これが

平成２０年度１６．２％からさらに１ポイント上がりまして１７．２％となってございます。

こういう中で県との連携という中では、そのガイドラインの作成のほかにその調査等々どういっ

た連携がされているのか、もしございましたらお伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 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、中川議員のほうから具体的な数値を示されたわけですが、私も今、手元にこれは住宅土

地統計調査の平成２５年１０月版のもの、これは山梨県全体が非常に高いレベルである。笛吹

の中でも実際数としては軒数として８，６４０軒というような空き家の数、ただ中川議員のご

指摘にもありましたけども、二次住宅、いわゆるリゾートマンション的な、普段、常時人が住

まない家屋であるだとか、いわゆる賃貸用に建てて今からお貸しするような建物であるだとか、

もしくはいわゆる売却用の家屋、そういうものを除きますと現実には３，０５０件が該当にな

る数字だろうかなと。ただ、この空き家の中にもやはり２つ区分があると思うんです。いわゆ

る資産としてまだ使用価値がある。使える家屋。それともう朽廃が激しすぎて、これ以上置い

ておくと防火、防犯および衛生上危険がある。この区分けをしっかり割り切った中でガイドラ

イン等々を参考にしながら例規整備を進めていきたいと、そのような考えだと思っています。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 
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〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。まさにそのとおりだと思います。まだ利活用が可能であるところは

やはりそういった部分についても調査をする中で空き家バンクを利用していただく中で、しっ

かりまた形成していただくと。今回、問題になっているのは特にその廃屋に近い部分でござい

ます。これは先の３年前もそうですけども、その前の中部地震、さらに今回の東日本の大地震

等々を含める中で避難通路に沿った部分においてもそういった家屋に対して木が倒れてくる、

塀が倒れてくる、屋根瓦が倒れてくる、そういった危険性等々も踏まえた中で、では誰が管理

してどういうふうに処理していくのかということが決められなかった部分があったというふう

に聞いてございます。そういう中でのこの対策が喫緊に求められるわけでございますが、さら

に最近の新聞の調査にございますと約３００を超える自治体の中で、この解体撤去に対する補

助というものも検討されていると伺ってございます。約一戸建ての住宅を解体するとなると約

１００万円を超える費用がかかるということでございます。そういう中で全体の約３割に及ぶ

自治体は何がしかの補助を検討されていると。また実施例もございます。そういう中での今後

の検討をする中で、こういった部分についてもご検討をいただけるのかどうかということをお

伺いしたいと思います。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 中川議員の再質問にお答えいたします。 

 実際そうだと思います。実は私どもの市には空き家に繁茂した雑草等の除去に関する条例と

いうのがありますね。これはまったく趣旨が同じ、今回の特措。ただこれは空き家という財産

です。ですから１つは、これは税上の問題もあると思うんですが、宅地上に朽ち果てそうな家

屋であっても、家屋がある場合にはいわゆる人が住む住宅地で住宅用の控除が受けられる。そ

の建物がまったくなってしまうと非住宅用地として課税標準が高くなる。そんなような現状も

あります。１つご指摘がありましたけれども、福岡県の豊前市あたりはこの固定資産に対して

の減免制度をとるような調査もあるようでございます。先ほど言った撤去費に対して補助を出

すような市町村もあります。さまざまな状況、それと笛吹が今抱える問題を照合しながら、そ

ういったものも１つ頭へ入れながらポイントとして例規整備に向けたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。３年前にも質問をさせていただく中で、この撤去等々ができないと

ころには１つの例といたしましてはその土地家屋を行政、自治体に寄附するという形で解体を

していただく。そこの跡利用を実はそこの周辺の避難所等々にするというような例もあると伺っ

てございます。そういった部分も含めて、また先進例を踏まえた中でご研究をいただきたいわ

けでございますが、今回の同法案が制定執行されるのが来年の６月ぐらいだというふうに伺っ

てございます。そういう中での喫緊的な調査、また条例化が求められるわけでございますが、

今後のスケジュールについて、もしお分かりになるようなことがありましたらお願いしたいと

思います。 
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〇議長（大久保俊雄君） 

 芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 お答えいたします。 

 この法律自身が先ほどご質問の中で１１月１９日と、湯気がたっているような状況でござい

ます。それと今この法律ができたことによって、いわゆる査察権であるだとかプライバシーの

閲覧権であるとかが自治体に許されたと。即座の適用についてはそういうものを利用しながら

やっていく、緊急の場合については。ということなんですが、まだそこらタイムスケジュール、

本条例を私どもの市でつくる上でのスケジュールについては、今のところはちょっと明確にで

きませんので、この場での回答は控えさせていただきます。 

 以上、答弁といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございます。これは本当に災害はある日、突然起こってくるという観点から私も

たびたび、そういう部分での質問をさせていただく中で、この空き家、また廃屋等々の不経済

土地への対策ということも含めて質問をさせていただいたわけでございますが、ぜひとも一日

も早い条例化制定を求め、また市民の安心・安全を勝ち得る一つの政策を実現していただきた

いということを願い、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で中川秀哉君の一般質問を終了します。 

 関連質問を許します。 

 ありますか。 

 （ な し ） 

 関連質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りします。 

 明日から１８日までは議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議はありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、明日から１８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１９日、午後２時３０分から再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午前１１時４８分 
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平成２６年笛吹市議会第４回定例会 

 

１．議 事 日 程（第４号） 

平成２６年１２月１９日 

午後 ２時３０分開議 

於 議 場 

 

 

日程第 １ 議案第１２５号 笛吹市放課後児童健全育成事業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 ２ 議案第１２６号 笛吹市保育の必要性の認定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１２７号 笛吹市学童保育室条例の一部改正について 

日程第 ４ 議案第１２８号 笛吹市道路法施行条例の一部改正について 

日程第 ５ 議案第１２９号 笛吹市国民健康保険条例の一部改正について 

日程第 ６ 議案第１３０号 笛吹市都市計画税条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１３１号 笛吹市職員給与条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１３２号 平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）について 

日程第 ９ 議案第１３３号 平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１０ 議案第１３４号 平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１１ 議案第１３５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

２号）について 

日程第１２ 議案第１３６号 平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１３ 議案第１３７号 平成２６年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１４ 議案第１３８号 平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第１５ 議案第１３９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３号）について 

日程第１６ 議案第１４０号 市道廃止について 

日程第１７ 議案第１４１号 市道認定について 

日程第１８ 議案第１４２号 財産の処分について 

日程第１９ 議案第１４３号 字の区域の変更について 

日程第２０ 議案第１４４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立かす

がい東保育所） 
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日程第２１ 議案第１４５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市はなぶ

さふれあい児童館） 

日程第２２ 議案第１４６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂児

童センター） 

日程第２３ 議案第１４７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあ

いの家） 

日程第２４ 議案第１４８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂福

祉センター） 

日程第２５ 議案第１４９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代福

祉センター） 

日程第２６ 議案第１５０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市春日居

福祉会館） 

日程第２７ 議案第１５１号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川国

民健康保険診療所） 

日程第２８ 議案第１５２号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市石和温

泉駅前観光案内所） 

日程第２９ 議案第１５３号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂路

さくら公園他１施設） 

日程第３０ 議案第１５４号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代ふ

れあい健康広場） 

日程第３１ 議案第１５５号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代増

田ふれあい広場） 

日程第３２ 議案第１５６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代ふ

るさと公園他１施設） 

日程第３３ 議案第１５７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川グ

リーンロッジ他３施設） 

日程第３４ 議案第１５８号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市すずら

んの里他１施設） 

日程第３５ 議案第１５９号 公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川農

産物直売所他１施設） 

日程第３６ 議案第１６０号 笛吹市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第３７ 議案第１６１号 笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部改正について 

日程第３８ 議案第１６２号 笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正について 

日程第３９ 同 意 第 ４ 号 名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 

日程第４０ 同 意 第 ５ 号 公平委員会委員の選任について 

日程第４１ 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。（２０名） 
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 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 

 １０番 野 澤 今 朝 幸 １１番 北 嶋 恒 男 

 １２番 志 村 直 毅 １３番 中 川 秀 哉 

 １４番 川 村 惠 子 １５番 渡 辺 清 美 

 １６番 亀 山 和 子 １７番 上 野   稔 

 １８番 渡 辺 正 秀 １９番 前 島 敏 彦 

 ２０番 小 林  始 ２１番 大 久 保 俊 雄 
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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（１９名） 

 

 市 長 倉 嶋 清 次 副 市 長 小 林  明 
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 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 雤 宮 寿 男 

 財 政 課 長 飯 島  茂 消 防 長 風 間  勇 

 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 

 代表監査委員 横 山 祥 子 

 

 

 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 

 

 議会事務局長   三 沢  久 

 議 会 書 記   西 海 好 治 

 議 会 書 記   橘 田 裕 哉 
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再開  午後 ２時４８分 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、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します。 

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

申し添えます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第１ 議案第１２５号から日程第３８ 議案第１６２号までを一括議題とします。 

 本案については今定例会初日の１２月５日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあり

ますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 

 はじめに総務常任委員会に付託してあります案件につきまして、総務常任委員長から審査の

結果についての報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長、野澤今朝幸君。 

〇総務常任委員長（野澤今朝幸君） 

 それでは、議長より総務常任委員会に係る審査結果の報告を求められましたので報告いたし

ます。 

 去る１２月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案を１２月１２日ならびに

１５日の２日間の日程により委員会を開催し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審査い

たしました。 

 審査にあたり何点か質疑等がありましたので、まずその主なものを報告いたします。 

 総務部総務課所管の条例の一部改正では、職員給与条例の一部改正について１１月１８日の

第２回臨時会で提案すべきではなかったかという質問に対し、他市や県の動向がつかめなかっ

たことと、１２月定例会への提出でも市民生活には直接影響がないためとの理由から提出しな

かったとの説明がありました。 

 また市長、副市長、教育長および議員の期末手当の改定は職員給与改定に連動してというこ

とかとの質問に対し、他市の動向を見ての判断であるとの説明がありました。 

 また議員報酬の条例改正で、期末手当の改定について執行当局は議会の中で十分議論がなさ

れたとみているかとの質問に対し、議会の中での議論は十分であったとは言えないが、議会事

務局との調整を行ったので、ご理解いただけるものと考えていたとの説明がありました。 

 次に税務課所管ならびに収税課所管では都市計画税条例の一部改正について、再度、課税猶

予期間を１年間延長し、平成２８年度から課税するという条例改正の理由として今年の２月の

大雪、そして消費税の引き上げ等を考慮するためと説明されたのに対し平成２８年度からは課
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税するのかという質問があり、これに対し平成２１年、平成２４年と二度の課税猶予を行った。

今後しっかり説明し理解をいただきながら、平成２８年度からは課税する方針であるとの説明

がありました。 

 また目的税としての対象事業を明確にすること、都市計画区域のうち下水道整備区域から外

れる地域の取り扱いを十分に説明していくこと、財政見通しも明確にする中で議論すること、

さらに来年２月ごろから行われる市民ミーティングに先がけ、議会にしっかり説明すること等

の要請に対して、議会の求める点も踏まえ市民および議会の納得が得られるよう対処していく

との答弁がありました。 

 また都市計画税そのものが合併当初、何百本の条例の１つとして専決で決定されているので

十分の議論がなされていなかったのではないかとの質問に対し、合併後５年の間に検討すると

いうことを前提に石和町地域のみ不均一課税を課すという条例内容で、その後の均一課税につ

いては十分な議論はなかったものと思われるとの説明がありました。 

 次に管財課所管担当項目の財産の処分について、売買単価はいくらであったかとの質問に対

し、長狭地ということで２分の１の価格に補正されて平米当たり３，５３０円での売買であっ

たとの説明がありました。 

 次に議会事務局所管担当項目では、一般会計の補正予算との関連で笛吹市議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正が議会を通らなかった場合、補正予算を修正して

提出し直さなくてよいのかという質問に対し、条例の一部改正が可決されなければ執行はでき

ないので提出し直す必要はなく、３月定例会の折、減額補正を提出させていただくことになる

との説明がありました。 

 次に消防本部所管担当項目では、その他として御嶽山噴火への緊急援助隊を何人が経験した

か、その経験は本市の災害時にも生きてくると思うがどうかという質問に対し８５人の職員の

うち約３分の２が経験しており、今後の市の災害への対応にその経験を生かせると思うと答弁

がありました。さらに火災時に火災地点に関して、もっと分かりやすい防災放送はできないか

という質問に対して、近くの目標物、目印となるランドマークなどをできるだけ入れて放送す

るように努力しているとの説明がありました。 

 次に経営政策部の財政課所管担当項目では、一般会計の補正予算について財源を起債として

いるものの減額補正が大きいが、どういう理由によるものかという質問に対し、今回の減額補

正は、国庫補助金が充当できることによる財源更正や繰り越しが多いという指摘を受け、年度

内執行が難しいものはここで減額し、再度新年度予算に盛り直すことを検討した結果であると

の説明がありました。また長期財政計画推計の見通しはいつごろ示されるのかという質問に対

し３月の定例会の最終日の全員協議会には間に合わせたいとの答弁がありました。 

 情報政策課所管担当項目では一般会計の補正予算について、番号制度にかかるシステム改修

作業委託が１，６７１万７千円と大きな減額となっているがどうしてかとの質問に対し、当初

予算時では、システムに関する国の仕様が分からないという中での予算づくりであったので大

きな減額が発生したとの説明がありました。 

 その他として火災発生時の情報発信の仕方について、消防本部との情報伝達も含めもっと改

善していけるのではないかという質問に対し、情報機器の技術的側面を十分勉強する中で、今

後の対応を検討していきたいとの答弁がありました。 

 経営企画課所管項目では、一般会計補正予算においてふるさと納税に対し反対給付なしとい
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う税の原則を踏み外しているという指摘がある一方、特産物提供等による市のＰＲは今後も拡

大していくべきと考えるがどうかという質問に対し、今年８月に市の特産物等のＰＲを第1の

目的にリニューアルし一定の成果を得ているが、担当職員負担増もあり今後その点も含め効率

的な運用に取り組みながら、特産品や来訪者拡大に取り組んでいくとの答弁がありました。 

 またその他として八千蔵の土地利用は、４市のごみ処理場建設と並行し進めていくというこ

とであったが、具体的利用まではいかなくとも方向性だけはしっかりと示す必要があると思う

がどうかという質問に対し、４市での公共施設については協議を重ね、地域の意見や期限内に

方向性を示すことについても４市間の認識共有ができており、具体的提案に向けてさまざまな

角度から検討し、努力していきたいとの答弁がありました。 

 次に市民環境部の市民活動支援課所管担当項目では、一般会計補正予算において市負担の防

犯灯の設置基準が旧町村でマチマチなので、合併１０年にもなるのでしっかりと不平等をなく

すよう基準をつくるべきと考えるがどうかという質問に対し、早急に検討するとの答弁があり

ました。 

 次に討論のあった議案について以下、討論内容を報告いたします。 

 議案第１６０号 「笛吹市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正について」、議案

第１６１号 「笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて」、議案第１６２号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について」、いずれも反対討論として財政が厳しい中で市民の理解が得られるものでない、

またアベノミクスの中で地方は疲弊しており、他市の動向ではなく何が適正であるかから判断

して反対であるとの発言がありました。 

 また議案第１３０号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」では、反対討論として

平成２８年度から課税するという考え方、そして２月の説明会に財政見通しが間に合わないと

いうこと、平成２７年度の早い時期から課税の準備に入るということで反対であるとの発言が

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

ついての審査では、特定秘密保護法は民主主義の後退につながるものだから撤廃に賛成すると

の討論がある一方、知る権利の行き過ぎがかえって国民生活を危機に陥らせることがあるので

撤廃には反対であるとの討論があったため、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１３０号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決定。 

 議案第１３１号 「笛吹市職員給与条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 

 議案第１３２号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第５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１４２号 「財産の処分について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１６０号 「笛吹市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正について」、反対

全員で否決すべきものと決定。 
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 議案第１６１号 「笛吹市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について」、反対全員で否決すべきものと決定。 

 議案第１６２号 「笛吹市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて」、反対全員で否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（大久保俊雄君） 

 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第１３２号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正

予算（第５号）」につきましては、各常任委員会に分割付託してありますので３常任委員会の

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１３０号を議題とし、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議案第１３０号 「笛吹市都市計画税条例の一部改正について」、反対討論を行います。 

 日本共産党、渡辺正秀です。 

 本改正の趣旨はこの間、二度にわたって徴収延期になってきた都市計画税をさらに１年間だ

け延期して平成２８年度から徴収するというものです。私たちの基本的立場は道理もなく市民

の担税能力も顧みない都市計画税自体に反対です。 

 そしてもう１点は、都市計画税徴収の是非を判断する資料の準備および市民ミーティングを

１年間の延長期間に行うことは無理であり、結局市民の理解が得られなくても徴収を開始しよ

うとするものであって、市民主権を踏みにじるものだと思います。ゆえに本改正に反対します。 

 以下、詳しく述べたいと思います。 

 まず、笛吹市都市計画税条例制定とその後の経過についてであります。 

 合併協定では都市計画税については目的税であるため、新市施行後において都市計画法土地

利用計画に基づいて検討していくこととするとされていました。そして平成１６年第１回臨時

議会に１８６件の条例の専決処分の報告と承認を求める議案第１号が提出され、一括承認され

ました。その５年間は石和町以外では課税せず、その後は全地域について２回にわたって徴収

延期とし今日に至っています。ここで主張したいことは、まず合併協定では都市計画税につい

ては新市で検討するとされておりましたが、議会において実質的にはなんら検討がされないま

ま制定されたということです。 

 そして第２は今日に至るまで都市計画税について市民には正確な情報が与えられず、またま

ともな検討は行われてきませんでした。制定後１０数年にわたって適用されてこなかった本条

例はいったん廃止し、課税が適切かつ必要と考える方がいらっしゃるならば、改めて条例制定

の検討を提起すべきであります。 
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 次にわれわれが笛吹市都市計画税そのものに反対している理由を述べたいと思います。 

 まず税金は基本的には反対給付を伴わない普通税として賦課するものであり、特殊なケース

として目的税があります。目的税は特定の用途に充当するために賦課するものであり、特定市

民が受益者、あるいは社会的賦課の原因者であることが必要であります。したがって受益、ま

たは社会的負担と税負担に相関性があることが目的税には求められるのであります。しかし笛

吹市都市計画税はその条件を満たしておりません。下水道施設建設やその債務の返済に充てる

という説明、受益地域と課税地域が乖離しております。新ごみ処理施設建設に充てるという説

明、これは受益者は全市民と考えられますが負担は雑種地、宅地、建物の所有者がすべて負担

するというものであります。受益と負担が乖離しているのであります。 

 次に財政の検討という面ではどうか。新ごみ処理施設にも多額な費用がかかり、都市計画税

が必要と説明されました。過日の一般質問で当局も新ごみ処理施設の年間経費は神鋼ソリュー

ショングループとの契約によれば減価償却費を含め約２億円と従来の半分になり、今より年間

２億円の費用削減となることを認めました。すなわち新ごみ処理施設建設が都市計画税徴収の

理由にはならないのであります。 

 笛吹市の一般会計はどうか。前市長時代ですが、市は交付税の合併優遇期間が過ぎ一本算定

となったとき３０億円もの交付税が減らされるとされていたとき、都市計画税約５．４億円は

必要。そしてさらなる行革でこの危機を乗り切るとしておりました。今年、新たに支所経費等

が交付税に算入されることになり、１５億円以上助かることになりました。こうした新たな有

利な条件のもとで財政をどう運営していくか検討がされておりません。こうした検討を抜きに

新たな税を課すことなどあってはならないと思います。 

 次に市民の担税力であります。消費税増税、物価値上げ、所得の減尐、停滞、不景気格差拡

大、こうした中で戦後の一時期を除いて市民の暮らしは最悪だと思います。これ以上の増税に

は耐えられない。税が市民の暮らしと営業に引導を渡す。そうした状況の中での都市計画税の

徴収開始には断固反対であります。 

 次に１年間だけの徴収延期では市民の声を聞くことができないことを指摘したいと思います。

過日の一般質問の答弁で２月から市民ミーティングを行い市民の理解を求めると答えました。

しかし、交付税制度変更を反映した新たな財政シミュレーションは３月議会の最終日に議員に

説明されるとされております。まさに長期財政見通しは良いのか悪いのかさえも分からない。

提出できない。そうした中で市民ミーティングをやるというのであります。資料もなしに財政

が大変だ大変だというのはおかしいのではないでしょうか。さらに４、５月ごろから課税の準

備をしなくてはならないと言っております。これではミーティングが始まって、しかも資料の

ないミーティングが始まって２、３カ月で決定してしまうと言っているのであります。これで

は市民が何を言っても２８年度から徴収するということになるのではないかと思います。 

 市長は市民の声を届ける会で先頭に立って活躍してきました。市民の声がどうであっても課

税するというやり方はやってはならないことであります。 

 市民が主権者だという考え、最後は市民の声を信頼するという考え、これは十分な資料、判

断材料があって十分な討議をすれば市民は最良の判断をしてくれる、こうした自治の哲学、こ

れは市長も私も共有していると確信しております。 

 最後に付け加えます。否決をして、そのあとの事務処理について心配されている議員の皆さ

んへ。心配はございません。今回否決し、そうしたらその後３月議会において廃止条例を当局



 １２３ 

として責任を持って出すか、あるいはしっかりした討議のために２年、３年の徴収延期を決め、

その間、資料もしっかり出して、そして検討し判断を仰ぐという方法がしっかり残されており

ます。 

 いずれにしても来年度の徴収の準備はしておらないのでありますから、それでも十分間に合

うのであります。それと事務の混乱を起こさずに解決していくというのは、これは当局の責任

でございます。 

 議員全員が本条例改正案に反対してくださるように強く訴え、私の反対討論を終わらせてい

ただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１３０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおりに決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１３０号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３１号を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３１号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１４２号を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （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１４２号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして議案第１６０号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１６０号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は否決でありますが、本案はこれを可決することに賛成の方の起立

を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１６０号は可決されました。 

 続きまして議案第１６１号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１６１号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は否決でありますが、本案はこれを可決することに賛成の方の起立

を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１６１号は可決されました。 

 続きまして議案第１６２号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１６２号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は否決でありますが、本案はこれを可決することに賛成の方の起立

を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１６２号は可決されました。 

 次に教育厚生常任委員会に付託してあります案件について、教育厚生常任委員長から審査の

結果について報告を求めます。 

 教育厚生常任委員会委員長、中村正彦君。 

〇教育厚生常任委員長（中村正彦君） 

 ただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 

 去る１２月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１２日およ

び１５日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 

 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について報告いたします。 



 １２５ 

 保健福祉部所管では、福祉総務課において更生医療の件数と介護給付と訓練等給付のサービ

スを利用している人数はとの質問に対し、更生医療については生活保護受給者の医療費負担が

1 件で約３００万円くらいかかるのを見込み大きい補正額となった。また介護給付・訓練給付

のサービスの利用者は３８０名程度で児童通所支援は６０名程度であり、児童の場合はほとん

どが放課後デイサービスの利用であるとの説明がありました。 

 また御坂福祉センターの指定管理料が大幅に増額となっているがとの質問に対し、ＮＰＯ法

人・障害者を支える会ありがとうと福祉協議会のデイサービスが使用しており、以前は賃借料

収入は指定管理団体の収入としていたが、市の方針として一度、賃借料として市に納入してい

ただき、その費用を指定管理料に含めるために増額となっているとの説明がありました。 

 介護保険課においては、基金はどのくらい保有すべきかとの質問に国・県・市支払基金およ

び市からの負担金が多く支払われた分は翌年度調整し返納することとなっており、保険料収入

に余裕があった場合、基金を積み増しできるとの説明がありました。 

 市民環境部所管では、環境推進課において寺尾地域周辺整備事業での市道５１９２号線拡張

工事補償費１千万円を追加することは予算段階で分からなかったのかとの質問に対し、３年前

の概要予算であり、計画段階で精査されていなかったので設計段階で初めて工場の倉庫の補償

が必要とはっきりしたためであるとの説明がありました。 

 国民健康保険課において特定健診の受診状況はどうかとの質問に対し、特定健診は平成２０年

から始まり、当初は受診率が３３．６％で昨年は４４％であった。平成２９年の最終年度まで

には６０％が目標である。健診は集団健診・個別健診・人間ドックの３本立てで実施している

が目標の達成は難しいため、ハガキや電話で受診するようにお願いしているとの説明がありま

した。 

 教育委員会所管では、教育総務課において芦川小学校屋内運動場耐震改修事業での電気設備

工事費増額分の地中埋設物撤去費は何かとの質問に対し芦川中学校校舎撤去の際、電気配線の

パイプが一部残っており、その配線などの撤去費用であるとの説明がありました。 

 また生涯学習課において、芦川グリーンロッジとやすらぎの家の活用状況はどうなっている

のかとの質問に対し、昨年度はグリーンロッジの利用者は３１４名であり、利用料３４万５千

円。やすらぎの家の利用者は５０名、利用料は１６万３千円。芦川スポーツ広場の利用者は１，

１７０人で使用料は１万３千円。テニスコートの利用者は５０名、利用料は１万８００円であっ

た。来年度は、指定管理者に一層の利活用できるようお願いしているとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託審査を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりです。 

 議案第１２５号 「笛吹市放課後児童健全育成事業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いたしました。 

 議案第１２６号 「笛吹市保育の必要性の認定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いたしました。 

 議案第１２７号 「笛吹市学童保育室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１２９号 「笛吹市国民健康保険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。 

 



 １２６ 

 議案第１３２号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第５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１３３号 「平成２６年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３４号 「平成２６年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３５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１４４号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市立かすがい東保育所）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４５号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市はなぶさふれあい児

童館）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４６号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂児童センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市ふれあいの家）」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４８号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市御坂福祉センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４９号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市八代福祉センター）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１５０号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市春日居福祉会館）」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１５１号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川国民健康保険診

療所）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１５７号 「公の施設に係る指定管理者の指定について（笛吹市芦川グリーンロッジ

他３施設）」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 以上をもちまして、委員長報告とさせていただきます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 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１３２号につきましては先ほど申し上げたと

おり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員会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１２５号を議題とし、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 １６番、亀山和子君。 

 



 １２７ 

〇１６番議員（亀山和子君） 

 議案第１２５号 「笛吹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例」について反対討論を行います。 

 この条例は子ども・子育て支援制度の施行に伴い、各自治体が放課後児童健全育成事業、い

わゆる学童保育ですけども、その学童保育の設備と運営について条例で定めることになったも

のであります。 

 各自治体の条例作成にあたっては厚生労働省が基準案を省令で従うべき基準、参酌すべき基

準に分けて全国に示しました。全国の自治体は、この省令に忠実に条例をつくることになった

と思います。私が調べた限りでも、ほとんどの自治体で厚生労働省の省令とほとんど違わない

条例になっておりました。この議案第１２５号の笛吹市の条例も例外ではありません。自治体

が定める条例は自治立法権の１つであり、地方自治体が定める法律です。地方自治体には地方

自治の本旨に則り、独自の条例を定め住民生活の質の向上を図ることが求められるものであり

ます。この学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例をつくるにあたっても厚生労働

省の省令に縛られることなく、上乗せ横出しは十分可能ではないでしょうか。いくつか指摘し

たいと思います。 

 まず第１は学童保育はさまざまな理由によって、日中、保育に欠ける学童が生活するところ

であります。子どもの保育を受ける権利と保育に欠ける学童を保護しなければならない市の責

任を条例で明確にすべきであると考えております。 

 ２つ目は職員の配置です。条例では支援員の数を支援の単位ごとに２人以上とし、そのうち

１人は補助員でもいいというふうにしております。支援員にはさまざまに資格の条件がありま

すけども、補助員にはなんの資格も求めておりません。等しく子どもの健全育成に責任を持っ

て働くにあたって、支援員と補助員というあからさまな格差があっていいものでしょうか。支

援員と補助員とでは賃金にも格差が生まれるというふうに思っております。子どもの保育にあ

たって決していい成果は期待できません。是正すべきと考えます。 

 ３つ目は、事業の一般原則で利用者の人権に十分配慮することを謳っております。私はさら

に障害者の人権、人格の尊重についても明記すべきと考えております。 

 ４つ目は附則の第３項です。条例の第１０条では、１つの支援の単位を構成する児童の数は

おおむね４０人以下となっておりますけども、附則では当分の間、７０人以下とするとしてお

ります。誠に曖昧な条例ではないでしょうか。施設を整備するには、さまざまな困難も伴うと

いうことは理解できるにしても、しかし子どもたちが安心して過ごせる環境としては７０人以

下ではあまりにも务悪すぎると考えます。当分の間をどう克服し、よりよい環境を整備してい

くのか。この条例からはうかがい知ることができません。早急に整備することを求めて反対討

論とします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１２５号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって、議案第１２５号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１２６号ならびに議案第１２７号および議案第１２９号を一括議題といたし

ます。 

 お諮りします。 

 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本３案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２６号ならびに議案第１２７号および議案第１２９号は原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第１３３号および議案第１３４号を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 

 本２案件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３３号および議案第１３４号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３５号を議題とし、討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これより、議案第１３５号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１３５号は原案のとおり可決されました。 

 続きまして議案第１４４号を議題とし、討論を許します。 



 １２９ 

 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１４４号の採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は、可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１４４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４５号から議案第１５１号および議案第１５７号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本８案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本８案件についての委員長報告は、可決であります。 

 本８案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４５号から議案第１５１号および議案第１５７号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に建設経済常任委員会に付託してあります案件につきまして、建設経済常任委員会副委員

長から審査結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会副委員長、保坂利定君。 

〇建設経済常任副委員長（保坂利定君） 

 それでは議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会の審査報告をさせていた

だきます。 

 去る１２月５日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１２日およ

び１５日の両日に委員出席のもと、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。 

 産業観光部所管では、芦川支所にかかる農産物直売所他１施設の指定管理について、登録会

員の状況および市内の他の直売所との連携について尋ねたところ、芦川農産物直売所運営委員

会が運営しており、当初、芦川町内の３４名の正会員が１人１０万円の出資金を出して運営が

始まった。その３４名は１千円の年会費のほか、商品を出した場合は売り上げの１５％の手数

料を納める。それ以外に９３名の準会員がおり、年会費２千円と２０％の手数料を納めている。 

 ４直売所の連携については年１～２回、直売所の連絡会議を開いて情報交換を行っている。

今年度は共通のパンフレットを作成し直売所巡りを計画している。商品についても必要な場合

はそれぞれ融通し合うといった話し合いがもたれているとの説明がありました。 

 また、農林振興課にかかる淡水魚養殖施設復旧支援対策事業費補助金について詳細説明を求
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めたところ、２月の雪害の折に鯉の養殖施設に対する国の補助がなかったことから再建費につ

いて県と市が３分の１ずつ補助する事業である。石和町で１件、春日居町で１件の申請があっ

た。農業施設に比べると補助率が务るが、国の補助がまったく得られない中での事業であるこ

とをご理解いただきたいとの説明がありました。 

 建設部所管では管理総務課にかかる市営住宅の入居状況について説明を求めたところ、公営

住宅は現在、入居待ちの状態である。なお、八代の定住促進住宅については購入当時から６０戸

のうち２０戸近くが空いている状況が続いている。原因としてはエレベーターがないため４階、

５階への入居希望が尐ないことが考えられる。対策として家賃の減額や入居条件の緩和につい

て検討したいとの説明がありました。 

 また、土木課にかかる事業の繰越明許の理由について詳細説明を求めたところ、用地買収に

かかる地権者の相続などの問題や河川に関係する事業は、工事期間が渇水期に限られること。

さらに橋梁長寿命化事業に関しては、関係機関と工事発注の手法について協議が遅れたことな

どが理由であるとの説明がありました。 

 なお、繰越事業に対しては、綿密な計画により円滑な工事執行を図られたいとの意見が出さ

れました。 

 なお、石和温泉駅舎建て替え工事および北口広場整備工事の現場視察を行いました。 

 公営企業部所管では下水道維持管理事業について、一般的な維持管理の内容と耐震化の状況

について質問したところ、一般的な維持管理については各家庭に設置されている公共枡の蓋の

破損による交換、道路に設置してあるマンホールの鉄蓋の交換や路面との段差部分の補修、管

路の詰まりによる緊急の管路清掃などである。 

 耐震化対策については、石和町内の指定避難所につながる道路のマンホール浮上防止および

下水道管路との継ぎ手の耐震化工事を順次進めているとの説明がありました。 

 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見の報告を終わります。 

 それでは、審査結果については次のとおりであります。 

 議案第１２８号 「笛吹市道路法施行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１３２号 「平成２６年度笛吹市一般会計補正予算（第５号）のうち建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３６号 「平成２６年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３７号 「平成２６年度笛吹市簡易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１３８号 「平成２６年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１３９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３号）

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 

 議案第１４０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１４１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。 

 議案第１４３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。 



 １３１ 

 議案第１５２号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市石和温泉駅前観光案内所）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１５３号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市御坂路さくら公園他１施設）

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１５４号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市八代ふれあい健康広場）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１５５号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市八代増田ふれあい広場）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１５６号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市八代ふるさと公園他１施設）

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１５８号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市すずらんの里他１施設）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１５９号 「公の施設に係る指定管理者の指定（笛吹市芦川農産物直売所他１施設）

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、建設経済常任委員会の審査結果報告といたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上で、建設経済常任委員会副委員長の報告が終わりました。 

 これより、副委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３２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１２８号を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に対する副委員長の報告は、可決であります。 

 本案は、副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２８号は原案のとおり可決されました。 

 次に議案第１３６号から議案第１３９号までを一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本４案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 



 １３２ 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本４案件に対する副委員長の報告は可決です。 

 本４案件は、副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３６号から議案第１３９号までは原案のとおり可決されました。 

 続きまして議案第１４０号、議案第１４１号、議案第１４３号ならびに議案第１５２号から

議案第１５６号および議案第１５８号、議案第１５９号を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 本１０案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本１０案件に対する副委員長の報告は可決です。 

 本１０案件は、副委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって議案第１４０号、議案第１４１号、議案第１４３号ならびに議案第１５２号から議案

第１５６号および議案第１５８号、議案第１５９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いたしました議案の採決が終了いたしました。 

 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１３２号を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本案に対する各委員会の報告は可決です。 

 本案は、各委員会の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３２号は原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 再開は１６時５分とします。 

休憩  午後 ３時５５分 

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

再開  午後 ４時０６分 

 



 １３３ 

〇議長（大久保俊雄君） 

 それでは、再開いたします。 

 ただいま、市長より人事案件２件が提出されました。 

 お諮りします。 

 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   これより日程第３９ 同意第４号および日程第４０ 同意第５号を一括議題とし、提出議案に対

する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 それでは本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 

 追加提案させていただきます議案は、同意案件２件であります。 

 はじめに同意第４号 「名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について」であり

ますが、任期満了に伴う委員の選任について地方自治法第２９６条の４第１項および名所山恩

賜県有財産保護財産区管理会条例第３条の規定により中村幸男氏、雤宮富美雄氏、宮川保夫氏、

宮川盛広氏、江川春彦氏、岩沢正敏氏、相川孝氏の７名について議会の同意をお願いするもの

であります。 

 なお、任期は平成２７年１月１日から４年間となります。 

 次に同意第５号 「公平委員会委員の選任について」であります。 

 任期満了に伴う笛吹市公平委員会委員に新たに古屋勝仁氏を選任いたしたく、地方公務員法

第９条の２第２項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 

 古屋氏は住所は笛吹市一宮町狐新居６６４番地、生年月日は昭和２４年７月２５日、満６５歳

であります。 

 なお、経歴等は参考資料のとおりです。 

 任期につきましては、平成２６年１２月２１日から４年間となります。 

 以上、追加提案いたしました議案につきましてご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 市長の説明が終わりました。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定により岩沢正敏君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

 これより同意第４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。 



 １３４ 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております同意第４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。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、同意第４号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 同意第４号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第４号の採決を行います。 

 まず岩沢正敏君を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 ） 

 起立全員であります。 

 よって、岩沢正敏君を選任することについては同意することに決しました。 

 ここで、岩沢正敏君の入場を求めます。 

 （ 入 場 ） 

 岩沢正敏君に申し上げます。 

 ただいま議題となりました岩沢正敏君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。 

 引き続き、同意第４号の採決を行います。 

 本案は中村幸男君、雤宮富美雄君、宮川保夫君、宮川盛広君、江川春彦君、相川孝君の６名

を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 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、同意第５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５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。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、同意第５号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 同意第５号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 



 １３５ 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 同意第５号の採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 全 員 ） 

 起立全員であります。 

 よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、ただいま同意されました古屋新公平委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 古屋勝仁君の入場を許します。 

 （ 入 場 ） 

 古屋勝仁君の発言を許します。 

〇新公平委員（古屋勝仁君） 

 議長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 

 このたび公平委員を務めさせていただくことになりました古屋勝仁でございます。身に余る

光栄と同時に責任の重さを痛感しております。 

 微力ではございますが誠心誠意、務めさせていただきますので皆さま方のご指導とご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますがあいさつといたします。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 古屋勝仁君の退場を求めます。 

 （ 退 場 ） 

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

〇議長（大久保俊雄君） 

   日程第４１ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 総務および教育厚生常任委員長、建設経済常任委員会副委員長、議会運営委員長、リニア対

策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出されております。 

 お諮りします。 

 本件については、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本件については申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 

 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 

 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 平成２６年第４回定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 



 １３６ 

 本議会は１２月５日から本日まで１５日間の日程で開催されました。正副議長をはじめ議員

各位におかれましては本会議および各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議に努めていただき

感謝いたします。本議会に上程いたしました提出案件につきましては、すべて原案のとおりご

議決・ご同意を賜りました。厚く御礼を申し上げます。 

 さて国におきましては衆議院議員選挙が先般行われ、国民の判断が示されたところでありま

す。国政を託された議員の皆さまには地方にまで届く実効性ある景気経済対策、被災地の復興

支援、エネルギー政策や社会保障改革など山積する政治課題、国民本位の立場に立って取り組

まれるよう期待するものであります。 

 さて年末年始の休暇を挟んで新年に入りますと、恒例の各種行事が予定されております。１月

４日に一宮ももの里スポーツ公園グラウンドにおいて笛吹市消防団出初め式が、１月６日には

ホテル慶山において平成２７年新春交歓会ならびに受賞者祝賀会が、さらに１月１１日には市

内７つの会場で成人式がそれぞれ開催されます。議員の皆さまのご協力をお願いする次第であ

ります。 

 観光面では１月３０日から２月末日までの間、石和温泉旅館協同組合による冬花火、笛吹川

の舞が鵜飼橋上流において毎晩８時半から約６００発、打ち上げられます。 

 また１月末には副市長を中心に都内大手旅行会社を訪問するトップセールスを実施し、意見

交換するとともに年間イベント等の紹介と本市への送客依頼を行います。 

 来年は羊年であります。羊は群れをなして行動することから家族の安泰や平和をもたらす縁

起のいい動物といわれています。２０１５年、平成２７年が市民が健康で安心して暮らせるや

すらぎの年となり、市内の地場産業が潤う実り豊かな年になりますよう職員とともに志を高く

持ち市政運営に一層精進してまいりたいと考えております。 

 師走も半ばを過ぎ寒気いよいよ厳しく、また何かと慌ただしい時期を迎えます。議員各位に

おかれましてはくれぐれもご自愛いただき、ご家族ともども健勝のうちに新年を迎えられます

ようご祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 

〇議長（大久保俊雄君） 

 以上をもちまして、平成２６年笛吹市議会第４回定例会を閉会とさせていただきます。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

閉会  午後 ４時２６分 
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