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日程第１２ 議案第８６号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 
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ついて 

日程第３３ 議案第１０７号 平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３４ 議案第１０８号 平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 
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について 
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日程第３０ 議案第１１３号 平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理
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日程第４１ 議案第１１５号 平成２４年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４２ 議案第１１６号 平成２４年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会
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理会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４７ 議案第１２１号 平成２４年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
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 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
 



 ８ 

 
３．欠席議員 
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４．会議録署名議員 
 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 
 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
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 総 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
 
 



 ９ 

開会  午後 １時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年笛吹市議会第３回定例会を開会いた

します。 
 ただいま、諸般の事情によりまして遅れたことを申し訳なく思っております。大変ご苦労さ

までございます。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 笛吹市の一連の夏祭りも猛暑の中でありましたが、議員各位の出席のもと盛大に開催され、

先般２１日の石和温泉花火大会をもってフィナーレを迎えました。 
 本日より２７日まで２４日間の９月定例会を迎える運びとなりました。 
 グローバルに視野を広げますとアメリカ、オバマ大統領はシリア攻撃を決断し、議会の承認

を求めると述べ、アメリカ議会に武力行使の是非を問う考えを示しました。私たちにとりまし

ても対岸の火事といった問題ではなく、原油の高騰など直接関わる問題を多く秘めております。 
 一方、国内では各地域でスーパーセルによる竜巻、ダウンバーストや大雨、それによる大洪

水など温暖化による異常気象により多くの人々がその被害に苦しんでおられます。被害に遭わ

れた方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い復旧を祈念しております。 
 足元に目を転じますと先日２９日、山梨リニア実験線、上野原市秋山から笛吹市境川町、４２．

８キロが全線開通し１４年後の開業に向け走行試験を再開いたしました。リニアによる超高速

輸送が県および笛吹市にとりましても、多くの恩恵を得ることができますことを切望しており

ます。 
 まだまだ残暑厳しい折ですが、議員各位の皆さま方とともに実りの秋にふさわしい充実した

審議を重ね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を申し上げます。 
 なお、議長の命令に従わないときは地方自治法の規定により退場を命じますので念のために

申し添えます。 
 本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第１５番 渡邉清美君および 
 議席第１６番 亀山和子君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から９月２７日までの２４日間としたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日から９月２７日までの２４日間と決定いたしました。 

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

 本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書の表のとおりであります。総務常

任委員会に付託をいたします。 
 次に監査委員から、平成２５年５月分から平成２５年７月分の例月出納検査の結果について

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

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 本日、副市長 久保田克己君より欠席届が提出されました。これを受理しましたので、報告

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第６ 報告第４号から日程第５１ 議案第１２５号ま

での４６案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 平成２５年笛吹市議会第３回定例会の開会にあたり、提出した案件につきまして、その概要

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

理解を賜りたいと存じます。 
 さて本市ではこの夏、連日の猛暑により水の供給不足に悩まされる日々が続いております。

市民生活はもちろんのことでありますが、果樹等、農作物への影響も大変憂慮されているとこ

ろであります。一方、先ごろ全国的に強く降り注いだ局地的な大雨によって、九州地方や中国

地方では水害や土砂災害などが相次いで発生しました。 
 先日、本市では近い将来大きな被害が懸念されている大規模地震を想定した総合防災訓練を

実施したわけでありますが、こうしたゲリラ豪雨の頻発という実態を踏まえ、これまで以上に

さまざまな災害を想定した防災訓練に取り組み、災害に強い安心・安全のまちづくりの推進に

努めてまいりたいと思います。 
 さて続きまして、第一次笛吹市総合計画の施策体系に沿って主な事業についてご説明申し上
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げます。 
 事前にお配りしてある行政報告および提出議案要旨説明に沿って、ご説明申し上げます。 
 この資料は未定稿でございますので、一部これから説明することと異なっている点があるこ

とをお許しいただきたいと思います。 
 それでは最初に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 第２回定例議会で契約の締結について議決後、速やかに施工協定を締結し、事業推進を図っ

ているところであります。仮設駅舎等の建設も秋口には始まり、工事等本格的に着手してまい

ります。 
 次に、国際交流視察事業についてであります。 
 平成１９年度以来、６年ぶりにドイツへの訪問を計画いたしました。１１月４日から１１日

までの８日間、公募した１６名の市民とともに本市国際交流委員会を代表し、前島議長と私も

訪問する予定であります。 
 今回は、国際友好都市であるドイツ・バートメルゲントハイム市との交流を深めるとともに

当地および周辺地域における温泉保養や産業振興などの先進的な取り組みを学ぶことを目的と

しております。 
 次に、市長トップセールスについてであります。 
 本年も６月から７月にかけて、東京と大阪でＪＡ笛吹と共同による果実の消費拡大宣伝を実

施しました。さらに初の試みとして、８月には北海道旭川市のプロ野球公式戦会場において観

光宣伝と桃の消費拡大宣伝を実施しました。 
 今後も継続的に実施していくことが重要であると考えますが、本市の認知度向上や果実の販

路拡大、観光宣伝等について、これまで以上に戦略・戦術を明確にし、効果的なものになるよ

う研究してまいります。 
 次に、笛吹市夏祭りについてであります。 
 笛吹市夏祭りも今年で９回目を数えました。７月２０日からの笛吹川石和鵜飼は、国民文化

祭夏のステージの一環として趣向を凝らしながら実演を行い、石和温泉連夜花火と相まって昨

年を上回る多くのお客さまをお迎えすることができました。 
 ８月１６日には甲斐いちのみや大文字焼きが開催され、笈形焼きの同時点灯もあり、お祭り

会場は賑わいを見せておりました。 
 夏祭りのフィナーレを飾る８月２１日の第４９回石和温泉花火大会では、今年も音楽とのコ

ラボレーションやレーザー光線を加えた特色ある作品などで、市内外からお迎えした約１６万

人の皆さまに興奮と感動を与えました。 
 また、縁日会場では商工会会員による１００ブースを超える出店が祭りの賑わいを演出し、

３年目となる市民手作りによる新たな祭りの姿も定着してきました。 
 各地区で行われた納涼祭りは地域性を十分に出した特色ある祭りとなり、地域住民の納涼の

場として、また子どもたちの夏の思い出づくりの場として大いに賑わいをみせておりました。 
 各夏祭りの企画・運営を担当していただいた市民・地域の実行委員会の皆さま、ご支援賜っ

た議員の皆さまはじめ、関係各位に改めて深く感謝申し上げます。 
 次に、防災訓練であります。 
 ９月１日に笛吹市総合防災訓練を実施しました。今年は、東海地震が予知できずに発生した

場合を想定して訓練を行いました。災害時「一人の犠牲者も出さない」を合言葉に市民一人ひ
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とりが自らと近隣住民の命を守るために適切な行動をとることが必要です。隣近所で力を合わ

せた共助の訓練など、日ごろからの地域における防災活動を引き続きお願いいたします。 
 職員においては、いざというときの適切な判断や行動をとるために非常参集、情報収集、通

信伝達、避難者対応などの訓練を行ったところであります。 
 災害に備えた必需品の備蓄も計画的に進めるとともに災害時の情報伝達の手段として現在、

芦川町地内の住宅、施設など約２００カ所に防災無線戸別受信機を設置しているところであり、

連絡網の設備の強化など災害に強いまちづくりを進めていきたいと考えております。 
 次に、議員の皆さまにお配りした資料には入っていないと思いますが、暴力団同士の抗争に

よる発砲事件についてであります。 
 ５月以来、途絶えており落ち着きを取り戻したかに見えた暴力団の抗争事件でありますが、

８月１６日に石和町今井地内において、さらに翌１７日に石和町小石和地内において発砲事件

が発生しました。小中学校は夏休み中ということでありましたが、学校安全・安心メール等に

より保護者には注意喚起を行ったところであります。市では防犯対策として青色防犯パトロー

ルカーを増やし、明日５日に贈呈式と出発式を行います。 
 また６月補正で予算化しました防犯カメラについては、システム等の調査に時間がかかって

おりますが、先行して２、３カ所に試験的に設置することとし、その結果をもとに設置場所や

システム等について早急に検討してまいります。 
 次に本庁舎等耐震・改修事業についてであります。 
 市役所本庁舎の耐震改修建築本体工事は、平成２６年３月２７日までの工期で請負契約を締

結いたしました。現在の状況は周辺住環境の保全、通行者の安全確保を図りながら仮囲い・足

場を設置し、不要建物・設備の撤去、壁・天井の取り外しを行っており、順調に施工しており

ます。耐震化と併せエレベーター・多目的トイレ等を設置し、バリアフリー化による来庁者の

便宜性を図り、太陽光発電設備・照明のＬＥＤ化による環境に配慮した本庁舎といたします。

市民の皆さまには完成までの間、ご不便をお掛けしますがご理解、ご協力をお願いいたします。 
 次に、御坂浄・配水場建設事業についてであります。 
 ７月に浄水場の機械設備工事と電気設備工事、配水場の築造工事の発注を行い、８月５日、

請負工事契約を締結しました。完成は浄水場が平成２６年８月、配水場については年度内を予

定しております。 
 今後は関連する送・配水管布設工事等の発注を予定しております。 
 次に、子ども・子育て支援新制度についてであります。 
 平成２７年度に導入が予定されている子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、市町村の

子ども・子育て支援事業計画を平成２６年度中に策定する必要があります。この計画策定に必

要となる子ども・子育てに関するニーズ調査を本年１０月ごろには乳児から小学生までの保護

者を対象に実施します。この調査によって保護者の意向をしっかり把握し、今後の本市におけ

る地域の実情に応じた有効な子育て支援施策の実施につなげてまいりたいと考えております。 
 次に、学校教育関係であります。 
 この夏、日川高校野球部の甲子園での活躍に私たちは元気をいただいたわけですが、本市出

身の選手がたくさん出場登録されたことも喜ばしいことであり今後の活躍に期待するものです。 
 一方、市内の中学生もこの夏の関東・全国中学校体育大会にサッカー男子の一宮中をはじめ

ソフトボール女子の石和中、バレーボール男子の御坂中、同じく女子の石和中、そのほかにも
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陸上、弓道、柔道、体操、水泳競技に県予選を突破した延べ１１８名もの選手が出場すること

ができました。 
 中でも全国中学校陸上競技選手権大会の男子４×１００メートルリレーの石和中学校チーム

が見事３位入賞という快挙を成し遂げました。この石和中学校チームが関東大会の予選で記録

した４２秒９１は日本歴代２位の記録にあたるとのことであり、心から祝福し、さらなる活躍

を期待いたします。 
 児童生徒の活躍は、市民の誇りであり喜びでもあります。市としても一層支援をしていく所

存であります。 
 次に、国民文化祭についてであります。 
 第２８回国民文化祭やまなし２０１３は本年１月１２日に開幕し、県内各地で催されており

ます。 
 夏のステージにおきましては、本市主催５事業の１つである石和鵜飼を７月１９日から８月

１９日まで笛吹川河川敷で開催いたしました。その一環として、８月３日には夏休み親子鵜飼

教室を開催し、１４組４０人の親子の参加をいただき、平安時代から行われていた伝統的漁法

「徒歩鵜」を再現する中、鵜飼の歴史と文化について学んでいただきました。 
 また、秋のステージにおいて開催する現代詩の祭典および文芸祭俳句大会、それぞれの作品

募集を行いました。 
 現代詩の祭典については一般３３８篇、中高校生３，２３２篇、小学生２，８９５篇で合計

６，４６５篇の投稿がありました。市内小中学校の全校から投稿いただいたこともあり、過去

１０年間の大会の中で最多の投稿数となりました。 
 一方、文芸祭俳句大会には一般１，６６３人から７，６６３句、小中高校は３３５校から１万

８，５４８句の合計で２万６，２１１句、投句をいただきました。すべての都道府県とブラジ

ル、アメリカなど世界７カ国からも投句をいただいております。 
 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興基金運用益を活用した地域振興促進助成事業につきましては、市民ボランティア団

体、ＮＰＯ法人、行政区などの市民活動への支援を行うとともに、地域づくりに取り組む市民

活動を支援するために助成を行っており、今年度で７年目となります。２４年度の事業実績報

告会を７月１日に開催し、助成した１８団体のうち７団体からご説明をいただき、１１団体が

活動の資料掲示を行いました。 
 今年度は１３団体に対し、５０８万円の助成金の交付を行ったところであります。自主的な

市民活動が年々盛んになっていることを実感するとともに今後もこの助成事業を大いに活用し、

地域の活性化に取り組んでほしいと期待しております。 
 次に、市税等徴収事業についてであります。 
 市税の平成２４年度徴収率の実績は現年度課税分が９６．４%、過年度課税分が１６．２%
となっております。昨年と比較すると現年度分が０．４ポイント、過年度分が２．９ポイント

上昇いたしました。 
 徴収率は山梨県地方税滞納整理推進機構、県税事務所への派遣により職員の徴収技術の向上

が滞納処分の強化につながったこと、および徹底した財産調査による執行停止の実施等、法に

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

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

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

解を深め、納期内自主納付を促進してさらなる徴収率向上に努めてまいります。 
 次に、財政健全化の状況についてであります。 
 平成２４年度決算について、本定例会に認定案件として上程しておりますが、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率について算出いたしました。健全化

判断比率のうち実質公債費比率は１４．２％と前年度より０．３ポイント上昇したものの、将

来負担比率については７５．７％と１０．１ポイント下回ることができました。いずれの指標

も国が定めた自治体の早期健全化基準を大きくクリアし、本市の財政状況は健全性が保たれて

いるものと考えておりますが、今後も引き続き堅実な財政経営に努めていく所存でございます。 
 以上が行政報告でございます。 
 続きまして本日、提出をさせていただきました案件につきましてご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案４件、補正予算案１９件、決算認定１９件など合わせて

４６案件であります。 
 はじめに、条例案について概略をご説明申し上げます。 
 笛吹市職員給与条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に

鑑み、災害派遣手当について所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 笛吹市税条例および笛吹市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法の一部改正

に伴い、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 笛吹市立保育所条例の一部改正については、移転した石和第５保育所の位置について、現状

と整合を図るため、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 笛吹市景観条例の一部改正については、笛吹市景観計画における届け出を要しない行為の定

めとの整合を図るため、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 続きまして、補正予算案について概略をご説明申し上げます。 
 まず平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）についてでありますが、歳入歳出それ

ぞれ７億８００万円を追加し、総額を３５２億５，４００万円とするものであります。また継

続費の変更および繰越明許費の追加、債務負担行為の追加および変更、市債発行限度額の変更

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あります。 
 歳入の主なものとしましては国庫支出金１億６，２００万円の追加、県支出金２，２００万

円の追加、減債基金などからの繰入金５億７，８００万円の減額、繰越金として平成２４年度

一般会計決算剰余金１１億５，６００万円の追加、諸収入として５，５００万円の追加、また

市債については合併特例債など１億１千万円を減額するものであります。 
 歳出の主なものとしましては、少し端折らせていただきますが、道路維管理事業に３，３００万

円、道路新設改良事業に２千万円、公共下水道特別会計繰出金に２，３００万円、芦川小学校

屋内運動場耐震改築事業に４，２００万円、学校施設設備維持管理事業に１，１００万円など

を追加計上するものであります。 
 次に特別会計の補正予算案につきましては、国民健康保険特別会計等１６会計につきまして

総額４億６００万円を増額するものであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）では収益的収入及び支出において
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６５０万円を減額し、総額を１４億９，１００万円とするものであります。また、春日居地区

温泉給湯事業会計補正予算（第２号）では収益的収入及び支出において７０万円を追加し、総

額を７，０６０万円とするものであります。 
 続きまして、平成２４年度の決算認定についてであります。 
 一般会計歳入歳出決算につきましては歳入総額が３３２億４００万円、歳出総額が３１８億

円の決算となりました。 
 歳入歳出差し引き額は１４億３００万円で、そのうち翌年度に繰り越すべき一般財源は２億

４，６００万円で実質収支額は１１億５，６００万円となりました。そのほか特別会計１６案

件、企業会計２案件につきまして、地方自治法第２３３条第３項および同法２４１条第５項、

ならびに地方公営企業法第３０条第４項の規定により監査委員の意見を付して提案するもので

あります。詳細につきましては、のちほど会計管理者よりご説明を申し上げます。 
 以上、今定例会に上程いたしました案件につきまして提案理由をご説明させていただきまし

た。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続きまして議案第１０４号から議案第１２２号につきまして、会計管理者から補足説明があ

ります。 
 会計管理者、萩原幸広君。 

〇会計管理者（萩原幸広君） 
 ただいま、市長が提案いたしました議案第１０４号の一般会計から議案第１２２号の企業会

計までの決算認定１９案件につきまして、一括して決算内容の補足説明をさせていただきます。 
 なお概要の説明となりますので、金額につきましては１万円未満は省略をさせていただきま

す。 
 それではお手元の決算書の２ページ、３ページをお開きください。 
 平成２４年度一般会計と１６の特別会計の歳入歳出決算の総括表でございます。 
 一番下の合計欄でありますが、一般会計および１６の特別会計における収入済額の合計は

５１５億７，９１３万円。支出済額の合計は４９７億１，９９１万円。歳入歳出差し引き額の

合計は１８億５，９２１万円となりました。 
 なお、この表には示されておりませんが、既収財源のうち翌年度への繰越額が２億８，２５０万

円となっておりますので、それを除く全体の実質収支額は１５億７，６７１万円の黒字となっ

ております。 
 それでは、個々の会計の説明に移ります。 
 まず議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」について、ご説明

を申し上げます。 
 歳入につきましては６ページからになります。なお、歳入は収入済額でご説明をいたします。 
 第１款市税は収入済額８５億５，５８４万円であります。その主なものといたしまして市民

税３３億３０６万円、固定資産税４３億７，４４０万円などとなっております。市税は歳入全

体の２５．８％を占めております。また前年度と比較いたしますと２億１，１６４万円の減額

となりますが、これは平成２４年度の固定資産税の評価替えにより評価額が下がったことが大

きな要因となっております。 
 次に第２款地方譲与税でありますが２億５，８３３万円となっております。 
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 次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は総額で８億６，

０４３万円。前年度に比べ５，６３６万円の減額となっております。 
 第１０款地方交付税は９８億９６３万円で歳入全体の２９．５％を占めており、前年度とほ

ぼ同額であります。 
 以下の歳入につきましては、主なもののみを申し上げます。８ページ、９ページをご覧くだ

さい。 
 第１４款国庫支出金３７億１，９５２万円、第１５款県支出金１９億３，１８３万円、第１９款

繰越金１８億４，３４２万円、次のページの第２１款市債４８億５５４万円であります。 
 その結果、歳入決算額は３３２億４０３万円となり、前年度と比べ２．３％、金額で７億７，

８１２万円の減額となっております。 
 次に歳出でありますが、１２ページからになります。歳出は支出済み額でご説明いたします。 
 まず第１款議会費は支出済額２億５，３９２万円で執行率は９７．９％であります。 
 次に第２款総務費につきましては３９億８，３６８万円で、その主なものといたしまして総

務管理費３２億８，３７７万円となっております。総務費全体の執行率は８９％でありますが、

本庁舎等耐震改修事業など４事業で、併せて１億８，２０６万円が平成２５年度への繰越事業

となっております。 
 次に第３款民生費は１０１億９，７９９万円となっており、歳出全体の３２．１％を占めて

おり、歳出の中では最も大きな支出となっております。 
 その主なものといたしまして社会福祉費４３億８，２６８万円。児童福祉費４５億４，７２５万

円で、そのほか生活保護費１２億６，８０５万円を含めた民生費全体の執行率は９４．７％で

ありますが、私立保育所施設整備事業など３事業で３億２，９０２万円を翌年度へ繰り越しを

しております。 
 次に第４款衛生費は２３億１，５６１万円となっており、主な内訳は保健衛生費６億２，

６９５万円、環境衛生費６億６，９５７万円、清掃費６億８，７２０万円であります。衛生費

全体の執行率は７３．４％でありますが、上水道事業会計収支金など２事業で７億６，１４５万

円を翌年度へ繰り越しをしております。 
 次の第５款労働費は１，２６２万円で、執行率は１００％であります。 
 次に第６款農林水産業費は１２億８，６９２万円となっております。内訳は農業費１２億

９５２万円、林業費７，７３９万円であります。農林水産業費の執行率は６１．６％でありま

すが地域農業振興事業費など９事業で４億７，８７０万円を翌年度へ繰り越しをしております。 

 次に第７款商工費は３億８９２万円で執行率は９５．３％となっております。 

 次に第８款土木費は５３億７，５８７万円で、そのうち主なものは土木管理費１億３，０６０万

円、次のページの道路橋梁費２７億７，４６５万円、都市計画費２３億８，１９３万円などで

あります。土木費全体での執行率は６７．１％でありますが、石和温泉駅周辺整備事業や砂原

橋架け替え事業など１５事業で、併せて２２億４，９８１万円を翌年度に繰り越しをしており

ます。 
 次に第９款消防費は９億３，２９７万円で執行率は９２．２％となっており、消防施設整備

事業など２事業で５，１０３万円を翌年度に繰り越しをしております。 
 次に第１０款教育費は２８億４，８２８万円で、そのうち主なものは教育総務費８億３，

８１１万円、小学校費４億５，１５４万円、中学校費３億２，５６８万円、社会教育費７億３，
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４２５万円などで教育費全体の執行率は８６．９％でありますが、石和中学校校舎等改築事業

など４事業で１億１，７７２万円を翌年度に繰り越しをしております。 
 次に第１１款災害復旧費でありますが、平成２３年の台風１５号にかかる災害復旧費といた

しまして８８５万円を支出しております。 
 次に第１２款公債費は３９億２，８６２万円で、地方債借入金の元利償還金として支出いた

しました。 
 次に第１３款諸支出金は３億４，６５１万円で、財政調整基金などへの積み立てを行ったも

のであります。 
 以上の歳出合計は３１８億８２万円で前年度と比べ１．１％、金額で３億３，７９０万円の

減額となりました。 
 なお、歳出全体の執行率は８４．４％であります。その結果、１６ページをご覧ください。 
 歳入金３３２億４０３万円、歳出金３１８億８２万円で歳入歳出差し引き額１４億３２０万

円であります。 
 次に少し飛びますが２６８ページをご覧ください。平成２４年度笛吹市一般会計の実質収支

に関する調書であります。 
 歳入歳出差し引き額まではただいまご説明したとおりでありますが、翌年度へ繰り越すべき

財源といたしまして繰越明許費などの繰越額が２億４，６３９万円で、これを差し引いた実質

収支額は１１億５，６８１万円となっております。 
 以上が、一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に２７０、２７１ページをご覧ください。 
 議案第１０５号 「国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 まず主な歳入でありますが、第１款国民健康保険税の収入済額は２２億１，５０４万円となっ

ており、国保税全体の収納率は６９．３％であります。 
 次に第３款国庫支出金２２億９，９４９万円、第５款前期高齢者交付金１４億７，４４６万

円、第７款共同事業交付金９億９，１１２万円、第９款繰入金６億５，７２９万円となってお

りまして以下、繰越金、諸収入などを合わせました歳入合計は８８億２，５４０万円で前年度

と比べ２億４，２５０万円の増額となっております。 
 次に２７２、２７３ページ、歳出になります。主なものにつきまして、支出済額で申し上げ

ます。 
 第１款総務費は１億１，７６５万円、第２款保険給付費は５５億９，０６２万円で、これは

前年度と比べ１億２，４４１万円の増額となっております。 
 以下、第３款後期高齢者支援金等１１億２，８３７万円、第６款介護納付金５億１，６５７万

円、第７款共同事業拠出金９億７，５１５万円などとなっており、歳出合計は８５億４，３４１万

円で前年度と比べ２億７，９６３万円の増額となりました。 
 その結果といたしまして、２７６ページをご覧ください。 
 歳入金８８億２，５４０万円。歳出金８５億４，３４１万円。歳入歳出差し引き額２億８，

１９９万円であります。 
 以上が、国民健康保険特別会計決算の概要であります。 
 次に３１０、３１１ページをご覧ください。 
 議案第１０６号 「介護保険特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
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 まず主な歳入でありますが、第１款保険料は１０億１，１９３万円で収納率は９４．５％と

なっております。 
 第３款国庫支出金１２億１，４５７万円、第４款支払基金交付金１４億７，８３６万円、第

５款県支出金７億７，３３４万円などを合わせました歳入合計は５３億４，３８０万円で、前

年度と比べ９．６％、４億６，８３９万円の増額となっております。 
 次に３１２、３１３ページ、歳出になります。 
 歳出の主なものは第１款総務費１億３，８９３万円、第２款保険給付費は４９億８，６０９万

円で前年度と比べ３億７，６３０万円、８．２％の増額となっております。 
 以下、歳出合計は５３億１，９３６万円で保険給付費などの伸びによりまして前年度と比べ

９．５％、４億６，１６５万円の増額となっております。 
 その結果といたしまして、次の３１４ページをご覧ください。 
 歳入金５３億４，３８０万円。歳出金５３億１，９３６万円。歳入歳出差し引き額２，４４４万

円であります。 
 以上が、介護保険特別会計決算の概要であります。 
 次に３４０、３４１ページをご覧ください。 
 議案第１０７号 「介護サービス特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明をいたします。 
 まず歳入でありますが第１款サービス収入１，５１６万円。第３款繰越金４２４万円。歳入

合計は１，９４１万円で前年度と比べ４．８％、８９万円の増額となっております。 
 次に３４２、３４３ページ、歳出になります。 
 第１款総務費７０９万円。第２款事業費１，０５１万円。歳出合計は１，７６０万円で前年

度と比べ２３．２％、３３２万円の増額となっております。 
 結果といたしまして、次の３４４ページをご覧ください。 
 歳入金１，９４１万円。歳出金１，７６０万円。歳入歳出差し引き額１８０万円となってお

ります。 
 以上が、介護サービス特別会計決算の概要であります。 
 次に３５２、３５３ページをご覧ください。 
 議案第１０８号 「後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 まず主な歳入でありますが、第１款後期高齢者医療保険料４億２，５６８万円。第２款繰入

金７億８，５２１万円などで、歳入合計は１２億１，２７４万円であります。 
 次に３５４、３５５ページ、歳出になります。 
 第１款総務費１，６７５万円。第２款後期高齢者医療広域連合納付金１１億９，３９３万円

で歳出合計は１２億１，１１７万円となっております。 
 結果といたしまして、次の３５６ページをご覧ください。 
 歳入金１２億１，２７４万円。歳出金１２億１，１１７万円。歳入歳出差し引き額１５６万

円となっております。 
 以上が、後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。 
 次に３６８、３６９ページをご覧ください。 
 議案第１０９号 「公共下水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 まず主な歳入でありますが、第１款分担金及び負担金７，８７１万円。第２款使用料及び手

数料は５億４，９１７万円で、このうち下水道使用料の収納率は８３．５％となっております。
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第３款国庫支出金６，７２３万円、第４款繰入金１８億５，４２８万円、第７款市債１億５，

２１０万円などであります。 
 歳入合計は２８億４，２０７万円で前年度と比べ１．８％、４，９４６万円の増額となりま

した。 
 次に３７０、３７１ページ、歳出になります。 
 第１款総務費１億３，９０４万円、第２款下水道事業費８億１，７３９万円、第３款公債費

１７億９，３６６万円となっておりまして、歳出合計は２７億５，００９万円で前年度と比べ

３．６％、９，６７３万円の増額となっております。 
 その結果といたしまして、次の３７２ページをご覧ください。 
 歳入金２８億４，２０７万円。歳出金２７億５，００９万円。歳入歳出差し引き額９，１９７万

円であります。 
 以上が、公共下水道特別会計決算の概要でございます。 
 次に３８８、３８９ページをご覧ください。 
 議案第１１０号 「農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明いたします。 
 この会計は、芦川地区の農業集落排水事業にかかる会計であります。 
 まず歳入でありますが第２款使用料及び手数料８２６万円、第３款繰入金３，７５０万円な

どで歳入合計は５，２１０万円となっており、前年度と比べマイナス２０．７％、１，３５９万

円の減額となっております。 
 次に３９０、３９１ページ、歳出になります。 
 主なものといたしまして第２款農業集落排水事業費１，６９３万円、第３款公債費２，９７３万

円などであります。 
 歳出合計は４，６７７万円で前年度と比べマイナス２１．２％、１，２５８万円の減額となっ

ております。 
 結果といたしまして、次の３９２ページをご覧ください。 
 歳入金５，２１０万円。歳出金４，６７７万円。歳入歳出差し引き額５３３万円であります。 
 以上が、農業集落排水特別会計決算の概要であります。 
 次に４０２、４０３ページをご覧ください。 
 議案第１１１号 「簡易水道特別会計歳入歳出決算認定」についてご説明をいたします。 
 この会計は、芦川地区の簡易水道事業にかかる会計であります。 
 歳入の主なものは第２款使用料及び手数料３１０万円でこのうち使用料は３０６万円、収納

率は９９．３％となっております。このほか第４款繰入金１，０８１万円、第５款繰越金９５２万

円などで歳入合計は２，９６６万円であります。 
 次に歳出でありますが４０４、４０５ページをご覧ください。 
 主なものといたしまして第２款水道費１，８９９万円、第３款公債費４２２万円などで歳出

合計は２，５５８万円となっております。 
 その結果といたしまして、次の４０６ページをご覧ください。 
 歳入金２，９６６万円。歳出金２，５５８万円。歳入歳出差し引き額４０８万円であります。 
 以上が、簡易水道特別会計決算の概要であります。 
 次に議案第１１２号から議案第１２０号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有林

保護財産区管理会特別会計の決算認定についてでありますので、一括してご説明をいたします。
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４１７ページからになります。 
 黒駒山財産区ほか８財産区の歳入総額は４，９８８万円で、歳出総額は５０８万円となって

おりまして、差し引き額の４，４８０万円につきましては翌年度への繰り越しとなっておりま

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

動費などに予算執行されたものであります。 
 それぞれの決算額につきましては、４１７ページから５３８ページまでの各財産区管理会特

別会計決算書のとおりでありますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 
 一般会計ならびに１６の特別会計につきましては以上でありますが、５３９ページから

５４７ページまでに財産に関する調書がございます。この中には市の公有財産、備品、基金等

の詳細が記載されておりますので、これも併せて参考にしていただきたいと思います。 
 それでは決算の最後になりますが、２つの事業会計であります。５５０ページをご覧くださ

い。 
 まず議案第１２１号 「水道事業会計決算認定」についてご説明いたします。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款の水道事業収益につきま

しては、決算額１４億９，６６７万円となっております。また支出でありますが、第１款水道

事業費用の決算額は１４億７，１４５万円で２，５２２万円の黒字を計上いたしました。 
 次の５５１ページの資本的収入及び支出でありますが、そのうち収入の第１款資本的収入の

決算額は５億７，０７１万円となっております。また支出でありますが、第１款資本的支出と

いたしまして決算額１０億９，４７９万円となっており、不足額５億２，４０８万円は当年度

分の損益勘定留保資金、ならびに繰越利益剰余金で補填してございます。 
 以上が、水道事業会計決算の概要であります。 
 最後になります、５８０ページをご覧ください。 
 議案第１２２号 「市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定」についてご説明いたします。 
 まず収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第１款温泉事業収益につきまし

ては決算額７，２９６万円となっております。また支出でありますが、第２款温泉事業費用の

決算額６，３３７万円で９５９万円の黒字を計上いたしました。 
 次の５８１ページの資本的収入及び支出でありますが収入はありません。また支出でありま

すが、第４款資本的支出といたしまして決算額５３９万円となっており、不足額につきまして

は過年度分の損益勘定留保資金で補填をしております。 
 以上が、温泉給湯事業会計決算の概要であります。 
 なお、平成２４年度決算概要および主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいており

ますが、この中に２４年度中の一般会計、特別会計および事業会計の主要な施策の事業概要も

記載されておりますので、併せて決算の参考にしていただきたいと思います。 
 以上、雑駁な説明ではございますがよろしくご審議の上、認定くださいますようお願い申し

上げ、平成２４年度における笛吹市すべての会計決算の補足説明とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、会計管理者の説明が終わりました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第５ 代表監査委員より決算審査の結果につきまして、意見報告を求めます。 

 代表監査委員、古屋眞彦君。 
〇代表監査委員（古屋眞彦君） 

 それでは、平成２４年度決算審査結果についてご報告を申し上げます。 
 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定により、決算審査を実施い

たしました。その結果についてお手元の決算審査意見書に基づいて報告をさせていただきます。 
 決算審査意見書の１ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２４年度笛吹市一般会計および国民健康保険特別会計ほか１５の特別会計について、歳

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

書、基金運用状況に関する調書を対象に平成２５年７月２日から８月１日まで、中川、小林、

私古屋の３名の監査委員によりまして審査を実施いたしました。 
 審査の方法は各会計歳入歳出決算、その他政令で定められた書類について関係諸帳簿、諸証

票類と照合し計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査をいたしました。 
 審査に付された書類および各調書はそれぞれ関係法令の規定に適合し、計数は正確であり予

算執行についても適正でありました。 
 以下、会計ごとに意見を述べさせていただきます。 
 一般会計の審査意見については、３５ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２４年度一般会計の決算状況は歳入総額３３２億４０３万円、歳出総額は３１８億８２万

円で形式的収支は１４億３２１万円となり、翌年度へ繰り越すべき繰越事業費充当財源２億４，

６３９万円を差し引いた実質の収支額は１１億５，６８２万円となっています。 
 歳入については前年より７億７，８１２万円減少であり、歳出については前年より３億３，

７９１万円少なくなっています。 
 次に前年度決算審査の折にも指摘・要望いたしました事項であります。税および各種料金等

の収納率の向上についてでありますが、各課等が連携しながらさまざまな滞納対策など滞納額

の縮減に向け真剣に取り組まれた結果、単純に金額ベースで見ますと４億３千万円減少し、１５億

５千万円となりましたが、以前徴収率ベースで見ますと大変厳しい状況にあります。 
 特に各種料金・負担金等については、負担の公平性の原則に立ち貴重な財源確保のため、明

確な基準を設け、徴収体制の強化と新たな諸施策や効果的な徴収手法を検討し、滞納額の縮減

に努めるとともに、不納欠損処分については適切かつ厳正な取り扱いをお願いするものであり

ます。 
 また国の施策による補助金、交付金の減少や景気低迷による税収の低下等が予想される中で

国の動向には十分注視するとともに、目下進行中の大型プロジェクト事業および各種諸事業の

執行にあたり、イニシャルコストのみならずランニングコスト等の運営費にも十分意を払う必

要があろうかと思います。 
 少子高齢化、社会保障の増加、福祉、教育、環境など市民生活関連施策への対応、扶助費や

公債費の増高など、ますます厳しい状況になることが予想されます。 
 組織体制をしっかりと整え、比較検討し、行財政改革大綱の目標でもある人、物、金、情報

を有機的にマネジメントし、簡素で魅力ある市政が実現することが望まれます。 
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 平成２４年度の事務事業成果等の報告については、職員の皆さんの努力によりましてさまざ

まな成果を挙げていることが確認できました。 
 今後とも第二次笛吹市行財政改革大綱に基づき、これまで以上の努力と工夫をし、着実に進

展していくことを期待するものであります。 
 なお、決算審査の過程で検討を要する課題がいくつか見受けられたので、次の事項について

の取り組みを望むものであります。 
 最初に、行政評価の推進について。 
 平成２５年度は第２次笛吹市行財政改革大綱の最終年度になっています。事務事業評価およ

び施策評価による各種事業の費用対効果の検証および事業の必要性や、予算が有効に使われた

か検証し、不要と思われる事業については積極的に改善あるいは廃止等を行い、引き続き行財

政改革に取り組むことが望まれます。 
 また、その成果を分かりやすい情報として市民にも積極的にディスクローズしていただきた

いわけであります。これにより市民の行政に対する信頼は、一層深まるものと思料いたします。 
 ２つ目に、市税および料金等の収納率の向上についてであります。 
 これは前年度に引き続いてでありますが、平成２４年度一般会計において市の歳入の根幹を

なす市税および各種料金の収入未済額は、先ほども申し上げましたが１５億５千万円と職員の

努力により前年度に比べ減少してきているものの、公平性の観点から関係法令に基づいた収納

体制を強化し、今後ともさらなる収納率の向上対策に取り組むことが重要であります。 
 滞納債権については、内容をしっかりと見極める中で有効な時効中断手続きを講ずることに

より、安易に時効の成立をすることがないように職員の意識向上を図りながら、効率的・効果

的な徴収に努めていただきたいわけであります。 
 安易に時効による不納欠損処分を行うことは、市民の納税意欲の低下を招きます。市役所を

挙げて納税額の減少、ひいては不納欠損額の縮減に努めてほしいわけであります。 
 なお今後、徴収体制を強化するためには組織を横断し、一元的に管理・回収することが可能

なセクションの設置を検討する等、組織体制の見直しも必要かと思います。 
 ３つ目に随意契約、委託業務契約についてであります。 
 随意契約は一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式であり、適正履行の確保が期待で

きる面、経済性確保という観点からは競争入札に比べ必ずしも有利とは言えません。安易に納

入実績がある、使い勝手がよいという理由だけでは随意契約の理由とは言えません。随意契約

の意味を十分理解し、契約理由が明確で適正であるか検証することも必要であると思います。

また委託業務契約についてもできる限り競争原理を働かせ、適正な契約手続きを執行していた

だきたいと思います。 
 ４番目に、災害等に対する危機管理体制の強化についてであります。 
 先日も山陰地方や東北地方で、これまでに経験したことのない局地的な集中豪雨によりまし

て土石流等が発生し、尊い命が奪われています。このような突発的な集中豪雨や長雨による河

川の氾濫および道路の冠水や土砂災害、また最近は大規模な地震の発生や富士山の噴火等の可

能性もいわれております。平素の対策や訓練などにより、複数の災害が同時に発生した場合で

あっても市民の生命、財産を守るためにいかなる状況でも即応できる万全の職員体制や危機管

理体制の整備にも努めていただきたい。また自主防災組織を強化するためには、防災リーダー

等の活躍が必要不可欠であるので、その養成や実践的な訓練を行い、地域の防災力の向上を図っ
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てください。 
 次に特別会計であります。３８ページから４１ページをご覧いただきたいと思います。 
 国民健康保険特別会計については歳入決算額が８８億２，５４０万円に対し、歳出決算額は

８５億４，３４１万円でした。調定額から収入額と不納決損額を引いた収入未済額は７億８，

６７４万円であります。前年より１億２，４７１万円ほど減少しましたが、未収金額は国民健

康保険事業の健全な運営を妨げる大きな要因であると同時に、負担の公平性の面からも認めら

れるものではありません。今まで以上に滞納者に対しては明確な基準を設け、徹底した滞納整

理対策を講じ収入未済額の縮減に向けた、より一層の徴収の努力を図られたいわけであります。 
 次に介護保険特別会計についてであります。４４ページをご覧いただきたいと思います。 
 介護保険特別会計の歳入決算額は５３億４，３８０万円に対し、歳出決算額は５３億１，

９３６万円でありました。介護保険料は未収金が４，４８７万円あります。未収金が昨年より

５８０万円ほど増加してきています。公平な保険料負担と介護保険事業の安定的継続のために

も保険料の未納者に対しては給付の制限等の説明を行い、保険料の収納率の向上と不納欠損額

の縮減に努めていただきたいわけであります。 
 次に介護サービス特別会計でありますけども、４５ページをご覧いただきたいと思います。 
 介護サービス特別会計の歳入決算額は１，９４１万円に対し、歳出決算額は１，７６０万円

でありました。介護予防サービスは、要支援と認定された方が要介護状態とならないように利

用するものでありますことから、予防プランの評価・見直しを徹底するなど、その方に合った

介護サービスの提供を行うことが重要となってきます。十分な成果が得られ、介護保険料の上

昇を防ぐためにも今後ともより一層の取り組みが望まれるところであります。 
 次に後期高齢者医療特別会計でありますけども、４７ページをお開きください。 
 後期高齢者医療特別会計の歳入決算額１２億１，２７４万円に対し、歳出決算額は１２億１，

１１７万円でありました。滞納額も昨年より３００万円ほど減少しています。後期高齢者の医

療保険料はこの制度を支える重要な財源となるもので、滞納者に対しては負担の公平性の面か

らも滞納対策を講じられ、納付相談等に気兼ねなく応じられるような体制の整備をし、収入未

済額の縮減に向けた一層の努力を図られたいと思います。 
 次に公共下水道特別会計であります。４８ページから５０ページでございます。 
 公共下水道特別会計の歳入決算額は２８億４，２０７万円に対し、歳出決算額は２７億５，

００９万円です。歳出の６５％を公債費が占めています。このため歳入不足分からの不足分を

一般会計からの多額な繰入金により、補填して繰り回しているのが実態であります。この結果、

一般会計における財政運営にも今後、影響を及ぼしかねない状況と思います。 
 一方でこうした状況にあるにもかかわらず、下水道受益者負担金および使用料に１億２，

４８９万円もの収入未済額があり、昨年度より１，７００万円ほど減少したものの自主財源の

乏しい中、受益者負担金等は重要な下水道事業の財源であるため、収入未済額の縮減対策や債

権管理についての職員の法的知識の向上およびコストの削減等について、早急に検討すること

が望まれます。 
 次に農業集落排水特別会計についてであります。５１ページをご覧いただきたいと思います。 
 本会計事業の歳出は排水処理施設の維持管理、起債の償還が主なものであります。より効率

的な施設の維持管理により繰入金の削減に努め、未収金についても昨年度より若干少なくなっ

ているので、公平性の面からも収納対策を早急に講じられたいと思います。 
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 次に簡易水道特別会計の審査意見であります。５２ページから５３ページをご覧ください。 
 営業実績は給水人口４４５人、総排水量は７万７千立方メートルで、そのうち有収水量は６万

８千立方メートルになり、有収率は８９％になっています。漏水が１１％ということでありま

す。老朽管の敷設替え等を積極的に行い、有収率の向上を図る必要があります。 
 次に５４ページから６６ページをご覧いただきたいと思いますけども、財産区管理会特別会

計および財産、ならびに基金についてであります。 
 財産区の管理体制についてはますます高齢化が進み、財産管理が難しい状況になってきてい

ます。後継者選び等、課題はたくさんあるかと思いますが、今後とも貴重な資源の保護育成に

努められたいと思います。 
 財産基金については、的確な管理が行われています。公金の安全性を確保するため、金融機

関の経営状況等の情報収集を行い、経営悪化の場合に備えていただくとともに、公金の運用に

ついては、より一層安全有利な運用に努めていただきたいわけであります。 
 続きまして公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付されました平成２４年度笛吹

市水道事業会計決算、笛吹市営の春日居地区温泉給湯事業会計および証憑書類、その他政令で

定める書類について審査しましたので、その結果についてご報告をさせていただきます。 
 最初に水道事業であります。水道事業会計の決算書をご覧いただきたいと思います。 
 公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２４年７月２日に決算審査を実施いたしまし

た。効率的に予算の執行および事業の運営が行われているかどうか。また計数が正確に記載さ

れ、かつ当該事業年度の経営成績、ならびに当該年度末における財政状態を適正に表示してい

るか否かを検証するため関係諸帳簿等を検査し、併せて職員から説明を聴取いたしました。 
 その結果、財務諸表はそれぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および当該年度末におけ

る財政状態が適正に表示されており、計数は正確であることを認めました。 
 ８ページから１６ページをご覧いただきたいと思います。 
 平成２４年度の単年度収支は５３１万円の赤字になりました。本年度の営業実績は給水人口

６万９，３６２人、普及率は９７．３％となっています。年間有収水量は８２９万立方メート

ル、有収率は昨年度より５．５ポイント改善されまして８０．６％となっております。しかし

類似都市平均と比較しますと、類似都市平均は８７％でありますのでまだまだ改善の余地はあ

ろうかと思います。 
 改善されてきたとは言いましても、総排水量の２０％近い水を無駄にしているのが現実であ

ります。今後とも有収率の向上のための取り組みが望まれるところであります。 
 また水道料金の未収金は２億２，４８７万円となっています。職員の方々の大変な努力によ

りまして、昨年より４００万円ほど減少いたしましたが、今後は高額滞納者に対して給水停止

等の厳しい措置を実施することによりまして個別徴収の強化などを積極的に行い、さまざまな

対応方法を検討し、滞納者に対し断固たる姿勢を示す必要があろうかと思います。このために

も職員に対して時効の中断手続き、あるいは援用の要否、滞納対策や不納欠損対策等について

の専門的な知識の向上を図っていただきたい、こう思うわけでございます。 
 なお、先ほども述べましたとおり税、料金等の徴収と併せて一元的に管理・回収することも

有効な手段かと思われます。 
 水道事業会計は来年度から新地方公営企業会計制度へ移行することがすでに決定しています。

これによりみなし償却制度の廃止、減損会計の導入により含み損が明確化する等、民間なみの
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会計制度に移行することになります。水道事業は一般会計からの繰り入れ、企業債の借り入れ

も多額になっています。企業債については、財政健全化計画等も考慮しながら有利な借り換え

や繰上償還についても検討することが喫緊の課題かと思います。 
 今後とも公営企業として、健全な事業運営が遂行されるよう望むものであります。 
 次に春日居地区温泉給湯事業会計でありますけども、給湯関係の１ページをお開きいただき

たいと思います。 
 平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算については、平成２５年７月２日に

審査を行いました。審査の方法は、水道事業会計と同じであります。 
 審査に付された決算書および財務諸表はそれぞれ関係法令の規定に適合し、経営成績および

当該年度末における財政状況は適正に表示されており、計数は正確であると認めました。 
 ７ページでありますが、本年度の営業実績は給湯世帯が１３８戸で、年間の総配湯量および

有効湯量とも２７万立方メートルということで、有効率は１００％であります。 
 単年度収支は黒字になっていますが、温泉使用料の未収金が１，１６１万円あります。収入

金の解消のためにも督促状の発送、個別徴収の強化など特に高額の滞納者に対しては条例改正

等の法的な措置も含めた内部検討を行い、滞納者に対しては断固たる姿勢を示し、未収金解消

に努めていただきたいと思います。 
 続きまして、地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および

第２２条に規定する資金不足比率について審査を実施いたしました。 
 健全化判断比率等審査意見書の１ページをご覧いただきたいと思います。 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定による健全化比率および２２条に規

定する資金不足比率について法令等に照らし審査しましたが、審査に付されました比率等につ

きましてすべて適正に作成されており、是正・改善する必要はない数値でありました。 
 以上、平成２４年度決算審査の結果についての報告を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、代表監査委員の報告が終わりました。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   これより日程第６ 報告第４号を議題といたします。 

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

基づく財政健全化判断比率および公営企業の資金不足比率の報告等でありますので、ご了承を

願います。 

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

〇議長（前島敏彦君） 

   次に日程第７ 議案第８１号から日程第５１ 議案第１２５号までを一括議題といたします。 

 この際、申し上げます。 

 ただいま議題となっております議案第８１号から議案第１２５号につきましては、審査を所

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

質疑に留めたいと思います。 

 それでは、ただいまから大綱質疑の発言を許します。 

 １６番、亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 

 代表監査委員にお聞きしたいと思います。 

 代表監査委員におかれましては一般会計から１６の特別会計、それから２つの企業会計、大

変膨大な量でありまして、監査には大変時間も要したと思います。改めてお礼を申し上げたい

と思います。 

 私は審査意見の中で、４１ページの国民健康保険の特別会計の審査意見に関わってお聞きし

たいというふうに思います。 

 審査意見の最後のところで、意見として不測の事態に備えて国民健康保険、基金の必要額の

確保に努められたいというふうに意見を述べられております。そこで伺いたいのですが、この

必要額というのはどのくらいの額だというふうに思っていらっしゃるのか。またもし思ってい

らっしゃる金額がありましたら、その根拠はなんなのかということについてお伺いしたいと思

います。 

 これを見ますと、２４年度末の決算でこの国保会計の基金は若干増えまして、およそ１億８，

８００万円だったと思います。以前この各自治体の国保会計の基金を溜め込むこと、以前は国

や県が強力に指導をしておりました。一定額以上の基金を貯めておきなさいよということを強

力に指導していた時代があります。それで赤字になっても、なかなか基金を取り崩さずに保険

税を上げて市民に負担を求めるということも以前はやられておりました。しかし今は基金を貯

めこむことについては、国や県は一切指導していないというふうに私は認識しております。 

 その中で、どういった経過でこの必要額が決まるのか。その必要額がどのくらいと思ってい

らっしゃるのか。また、その根拠はなんなのかということをお示しいただけたらというふうに

考えております。 

〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 代表監査委員、古屋眞彦君。 

〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 私、行政職で執行権限がないもので、私でいいのかどうか、私個人的に考えていることにつ

いて申し上げますと、先生の意見にお答えさせていただきますと、不測の事態の金額がいくら

と考えているかということでよろしいわけでございますか。貯め込んでおくというお考えとい

うのは。 

 不測の事態ですからそれはいくらということは分からないわけでございますけども、これは

私ども監査委員の立場でいきますと、予算があってそれが執行されている状況との対比だけで

ありまして、予算額、要するに調定額があるわけです。それを付けて見ていくらということで

ございまして、私どもがいくらが妥当だという立場にありませんもので、数字うんぬんという

ものについては分かりません。それが実態でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子議員、よろしいでしょうか。 

 （ な し ） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 以上で、質疑を終結します。 
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 ただいま議題となっております４５案件については、お手元に配布してあります議案付託表

のとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日５日は議案調査のため、休会といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

 よって、明日５日は休会とすることに決定しました。 

 次の本会議は９月６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 ３時１５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願い申し上げます。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 本日、副市長 久保田克己君より欠席届が提出されております。これを受理しましたので、

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

 念のために申し上げます。 
 質問につきましては申し合わせ事項を遵守され、簡単明瞭に願います。 
 なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行にご協力

をお願いいたします。 
 まず、笛新会の代表質問を行います。 
 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 おはようございます。笛新会の海野利比古でございます。 
 質問に入ります前に議長にお許しをいただきまして、本日の代表質問の機会をお与えいただ

きました会派の先輩、また同僚の議員の皆さまに心から感謝を申し上げる次第でございます。 
 ６月２６日、ユネスコ世界遺産委員会で富士山が世界遺産一覧表に記載されました。富士山

の美しい自然だけではなく、さまざまな芸術や信仰を生み育ててきた日本文化の象徴としての

類い稀な価値が認められたためです。 
 さて平成２５年１月１２日に通年開催として開幕した第２８回国民文化祭やまなし２０１３も

閉幕まであと２カ月余りとなりました。冬のステージ、春のステージ、夏のステージと３シー

ズンを終え、いよいよ１０月からメインシーズンとなる秋のステージを迎えることとなります。

笛吹市におきましては、これから文化の日に向けて文化祭、俳句大会などの４つの事業が予定

されています。国民文化祭は国内最大級の文化の祭典にふさわしく、全国から多数の参加者や

観客が訪れ、文化振興はもとより地域活性化の原動力となり、その経済効果にも大きな期待を

寄せているところであります。 
 またそうした経済的な側面だけではなく、文化が持つ意義や役割、普遍的な価値といったも
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のをもう一度見つめ直して笛吹市の観光資源として大切に保存し伝え、より高めていくことが

国民文化祭の役割の１つと考えております。 
 私を含め多くの方々は笛吹市は果物や温泉があり、自然が豊かなまちだと考えております。

しかしながら飯田蛇笏・龍太を生んだ境川の風土、深沢七郎の楢山節考や笛吹川など独特な文

化が育まれた土地柄でもあります。また笛吹市は武田信虎が躑躅ヶ崎に移転するまでの約１千

年の間、甲斐の国の政治・文化の中心地であったことから、数多くの歴史資料や文化財も残さ

れております。 
 こうした産業や文化を育み高め次の世代に引き継いでいくには、関係者の営みはもちろんで

すが、財政的な支えが必要です。文化が持つ普遍的な価値をもう一度見つめ直して、笛吹市の

観光資源として活用し、次の世代に伝えていくためには、将来にわたって安定した財政基盤に

ならなければなりません。 
 そこで、笛吹市の財政展望について伺います。 
 平成２１年度に作成されました１０年間の財政シミュレーションはどのように検証し、その

結果を今後の計画にどのように生かしているのでしょうか。 
 また平成２４年度の決算につきましては、前市政が編成した予算ですがどのように評価して

いるのでしょうか。倉嶋市長自身の考えをお聞かせください。 
 そして笛吹市が将来にわたって安定した行財政運営を続けていくためには、財政計画が必要

かと考えます。今後１０年間の市の財政計画をお示しください。 
 この先、公共施設の老朽化が進んでいくと思われますが、市内１９カ所の小中学校の校舎等

についても、なんらかの補修工事や建て替えが必要となってきます。こうした事態に対処して

いくためには、将来の小学校の統合も視野に入れた長期的な整備計画が必要と考えますが、市

内１９カ所の小中学校の校舎等の建築時期と耐用年数はどうなっていますか。また長期的な整

備計画を検討していらっしゃいますか、お聞かせください。 
 次に笛吹市の安定した行財政運営を支える産業について、特に笛吹市の基幹産業である観光

と農業の振興策について、倉嶋市長の考えをお聞かせください。 
 去る４月１０日、倉嶋市長は先人が築いてきた果実郷を守り、明日へ進む努力をしていくた

め、日本一桃源郷を宣言しました。そこで質問いたします。 
 日本一の生産量を誇る桃・ブドウのさらなる消費拡大を図っていくために、どのような展開

をお考えですか。 
 また、日本一桃源郷宣言を全国および海外にＰＲしていくために、どのような方法を考えて

いますか。 
 そして日本一桃源郷にふさわしいまちづくりとして、どのような将来像を描き具体的にどの

ような方策を考えていますか、お聞かせください。 
 続いて、国民文化祭について伺います。 
 はじめに石和鵜飼についてですが、７月２０日から８月１９日までの開催状況はいかがでし

たか。国民文化祭としてどのような取り組みを行い、平成２４年度と比較し、果たして来場者

は増加したのでしょうか。 
 次に甲斐の国千年の都の文化財巡り、いにしえの華・やまなしの縄文展、現代詩の祭典、文

芸祭俳句大会の準備状況についてですが、来場者の数をどの程度見込んでいますか。また、現

代詩や俳句作品の全国および笛吹市からの応募状況は、いかがだったのでしょうか。 
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 次に国民文化祭終了後の笛吹市のまちづくりについて、お伺いいたします。 
 本年度の国民文化祭笛吹市実行委員会の予算総額が３，８００万円、市費だけでも１，３００万

円余りをつぎ込んで実施する国民文化祭は、笛吹市における最大の関心事であります。 
 言うまでもなく、国民文化祭は開催することが目的ではありません。この多額の予算を投入

して開催する国民文化祭には、開催を契機として市民文化の創出と向上に結び付けていくこと

を期待しているところであります。 
 国民文化祭はしばしば国体の文化版と言われてきました。毎年、各県持ち回りで開催されて

きた国民体育大会は大会開催をきっかけに各県にスポーツ施設が整備され、その結果、スポー

ツ振興、体育向上が図られるようになりました。 
 昭和６１年のわが県のかいじ国体の際には、例えば石和町が軟式テニス、境川町が自転車競

技、八代町がライフル射撃の会場となり、そこから一流の選手が育ったり、そののちもインター

ハイ等の全国大会の会場として利用されております。 
 このようにイベントを機会に、そこから新しい文化が生まれてくるということも全国大会の

副産物だと考えております。 
 ここで改めて石和鵜飼について、私の考えを述べさせていただきたいと思います。 
 鵜飼というと岐阜県長良川の鵜飼が有名でございますが、過去には全国１５０カ所以上で行

われていたという記録もある伝統的な営みでございました。 
 今では岐阜県岐阜市と関市の長良川、愛知県犬山市の木曽川、京都府京都市宇治市の宇治川、

京都府京都市の大井川、和歌山県有田市の有田川、広島県三次市の馬洗川、山口県岩国市の錦

川、愛媛県大洲市の肱川、大分県日田市の三隅川、福岡県朝倉市の筑後川、そして山梨県笛吹

市の笛吹川の１２カ所で行われているだけでございます。笛吹川の石和鵜飼は、関東以北で唯

一行われている鵜飼となってしまいました。 
 現在、笛吹川で行われている石和鵜飼は鎌倉時代に行われていた石和川、別名鵜飼川の鵜飼

を再現したもので、宿泊の観光客を増やすための新たな観光資源とするため、愛知県犬山市か

ら鵜匠を招いて実演練習を繰り返し、昭和５１年８月１９日の第１２回石和温泉まつりの前夜

祭に復活したものであります。 
 石和鵜飼は徒歩鵜という大変珍しい漁法を用いて、烏帽子に腰みのという古式ゆかしい衣装

に身を包んだ鵜匠がかがり火の明かりを頼りに、巧みな手綱さばきで鵜を操る伝統漁法で８００年

近い歴史を持っています。 
 こうした伝統ある鵜飼を国民文化祭に取り上げて、その歴史と文化を改めての多くの市民に

知っていただいたことは、重要な意味があったと思います。 
 そして特に地元の協力を得て祭典を盛り上げたこと。夏休み、親子鵜飼教室を開いて地区の

子どもたちに鵜飼の歴史について学んでもらう機会をつくったこと。地域の笛吹高校の生徒が

鵜匠として活躍していることなど、伝統文化を後世に継承していく上で素晴らしい取り組みだっ

たと考えております。 
 こうした地域の文化活動をどのように生かし、笛吹市の伝統文化として定着させ、さらに後

世に伝えていくのか。また笛吹市の観光産業にどう結びつけていくのか、市長の考えをお聞か

せください。 
 次に、文芸祭俳句大会についてです。 
 境川町から引き継ぎ１６回の歴史を持つ小学生・中学生俳句会を、国民文化祭を機会に一般
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まで広げることはできないでしょうか。また、市民向けの俳句講座を定期的に行うなど笛吹市

の俳句文化をさらに育てていくことはできないでしょうか。 
 １０月３日は笛吹市民の誇りでもある近代俳句の巨匠 飯田蛇笏先生がお亡くなりになられ

て５１年になります。「芋の露連山影を正しうす」「くろがねの秋の風鈴鳴りにけり」など数々

の代表作を残した蛇笏先生は俳誌「雲母」の主催者でもありました。境川の自宅は「山廬」と

称し「雲母」の発行所となり毎月句会が開かれ、蛇笏先生の指導を仰ぎ研鑽を積もうと県内外

からおおぜいの俳句愛好者が集まる俳句の聖地となりました。当時は境川町をはじめとして市

内数カ所で句会が開かれ、多くの市民が俳句文化に興じたと聞いております。 
 国民文化祭で取り上げました鵜飼や俳句といった地域の文化は、笛吹市の観光資源となった

り、また地域力の向上につながると私は信じております。 
 そこで、市長にお聞きします。 
 国民文化祭を一過性のものとせず、今後に生かしていくために鵜飼や俳句を笛吹市の文化と

して高め、特徴のあるまちづくりを目指すことはできないでしょうか。また鵜飼や俳句の文化

を通じて、笛吹市を全国にＰＲできないものでしょうか。 
 さて話は変わりますが、皆さん、リニアモーターカーが時速５００キロメートルで桃源郷を

駆け抜ける姿を想像してみてください。昭和３９年１０月１日、東京・新大阪間を４時間で結

ぶ新幹線ひかり１号が東京駅を出発しました。時速２００キロで走る流線型の車体は当時の特

急列車の上をいくこともあり、超特急と呼ばれ親しまれるようになりました。そして今度はリ

ニアモーターカーが東京・大阪間をわずか１時間で結ぶようになるんです。国とＪＲ東海、そ

して沿線自治体が巨額の予算をつぎ込み、実験線の延長へとこぎつけた巨大プロジェクトが笛

吹市を舞台にまさに実現しようとしているのです。時速５００キロメートルで走る流線型ボディ

が桃源郷を駆け抜ける姿を想像すると今から楽しみでなりません。 
 そこで、この夢のような景観を一望できるビューポイントを何カ所か笛吹市内に選定できな

いでしょうか。桃の花の季節になりますと、行楽客以外に全国からおおぜいのアマチュアカメ

ラマンや鉄道マニアが訪れることになります。桃源郷を走るリニアモーターカーの景観を日本

全国はもとより世界に売り出していくべきと思いますが、市長の考えをお聞かせください。 
 冒頭でも述べましたが６月２６日、山梨県民にとって記念すべきユネスコ世界文化遺産委員

会で富士山が世界遺産一覧表に記載されたのです。富士山はその秀麗な姿から海外や文化の題

材に挙げられてきました。葛飾北斎の浮世絵で朝焼けに染まる赤富士を描いた「凱風快晴」、甲

州道中石和宿の旅籠のにぎわいを描いた「甲州伊沢暁」、「富士には月見草がよく似合う」で知

られる太宰治「富嶽百景」など、たくさんの芸術文化作品が生まれました。 
 富士山が世界遺産に登録されたことで、山梨県内には富士五湖地方を中心に全国および海外

からおおぜいの観光客が訪れるようになりました。その経済効果にも大きな期待を寄せている

ところであります。 
 そこで富士山世界遺産登録を目当てに訪れる観光客に日本一桃源郷、そして甲斐の国千年の

都笛吹市の魅力を伝えられないでしょうか。また富士山を訪れる観光客を、若彦路トンネルを

通して笛吹市全域に誘導する仕掛けは考えられないでしょうか。 
 世界遺産登録後の桃の花まつりシーズンには全国および海外から観光客の増加が見込まれま

すが、こうした観光客を受け入れる体制は十分に整っているのでしょうか、お聞かせください。 
 さて１０月１２日で笛吹市は市制施行９年を迎えます。旧７町村が持っている文化や産業、
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歴史が１つとなって笛吹市という新たなブランドイメージを持った年がスタートしました。桃

とブドウの生産量が日本一となったのは、合併の成果だといえます。また笛吹市は先も申し上

げました飯田蛇笏・龍太や深沢七郎、最近では直木賞作家 辻村深月ら数多くの文学者を輩出

した文化都市にもなりました。 
 合併して９年が経過し、笛吹市としてのブランドも定着しつつあります。笛吹市としてのブ

ランドをさらに高め、笛吹市の魅力をアピールしていくためには旧町村の単位で行っていた観

光客の誘客活動を笛吹市として一体的に取り組んでいくべきかと考えます。 
 そのためには旧町村単位で活動している観光協会を１つにとりまとめ、一体的に運営してい

く必要があると考えます。 
 そこで、笛吹市観光物産連盟の倉嶋代表理事に質問いたします。 
 笛吹市観光物産連盟の役割と組織および運営状況はどのようになっており、そして十分に機

能しているのでしょうか。石和町のイベントは石和温泉観光協会で行い、一宮町のイベントは

一宮町観光協会が行っているというような状況では、笛吹市としての観光施策が効果的に展開

されているとは思いません。 
 そこで笛吹市観光物産連盟が市の観光振興の中心的な役割を担っていけるよう連盟の役割、

また組織および運営方法をこの際、見直すべきではないかと考えます。 
 以上、倉嶋代表理事のお考えをお聞かせください。 
 次に、地域分権制度についてです。 
 合併してから現在まで笛吹市の自治会加入率は、どのような状況になっているのでしょうか。

また合併時に各町に設置した地域審議会の設置期間は、平成２７年３月末までとなっています

が、地域審議会は当初の目的を達成できたでしょうか。 
 地域審議会が解散し、自治会加入率が伸び悩んでいる状況の中で将来の笛吹市のコミュニティ

を担っていく自治組織について、今から研究しておく必要があると思いますが、笛吹市として

どのような自治のあり方がベストと考えますか、お聞かせください。 
 最後にこの夏、関東や東海、関西などで突発的かつ局地的に大雨や落雷をもたらしているゲ

リラ豪雨等への対策について質問いたします。 
 現行の笛吹市洪水ハザードマップは、ゲリラ豪雨に対する想定ができているのでしょうか。 
 ゲリラ豪雨による中山間地の崖崩れや地滑り等の危険個所についてどの程度把握し、また対

策がなされているのでしょうか。 
 またゲリラ豪雨による低地への浸水や冠水等の危険については、どの程度把握しているでしょ

うか。 
 ここ数年、全国で被害をもたらしているゲリラ豪雨を想定し、水防対策を見直す必要がある

のではないでしょうか。 
 またゲリラ豪雨等に備えて、河川整備が遅れている個所を再点検していくことが急務と考え

ますが、いかがでしょうか。 
 よろしくご答弁のほど、お願い申し上げます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 笛新会、海野利比古議員の代表質問にお答えします。 
 その前にお断りしておきたいのは久保田副市長が過日、体調を崩しまして目下、入院治療を

行っております。血圧が少し高くなったための症状が表われたということでございます。 
 現在はかなり普通の体調に戻っているというふうに見受けておりますが、当分の間、公務の

ほうは欠席状態が続くのではないかと思っております。 
 議会の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますけども、ご理解をいただきたいと思います。 
 さて、海野議員の質問でございます。 
 はじめに財政問題について、お答えをいたします。 
 財政シミュレーションは検証されているのか、こういうご質問でございます。笛吹市の財政

計画は毎年検証の上、見直しを行っております。 
 平成２１年度末に公表しました長期財政計画、これはすでに作成から４年を経過しておりま

す。国の経済対策でありますとか、あるいは子ども手当、そういった制度の導入がございまし

て、年度ごとに数値を当てはめていきますと相当、当初計画からの乖離が生じております。 
 ただ計画以上に基金が積み立てられている、また市債の発行額も計画以内に抑えられている

とこういう状況でございますので、財政運営についてはよい状況にあるとこのように考えてい

ます。 
 今後とも財政計画をしっかりと検証して、見直しを繰り返し健全な財政運営に努めてまいる

所存でございます。 
 次に、２４年度決算の評価ということでご質問をいただいております。 
 ご承知のとおり、私は昨年の１１月に市長に就任いたしました。年度当初は荻野前市長の施

政方針に基づき市政が運営されてきましたが、年度の半ばに市長が交代し大型プロジェクトの

中止、凍結・見直し等の転換があり、事務の一時停滞や経費の無駄といったようなことも発生

し、市民の皆さまにはご心配、またご迷惑をお掛けしました。 
 また甲斐国分寺跡の整備を進めておりますけども、その不適切な事業執行が判明し、国に対

して多額の補助金を返還するという事態が生じました。誠に遺憾なことでありまして、今後二

度とこのようなことが行われないよう、職員への指導徹底と市民への信頼回復に努めてまいり

たいと考えております。 
 さて平成２４年度は、ただいま述べましたように異例な年度となったというところでござい

ますけども、決算内容を精査いたしますと、さまざまな行政課題に取り組んだ結果として単年

度収支こそ赤字となりましたが、実質単年度収支は３年連続で黒字を計上いたしました。 
 また２２年、２３年度から比べると大幅に減少しましたけども、財政調整基金への３億１千

万円の積み立てを行うこともできたわけであります。 
 財政の健全化を図ることを公約に掲げ市長に就任にした私にとりまして、最低限のノルマは

クリアできたのかなというふうに評価しているところでございます。 
 繰り返しますが、今後とも財政の健全化に努めながらさまざまな行政課題に取り組んでいく

所存でございます。 
 次に、今後１０年間の財政計画というご質問を頂戴しております。 
 平成２５年度中期財政計画につきましては、去る６月に公表したところでございます。中期

財政計画は５年間を見通して推計を行っておりますけども、作業的には１０年間の推計も行っ
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ております。ただ、５年を超える長期推計となりますと国の動向や経済状態を見通すことは大

変困難でございます。計画における数値の信頼性は著しく乏しくなりますことから、毎年の公

表については差し控えているところでございます。 
 なお、来年３月には第３次行財政改革大綱の策定公表を予定しているところでございまして、

前回同様、同大綱の中で平成２６年度から３５年度までの長期推計をお示ししたいと考えてい

るところでございます。 
 続きまして、教育施設の老朽化対策につきましてお答えします。 
 はじめに小中学校の校舎の建築時期、そして耐用年数についてでありますが、市内には１９の

小中学校がございます。その校舎の建築年代につきまして昭和３０年代２校、４０年代が５校、

５０年代が１０校、平成に入ってからが２校という状況です。昭和５０年代に建築されたもの

が多く、建築後３０年以上を経過した施設がほとんどという状況であります。 
 耐用年数については一般的に鉄筋コンクリートの場合、５０年から６０年くらいと言われて

おります。しかし当時の建設状況、あるいはその後の耐震化、大規模改修等の実施によって老

朽化の度合はさまざまでございます。単純には判断できないと考えております。 
 続きまして、将来の統合も視野に入れた小中学校の長期的な整備計画の検討についてという

ご質問をいただいております。 
 市では現在、公共施設白書の作成を行っております。これは学校施設に限らず、市が管理す

る公共施設の建築状況や運営状況、利用実態等を調査し、さまざまな角度から整理・分析する

ことによって今後の再整備・再配置に生かすものです。 
 この調査結果を踏まえまして、特に学校施設におきましては学習環境を確保した上で、児童

生徒数の動向を見据えた学区の再編、あるいは統廃合、こういったことも検討する必要がある

のではないかと考えております。 
 もちろんその際、学校というのは子どもたちの学習・生活の場だけでなく地域コミュニティ、

あるいは防災拠点、こういったような場でもありますので保護者や地域のご意見をお伺いする

中で計画を立て、整備を進めていきたいとこのように考えております。 
 次の質問でございます。基幹産業である観光と農業の振興策についてお答えいたします。 
 はじめに笛吹ブランドの確立、桃・ブドウの消費拡大についてのお尋ねがございました。今

年もトップセールスを行いました。東京、大阪の市場・百貨店に出向いてＪＲとともに実施を

行ったところでございます。 
 また、ＪＡ笛吹へ透過式光センサーなどを導入する補助金を交付するなど、生産量日本一は

もちろんおいしさでも日本一を目指し、農協等と連携して事業を推進してまいります。 
 今後は産地間競争がますます激化する中で海外市場も見据え、おいしさも日本一を押し出し、

戦略・戦術を明確にして、積極的に桃・ブドウの消費拡大宣伝を行ってまいりたいと考えてい

ます。 
 次に日本一桃源郷宣言をいかに全国および海外に発信していくかというご質問でございます。 
 本年４月の桃源郷宣言は出発点に過ぎません。来年４月、できる限り、爆発という言葉が適

切かどうかは分かりませんが、そういったイメージの盛り上がりをしたいと考えて、そのため

にさまざまな仕掛けを準備していきたいと考えています。 
 現在、市内７つの観光協会の代表をメンバーにしたプロジェクトチームをつくって具体的な

検討を行っているところでございます。 
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 一例でございますけども、日本一桃源郷のピンクに染まる風景を簡単に体験できるようにＩ

ＣＴ技術、情報技術の最先端の技術を活用して、それが簡単にスマートフォンなどで見ること

ができるようにならないかといったことを検討しているところでございます。 
 次に国民文化祭に関連いたしまして、鵜飼と特に俳句につきましてご質問・ご提言をいただ

いたところでございます。 
 改めて申し上げるまでもなく、今年の国民文化祭、鵜飼を１つの大きな行事と位置づけて７月

から８月にかけて実施をいたしました。夏休み親子鵜飼学習会なども企画をし、こういったよ

うな効果もございまして、１万８千人の来場者、昨年に比べて約３割ほど鵜飼に訪れていただ

くお客さまが増えたという実態がございます。 
 それから、秋のステージに向けてのご質問がございました。 
 来場者の見込みというお話もございました。ちょっとそのあたりは私のほうで数字をつかん

でおりませんけども、今、申し上げられるのは秋のステージのメインのイベント、現代詩の祭

典、それから文芸祭の俳句大会でございます。いずれも全国から、あるいは海外からも多くの

応募をいただいております。現代詩の祭典では約６千余の応募がございます。これは過去１０年

間で最高でございます。それから俳句大会、これにつきましても全国の小中学校、高校からた

くさんの応募をいただいております。総数で言いますと約２万６千句ということでございます。

とりわけ笛吹市の小中学校、高校の皆さんにも大いに学校を挙げて取り組んでいただいた成果

だと思っているところでございます。 
 さてお尋ねのこの鵜飼の文化、そして俳句、この歴史的価値・文化的価値をしっかり生かし

ていこうではないかというご提案でございます。 
 議員から大変詳しい説明をいただいておりますので、鵜飼につきましては改めて申し上げる

こともないと思います。ただなかなか現実的には、私もこちらに来てまだ１０余年、こちら以

外のところに住んでおりましたけども、実際のところ石和に鵜飼があるというのは承知してお

りませんでしたし、鵜飼といえば長良川しか理解していなかったというのが現実でございます。

しかもこの鵜飼、夏の間の１カ月程度の実演期間という、そういう制約もございます。なかな

か歴史的な価値はもう間違いなくございます。しっかりと後世に引き継いでいく、このことは

当然でございます。現在、ちょっと人里離れたところに鵜が暮らしておりますが、もう少し人

目につくところに出てきて年間を通じて活躍していただけないかと、こんなような角度で検討

しているところでございます。 
 それから俳句につきましてでございます。合わせて俳句と鵜飼につきまして、今後しっかり

と位置づけていかなければならないのではないかということで、鵜飼につきましてはただいま

申し上げたようなことで厳しい状況はありますけども、特に薪能、能が伝わっております。こ

の能もぜひしっかり伝承していく。理想としては、能舞台とこういったものが常設されると本

当にいいなというふうに考えておりますので、皆さんといろいろ知恵を絞って考えていきたい

とに思います。 
 俳句につきましては、もうすでに国民文化祭の中でしっかり位置づけられておりますけども、

従来から取り組んできたところでございます。特に改めて言うまでもない境川は、そのいわば

聖地でございますので、境川で行われてきた小中学生の俳句会、これはすでに第１６回を数え

ております。また２３年度から２４年、２５年度とＮＨＫ学園が笛吹市俳句大会、これを笛吹

市と共催でやっております。来年も９月に実施をしようというふうに考えております。 
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 飯田父子が築いてくれた全国レベルの貴重な下地でありますので、地元境川の皆さんの意見

を聞く中でじっくりと醸成していきたいと考えています。 
 正岡子規を生んだ西の松山、そして飯田親子を生んだ東の笛吹とこういうふうに言われるよ

うに俳句の聖地となれば本当に素晴らしいと考えております。 
 なお、国民文化祭いよいよ秋のステージ、冬のステージということでございます。ただいま、

るる申し上げましたように現代詩、あるいは俳句の大きな催しがございますので、議員諸公の

ご協力・ご支援のほどを改めてお願い申し上げるところでございます。 
 次に、リニアモーターカーについてのご質問がございました。 
 すでにご案内のように先般７月２９日、試乗会が行われまして私も地元市長として時速５００キ

ロを体感してきたところでございます。皆さんご案内のように八代の花鳥山、あるいはふるさ

と公園、あのあたりからオープンになっている部分がかなりございますので、大変リニアを見

ることができる場所として期待が大きいわけであります。中から見たときにはあっという間で

ありますが、上から見ていればあっという間であっても、それはそれなりの楽しいもので胸が

ワクワクするものではないかと思うところでございます。 
 現在は、今申し上げましたふるさと公園や、あるいは花鳥山が絶好のビューポイントという

ふうに思っておりますし、これはたぶん動かないだろうというふうに思いますが、これからそ

れ以外の何かいい場所があれば売り出していきたいと思っております。 
 ご質問がありましたようにリニアモーターカーを見ることができるというのは、大変大きな

観光客の誘客になるのではないかというお話でございました。これからリニアは西へ西へと甲

府盆地を横切り、そして南アルプスのトンネルをつくって名古屋に向かっていく、こういう工

事が始まるわけでございますが、その工事が実際に完了して、リニアがさらに西へと走るのは

まだまだ相当先でございます。それまでは今の実験線がいわば舞台でありまして、そういう意

味では笛吹市の、先ほど申し上げたビューポイントというのは世界で唯一独壇場ということに

なりますので、大いに売り込んでいく必要があるのではないかと思っております。鉄女と鉄男

という言葉もございますので、たぶんリニアマニアというのがこれから全国にたくさん生まれ

てくるし、また掘り起こせばリニアを見に笛吹市を訪れてくれるという方もたくさん期待でき

ると考えておりますので、これについて知恵を出していきたいと思っております。 
 次に富士山の世界遺産登録について、ご質問をいただきました。 
 ご案内のようにおおぜいの方が今年、富士山を訪れております。できるだけそのお客さま方

に、この機会に笛吹市のほうにも足を伸ばしていただきたい。石和温泉、春日居温泉にもお泊

りいただきたい、こういうふうにわれわれとしては考えております。なんとか富士山に来る方

に笛吹市の魅力を伝えたい、ぜひお越しくださいというＰＲをやっていきたいと考えておりま

す。 
 多少、突飛かもしれませんけども富士山の五合目、場合によっては山頂に笛吹市のマスコッ

トといいますか、フッキー君を連れていって、ぜひチラシくばりなどをやっていただいたらど

うかなどと考えているところでございますし、また河口湖、あるいは富士河口湖観光協会など

と連携をする中で、向こう側の観光地とそしてこの桃源郷の風景、あるいは今申し上げたリニ

アモーターカーのビューポイント、さらに温泉、ワイン、笛吹市の持つ魅力をしっかりと広域

的につなげて、富士山を訪れたお客さまをこちらにお招きするように努めてまいりたいと思い

ます。 
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 若彦トンネルが開通したことによって、富士山との距離、河口湖との距離も大変短くなりま

した。芦川地区が持つ、とりわけ新道峠の富士山、これは日本一といってもいいのではないか

というふうに思っております。芦川にはすずらんの群生地、あるいは兜作りの建物等々、多く

の観光資源もございますので、笛吹、そして芦川地区、そして若彦トンネルをつないで富士山、

河口湖方面、このルートもしっかりと太い観光ルートに育てあげることができればと思ってお

ります。 
 ぜひ観光客をたくさん増やして、しっかりとこちらの石和温泉、春日居温泉を中心とした笛

吹市のほうに迎え入れていきたいと思っております。 
 すでに石和温泉から富士山までの案内マップ、ポスター、のぼり旗の作成、あるいは観光施

設への配布、それから石和温泉駅と富士山駅などの富士北麓を結ぶ特急バスの運行等々も行っ

ております。また日本一桃源郷宣言を受けまして、来年の笛吹市春まつりは笛吹市桃源郷春ま

つりとネーミングし、今まで以上に楽しめる内容にしたいというふうに今、検討を行っている

ところでございます。 
 さて観光関係、最後でございますが、観光物産連盟の役割、組織、運営方法等についてお尋

ねがございました。 
 笛吹市観光物産連盟、申し上げるまでもなく笛吹市観光の中枢を担う組織でございます。川

中島合戦や石和温泉花火大会などのさまざまなイベント、集客宣伝活動を行っているところで

ございます。組織は旧町村７地区の観光協会会長が理事、そして代表理事を笛吹市長が務めて

おります。 
 議員ご指摘のように観光物産連盟が組織されて、合併以来、組織されてございますけども、

現状では７つの旧町村の観光協会の連合体と、こういうような色彩が強く、市の観光事業を中

枢となって取り仕切るというには、組織体制が十分ではないのではないかと感じているところ

でございます。 
 また財政的にも、あるいは人的にも自立しているとは言い難い状況でございます。業務をよ

り活発に進めるためには、一般社団法人として願わくば独立採算で運営できるよう見直しを行

う必要があると考えております。事業展開をしっかりと年間を通して行い、できる限り収入も

得られるような、稼げるような組織にしていくということも大事ではないかということで、今

検討を進めているところでございます。 
 続きまして、地方分権制度の導入検討にご質問がございました。 
 はじめに自治会加入率の状況でございます。市の全体では８３％でございます。合併当時か

ら比べると、やや減少傾向にございます。原因としては学生、単身者といったアパート入居者、

そういったような、新しく転入してきた方々が自治会に加入しないケースが増えてきたという

ことが考えられるところでございます。こうした状況が引き続き続いていくということが自治

会の、地域自治の崩壊というと言葉は大げさでありますけども、今後についてはいささか懸念

するわけでございます。しっかりと新しい人を迎え入れていくということが大事ではなかろう

かと思っております。新しい力をむしろ逆にスカウトという発想が大事かなと思います。 
 それから、地域審議会についてでございます。 
 合併の特例の法律に基づきまして、旧町村の区域ごとに設置されている審議会で地域の実情

を熟知された方々で組織されているところでございます。 
 これまで総合計画の基本構想について答申いただいたほか、各種計画策定について審議をし
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ていただく、あるいはそれぞれの地域づくりについて活発なご意見を交わしていただくという

ことで、これまでの市政や、あるいは地域づくりの推進について重要な役割を果たしてきたと

いうふうに考えております。 
 次に、どのような自治のあり方が望ましいかというご質問でございます。 
 改めて申し上げるまでもなく、東日本大震災は地域コミュニティが大切であるということを

再認識いたしました。しかし先ほど申し上げましたような自治会への加入が忌避されるといっ

たような状況もまたございます。大きな立場からいうと地方分権といったようなことが進んで

おります。そしてまた地域ニーズ、地域住民のニーズの多様化・複雑化、そういう中でまた新

しい公共という考え方が広まっております。自分たちの地域は自分たちで考え、自分たちの意

思に基づいて決定し実行・行動する、こうした住民が自主性・主体性を持った自治運営が望ま

しいと考えております。 
 財政が非常に厳しくなってくる。すべてを市役所が、公務員が担うといったような状況は今

後難しくなってくる、そういう事情もございますのでそういったような事情も踏まえまして、

また地域をいかに活性化させていくかという観点も踏まえ、地域コミュニティの自治のあり方

について研究していく必要があると考えています。 
 最後に、ゲリラ豪雨の対策についてでございます。 
 ゲリラ豪雨につきましては本当にかつて予想もできなかった、机上でしか考えられなかった

ような雨が突然降ってくるということでございます。そういうこともございまして、現在、防

災に関しましてはハザードマップをつくって危険個所を把握し、それへの対応ということで進

めているところでございますけども、現在のハザードマップにつきましては時間雨量１００ミ

リといったような、想像を絶するような豪雨に対してどうなのかということについては、はっ

きり申し上げて対処しているとは言い難い現状でございます。ただ、これだけ各地でゲリラ豪

雨が頻発しておりますし、甲府盆地は比較的水害の少ない地域ということではございますが、

逆に言うとそれだけ被害に襲われる確率が高まっているということも言えるのではないかと思

いますので、早急にこのあたりは調査をする、あるいは浸水被害想定区域等を見直す等々、所

要の対策を講じていくことが必要であると思っております。 
 ただ検討する検討するということではなくて、実際に現場に足を運んで、皆さんともしもの

場合はどうなのかというような危機感を持って、この問題についてあたっていきたいというふ

うに考えております。 
 大変長くなりましたが、以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 どうも丁寧なご答弁、ありがとうございました。それでは、再質問に移らせていただきます。 
 今の最後のご答弁にございましたように、ゲリラ豪雨に関しての再質問を改めてさせていた

だきます。 
 ２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災は、東北から関東にかけて広範囲にわたって

甚大な被害をもたらし、地震の規模を示すマグニチュードは９．０で関東大震災時の７．９を

はるかに上回る日本観測史上最大の地震となりました。津波の規模も想定外で最大遡上高４０．
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１メートルを記録しています。さらに津波が原因による福島第１原子力発電所、放射性物質汚

染事故は原子力発電の安全神話を覆す大惨事となり、今もその対策が続いております。 
 ８月１２日の関東各地でゲリラ豪雨が発生し、東京都で１時間に９２ミリという猛烈な雨を

観測しました。落雷も相次ぎ雨と雷の影響と見られる停電は東京、神奈川、埼玉、栃木で２万

４千軒以上、発生しました。その他の地域でも１時間に１００ミリを超えるゲリラ豪雨が毎週

のように起きており、過去に甚大な被害をもたらしたゲリラ豪雨による被害は、もはや想定外

とは言えない状況になりつつあります。 
 全国の都市部の自治体の治水対策は、１時間あたり５０ミリ程度の降雨を想定して行われて

いるといわれています。このまま想定の基準を考え直さなければ、ゲリラ豪雨には対応できな

いことになります。 
 ちなみに目黒区のハザードマップでは２０００年の東海豪雨を想定しているため、１時間に

最大で１１４ミリが降り、総雨量が５８９ミリにのぼった場合の浸水予想を地図で色分けして

います。 
 さて先ほど市長の答弁にもございましたが、笛吹市にとって忘れもしない大惨事が、１００年

余り前の明治４０年に発生したことを忘れてはならないと思います。当時の台風８号による記

録的な大雨により土砂崩れや堤防の決壊、橋脚の破壊などを引き起こし、家屋の全半壊や集落

の孤立、耕地の流出や埋没など笛吹市を中心に多大な被害を出し、山梨県の近代における最大

規模の災害となった例の明治４０年の大水害を忘れてはならないと思います。災害は忘れたこ

ろにやってくるという教訓のとおりその教訓を生かし、これからどう行政に生かしていくか、

倉嶋市政の手腕を期待しております。 
 なお、つい最近では９月２日の午後、埼玉県から千葉県にかけて強さＦ２の竜巻も発生し１千

棟以上の住宅が全半壊しました。４日にも栃木県などで竜巻が発生しており、昨年５月に茨城

県で発生したＦ３の竜巻は、もはや想定外とは言えなくなりつつあります。 
 このように想定を覆すような自然災害や危機的事象を想定し、災害時に市民の生命・財産等

を守るのが行政の使命ではないかと思います。危機管理体制を強化し、庁内横断的な観点に立っ

て各部局との相互調整を図るとともに県、近隣市町村、消防、警察、そして自衛隊も巻き込ん

でその他の防災関係機関と一体となって、地域の総合的な危機管理、防災力の向上に取り組む

ことが急務であると考えております。 
 もちろん想定外の防災対策を行っていくためには、想定外の予算が必要になってまいります。

限られた予算をどの分野に投下するか、想定外の防災対策より優先的な行政課題があるのか、

行政としても議会としても考えていく必要があると思います。想定外の自然事象が頻発してい

る今、市民の声に耳を傾けていくときではないでしょうか。 
 特に本日の新聞記事からもございますが、５日・６日とここにございますように竜巻の被害

も大変でございます。なお、昨日の甲府での雨も恵みの雨になってちょうどよかったかと思う

んですが、これ以上の雨に対する警戒も必要かと思います。 
 続いて、先ほどの桃源郷宣言に関しての質問の補足ということでお願いいたします。 
 ここに平成２５年８月２６日の第４回石和温泉観光協会企画開発部の資料による、平成２６年

度笛吹市桃源郷春まつりについての中からの質問をさせていただきますが、最後のところに書

いてございます。先ほど市長の答弁にもございましたが、春まつりの期間を長くして７つの、

それぞれの各町村の中から境川の水芭蕉、石和の温泉通りの桜、八代の桜・桃、春日居の桃、
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御坂の桃、一宮の桃、芦川の桜までの期間を笛吹市桃源郷春まつりとするとなっております。

期間も４月１日から４月２８日までと長期にわたるとありますが、これはあくまでも花の開花

状況によりということが明記してございます。 
 なお、夜桜の笛吹七福さくらという名もここに書いてございますが、これら投光機でのライ

トアップも企画だけではなく、必ずこの時期に実施していただくということをご検討いただき

たい。そしてこの夜桜がますます笛吹市に観光客を呼び、笛吹市の発展につながっていくこと

を確信しております。 
 なお、そのほかに私が長年、桃源郷といわれる一宮から八代、御坂にかけて桃の花を見ると

きにいつも不思議に感じていたことは、例の桃源郷の桃の花は基本的に実を獲るために花が咲

いているわけで、花を見せるために生産農家が花を作っているわけではないという、この大前

提を行政の皆さんにくれぐれも忘れてもらいたくない。というのは観光客も当然ですが、生産

農家に迷惑をかけないようなお祭りの企画をぜひしてください。狭い農道にたくさんのカメラ

マンや観光客が集中して、農作業に追われている生産農家の皆さんに迷惑をかけることのない

よう、農道を多少無理してでもすれ違いのできる幅にするとか、あるいはビューポイントとい

われるところにカメラの台を設置するとか、ほんのわずかな予算でできる工夫がいっぱいある

と思うので、産業観光部長を中心として来年の春、桜が満開になるために必ず見直しをしてい

ただいて、生産農家とおいでになる観光客がトラブらないように、どちらも快適に過ごせる、

それこそ、それが仕上がったときが日本一の桃源郷であり、日本一桃源郷を宣言した笛吹市の

目指すところだと私は確信しておりますので、よろしくご検討のほどお願いいたしたいと思い

ます。 
 以上をもちまして、私の代表質問を終わりといたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 海野議員に申し上げます。 
 質問ですよね。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 質問です。すみません。答弁をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 それでは、答弁のほうを求めます。 
 １問目の防災に関する答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 災害に関する、防災に関するご質問をいただきましたので、私の思っていることを答弁とさ

せていただきたいと思います。 
 笛吹市の場合には、誠に幸いにして津波を想定しないでもいいというのはひとつありがたい

ことだと思っております。ですから大きな災害といえば、まず想定するのは、これはいつくる

のか本当に分かりませんけれども、地震、そして豪雨、水害であります。さらに先ほど竜巻と

いうお話もございました。竜巻がこの甲府盆地で発生する確率、可能性というのはどの程度か

は専門の方にぜひ私も伺ってみて、もしそのような可能性があるんであれば竜巻への備え、も

し竜巻が起こってきたときに家の中ではどのような対処をしたらいいのか、そのようなことは

研究し、市民に普及していくことが大事かなというふうに今朝のテレビを見ながら感じたとこ

ろでございます。 
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 それから地震でございます。これは私も常々、なんとかの一つ覚えではないけども、地震が

きてもとにかく一人も犠牲者を出さないような対策を日ごろから講じておこうではないかとい

うことを申し述べてきているところでございます。 
 地震に伴う火事も恐ろしいわけでございますが、一義的には家を潰さない。潰れないように

する。そしてまた家具を倒さないように、この手当さえしっかりしてあれば想定されている震

度弱６、なんとか犠牲者を出さないようなことができるのではないかと考えております。 
 ただ、家屋をしっかりと、建築基準法どおりの強度を持たせるとなるとこれは大変な費用が

かかります。それは当面、なかなか難しい話でありますので、せめて最低限の手当を、大工さ

んたちのご協力を得て講じることができないだろうかというふうに思います。 
 どこの報道か忘れましたけども、高校生やらそういった若い人たちが家庭を訪ねて家具が倒

れないように点検し、手立てを講じてあげると、そういったような取り組みも先般、たしか報

道されておりました。ぜひ地域住民の力で、このような地震に対する備えができるように、市

としても予算面等も含めて、しっかりと対応していきたいというふうに思っております。 
 水害につきましては、先ほど申し上げましたとおりであります。私も実際、地域を見ていて

川の中小河川の河床がずいぶん高くなってきているんではないかと。あるいはいろんな木や草

が生えていて、いざというときに、増水したときにこういったものがどうなるんだろうかと、

そういったような危惧が本当にございます。 
 ぜひ議会の皆さま方ともご相談しながらゲリラ豪雨、これまた一人の犠牲者も出さない、当

然であります。もちろん願わくは施設の被害、浸水被害、これがないのが一番でありますけど

も、しっかりと検討を進め議論を進め必要な対策を講じてまいりたいというふうに思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 海野議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 まず議員、本当に原点を突かれていると思います。やはり実を獲るための花、また見るため

の花もございます。そして桜温泉通りにつきましては、ウッドデッキ等ができておりまして非

常にいい環境がございますので、今、プロジェクトチームを立ち上げながら検討をしておりま

す。やはりいろんな方法が今、考えられております。その一例を申し上げますと、俳句の作品

の掲示とか、イルミネーションとかそういったことも今、話題に出ております。そういったこ

とで、やはりあそこは見せる場面ができておりますので、ちょっと検討をさせていただきたい

と思います。ここでちょっと明言は避けさせていただければと思います。 
 続きまして農家に迷惑をかけない花見、やはりそのことを考えまして、特に今、危惧するの

はＪＲ東海が走らせているリニアでございます。リニアのビューポイントにつきましては、市

長の答弁の中で、まず八代のふるさと公園、そして御坂の一本杉という答弁をさせていただき

ましたが、ふるさと公園につきましては今回、工事がだいぶ進んでおりまして、多くの観光客

を受け入れる態勢ができていると思います。 
 ただし一本杉につきましては、わずかながらの駐車場になっておりますので、そこをお金を

かけて整備というわけには、ＪＲの東海があそこを開放しておくかどうかということもまだ未

知数ですので、当面の間、ふるさと公園を主に展開していきたいと思っております。 
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 ただ、ふるさと公園から見たリニアの実験線延長に竹やぶがございます。竹やぶにつきまし

てＪＲ東海ならび八代支所と協議しておりまして、近いうちに伐採へ向けた動きができるかな

というところで今、進んでおります。そうすることによりまして、農家の皆さま方に畑等に入

らないような対策ができるのかな、また御坂の一本杉につきましても、農免に対しての進入路

が御坂寄りに１本、八代からにつきましては農道が何本もございますので、なかなか通行止め

というか、協力依頼をするのが大変だと思いますので、市とすればふるさと公園を主にビュー

ポイントとして設定をして周知していきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 海野議員、再々質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で、笛新会の代表質問を終了いたします。 
 次に笛政クラブの代表質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブ、大久保俊雄でございます。笛政クラブを代表して以下、質問いたします。 
 私どもを取り巻く地方経済も厳しい状況が続いておりますが、最近の景気論調で納得し難い

のは個人消費、アベノミクス効果で好調という説明であり、財政健全化のための消費税増税や

社会保障費削減など一層大きな痛みと負担も予想され、アベノミクスがアベノリスクになる懸

念もあります。 
 笛吹市もまもなく合併１０年、合併自治体はいよいよ地方交付税の一本算定も迫り、約２０数

億円の歳入減少に対応すべき、市長の強いリーダーシップが必要であります。 
 さて、ここに昨年選挙時の倉嶋市長のパンフレット、チラシがいくつもあります。そのほと

んどで大きく地域力一番の笛吹市へ、一番住んでみたいまち、一番訪れてみたいまちをつくり

ますと記されております。倉嶋市政誕生まもなく１年、昨年度決算を受けて公約されたことを

しっかりと分析し、何ができて何ができなかったのか、そして何を目指すのか、市民の多くが

もっと知りたがっています。地域力一番の笛吹市で暮らしましょうのためのキーワードについ

ていくつか質問いたしますので、担当部局よりお答えしますとか、いろいろな意見を聞いて検

討いたしますというお答えは極力お控えください。 
 まず第１問目、本定例会は決算議会であり、２４年度決算を分析し財政見通しを立て、次年

度にクラシマミクス、さっきにつなげていく具体策が必要になってまいります。市長の大きな

３つの公約の中の１つで行財政改革、健全財政を明記され、費用対効果を精査し、歳出削減と

地域活性化に有効活用し、住民サービスを低下させずにスピード感のある行政を推進するとあ

ります。それを受けて財政健全化に基づく４つの指標の推移をどう分析されますか。また自主

財源の確保と長年の懸案である税料金の収納状況はいかがでしょう。さらに事業評価が各部署

でなされていますが、それらの評価・分析・課題をどのように２６年度予算編成に反映させて

いくつもりでしょうか。当然、予算編成をしていく上で地域水準の主体は住民であるとの観点

から多くの市民の皆さまの意見を反映させ、より一層開かれた住民参加制度の必要性について

もどうお考えでしょうか。 
 さらに今後は自治体独自の量的削減から質的充実、行政効率が重要である中で常に他の自治
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体の上をいくという強い市長のリーダーシップが求められる中で、今後さらなる市民サービス

向上に対し、アリーナ以外の施策がまだまだ聞こえてこない、前進する４年になるのか、市長

の目指すべきグランドデザインを、多くの市民がその声を望んでおります。どんどん情報発信

してください。市長のお考えはいかがでしょうか。 
 続いて２問目、ここのところ多くの市民の方が関心を持ち、質問をいただく事案、市長の公

約にもある公平・公正・透明性の高い市政推進、とりわけ入札制度について伺います。 
 入札とは言うまでもなく自治体の調達活動で建物を建てたり、備品を買ったりするなど市民

の負託を受けて行うところの経済行為であります。ゆえに自治体は買い手として民間企業の調

達と同様に品質のよいものを安く仕入れる、調達する責務があります。それと同時に地元業者

の育成と地域経済の振興という責務も言っており、この点は企業の活動と大きく異なります。

自治体にとって、この点は大変難しく両者のバランスをどう取るかが問題であり、方程式の解

を求めるような正解がないからこそ公平・公正・透明性が必要であり、住民の利益を優先させ

るべきと考えます。言い換えれば自治体の発注担当者、決定者は住民の利益を考えて調達活動

をする義務を負っており、これに反すると行政監査や住民訴訟、さらには刑事告発の対象とな

る恐れもあります。さらに地方自治法は一般競争入札を原則とする旨を明記しており、指名競

争入札や随意契約の方法はあくまでも例外として認められているに過ぎません。ましてや市も

大変厳しい財政状況にあり、国や県からの交付金が減る中で従来にも増して予算の効率的支出

が求められており、これのみを特別扱いとすることは許されませんし、市長の公約にも再三さ

れておる公平・公正・透明性が重要になってまいります。 
 「李下に冠を正さず」という言葉があります。桃・スモモの木の下で冠を動かすと桃を獲っ

たと誤解されるのでやめましょうというたとえでありますが、日本一の桃源郷宣言をした直後、

ブラックユーモアでは済まされないと思います。 
 そこで伺いますが、市民から不信感、疑問を持たれない入札方法と公平性を保つための具体

策について、お聞かせください。 
 さらに１２月から工事請負契約に関わる落札率および前年同期と比べ、特筆すべきことはあ

りませんか。また今年に入ってから入札不調、不成立、協議随契、取り止め、公告内容変更な

ど今までにないイレギュラーなケースがいくつも発生しておりますが、これらの件数と原因は

何なのでしょうか。 
 さらに公平性、合法性を担保するために当局としてどのような協議方法・決定方法がなされ

ているのか、ご説明ください。 
 続きまして、バイオマスセンター建設事業において伺います。 
 市長も本計画は選挙公約の大きな公約でいったん凍結を明示され、１月からの市民ミーティ

ングにおいても凍結し、さまざまな意見を聞く中で方向性を示す旨、説明されました。７月の

全員協議会および同時期に設置されました建設事業委員会においても一方的な資料の提示であ

り、ここにきて詳細な説明や十分な議論、意見集約がなされないまま、建設に向けて方向転換、

紆余曲折しております。 
 本会議で丁々発止の議論を経て昨日の記事に至ればよかったのですが、市議会に対し凍結か

ら規模縮小で建設することに対して十分な説明が必要でありますが、どうお考えでしょうか。 
 さらに本市が現在取り組んでいるごみの減量化、資源のリサイクル化、環境対策において、

また現在計画されている境川ごみ処理施設建設において、本施設はどのような位置づけなので
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しょうか。 
 そして最も重要な処理能力、対象範囲、処理コスト、維持管理費等の費用対効果に対してど

う判断・分析されているのでしょうか。 
 一方、建設事業検討委員会でも検討されていますが、限られた回数、開催日数、資料等で十

分な議論と判断、意見集約がなされるのでしょうか。そして今までも常任委員会および本会議

においても建設予定地の地元関係区、近隣住民、地権者に対しことあるごとに進捗状況を説明

すると答えておりますが、今までどのような説明、意見要望を聴取してきたのか当局の見解を

お示しください。 
 続きまして今年度から後期総合計画もスタートしており、確実な効果と自主財源の確保のた

めにも収益を増加させる観光・農業・商工業をはじめとする市内産業の振興策が重要になって

きますし、市長も公約の中で桃源郷実現のために基幹産業である農業と観光の具体的活性化策

およびスポーツや医療・介護・健康を結びつけた温泉観光を策定し、誘客に結びつけると明示

するとともに、再三市民の前でも述べられております。就任から早１年、総論から各論、具体

策を示す時期でありますが、考えをお示しください。 
 またこの夏の祭りや各種のイベントを総括した中で、課題をどう分析されるか。さらに今年

は猛暑、酷暑の夏、果樹生産額も大幅ダウン、景気低迷に喘ぐ観光商工業者、農業従事者の収

益も大変厳しい状況が続き、改正貸金業法の総量規制を受けて、事業資金等調達が困難を極め

る中で、事業継続のための経営支援策が望まれますが、具体策はありますか。 
 最後に市長は公約チラシにおかれて、この地に魅せられて終の棲家として住んで１０年、誰

かがやらなければなりません。地域力一番の笛吹市を市民とともにつくりますと力説されてお

ります。市長のいくつかの地域振興策のキーワードと本年からスタートした後期総合計画のキー

ワードを重ね合わせますと、特に具体的計画が必要と思われる以下４点、すなわち資源を生か

した通年型観光地づくり、魅力ある地域情報およびイベントのタイムリーな発信、イベントを

活用した新たな交流機会の創出、農業の生産を向上させて収益を増加させる農業基盤整備事業

の具体的施策について端的にお聞かせいただき、市長にはさらなるリーダーシップを発揮して

いただき、市民皆さんが豊かさを一番実感できる笛吹市で暮らしましょうと声高に申し上げ、

第１弾の質問とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 笛政クラブ、大久保俊雄議員の代表質問にお答えします。 
 できる限り自分の言葉で話すべしという要請がございました。どこまでできるか分かりませ

んが、答弁させていただきたいと思います。 
 まず、財政問題についてご質問をいただきました。 
 財政健全化法に基づく４つの指標の推移、これにつきましてはまずいくつか申し上げますが、

実質赤字比率、あるいは連結実質赤字比率、これにつきましては赤字決算がございませんので、

これは対象外でございます。それから実質公債費比率、市の財政規模に対して一般会計が負担

すべき借金返済、この割合でありますが前年度より０．３ポイント上昇して１４．２％という

ふうになっております。これは合併特例債の元利償還金が増加している、それから都市計画税
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の課税を中止している、こういったことが大きな要因になっております。 
 それから将来負担比率であります。市の財政規模に対していわば借金、将来、一般会計で負

担すべき割合がどの程度かということでありますが、これは１０．１ポイント下がりまして７５．

７％であります。基金への積立額が増えた、あるいは公営企業債等の繰り入れ見込額の減少、

こういったことが大きな要因でございます。 
 全体として２４年度決算において本市の財政健全化判断比率、すべて健全化の範囲内となっ

ております。ただ合併特例債を活用するなどで活発な基盤整備を現在行っておりますので、実

質公債費比率、あるいは将来負担比率は今後上昇するものと考えられますけども、健全な財政

運営に努めてまいりたいとこのように考えています。 
 次に笛吹市のこれもまた大きな課題でございますが税金、それから各種料金、これの収納状

況でございます。要するにどれだけ、１００％ちゃんと徴収していますかという課題でござい

ますが、市税の現年度徴収率、これは２４年度の決算で９６．４％、１９年度の９４．２％と

比較しますと２．２ポイント増加しております。それから市税ではなくて料金類の徴収率もお

おむね上昇傾向にございます。これは財産処分を強化する、あるいは財産調査を徹底する、そ

して執行停止が増加した、こういったことなど法に基づく滞納整理をしてきたことによるもの

と考えています。 
 市税の収入済額は平成２４年度決算で８６億円、１９年度の９６億円と比較すると１０億円

の減収になっております。市税の調定額は減少の方向でございます。 
 市民税においては２４年度は回復傾向にありますけども、リーマンショック以降、景気低迷

が続いており、個人所得そして企業収益が減ったことにより調定額が減少しているところでご

ざいます。固定資産税につきましても評価額の下落が続いております。自主財源は市の財政運

営の自主性・安定性に影響を与えるため、今後も市税などの徴収率向上を図り自主財源の確保

に努めてまいります。 
 次に各種事業評価をどのように２６年度予算編成に反映させていくのかということでござい

ます。 
 すでに来年度の予算編成に向けて動いているところでございます。行政経営システムを活用

した予算編成作業が動いているわけでございます。これは総合計画に掲げた施策の評価を行い、

来年度２６年度の経営方針を決定した上で、限られた予算を施策ごとに配分するものでありま

す。さらにその中の細かく細分化された事務事業の優先度に基づいて予算を配分していく。こ

ういうプロセスを今後、組んでいくところでございます。当然、この中で市として新たに取り

組むべき課題等がございますので、優先的に取り組む課題につきましては予算の中に反映させ

ていくことは当然のことでございます。 
 今後ともこうした行政評価につきましてはしっかりと取り組み、適切な予算編成につなげて

まいりたいというふうに考えています。 
 次に、より一層開かれた住民参加制度ということでご質問をいただいております。 
 市民の皆さまが市政に参画する形としては各種審議会の公募委員やワークショップ、あるい

は市民ミーティング、さらに市長への手紙、あるいはパブリックコメント等々、さらにまちづ

くり基礎調査、あるいは市民意識調査などがあり、住民参加を促進する事業としては地域振興

促進助成事業を実施しているところでございます。 
 しかし市民のニーズは大変、多様化しております。住みやすい笛吹市をつくっていく上で市
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民の皆さまの主体的な参画も不可欠でございます。 
 今後ともさらなる市民参加、市民協働のまちづくりを進めるために市民の皆さまが市政を理

解し、参画意識を高めていただく必要があるというふうに思っております。市政の情報を提供

する仕組み、発信する仕組み、例えば今、検討しているのは市民の要請に応じて地域に出向い

て市の仕組みや制度・事業などについて分かりやすく説明する出前学習会、こういったものも

今、準備をしているところでございます。パートナーシップのまちづくり、これをひとつしっ

かりと頭に叩き込んで、さらに市民とともに市政を進めていくという具体策を講じてまいりた

いというふうに考えています。 
 次に来年度に向けた施政方針について、しっかり情報発信をすべきではないかとこのような

ご意見をいただきました。 
 平成２４年度の事務事業および施策につきまして、先ほど申し上げましたように評価分析し

たところでございます。それを踏まえまして来年度、優先的・重点的に取り組む施策事業を選

定し、２６年度の予算編成に反映させてまいります。 
 市長として市政を運営する中で、私の頭の中に形づくられてきたこれからのまちづくりや、

あるいは課題解決の取り組みについても整理し体系づけながら、来年度以降の施策方針に取り

入れてまいりたいと考えております。 
 ２６年度予算編成の中で、できる限り踏み込んで市民の皆さん、議員の皆さんに提示をして

議論に供していきたいと考えています。 
 続きまして、入札制度につきましてご質問をいただいております。 
 入札制度に関しましては、大久保議員のほか代表質問では梶原議員からもいただいておりま

すし、一般質問では渡辺正秀議員からも頂戴しております。 
 そこで先ほども大久保議員から入札制度の基本的な観点といったことは、お話しいただいた

わけでございますけども、個別の答弁に先立ちまして私のほうから現行入札制度に関する基本

的な考え方について、時間をいただいて申し述べさせていただきたいと思います。 
 まずご質問等々いただいておりますが、この間、何回か入札の公告を取り下げる、こういっ

たようなことを行いまして、関係者の皆さんにご迷惑、また市民の皆さんから一体どうなって

いるんだというような声もお聞きしております。私の経験不足がこのような経過を辿ることに

なったということで、誠に申し訳なくお詫びを申し上げる次第でございます。 
 まず公共事業、これは言うまでもなく家庭や企業が物品を調達するのとは異なり、公共の福

祉の増進、これが大きな目的でございます。これは改めて言うまでもないところでございます。

難しいのはすでにでき上がった商品が店に陳列されていて、それを買うということとは異なる

難しさがございます。誰にこの仕事をお願いしたらいいのかというような判断が求められる等々

の難しさがございます。 
 わが国では長らく、明治以来でしょうか、不適格業者が入札に入ってこないように、いわゆ

る指名競争入札方式、これが基本とされてきたという歴史がございます。しかし平成に入って

から贈収賄事件が頻発する、こういったような状況が見られ、客観性、透明性、競争性の高い

入札方式への改革が求められ、一般競争入札が導入されたわけでございます。 
 その後も記憶に新しい橋梁談合であるとか、あるいは水門談合といった事案が起こり、一般

競争入札がますます中心になるとこういう状況でございます。 
 笛吹市では県内市町村の中でも、いち早くこの一般競争入札を導入しておりました。国・県
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等々の動向への素早い対応として評価するところでございます。 
 また国においては平成１７年に、いわゆる公共調達の公共工事の品質確保法が成立し、総合

評価落札方式が本格導入されております。わが市でも、今後またこうした動きにしっかりと歩

調を合わせる研究をし、さらなる改革に踏み込んでいくことが求められているところでござい

ます。 
 入札制度につきましては国土交通省、あるいは総務省を中心に今日でも日々、新たなテーマ

に向かって追求されております。例えば地元活用審査型総合評価方式が施行される、あるいは

低入札対策が検討される、こういったような動きがございます。地元企業活用審査型総合評価

方式においては、地域精通度や貢献度が技術評価項目に加えられるなどの提案がなされており

ますし、低入札工事に関しては赤字受注の問題、無理な工期短縮、工事成績の低下、下請け企

業へのしわ寄せ等の問題があり、改善が要請されているところでございます。 
 国土交通省ではこうした問題意識に立って、平成１２年に公共工事の入札及び契約の適正化

の法律、これを制定しそれに基づく適正化指針、こういったものも閣議決定し、これをベース

にして随時、時代の要請に応じた改善が指示され、地方自治体へも要請をされてきているとこ

ろでございます。 
 長くなりましたが、私の目指すものは以上のような大きな流れに沿ったものでございます。

一連の措置を通じて見えてきた笛吹市本市の入札制度の問題点を解決するために、引き続き努

力をしてまいりますので、議会の皆さま方のご理解をお願いする次第でございます。 
 もう少し踏み込んでお話をさせてください。 
 この間の一連の動きの中にはさまざまな要素がございますが、まず第一に強調、申し上げた

いのは先ほども国などの動きの中で申し上げました地元企業への優先配慮でございます。地元

笛吹市の建設業界の皆さまには冬の時期における深夜や早朝の除雪など、地域社会の維持に多

大な貢献をしていただいております。国土交通省も先に述べました指針の中で、繰り返しこの

ことについては言及し、またさまざまな角度から研究しているというふうにもうかがえるとこ

ろでございます。もちろん過度の地元優先には公正取引委員会も意見を述べており、そういっ

たものを尊重しバランスを取りながら運用をしなければならないのは言うまでもありません。 
 第２は、競争性の確保の問題でございます。この点で誤解を生じやすいのは、何をもって競

争条件が確保されているのか、この点でございます。応札者、入札に応じた人が何人いるかと

いう応札者の数がその基準になるというわけではないという点、ご理解をいただきたいと思い

ます。事業者、建築業者さんが入札に応じるか否かというのは、そのときどきの事情によりま

す。仕事がたくさんあって、技術者のやりくりがつかなければどちらか、どちらかエントリー

するか、あるいは辞退するかと、こういう選択を迫られることになるわけでございます。競争

が確保されているか否かは入札参加者数ではございませんので、参加資格を持つ業者さんがど

れだけいるかという点にあるということをご理解いただきたいと思います。 
 ３番目は、技術力の確保という点であります。ただしこの技術力は、請け負っていただく業

者の技術が高けれれば誰でもいいというものではございません。地元企業が経験を積んで、技

術力を高めていただくという配慮も必要であると考えております。ＪＶを組ませるという考え

方の中には地元企業が経験を積んで、技術力を向上させることが地域にやがては還元されてく

ると、このようなことになると考えているところでございます。 
 以上、基本的な考え方を述べさせていただきました。 
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 時間をとって申し訳ございませんが、これを踏まえまして個別のご質問に答えていきたいと

いうふうに考えております。 
 最初に、不信感を持たれない入札方法および公平性を保つための具体策についてということ

であります。 
 やや繰り返しになろうかと思いますが、国は平成１２年にいわゆる公共事業適正化法という

のを成立し、その後、関連法律も施行されております。 
 平成１９年度にさまざまな調査、それから審議会の提言等がございまして、地方公共団体に

対して、先ほどの適正化法に基づく要請がございました。市としては、これらを基本に入札執

行を進めているところでございます。 
 具体的には予定価格の適正な設定および事後公表、一般競争入札、総合評価落札方式の導入、

発注見通しおよび入札契約事項の発表を行っており、併せて地域の建設業者の受注機会の確保

にも努めているところでございます。 
 今後も検証を重ねて公平・公正な入札執行、入札契約の透明性の確保を図っていきたいと考

えております。 
 次に具体的な話といたしまして、昨年１２月からの落札率の前年同期と比較しての特筆すべ

き点というご質問をいただいております。 
 平成２３年１２月から２４年７月までの入札件数は１７７件、落札率８３．７％。同じ期間

をとった平成２４年１２月から２５年７月まで入札件数１６３件で落札率８４．９％、１．２％

の上昇しております。 
 なお、平成２１年度から２４年度の年度別の落札率を見ますと８４％から８７．８％の間で

推移しているところでございます。 
 この要因としましては、昨年の２４年の７月までは予定価格を事前公表するというふうに運

用をしておりました。年度当初の発注時期で業者の受注意欲からか最低制限価格を推測した低

入札があり、落札率が２４年４月から７月の間で見ると８０．９％と著しく低くかったという

ことが特徴として挙げられます。 
 しかし、昨年中途からこのような実態、さらにくじ引きでの落札候補者を決定するといった

ような事態を解消するため、事後公表に切り替えた結果、７月末から今年の３月の間の落札率

は８５．８％、先ほどの数字に比べると４．９％上昇しております。 
 次に今年に入ってから入札不調、あるいは不成立、あるいは協議随契、そういった件数と原

因というご質問でございます。 
 平成２５年１月以降の入札は１５７件の執行があり、うち協議随契が３件、不調２件、入札

取り止め６件、公告内容変更２件、不成立６件がございました。 
 はじめに協議随契および不調の５件についてであります。 
 昨年７月末より建設工事および一部委託業務については、予定価格の事後公表を行っており

ます。かつての事前公表では予定価格を上回る入札はありませんが、事後公表では業者入札額

が予定価格を上回る場合がございます。開札時に落札候補者がいない場合は２回目の入札を行

います。それでも予定価格を下回る入札が行われなかった場合、最低入札者に再度、見積書の

提出をいただき協議随契となる場合と、あるいは金額の差があまりにも大きく開き協議随契と

ならず、不調となる場合がございます。 
 次に入札取り止め・公告内容変更８件についてでございます。 
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 入札公告の参加資格要件および設計図書の内容の変更によるものと、参加申し出が最低入札

参加数に達しないものがありました。また不成立６件につきましては、参加申出の段階では最

低入札参加数に達していたものの、入札日当日に辞退によって最低入札参加数に達しなくなっ

たため入札執行ができなかったものであります。 
 次に、協議方法および決定方法についてであります。 
 入札公告は入札により発注する業務の公正を確保するため、事業担当課の意見を踏まえ管財

課での原案をもとに入札参加資格審査委員会において地域要件、実績要件、経営事項等、入札

公告に記載する入札参加資格に関する事項を案件ごと審議し、入札公告を行っております。 
 落札者の決定は事後審査型条件付き一般競争入札のため入札日には落札候補者、入札額、予

定価格、最低制限価格の公表を行い、後日、入札時に提出された入札参加資格事項見積書等の

審査を行い、落札者を決定しております。 
 なお、開札については入札会場を公開して執行しております。 
 今後とも公平・公正で透明性を確保した入札執行を行ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、バイオマスセンター建設における当局の考え方についてであります。 
 はじめに、市民に対する説明の具体策についてということでございます。 
 本年２月の市民ミーティングにおいて市民の声を聞くための検討組織を立ち上げ、６カ月を

目途に判断すると説明してまいりました。現在、市民代表３名、学識経験者１名を含む８名で

構成した検討委員会を立ち上げ建設によるメリット、デメリットを具申していただくべく検討

していただいているところでございます。 
 建設または中止の判断をした際は広報やホームページ等を利用し、市民の皆さまにしっかり

説明をさせていただきます。 
 次に、境川ごみ処理施設建設計画における位置づけというご質問をいただいております。 
 境川のごみ処理施設では、稼動時に処理するごみ量を４市のごみ搬出量に合わせて計画をし

ており、笛吹市から発生する生ごみの一部はバイオマスセンターにおいて資源として活用する

とされています。ただし、バイオマスセンターが建設中止でも処理能力に余裕があるため生ご

みの焼却は可能でございます。 
 ごみ減量５３％の実現、資源のリサイクル化、環境対策においてはバイオマスセンターを建

設するということを前提としておりました。 
 次に、費用対効果に関してのご質問でございます。 
 バイオマスセンターの建設につきまして精査をし、必要最小限の規模を仮に想定して検討委

員会に提出した資料では次のようになっております。処理能力は年１，４００トン、生ごみの

収集範囲は笛吹川右岸地域、処理費は１トン当たり９，９００円、維持管理費、年間２，３８８万

円ということになっております。 
 これらをもとにして、境川処理施設で焼却した場合と比較しますと毎年３，６００万円の負

担が建設後２０年間、毎年かかってくるとこのようなことになるわけであります。この財政負

担の量、額と市民の受けるバイオマスセンター建設によるメリットの大きさを比較して、市民

の声を聞きながら検討委員会からの具体的具申内容を踏まえ、判断してまいりたいと思ってい

ます。 
 バイオマスセンター建設については、建設または休止の判断をした場合には資料を示して市

民に説明を行い、議論を尽くし市民の同意を得ながら進めていく所存でございます。 
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 なお、凍結後の地元説明会は本年１月、２月に砂原地区および増田地区でそれぞれ行いまし

た。これらの意見交換会では、バイオマスセンターの建設について凍結をしたこと、また６カ

月以内に結論を出すことを説明いたしました。 
 今後、建設または中止の判断をした場合には、必要な説明をさせていただきます。 
 続きまして、後期総合計画に基づいた市内産業の具体的振興策についてというご質問をいた

だいております。 
 はじめに、農業と観光の具体的活性化策の策定についてであります。 
 言うまでもなく農業は笛吹市の基幹産業であります。しかし現場では高齢化、耕作放棄地拡

大、鳥獣害被害など課題が山積しております。このためこのような問題点を把握し、中長期的

な対策、展開方向を明らかにする必要があると考えております。笛吹農業ビジョンといったよ

うなものを関係者の知恵を集めて、まとめ上げていきたい。その中には６次産業化、特産品の

開発、あるいはクラインガルテン、グリーンツーリズムなど新たな方向性も盛り込んでいきた

いと考えております。 
 観光振興につきましては、基本構想として２１年度に策定された観光振興ビジョンがありま

す。これを具体化するためのアクションプランも２２年度に策定されております。ここに掲げ

られた３４の施策に着手しておりますけども、緊急的かつ効果的なものをしっかり検証し重点

的に実施していく所存でございます。 
 次にスポーツ・健康で温泉観光を誘客に結びつけるというご質問をいただいております。 
 このような条件、まさしく石和・春日居温泉地域、全国でも稀な旅館・ホテルと温泉病院が

混在するという地域を形成しております。従来からこれを生かせないかということがございま

した。なかなか課題があってハードルは高いわけでございますが、山梨総研をはじめ関係方面

からいろいろご提案いただいております。これにつきましても、どういう方向が考えられるの

か、しっかり議論をしていきたい。 
 またスポーツに関して、合宿での利用等も考えられます。それから登山、あるいはトレイル

ランのフィールド、こういったものとしていろいろ注目をされてきております。これらにつき

ましても、しっかり研究してまいりたいというふうに考えております。 
 夏祭りや各種イベントを総括した中で今後、どのような課題と認識しているかというご質問

がございました。 
 石和鵜飼につきましては、先ほども述べましたように今年、新たな工夫、鵜がアユを捕る瞬

間を間近で見ることができるなどの工夫をいたしました。昨年を上回る来場者がございました。

甲斐いちのみや大文字焼きも昨年を上回る来場者がございました。石和温泉花火大会、これも

福知山の爆発事故などの影響が懸念されましたけども、おかげさまで安全策を確保した中で無

事に終了することができました。 
 花火大会の運営等につきましてはまさに安全確保、あるいは安全確保のためのフェンス、こ

れにつきまして市民の皆さまからいくつかのご提言といいますか、ご意見もいただいておりま

す。これも課題であるというふうに思っております。 
 多少、抽象的なお答えになりますけども、今年の夏祭りにつきましてしっかりと総括をし、

費用対効果の面から検討を加えて来年以降、効果のあるお祭りにしていく、夏祭りに留まらず

笛吹市の観光全体につきまして検討を加え、見直しを進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 
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 次に中小企業等に焦点がある経営支援の具体策につきまして、ご質問をいただきました。 
 まず笛吹市として産業全般について、しっかり実態を把握していかなければいけないなと思っ

ております。農業、あるいは観光につきましては、比較的よく見えているわけでございますけ

ども、商工業者への支援につきましては、もう少ししっかり実態を把握して取り組んでいく必

要があるのではないかと思っております。特に経営支援につきましてということで融資制度の

創設というご要望をかねてからいただいているところでございますけども、なかなかリスクを

誰がとるかというところの難しさがございまして、なかなか新しい融資制度を、使い勝手のい

い融資制度をつくるというのは難しいというのが現状でございますが、引き続き商工会関係者、

あるいは関係機関と協議をしてまいりたいと思っております。 
 商工関係に関してはトピカルな話題といたしまして、商工会女性部の皆さんが「薔薇の花び

らのジャム」を先般、発表したところでございます。笛吹高校やまちのお菓子屋さん・パン屋

さんとコラボして作ったものでございます。こうした試みは大変大事なことでございます。さ

らなる取り組みに期待するとともに市内のさまざまな分野から、こうした特産品開発の取り組

みが立ち上がることを期待し、行政として支援できないか検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。 
 次に資源を生かした通年型観光地づくり、それから地域情報、イベントのタイムリーな発信、

イベントを活用した新たな交流機会の創出、農業基盤の整備といったご質問をいただいており

ます。 
 笛吹市の観光資源は温泉と果実、これは強力な観光資源でありますが、これ以外になります

といささか力不足というふうに私は感じております。したがいまして、果実が終わってからの

秋から冬にかけての誘客の目玉をつくらなければならないというふうに思っております。 
 このために文化財をグレードアップし観光スポットにすること、さまざまな合わせ技でポイ

ントを稼いで観光客をお招きすることが大事かと思っておりますし、また広域的な連携を峡東

３市等々と結んで、宿泊は笛吹市が担当いたしますので観光巡りはそちらのほうでといったよ

うなやり方ができないかといったことも進めてまいりたいと思っております。 
 地域情報、イベントのタイムリーな発信につきましてはホームページ等々で努めているとこ

ろでございますし、笛吹市をＰＲしていただけるサポーターを募集し、現在１０人のサポーター

の方に写真とコメントで笛吹市をＰＲしていただいています。 
 今後は情報技術を活用し、スマホでさまざまな情報が得られるようなそのような取り組みに

ついても進めてまいりたいとういうふうに思っております。 
 イベントを活用した新たな交流機会の創出も大事な観点であると思います。 
 目立たなくても、小さなイベントでも地域住民と都市住民との交流は活発に行われておりま

す。関係者のご努力に敬意を表し、こうした活動を続けていただきたいというふうに思ってお

ります。私が承知しているものだけでも、例えば芦川地区の都市住民を招いての運動会である

とか、あるいは芦川地区でのフランス料理の取り組み、春日居地区では都市住民を招いて桃づ

くり・収穫体験などが行われております。もちろん、クラッシックカーフェスティバルやシニ

アソフトボール大会などの大掛かりなイベントも、おおぜいの宿泊客を招き入れる上で大変な

効果を発揮していると思っております。 
 これらの優れた経験を生かして、例えば大掛かりなマルシェ、朝市など年間を通じて集客で

きるイベントを仕掛けていくということが大事だと思っております。農作業体験や市民も一緒
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に楽しめる、仮称でありますが笛吹市収穫祭なども計画し、都市住民との交流を図っていける

よう検討していきたいと思っております。 
 最後に、農業基盤整備の具体的施策についてでございます。 
 笛吹市は農地約４千ヘクタール、経営耕作面積約３千ヘクタールであります。かつての水不

足地域も笛吹沿岸土地改良事業により水の安定供給が図られるようになり、現在２千ヘクター

ル近くの水が広瀬ダムから供給されているところでございます。しかし山間地域の農地は傾斜

がきつく、作業効率が非常に悪いという問題がございます。こういった点につきまして、しっ

かりと解消をし、生産性の高い笛吹農業の実現に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ここで、いったん暫時休憩といたします。 
 再開を午後１時３０分よりといたします。 

休憩  午後１２時１２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 大久保議員の再質問を行います。 
 大久保議員。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは、午前の質問に対する再質問をさせていただきます。 
 まず１問目の決算に関しまして、本当に景気が悪い状況で収入未済額が不納欠損にならない

ための具体的方策が必要となる中で、県下ワースト１という状況であります。２４年度不納欠

損額が約５億円、２３年より１億６，３００万円増えた中で、その具体策、時効中断ですとか

積極的に、そういう策とまた組織を横断した一元的な管理回収策ということが昨日の監査委員

さんの話でありましたので、そこらへんをお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 大久保俊雄議員の再質問にお答えをいたします。 
 市の歳入の貴重な自主財源であります市税、また料金等の収納関係でありますけども、滞納

額、また不納欠損等課題がございますけども、現在は収税課等を中心にいたしまして滞納対策

をしっかりと立てながら、また市役所の部局横断的に収納率向上の対策本部を設置して対策に

取り組んでおります。不納欠損等につきましても安易な時効等にならないような、それぞれ納

税者の立場に立った、相談に乗りながら分納誓約等をする中で滞納、また不納欠損の縮減に努

めていきたいというふうに考えております。 
 それから市民の方からは、いろんな相談をいただいております。今は市税、あるいは国保税

を収税課のほうで行っておりますけども、今後は料金等、徴収、収納関係をある程度、組織的
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に集約した中での部署の設置が必要ではないかということで、今、庁内でもそのへんの設置に

向けて検討を進めているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 続いて市民の方々に決算の分かりやすい説明、さらなる分かりやすい説明の必要性というこ

とで、行政用語とか広報とか議会だよりが出ておりますけれども、例えば決算カードですとか、

去年導入されました包括年次財務報告書、これなんかは職員の皆さんが分析された中で現状を

的確に把握し、分かりやすい数値で出されたわけですけども、ちょっと中断されているようで

すけども、市民に分かりやすい説明の方向性と包括年次報告書、今後どうお考えでしょうか。

その点をお伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまの大久保議員のご質問でございますけども、決算の分かりやすい市民の皆さんへの

周知、広報という面で、それにつきましては現在、これまでの中では１１月の広報の中へ決算

特集号として、できるだけ分かりやすいようにということで、毎年度、内容を変えながら分か

りやすいような方法をとっていきたいということで、取り組んでいるところでございます。こ

れにつきましても、また今年度の、２４年度の決算部分につきまして、さらにそのへんを検討

した中で取り組んでいきたいと思っています。 
 それから今、ご質問をいただきました包括年次財務報告書でございます。２２年度の決算に

つきまして、はじめて市として財務諸表、それから連携した市の一般財源ばかりではなくて、

さまざまな会計も含めた中で一連のものを含めた中での財務報告書を作成したところでござい

ますけども、２３年度につきましては市長がここで２４年度代わっている中で、２３年度の財

務報告書を２３年度の市政方針なんかを入れながら公表していくのは、なかなかこの時点では

難しいというところがございましたものですから、素案のほうは作成させていただきました。

ただし公表していないというところでございます。 
 ２４年度につきましては、今後内容を精査しながら作成していきたいということで考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 また財政、長期的な見通しを立てる中で合併特例債、これは３８７億円使えるわけですけど

も、借金とはいえ一番メリットがある調達法でありまして、荻野市長の時代は特例債、新規で

は特に考えていないということですけども、いろいろ市民要望ですとか、インフラ老朽化を考

えたときに市長のお考え、来年度以降、新規で活用する方策はあるかどうか、見通しをお伺い

します。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 合併特例債につきましては、震災以降に法改正がありまして５年間延長。笛吹市にとりまし

ては、２６年度で特例債を借り入れる期間があったわけですけども、５年間さらに延長される

ということで、必要な手続きはあるわけですけども、ただ基本に立ち返りますと合併特例債は

建設計画というものをもとに、２６年度までを基本にいろんな事業計画を立ててきたというと

ころがございますので、まず２６年度までに計画されている事業、そこをしっかり市の基盤整

備を２６年度までにするということでございましたので、そこをしっかりしていきたいと。新

たな課題という中で、例えば境川、今造っておりますごみ処理場の関係、それから施設の老朽

化等もございますので、その老朽化につきましてはまだ今後の検討というところでございます

けども、５年間、さらに延長された中でしっかり有利な財源として活用をしていきたいという

ふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 続いて２問目、入札のあり方について質問しますが、市長のほうからいろんな角度から大き

な流れに沿った中で決定しているということでありますけども、今年に入ってから１億円以上

の入札が９８から９９で張りついている。また最低制限価格と同額であるとか、また２３年は

２件であった不成立、取り止め不調、協議随契、公告変更が３４件ということでありまして、

大きな流れでありますけども、流れがちょっとかなり変わっているという部分で、当時、金額

が大変ありましたね。１億円の工事が１％違えば１００万円違うということで、工事、こうい

うものに対して合理的な説明と判断が必要になるという趣旨で質問させていただきました。 
 まず１点、地域企業の育成と地域経済の活性化と安価でよいものを安く調達、購入すること

のバランスということで、当然、地域経済も冷え切っています。地産地消、私もことあるごと

にいろんな面で地域の業者は大事にしてほしいということでありますが、その部分、このバラ

ンス、さっきも言いましたけども、答えがないだけにそこらへんのバランス感覚を失うといろ

んなものの見方がされるということで、地域経済の活性化、育成と安くいいものを調達するこ

とのバランスについて、お伺いしたいです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 誠に難しい、ある意味、答えのない事案でございます。どうしても答弁といたしましては原

則論ということにならざるを得ないわけでございます。答弁の冒頭に申し上げましたように地

元企業の育成、これを大切にしていくということは大事なことでございますが、同時にまたしっ

かりと競争条件も確保していく、ここのところも非常に大事でございます。そのへんのまさに

バランスをしっかり見ながら、今後とも運営をしていくというふうにいかなければならないと

考えております。 
 抽象的でございますが、以上でございます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 やや抽象的だったかなということと、市内企業の位置づけですけども市内企業、例えば経営

実態の把握といいましょうか、登記上は市内企業であっても、今、電話でも転送電話とか、い

ろいろ看板を出せば認められているわけですけども、やはり雇用ですか、企業が市内で会社を

やっていれば、市内住民の雇用とかいろんな税金に反映される中で、名義貸しとか、ともすれ

ばそういったことはあってはいけないわけですけども、そのへんの実態ですね、市内企業、市

内にその営業所がある中でどの部分、精査されているんでしょうか。お答えとすれば法に則っ

てでありますけども、一歩進んで市内事業者の育成という観点から考えれば地産地消、そこら

へんはどのように今後取り組んでいかなければいけないのか、現状を把握した中でどうお考え

でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 市内業者の育成、また受注機会の確保とそういったことを１つの基本的な考えとして進めて

おりますけども、当然、物品調達、また資材の調達、それから従業員、ご家族の方、いろんな

経済効果が生まれるわけでありますけども、その市内業者の実態をどのように把握しているか

というようなご質問かと思います。 
 現在、平成２５年、２６年の２カ年の市の競争入札の参加資格の審査の申請を随時受け付け

ておりますけども、建設工事での営業実態の把握というのは、やはり資格審査の申請書により

ます経営規模等の評価通知書、あるいは技術職員の名簿、また工事経歴、実績等の書類により

把握しております。中には名義貸しですとか、あるいは看板のみというふうなことが言われる

場合がありますけども、現在のところではそういったものは把握しておりません。建設業法に

定める建設業の許可、国交大臣、あるいは県知事の許可による建設業をもとに入札執行のほう

を行っておりますので、この許可がない限りは市の入札参加資格も得られないと。したがいま

して、そういった書類は否決されまして、その審査の中で行っております。ただ、議員さんの

ほうでご指摘があるようなことがないかどうか、今後もしっかり把握には努めていきたいと考

えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それともう１点、公告後のすぐに取り止めですとか、公告後の変更が簡単になされていると

いうことで、これは今までにないような入札の結果的なことでありまして、これはぜひ慎重に、

先ほどいろいろな角度から考えて慎重にやっているということですけども、とても慎重に審議

しているとは思えないわけですけども、そこらへんをもう一度、慎重審議していない、市民の

税金というものを慎重に考えていないから次々に変更が起きるわけですけども、そこらへんを
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もう一度、納得のいく説明を願いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 入札参加資格の審査につきましては、笛吹市の入札参加資格審査委員会の実施要綱に基づき

まして、審査委員会を組織いたしまして、その中で請負業者の選定の公正、公平性を確保する

ために審議事項として入札参加に関する内容、参加要件等について審査をしております。入札

の方法また地域要件、それから工事実績等の要件、それから経営事項等を審査いたしまして、

最終的には審査委員会で公明・公正な審査を行ったあと市長のほうへ報告をいたしまして、最

終的には市長の決定権において決定をして入札公告をしていると、そういった手順で行ってお

ります。 
 入札、また公共工事の適正化につきましては、先ほど来、市長からもお話がありましたよう

に国、県からの指導要請に基づきまして、今後も適正執行に努めてまいりたいと考えておりま

す。どうぞご理解をお願いいたします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の公正さを担保するために入札参加資格審査委員会というものができたわけですけども、

こちらのほうの決定権限ですね。公正さを担保するための決定権限と、当然その契約に関わる

一連の流れで入札執行に至るまでに市長の決裁する回数というのが何回かあるわけですけども、

市長の肝要度といいましょうか、その２点をお伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、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。 
 １件の工事の入札から契約に至るまでの市長の決裁する機会、回数はどの程度、まずあるか

ということにつきまして、お答えいたします。 
 事業担当課、事業執行課より設計書に基づきました予算執行伺いというものが最初に起案さ

れます。その執行伺いがまず１つ。それから管財課からの入札参加資格審査委員会での審査結

果を踏まえての入札公告の伺いが２つ目、それから入札執行結果によりまして事後審査等を行っ

た中での契約、落札の決定と契約にかかる伺いというのがありますので、全体では１つの事業

を執行していく中で、最低３回は市長の決裁を得なければならないというふうな手順となって

おります。 
 市長の権限ということですけども、契約担当者という言葉を使いますけども、契約担当者は

あくまでも市長であります。物件によっては少額のものは例えば副市長が決裁、あるいは部長

決裁というものもありますけども、基本的には契約の担当者は市長でありまして、市長が決定

権も持っているというふうに認識しております。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それであと予定価格という言葉が出てきまして、予定価格、国からの指導か何かあったわけ

ですけども、予定価格って非常に、公平性を担保する中で重要な要素になるということで、予

定価格の決定時期と決定者についてお伺いするのと、全協でもこの前やりましたけども、予定

金額イコール設計金額であるということでありますが、よいものを安価でということと単価プ

ラス経費という、その点を考えれば経費というものが張り付くというのは、これは納得いかな

い部分もありますし、いわゆる歩切りという部分で、１００％に対する歩切りというのも過去

あった中で、総務部長のほうで設計金額イコール予定金額であるという、これは合理的な説明

ではないわけで、ここらへんの現状等、例えば歩切りなんていう言葉も、今はもう使われなく

なったわけですけども、合理性と、また良質な工事を安価でやるということの合理性、市の判

断はどうされているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 良質の工事を安価でと。工事あるいは委託、また物品調達、役務費関係、さまざまな事業が

ございますけども、市民の皆さまからお預かりいたしました尊い税金、公共の予算をいかに有

効に活用していくかと。それはわれわれ行政に課せられた義務であるというふうに考えており

ます。 
 したがいましてそういった工事、物品調達以外でもすべての事務事業でいかに有効に少ない

予算で事業効果が得られるか、あるいは工事が完成できるかということは常に職員も考えて行っ

ております。しかしながら先ほどのご質問の歩切りといったこととの関係でありますけども、

たしかに以前は慣習的に、設計価格を若干引き下げて予定価格を設定する、いわゆる歩切りと

いう行為が行われて、そういったことで予算の節減等も行われて、別の市民サービスへ振り向

けられていたということもあったかもしれませんけども、平成１７年の法律の施行、それから

公共工事、また入札契約等の適正化推進に関する国の指導、行政等の中では公共工事の適正価

格の設定ということで、歩切りの排除ということも強く求められております。そういった指導

に基づいて、本市におきましても予定価格イコール設計価格というふうな事例が非常に多くなっ

ております。工事関係であります。物品とか委託関係ではそれ以外のものもございますけども、

そういった中で公共工事のそういった歩切り等によって予算を節減するというふうな、何かそ

れでまた予算を浮かせて、別の市民サービスへまわすという考え方があるといたしましたら、

そのへんは改めていかなければならないんでないかと、こんなふうに考えております。やはり

国からの法律に基づいた指導、要請は順守し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（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の答弁の中で、国からの法律の指導という説明がありましたけども、この前、全協でも話
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がありましたように、今度総務省、自治行政局長からのこういう資料１、２のことだと思うわ

けですけども、そもそもこの国の通知ですよね。位置づけは。ですから法的な規制もないし、

ではこれを守らなかったからという違法性が発生するものでもないし、あくまでも地方分権の

現在にありまして、通達行政の時代ではないことは明白でありまして、参考にするには参考に

しても自治体独自の行政経営が求められると思うわけですけども、歩切りも明らかに、業者泣

かせの歩切りもあれば、行政経営の観点から必要的な、また合理的な歩切りというものもあろ

うかと思いますけども、もう一度、再認識をこれに法的な規制があるのかということと、あく

まで言われたからって、これをやっていたら地方分権とか、これから地域主権にまた逆行する

流れになろうかと思うんですけども、この位置づけと今後こういうものはどういうふうに指導

をしていけばいいか。従わなくなって、これは市の行財政だとか地域事業者の育成で判断でき

るようになろうかと思いますけども、そのへんの観点を誤ると、ともすれば言われた言われた

で、これは法的には何もないと、通知ですから、そういう認識ではおりますし、また市民の税

金で、判断を誤ることによって何千万、何億という損失が出る可能性もあるわけですけども、

そこらへんの認識を再度お伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、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。 
 去る全員協議会の際に国、国土交通省、また総務省からの連名通知を、２つ資料をお示しさ

せていただきました。公共工事の入札および契約の適正化の推進について、また公共工事の迅

速かつ円滑な施行確保についてという指導、要請の通知の写しでありますけども、その中では

入札手続き間の短縮ですとか発注業務の効率化、また契約価格の適正化ということで、その中

では歩切りの排除、あるいは予定価格の事前公表の見直しとそういった内容も謳われておりま

すし、合わせて地域建設業者の受注機会の確保、そういったことも盛り込まれておりました。 
 なお、議員おっしゃるとおり入札につきましては、それぞれの自治体の長が執行しておりま

すので、法に基づく国からの指導要請ということですけども、それによらなくても、例えば予

定価格の事前公表、あるいは歩切り等を行ったとしても、それに対するペナルティは特にはご

ざいません。ただ、しかしながら本市だけに限らず、近隣、県内の自治体を見ても同様ですけ

ども、やはり国からの指導要請を踏まえた中で公正・公平な入札執行に努めていかなければな

らないと、このように考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 本市の抱えている問題点は予定価格と設計価格、なおかつ落札率が９９と近い入札結果であ

りまして、逆にまた財政上の心配といいましょうか、工事に変更等が生じた場合には当然、必

要があれば追加で予算措置、今までもそういうケースが散見されておりますけども、財政上、

こういうことが繰り返すと市民サービスの低下、また行財政改革に逆行するようになるんでは

ないかなというのが１点と、そもそも設計価格自体に十分な積算というものがなされているの

か、いろいろと算出方法は積み上げ方式に市場単価を導入したり、総価契約単価合意方式とい



 ６２ 

うもので、昨年までユニットプライス型積算が行われていると。そういった職員の方の資質と

いいましょうか、ちゃんと積算がなされている、そういった専門的な素養のある分析でいらっ

しゃるのか、その２点を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 ２点ご質問いただきまして、はじめに行革の進め方、流れの中に逆行するんではないかとい

うようなことでありますけども、先ほどもお答えさせていただきましたように、公共の市民サー

ビスに有効活用させていただく予算について、その公共の工事等からそういうふうな予算を節

減して、そちらのほうに向けると。そのへんはやはり考え方はどうかなというふうに思います。 
 行革の関係では合併以降、第一次行革から第二次行革、また今、第三次行革を策定中であり

ますが、やはり計画的な財政運営、また小さな市役所、スリムな市役所の実現、それから職員

数の定員適正化、いろんな角度から取り組んでおりまして、人、物、カネをいかに有効に使い

市民サービスに向けていくかという観点で行っておりますので、決して行革に逆行するもので

はないと。このへんはぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 
 それから各事業課から上がってくる事業の設計ですね。そのへんがどの程度、適正かという

ことですけども、国の指導文書の中にもありますように、やはり実例価格に基づいた適正な設

計と、そういうことがございます。実例価格、あるいは実勢価格ということがいわれています

けども、実例価格というのは調べてみましたら、十分な市場競争のもとで取り引きされた価格

のことであると。そういった中で材料費、あるいは労務費、また機械経費、運搬費、また下請

けの経費を含む施工単位あたりの取引単価のことですけども、それを建設物価調査会というの

がございまして、そこにより市場の取引価格を調査して、３カ月ごとの平均値を建設工事単価

の基礎となっております建設物価本ですとか、あるいは建築コスト情報といったもので出され

ておりますので、市の事業化の設計につきましても、その実例価格をもとにした建設物価等に

基づいて設計しておりますので、やはりこれは市場の実例価格、実勢価格に基づく設計内容で

あるというふうにわれわれも考えております。 
 したがいまして、工事の設計価格につきましては実例価格に準じて積算されておりますので、

公共工事に対し必要となります予定価格の決定にあたりましても、実例価格に基づいた価格に

なっていると。そういったご理解がいただけるんではないかと、こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは、業務の請負業者の選定の公正を確保するために入札参加資格審査委員会というも

のがございます。入札の適正を期し、入札談合等に関する情報に対し的確な対応を行うために

公正入札調査委員会でございます。委員長は副市長でございまして、今日は副市長がいらっしゃ

らないですが、副市長の言葉で語っていただきたかったわけですけども、公正な確保のために

一番留意されたことということをお伺いしたかったわけですけども、副市長が今日はお休みで

すので、最高責任者である市長のほうから、その部分の見解をお伺いしたいわけですけども。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 市長にというご指名でございますけども、副市長の責任ある担当分野ということで、誠に申

し訳ございません、ちょっと私、この委員会につきましては内容、運営実態等、十分に承知し

ていませんので、私からの答弁は差し控えさせていただきます。申し訳ございません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 ただいまの再質問に対しまして、お答えをさせていただきます。 
 公正な入札執行を確保するために、先ほど来ご説明しております入札参加資格審査委員会、

いわゆる公告委員会というような呼ばれ方もしておりますけども、その委員会と、もう１つは

公正入札調査委員会というのが設置してございます。どちらも会長は副市長で関係する部長、

また関係課長等で構成しています。 
 こちらの公正入札調査委員会につきましては、ともすると談合情報等が寄せられる場合もあ

ります。そういったときにこの委員会を開催いたしまして、その情報に基づいて調査をして、

その入札を続行するべきか、あるいは状況を調査した中で取り止めにするのか、そういったこ

とを審査しております。 
 情報が入った場合、その情報が調査に値する情報かどうかと、そういったことも調査しまし

て、笛吹市の談合情報対応のマニュアルがございまして、そのマニュアルに沿いまして公正入

札調査委員会を開催し調査を行い、またその調査結果を受けて委員会を開催しということを繰

り返しながら最終的に、その入札を公正に実施することができるかどうか、そういうことを審

査しながら進めるか、取り止めるか、そんなふうなことも決定している組織であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 つまるところ、これはあるかないかと。入札前に関係職員とか外部からの力によりまして予

定価格、最低落札価格等、公正を損なうような違法行為があったのか、なかったのか、この判

断ですね。 
 もう１点、公平性確保のために、例えば国の通達にもありますけども、外部からのそういっ

た第三者業者からもいろいろ情報、口ききとかそういう部分、あった場合の記録、報告、公表

の制度の導入もこれから必要になろうかと思いますけども、第三者の関与を排除するための具

体的な今後の方策、お考えであればお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの答弁を、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。 
 まず１点目ですけども、そういった情報管理には徹底を期して行っておりますので、情報が



 ６４ 

漏れると、そういったことはないと確信しております。 
 ２つ目のご質問で国の指導内容の中にもございました。外部からの口利きというんですか、

そういったものがあれば調査をしていくようなシステムというか、そういったものの設置につ

きましては今後検討をしていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 それでは入札ですか、随契という部分でお聞きしたいわけですけども、今の少額の随意契約

の見積もり合わせと。物品購入からいろいろ役務とか、これは少額の見積もり合わせは一般入

札と事実変わらない。これがダンピングにつながり、少額の工事も、逆に少額の工事は入札が

低いということで、やはり企業の育成とか適正な利益を考えた中で随契の見積もり合わせ、徹

底した見積もり合わせ、これはどうお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 随意契約につきましては地方自治法、また市の条例におきまして基準が設けてございます。

物品の売買、また請負、それからその予定価格が地方自治法で定める基準の額以下の場合には

随意契約ができると。基本は入札なんですけども、そういった入札の特例ということで随意契

約の制度が認められております。 
 工事関係につきましては１３０万円までですね、それを下回る場合ですね。それから財産の

買い入れの場合には８０万円。物件の借り入れは４０万円。物品購入は５０万円と。それぞれ

基準が定めてございまして、市の各部局の事業の中では多数の随意契約を制度上、行っており

ます。またこの随意契約のできる基準といたしまして、金額のほかに緊急性が伴う、あるいは

競争入札に付することができない場合、また競争入札に付することが著しく不利になる場合、

それから時価に比べて著しく、極めて有利な価格で契約できる見込みがあるとき等、基準がご

ざいます。低価格の契約等が、随契等が行われているということがあれば、これはまた市役所

の内部で徹底をして、適正価格の中で事業執行してもらえるようなことに努めていきたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 時間も限られていますので、続いてバイオマスについてお伺いします。 
 市長公約、こちらのほうににこやかに写られていますけども、大型プロジェクト、バイオマ

スタウン構想はいったん凍結、その上で市議会や市民の皆さんと議論するとありますけども、

今までの公約のとおり、そのようになされた認識でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの質問に対する答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 バイオマスの件について、お答え申し上げます。 
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 経緯は議員すでにご承知のとおりだと思います。バイオマスセンターにつきましては、現在、

凍結中でございます。有識者、学識者、市民を含めた検討委員会を設置して検討をいただき、

その検討を待って結論を出していきたいと、かように考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それで本件、昨日の山日新聞の記事で検討不十分、結論先送りという大きな記事が出ており

ました。これは市議会としても議論したつもりは到底ありませんし、市民の事業建設委員会、

こちらのほうも認識がない中で、これは全協、常任委員会がある中で、甚だこれは議会軽視の

そしりは免れないと思いますけども、それは重大な、私はともすればそういう問題性が生ずる

中で、記事掲載に至ったその経過と議会に対するチラシの整合性、説明を願いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 山日新聞の取材を受けたのは確かでございます。その回答というか、取材を受けてお話しし

た中身は、私は基本的に先般の全協で私どものほうから議員の皆さまにご説明をし、そのとき

の全体的な空気、まだまだ検討が十分ではないのではないかと、結論を急ぐべきではないと、

こういうような全体的な空気が私はあったというふうに認識しております。そういった空気を

踏まえて、現実に今、進んでいる状況を私は記者にお話し申し上げたつもりでございます。 
 ただ、議会軽視ということでご批判があるようでございますので、その点につきましては重

く受け止めて、もしそのように議会のほうで受け止められている方がいるとすれば、私はいさ

さかそれは軽率だったのかなと言われても仕方がないというふうに思っています。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 全協等ですね、処理能力ですとか対象範囲、費用対効果、維持管理費、こういった諸々のこ

とについて資料が乏しいという中で、建設事業検討委員会もその合理的判断ができるのかなと

いう懸念があった中で新聞紙上、さまざまな角度から検討し、できる限り早期に結論を出すと

ありますけども、これはともすればものすごい矛盾をはらんでいるような気がするんですが、

その部分のご認識はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答え申し上げます。 
 新聞記事でございますので、私がどのようにそのときに記者の方に申し上げたか、定かでは

ございません。私としては、まだもう少し時間をかけて検討会での審議をやっていったほうが

いいんだろうなとそういうような気持ちでおりますし、そういう筋で語ったというふうに考え
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ております。ちょっと記事の内容につきまして、私自身のほうからはちょっと違和感を感じて

いる部分があるということだけは申し上げておきます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでまた、地権者とか関係行政区に対する説明に関しまして、私も地権者ですとか相談を

受けて、お話をお伺いする中で、誠に本件に対しまして不信感といいましょうか、１月にも私

は常任委員会で説明すべきだと。一刻も早く。また砂原橋にもかかりますので、建設部、また

産業観光部のほうで対応していただきたいということにもかかわらず、何も説明なされていな

い、不作為な状況でありまして、これは態度を硬化させておりますし、本事業のほか砂原橋事

業も地権者がダブる中でこれはとんでもない、また砂原事業にも関連する、中止にならざるを

得ない状況でありますけども、そちらはどう認識されているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 前回、地権者をはじめとする関係地区の皆さんとお話し合いを持ったのは、たしか今年の１月、

２月であったかと思います。そのときにおおむね半年を目途にということも申し上げたところ

でございますし、その期限がほぼ到達してきているということで、私自身、地元に対して説明

が甘いというふうに認識しています。お約束の期限がきているわけでありますから、早急に地

元とコンタクトをとって状況説明を行いたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今、説明がありましたけども、本当に大きな選挙公約で市民の方もこの紙をもとにいろいろ

判断をされた中で極めてこの説明責任が大きい中で、砂原橋もやるというけども今度は凍結だ

とか、これは大変なことになるなという中で、あれだけ大きな選挙争点であればこそ、市民ミー

ティングを再度開いて、その部分からまた市長の観光施策ですとか、グランドデザインに対し

て説明する必要があろうかと思いますけども、そこらへんのご見解はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ありがとうございます。公約に基づいてのご意見、叱咤激励、大変重く受け止めるところで

ございますし、ミーティングをやってみずからの、これからのまちづくりについて、しっかり

語れというご提示もいただきました。実は私も同じ気持ちでございます。バイオマスの問題も

含め、これからのまちづくり、これからの桃源郷をどうしていくのか、そういったようなこと

も市民と語り合う場を早急に設けたいと、かように考えているところでございます。 
 以上でございます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 また前向きな答弁をいただきましたので、そちらのほうはまた進めていただきたい、今おっ

しゃったとおりいっていただきたいと思います。 
 最後、まだ景気が非常に悪くて、市民の方も企業経営者も下向きなんですね。いつ店をやめ

ようかという中で、私はやはり最後の観光施策という部分で、いろいろ例えば２１年、観光ビ

ジョンとかやっていますけども、やはり根幹となす市長のリーダーシップ、気持ちの問題で、

市長がよしやるぞというのが、われわれ観光業者、農業者、商工業に伝われば、また夜のお酒

もおいしく飲めて、いろいろな面で、私はリーダーシップというのはそういう部分だと思うん

です。とにかく、私はこういうことをやりたいんだということを打ち出す中で、観光立市、経

営戦略というものに向けて、今、自治体経営ですとか、そういうことが企業形態は違うにしろ、

１億円使ったって、１億６千万円使ってくれればいいと思うんですよね。ですからいろんな方

策をとる中で、市長の観光施策、いかにおおぜいに来てもらって、いろいろ個別は個別でいい

んですけども、その計画も１万人ずつ、８６から５年間で９０にやるよりは、１００万人ミリ

オン計画とか、大きな計画、ミッションを立ち上げてほしいということと、あと簡単なキャッ

チフレーズですね、いろいろ観光施策があるんですけども、県だと例えば「週末は山梨にいま

す」とかこういったものを早急に決めていただいて、細かいことを言うよりも分かりやすくポ

スターを作るのもそうですけども、温泉、ワイン、果物、大地の恵み１年中とか、いらっしゃ

いとか、そういった部分はちょっとそういうセンスがないのであれですけども、テーマ、キャッ

チフレーズ、キャッチコピーをすぐに打ち出す。そして市長の思いをどんどんこの総論的なこ

とで、元気になるような経営戦略をお伺いして終了とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 これまた力強い激励をありがとうございます。 
 実は今、ご質問があったような内容、先ほどの海野議員の答弁用に用意してあったんですけ

ども、ちょっとすれ違いがございましたので、ここでご披露をさせていただきたいと思います。 
 現在、笛吹市のまちづくりの将来像、これは皆さんご案内のように“にぎわい・やすらぎ・

きらめき・躍動するふれあい文化都市”、あるいは“にぎわい・やすらぎ・きらめき・みんな

で奏でるハーモニー”とこういうのが掲げられております。私はこれを少し違った角度からこ

れを踏まえて、桃源郷ということを言ったつもりでございます。 
 もう少し将来像を具体化していく必要があるんではないか、肉付けという言葉がありますけ

ども、肉付けしていく必要があるのではないかというふうに思って、とりあえず全体を貫く１つ

のキャッチフレーズとして、日本一桃源郷というのを商標登録を、実際は商標登録していませ

んけども、ピン止めをして手を挙げておいたということでございます。 
 先ほどご質問をいただいた中で、まちづくりミーティングをして活発な議論をしていきたい

というふうに思っておりますが、お話がございましたので、恥ずかしながら私の考えているキャッ

チフレーズみたいなものを２、３ご披露させていただきたいと思いますが、私はやはり地域の
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特色をしっかり捉えて、まちづくりの方向について合意形成をしていくということが長期的な

まちづくりにとって非常に大事なことではないかと思っております。１つはやはり笛吹市とい

うこの名前のもとになった笛吹川、この川を大事にしていきたい。私もしばしばこの夏祭りの

あいさつの中で、母なる笛吹川とこういう言葉を使わせていただきましたけども、名前の由来

になった川でございます。大事にしていきたい。私、こういうのが好きなんですね。「笛吹川

と生きる」「笛吹川を生かす」、こういうような言葉が好きなわけですから、ぜひ皆さんの合意

が得られなければしょうがないんですが、皆さんの合意を得て「笛吹川と生きる」「笛吹川を

生かす」ということでキャッチフレーズにしていきたいというふうに思っております。 
 少し長くなりますが、先般、北海道旭川、私の田舎へ行きました。あそこも川の町でありま

す。河川敷の量が凄まじいです。人口は５倍ぐらいの人口でありますが、河川敷に野球場が２８面

あるという。その他、ゴルフ場であるとかテニスコートであるとか公園であるとか、数え切れ

ないほど、とにかく徹底的に河川敷を利用しているというのを見て、なるほどというふうに思っ

てまいりました。河川敷の量は１つでありますけども、もっと笛吹川と仲良くしていきたい。

笛吹川の母なる恵みをわれわれも使っていきたいと、こういうふうにひとつ考えております。 
 もう１つは、これもやはり名前に由来する笛吹ですね。笛、音楽。歌のまち。ぜひ音楽のま

ちづくりといったような、そういう角度から皆さんと一緒にどういうまちにしていったらいい

のかと。笛吹という言葉からどうしたって、そういった方向に行かざるを得ないんではないか

と私自身は思っております。音楽のまちづくりということも皆さんに提起したい。 
 もう１つ言わせていただければ、これも私の宿願であります花いっぱいのまちにしていきた

い。もうすでに４月１０日ぐらいになれば花いっぱいでありますから、これをぜひ四季折々の

花にしていきたい。冬でも彩りのあるまちにしていきたい。 
 大ボラでありますけども、全市公園化ということも私はホラを吹いて歩きたいというふうに

思っております。町中を公園みたいにしていくというものは私の願いであります。そうすれば

住んでいる人も本当に気持ちがいい、住みたくなるまちになるし、ぜひ一度は行ってみたい笛

吹市になるのではないかと、そのように思っております。子どもたちがせっかく、この子ども

議会で選んでくれたバラという花がありますから、これをみんなで生かしていこうということ

も提起してまいりたいと思っております。 
 思いつきと言われればそれまででありますけども、叩き台として提起をし、皆さんと一緒に

考えていきたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 また私の会派もいろいろアイデアがありますので、政策提言実現すべく頑張ってまいります

ので、よろしくお願いします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、笛政クラブの代表質問を終わります。 
 続いて、誠和会の代表質問を行います。 
 梶原清君。 
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〇６番議員（梶原清君） 
 誠和会の梶原です。議長の許可をいただきましたので、誠和会を代表しまして質問をさせて

いただきます。 
 今年の夏は全国各地で連日、熱中症による死亡者が出るような猛暑日続きの夏となり、県内

においても熱中症により２名が亡くなり、３５０名を超える救急搬送者があったと報道されて

おります。 
 ８月１０日には、甲府で４０度７分の最高気温の記録更新や猛暑日の日も最多となったとこ

ろであります。一方、降水量も６月以降は平年の４割と非常に少なく、高温少雨で果物や野菜

の生産者にとっては、４月の凍霜害に加え大変厳しい年となりました。 
 そのような中、８月２９日には山梨リニア実験線が２年ぶりに全線の４２．８キロによる試

験走行が開始され、笛吹市内の明かり区間のポイントにはリニアの写真撮影者やリニアを見る

人が多数来ております。世界に誇る最高速度の電車としてのリニア技術ですので、外国からの

視察者も含め、観光資源として最大限の活用をする中、おおぜいの視察者に笛吹市に来ていた

だき、笛吹市が活性化することを期待するものであります。 
 それでは、通告に従いまして質問に入ります。 
 まず最初は、中期財政計画についてであります。 
 倉嶋市長が就任して初めての中期財政計画が平成２４年度決算を見込み、笛吹市における過

去最高額の３９８億円の予算を見込んだ、平成２５年度から平成２９年度までの５年間の計画

が６月定例会最終日に議員に配布されました。 
 計画では、第一次総合計画が今年度一部修正された後期計画に盛り込まれた事業の確実な実

施と市民サービスにかかる予算見込みであります。平成２７年度から地方交付税の一本算定に

よる交付税の減額や税収の落ち込みなど、自主財源が厳しくなる中の５年間の計画であります。 
 今後、非常に厳しくなる財政のため、今年度策定する第三次行財政改革大綱に基づく改革を

確実に実施することや最大限の経費節減、予算縮小のため、各種事業の統廃合をしなくてはな

らないと思います。そこで、次の点について伺います。 
 まず１点目でありますが、現在実施している大型事業が平成２６年度でほぼ完了予定ですが、

総合計画の後期計画に盛り込まれた実施を見込んでいる事業はどんな事業か、具体的な事業概

要、事業費について伺いたい。 
 ２点目でありますが、国の財政規模の基準である基準財政収入額ならびに基準財政需要額と

現予算規模とでは非常に大きな差があります。計画でも５年間で１０９億円の予算現額縮小を

予定しております。その中で普通建設事業費が大幅の減額を見込んでおりますが、扶助費や物

件費などの減額は具体的にはどのように考えているのか、伺います。 
 ３点目でありますが、平成２７年度から税収増に見込んでいる都市計画税は計画に見込まれ

ているとおり、市長は確実に実施するのか伺います。 
 ２問目でありますが、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設事業についてであります。 
 この事業は平成１９年２月より県のごみ処理広域化計画に基づき、甲府市と峡東３市で民間

事業者の経営能力、技術力および運営能力などを生かしたごみ減量化と資源化、循環型社会形

成、地域環境および地球環境の保全に配慮した施設として中間処理施設の建設を進めるもので

あります。 
 今まで環境影響評価による絶滅危惧種のミゾゴイや希少野生動植物に指定されたオオタカな
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どの生息が確認されるなど、多少の計画延期がありながらも順調な事業の推進だと思われます。

一方、境川のごみ処理施設用地の決定に伴い、行政責任とされてきた当初の予定地であった八

千蔵・高家地区、５．５ヘクタールの状況についても伺います。 
 まず１点目でありますが、境川・寺尾地区については完成目標年次平成２８年度末を目指し

ている事業ですが、地域振興事業、周辺整備事業や用地買収の状況について、現在の進捗状況

について伺いたい。 
 ２点目、境川の周辺地区と組合で取り交わした協定内容を実現するため、地域振興事業や周

辺整備事業はどんな事業の導入を予定しているのか、伺います。 
 ３点目、平成１８年１２月１８日に締結した八千蔵・高家地区における基本協定の内容とは

どんな内容か伺いたい。 
 ４点目、４市合意の災害廃棄物ストックヤードの許可の状況はどうなっているか、伺います。 
 ５点目でありますが、境川地区と同時進行とされている八千蔵・高家地区の用地買収も含め

ての進捗状況はどうなっているのか、伺います。 
 続きまして３点目でありますが、御坂浄水場建設事業についてであります。 
 今年の夏は６月、７月、８月と稀に見る少雨に加え、最高気温を更新するなど最多猛暑日の

夏となりました。市民も涼をとるため水道水の使用料も増加して、担当する水道課では７月号

の広報誌で節水の協力について掲載し、市民にお願いしたところであります。特に貯水量の少

ない御坂町内においては断水の恐れがあることから、６月６日から８日、７月１２日から１６日

の８日間、防災無線により御坂町内に節水のお願いをし協力をいただいたところであります。 
 水道課の職員も排水時の水位低下のため、毎晩、配水池まわりの管理に追われ、その甲斐あっ

て市民も断水することなく生活ができたところであります。水道課の職員には日夜にわたる作

業、大変ご苦労さまでございました。 
 市の水道ビジョンで計画した特に貯水量の少ない御坂町内の給水量確保のため、畑潅用水を

使用しての日量８，０９０トンの浄水場整備に平成２２年から取り組み、２４年度から工事に

着手しております。 
 その御坂浄・配水場建設事業について、当初は工事の入札が４件から５件の予定であったが、

順調な入札は１件だけでほとんどが公告後の取り止め、変更、分割などがあり、公告回数は１０回

となりました。工事費も一部増額となった部分もあり、１つの事業の取り組みとしては異常な

入札状況に思われます。そこで次の点について伺います。 
 まず１点目でありますが、御坂浄水場での計画水量は日量８千トンですが、御坂町内の最大

給水量は５，７００トンの計画です。余剰分の利用計画はどうなっているのか。また、そのた

めの経費はいくらなのか、伺います。 
 ２点目でありますが、平成２５年１月１５日の公告、御坂浄水場土木・建築工事、予定価格

８億円の入札公告が公告３日後に設計図書の変更との理由で取り止めになり、新たに分割され

２月２６日に再公告されました。予定価格は土木が６億２千万円、建築は２億円と、なんと予

定価格の合計が２千万円の増額となりました。さらに３月１９日入札で、御坂浄水場築造工事

土木が不調により４月１６日に再々公告が行われ、これもまた予定価格がさらに２千万円の増

額となり、合計では４千万円の増額となっております。土木と建築を分割するために増額とな

る経費は７００万円と聞いております。最初の公告の予定価格８億円で入札執行されていれば、

７億円台の落札も当然見込まれるわけですが、最終的には契約金額が８億３，５００万円とな
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り、落札率も９９％を超えています。工事費の増額の理由は何か伺います。 
 ３点目でありますが、３月１９日入札の御坂浄水場築造工事（機械・電気）が入札日の４日

前に公告内容の変更との理由で取り止めとなりました。この入札は参加者数が１社でも可能な

条件、参加者数は不適用でございました。実際には参加申し出が３社あり、一部辞退があった

が最終１社あったと聞いています。総務部の説明だと一般競争入札は最低でも５社くらいはな

いと公平な競争性が保たれないとのことですが、同じ日に執行した御坂浄水場築造工事（土木）

もやはり参加者数は不適用でしたが、入札は１社だけの応札でしたが入札が高くて不調となり

ました。この２つの入札、いずれも１社の入札で可能な条件でしたが、どうして機械・電気だ

け入札日４日前に取り止めたのか伺います。 
 ４点目でありますが、３月１９日の御坂浄水場築造工事（土木）の入札が不調で再々公告を

４月１６日に行いましたが、二度の入札公告とも事業名、件名、場所、概要等はまったく同じ

公告内容であり、一部共同企業体の構成員が３社から２社ないし３社の変更と、共同企業体の

出資比率が２０％から２社の場合は３０％への変更に緩和されただけであります。市の入札規

程では同じ事業名、同じ件名の入札で３月１９日入札した会社が５月７日にも再び入札するこ

とができるのか、伺います。 
 ５点目、土木と建築、機械と電気を公告後取り止め、分割し再公告をしていますが、最初か

ら工期があまりないことは承知しているにもかかわらず、分割することは契約件数が多くなり、

担当部署としては現場管理、打ち合わせなどが契約者ごととしなくてはならず、年度末に集中

した仕事で大変になると思いますが、どんな理由で分割したのか伺います。 
 ６点目でありますが、議員全員協議会で年度末に工事が完了しなくては補助金が受けられな

いではないかとの議員の質問に、副市長は年度末までには間違いなく余裕を持って完成すると

回答いたしました。機械・電気の当初の公告の工期は、平成２６年３月２０日ですが、再公告

では工期が平成２６年８月２５日と年度末には完成しません。議員への説明と違いますが、ど

のようなことか伺います。 
 続きまして最後の質問でありますが、これは笛新会の海野議員の質問と内容は同じですが、

通告をしてありますので質問をさせていただきます。 
 小中学校施設のあり方についてということでありますが、国立社会保障人口問題研究所が

２０１３年３月に公表した日本の地域別将来推計人口では、全国で２００８年以降の少子化に

より３０年後には１６％、人口が減少すると推計しています。その中で笛吹市は２０１０年の

人口７万５２９人が３０年後の２０４０年には５万５，３１８人となり、率で２１．６％減、

数でも１万５，２１１人の人口が減少すると予測されています。戸籍住民課の報告でも平成２０年

以降、出生より死亡が上回る、いわゆる自然減少の傾向であり、平成２１年以降は出生数の減

少傾向となり、全国的な少子化傾向と同じであります。 
 そのようなことから、笛吹市内小中学校の児童生徒数が減少していくことが予想されます。

また市内の小中学校の校舎および体育館、プール、給食室など施設の老朽化が目立ち、子ども

たちの安心・安全な学校生活を目指す上で喫緊に取り組まなければならない点が多く出てきて

おります。 
 合併特例債が５年間延長されたことにより、これらの校舎などの建て替えも含め、総合的か

つ計画的に考えていくよい機会だと考えますが、今後の笛吹市内の学校施設のあり方をどのよ

うに考えているか、市長の所見を伺います。 



 ７２ 

 以上、質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 誠和会、梶原清議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに財政問題でございます。 
 後期計画の事業の中身について質問がございました。 
 総合計画の後期計画において実施を見込んでいる２６年度から２９年度までの４年間におけ

る主要な事業および事業費の見込みをご紹介申し上げます。 
 なお、扶助費の事業や各種ソフト事業等については、現行の制度が続くものとして見込んで

推計しておりますので、ここでの説明は省略させていただきます。 
 まず砂原橋架け替え事業、大坪地区の浸水対策事業、スマートインターチェンジ付近の道路

整備および成田交差点周辺道路整備事業を含む道路新設改良事業、さらに橋梁の長寿命化事業、

これを合わせまして３３億４千万円を見込んでおります。 
 次に石和温泉駅周辺整備事業、それからサイン計画など都市計画事業に１４億８千万円。農

業基盤整備事業、この関係で２５億９千万円を計画しております。 
 それから学校施設整備、ならびにスコレーセンター改修事業等、教育施設関連整備として１９億

３千万円。さらに甲府・峡東４市で建設しますごみ処理施設の建設負担金を現在のところ２５億

円として見込んでいるところでございます。 
 以上、主要事業の紹介をもちまして、最初の答弁とさせていただきます。 
 次に、扶助費や物件費などの減額についてのご質問であります。 
 まず扶助費でありますが、国の社会保障制度の一環として行われる事業につきましては、削

減を見込むことは非常に困難であります。少子高齢化社会が加速して進む中で、本経費は毎年

１％程度の増額を見込んでおります。 
 次に、物件費であります。 
 物件費は行財政改革の推進により、まず一番最初に削減できるもの、このように考えられて

おられますけども、指定管理費が増加をする、あるいは各種事務用情報システムの制度改正等

に伴うシステム改修、あるいは構築費、これが経常経費化しております。これを大幅に削減す

るということは、非常に難しい現状でございます。また物件費は、来年度予定されている消費

税の増税なども大きく影響を受ける経費でございます。 
 このようなことから今後、各種機構の見直し、公共施設の統廃合等も視野に入れた中で、さ

らなる行財政改革を進め、物件費の削減に取り組む所存でございます。 
 次のご質問は、都市計画税の問題でございます。都市計画税を確実に実施するのかというご

質問でございます。 
 現在の笛吹市都市計画税条例では、平成２６年度までは税を課さないと規定されております

ので、見込みとしては２７年度からは税収として見込んでおります。しかしながら、平成２３年

第４回定例会において２６年度までさらに３年間の課税猶予とした経緯に鑑みますと、消費税

増税、年金支給額の減少等、生活負担の増加要因も見込まれる中、現時点では白紙ではござい

ますけども、２７年度以降の取り扱い、これについては改めて検討が必要であると考えており
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ます。 
 いずれにしましても、２７年度からの課税事務に支障がないように適切な時期に判断したい

と考えております。 
 続きまして、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設事業についての質問でございます。 
 はじめに地域振興施設整備事業等についての進捗状況についてであります。 
 境川町寺尾地区に計画しております、ごみ処理施設の建設に伴う地域振興施設整備事業につ

きましては、ごみ処理施設隣接地に公園緑地および温泉施設等の建設を進めるものであります。

現在はこの事業の起因者でございます県、市町村総合事務組合および甲府・峡東地域ごみ処理

施設事務組合と、そして笛吹市とが協力しながら施設整備のための基本設計を行うとともに事

業推進のための具体的な計画づくりを進めているところでございます。 
 周辺整備事業につきましては公民館建設のための測量や防火水槽の改修、市道整備のための

測量設計業務を行っております。 
 また、ごみ処理中間処理施設の用地買収状況につきましては、地権者４１名中３７名の方と

契約済みであります。地権者数では９０％、買収面積では９６％の取得率となっている、その

旨、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合から報告を受けているところでございます。 
 次に協定を実現するための事業について、ご質問がございました。 
 地元地域と組合等で取り交わしている協定書で整備予定となっているメニューは、起業地に

隣接する土地への温泉施設および公園緑地の整備、集落内の公民館、集荷所、消防詰所、運動

場、リサイクルステーション整備、市道・農道の改修、間門川の改修等が主な事業となってお

ります。 
 当該事業は本市も含む構成自治体等の財政負担軽減を図るために、笛吹市のまちづくりに合

致する事業については、国の交付金等を最大限活用できる笛吹市の都市再生整備計画のメニュー

に組み込み、国からの交付金を活用し、加えて起因者などから支出される財源を原資として、

起因者に協力しながら事業推進を図ってまいります。 
 次に、八千蔵・高家地区における基本協定についてのご質問がございました。 
 平成１８年１２月に本市と甲府市により、ごみ処理施設の建設候補地であった約５．５ヘク

タールの用地を取得し、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設事業と並行して推進し、関係市であ

る山梨市および甲州市に対しても負担を求めていくものと、このような内容になっております。

この事業を円滑に推進するため、関係市による協議会を設置するとなっておりまして、現在関

係４市で構成する八千蔵地域等対策協議会が設立され、検討を進めているところでございます。 
 次にストックヤードの許可の状況についてのお尋ねでございますが、本年７月に山梨県知事

から要望書に対し、今回の整備計画については事業認定を行うことは困難であり、認定のため

には土地収用法第３条各号の事業用途を基本に、整備内容の検討を行っていただく必要がある

との回答をいただいたところであり、ストックヤードということに関して事業実施が極めて困

難な状況でございます。 
 次に境川地域と同時進行とされる八千蔵・高家地区の進捗状況についてでございますが、山

梨県知事からの回答を踏まえまして八千蔵地域等対策協議会において、共同利用できる施設の

再検討を重ねております。 
 今後は４市での協議が整ったところで、議会ならびに地域の皆さまへご説明をさせていただ

きたいと考えております。 
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 続きまして、御坂浄水場建設事業についてお答えをいたします。 
 はじめに、御坂地区に関連しまして計画水量の余剰分の利用計画と経費ということでお尋ね

がありました。 
 御坂浄水場における計画浄水量は、議員ご指摘のように日量８，０９０トンであります。う

ち計画給水量といたしましては、日量７，３００トンを見込んでいるところでございます。 
 御坂地域への給水量は日量５千トンを見込んでおります。したがいまして、残り２，３００ト

ン、これにつきましては石和・一宮地域に給水する予定でございます。 
 御坂地域への給水をベースに考えますと、余剰水は先ほど申し上げましたように２，３００ト

ンとなりますけども、これは石和・一宮地域に供給されます。送水管８．５キロメートルを敷

設する予定でございまして、その経費としては６億５千万円を予定しております。 
 次に、御坂浄水場の入札関連のご質問がいくつかございました。 
 はじめに土木・建築工事費、これに関して経費が増額となっているけども、その理由は何か

というご質問でございます。 
 １月１５日に公告しました土木・建築工事、これは予定価格８億円で事前公表しましたが、

この設計価格は８億２，２７０万円でありました。 
 ２月２６日、これを分割、再公告いたしましたが、これは２４年度内に確実に工事を完了さ

せるために分割し、土木工事６億２，６７０万円、建築工事２億３３０万円、合計８億３千万

円となり、設計価格比では７３０万円の増加となりました。 
 ２月２６日に公告したものについては、３月１９日に入札が行われましたが土木工事の入札

は結局、不調に終わりました。その要因の１つに残土処理がございます。調査の結果、約２，

５００トンの残土処理が必要と判断し設計に組み入れたことから、予定価格は設計価格と同額

の６億４，０８０万円となりました。それに対する５月７日の落札額は６億３，５００万円で

ありましたので、再公告による工事費の増額は初回事前公表した公告の８億円をベースにしま

すと５月７日、入札結果６億３，５００万円に建築の２億円を加えまして８億３，５００万円

となりますので、工事価格として３，５００万円の増額となったわけでございます。 
 次に３月１９日に行われました機械・電気と土木、この２つの入札の違い等についてのご質

問でございました。 
 機械・電気につきましては３月の議会全員協議会でご説明申し上げたとおり、御坂浄水場の

処理能力が日量８，０９０トンでありますので、同等施設の施工実績を入札参加要件としまし

たが、同等実績のある入札参加対象者が３社と少ないことが分かりました。事前の調査不足で

ありましたが、入札の競争性を高めるために入札取り止めを行い、応札できる実績要件を緩和

し、７社が参加できる要件として再公告したものでございます。 
 一方、土木工事につきましては、１１社の共同企業体が参加できる入札参加要件で公告を行

いましたので、事後審査型一般競争入札として十分な入札参加対象者があり、執行したところ

でございます。 
 次に再公告で同じ会社が入札できるのかというご質問でありますが、笛吹市事後審査型条件

付き一般競争入札実施要領には、再公告で同一事業者の参加についての規制はございません。 
 ちなみに今回につきましては資格要件の構成員数、必要な建設業の許可を変更し、また設計

図書の内容についても変更を行っており、同じ参加者であっても再積算を行うこととなります

ので別案件として入札公告をいたしました。 
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 次に土木と建築、機械と電気、これを公告後取り止め、分割した理由についてでございます。 
 土木・建築工事につきましては当初一体として発注を予定しておりましたが、国庫補助事業

の平成２５年度対象分が国の緊急経済対策により２４年度予備費対応となったため、平成２５年

度内に工事完成が必須の条件となり、安全を期するため土木と建築工事を分離して発注を行っ

たところでございます。 
 一方、機械・電気設備工事については、分離発注することによって機械設備工事の入札公告

の経営事項から電気工事実績を除き要件の緩和を図り、入札対象者の確保を行いました。併せ

て電気設備工事を分離発注し、地域の建設業者の受注機会の確保を図ったものであります。 
 次に全員協議会での説明と食い違っているではないかというご指摘でございますが、この事

業は平成２２年度から２５年度の事業であり、国庫補助金７億４千円を予定し、すでに用地取

得等で３，８００万円の助成を受けております。平成２５年度の国庫補助金１億４千万円を予

定しております、この土木・建築事業につきましては国の経済対策により繰越対応分となった

ため、平成２５年度末の完了が補助金をもらうための絶対条件となりますので、そのようにご

説明をしたところでございます。 
 一方、機械・電気設備は平成２５年度国庫補助分でございますので、２６年度への繰り越し

が可能であり、平成２６年８月２５日までの工期といたしました。ご理解いただきたいと思い

ます。 
 続きまして、小中学校施設のあり方についてお答えをいたします。 
 まず少子化による児童生徒数の推移でありますが、５年後の平成３０年には小中学校ともに

約２００人減少すると推計されており、この傾向はその後さらに大きくなると予想されます。

先ほどの海野議員の代表質問でもお答えしましたとおり、学校施設は建築後３０年以上が経過

した施設がほとんどであります。校舎、体育館、プール、給食施設等いずれも老朽化が目立ち

はじめてきており、それにかかる修繕費は年々増加傾向にあります。学校施設は子どもたちの

学習・生活の場であり、地域コミュニティや防災の拠点であることから早急に老朽化対策に取

り組む必要があると考えております。そのためには、まず中長期的な視点に立った整備計画を

検討することが必要でありますが、その際には学区の再編や統廃合等の多くの課題があるとい

うふうに思います。 
 将来の児童生徒数の動向を見据えた適正配置を検討する中で、これらの課題を市民の皆さま

とともに考えながら整備計画を検討し、合併特例債などを有効に活用して小中学校施設の整備

を進めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ここで、早川教育委員長より早退の届け出を受理しましたので報告いたします。 
 再質問を行います。 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 それでは中期財政計画について再質問を行いますが、物件費や維持管理費の減少をする手段

として大幅な施設の統廃合をしないと負担が増えるばかりと思います。今年度完成する公共施

設白書に基づく施設の統廃合はいつごろ実施するのか、伺います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 誠和会、梶原清議員の再質問にお答えいたします。 
 物件費を減額する手段として、公共施設の統廃合の実施時期はいつごろになるのかというご

質問をいただきましたけども、公共施設白書につきましては１０月中旬の完成予定となってお

ります。現在、市内には１７３という数の公共施設がございますけども、その施設を対象に公

共施設白書では各施設の建物の現状、また利用状況、それから維持管理費などを調査、また分

析をしているところであります。 
 今後はでき上がってきます公共施設白書をもとにいたしまして、施設の適正配置、また統廃

合、再配置計画等について検討を進めていくことになります。 
 現状では公共施設の統廃合の実施時期、まだ明確ではございませんけども、今後の財政状況

なんかを考える中で、なるべく早い時期に再配置等の検討、また計画を策定していかなければ

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。よろしくお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 同じく中期財政計画ですが、扶助費は毎年１％の増額でありますが、事業が年々増えるばか

りですが、既存の事業の統廃合などは考えていないのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 扶助費の統廃合というご質問ですけども、非常に扶助費につきましては法、それから制度に

基づいて支給されているものがほとんどでございます。その各扶助費の趣旨というものを考え

ますと、統廃合というものは非常に難しいと認識しているところでございます。市単の扶助費

というものも若干あるわけですけども、その縮小、減額というものにつきましては、それぞれ

の内容の精査というものをしていかなければならないかと思います。その点を考えながら今後

検討させていただきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 都市計画税については市長のほうから現在、検討中とのことでありますが、２年先の自主財

源で歳入見込みでありますが、もし見込めない場合については毎年６億円、歳入不足が生じる

わけですが、５年先についてはもっとずれてくると思いますが、まったく見えない不確定的な

計画ではないかということを言わざるを得ませんが、５年この計画を、実態に合った計画には

どういうふうに近づけていくのか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
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〇財政課長（成島敦志君） 
 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 中期財政計画、今年度６月に議会のほうへはお示しさせていただいたところでございます。

その中では２７年度からは課税するということがすでに、以前の条例改正の中で決定していた

ことでございますので、そこを反映した計画づくりをしたところでございます。 
 ただし本日の答弁にもございましたように、再度、そこについては検討をしていくというこ

とでございますので、今後の財政計画の中ではそこをしっかりつかんだ中で非常に大きい金額

でもございますので、あらゆる事業にその点の影響も出てくるという状況になりますから、しっ

かりそこを精査した中で新たな財政計画に反映していきたいというふうに考えています。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 続いて、境川のごみ処理の問題について質問いたします。 
 平成２５年３月１８日に締結した、周辺地域整備計画費の負担に関する協定書を締結したわ

けですが、国の交付金を活用する中で上寺尾、中寺尾の両地区の公民館と出荷所の建物につい

ては笛吹市が負担することになっていますが、公民館建設の希望がある他地区とのバランスを

考えると、地元負担相当分は関係する４市で負担すべきではないかと思いますが、どのような

負担割合になっているか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 寺尾地区の公民館につきましての協定の中では、実施主体等については笛吹市で行うという

ことになっておりますけども、コミュニティセンターの助成事業等を活用するということがご

ざいますので、そのような形になっております。あとの事業費等につきましては、今のところ

うちのほうと、あと一組、それから総合事務組合等で協議している最中ということでございま

す。 
 ちなみにごみ処理施設の、事務組合の規約の中で１４条の第２項がございまして、その中で

はいろんな諸事業に関しての負担割合が定められております。均等割で１０％、それから人口

割で９０％ということで、この人口につきましては平成１７年度の国調の人口をもとにしてお

りますけども、そのような負担割合を定めております。それでいきますと事業費の負担割合が

甲府市は５４．５％、それから笛吹市が２１．１％、山梨市が１２．６％、甲州市が１１．８％

ということでありますので、申し添えて回答とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 梶原清君。 
〇６番議員（梶原清君） 

 続けてごみ処理の話ですが、地域振興整備事業で予定されている公園と温泉施設について、

どこが事業主体で維持管理、運営はどこが行うのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 



 ７８ 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 ただいまの質問にもございましたように、地域振興施設といたしましては、温泉施設の建設

費用がございます。これにつきましては、国の国庫補助金制度等を最大限活用することという

のが前提でございますので、それに伴いまして地方自治体である市が主体にならなければなら

ないということでありますので、笛吹市がその責を担っているというのが事実でございます。 
 あとこれにつきましては、今の最大限活用した国庫の交付金等ののちの負担につきましては

県、それから甲府・峡東地域のごみ処理組合、それぞれが２分の１ずつを負担して建設を行い

ますけども、その後の維持、それから管理等につきましてはただいま協議を重ねているところ

でございまして、また維持費等につきましては起因者であります県および市町村総合事務組合

ならびに甲府・峡東の事務組合等が負担することが適当であるというふうに私どもは考えてお

りますので、今現在、運営等を含めまして協議を重ねている状況でございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 境川寺尾地区については、用地買収が９６％の取得率になっています。八千蔵・高家地区に

つきましても、先ほどの協定によりまして並行して推進する約束がしてありますので八千蔵・

高家の地権者については現状、我慢しきれないような状況でありますが、市長の陣頭指揮のも

と４市協議で早急な対応をしていただきたいと思いますが、協定をもとに市長の取り組み姿勢、

意気込みをお聞かせいただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 八千蔵・高家地区の問題につきまして、ご質問をいただきました。 
 私もこの何月でしたか、何人かの地権者の皆さまとお会いをして、地権者の皆さまの切実な

願いと申しますか、受け止めてきたところでございます。 
 なかなか経緯は経緯としてございますし、４市の共同の事業という縛りもございますので、

動かすのはなかなか難しい、非常に難しい方程式を解かねばならないという課題ではございま

すけども、関係市とよく連絡を取り合って知恵を出し合って、できる限り早期の解決を図るよ

う尽力していきたいというふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 続きまして、御坂浄水場の関係について再質問をしたいと思います。 
 工事費の増額は先ほどの答弁ですと、土木・建築の分割の費用と残土処理の増額で３，５００万

円増額とのことですか、３回目の公告で改めて２，５００立方メートルの残土を追加して工事

費の増額をすることを、３回目になって増額ということは本当に疑問に思うところであります

が、一番の原因は設計金額に対しての予定価格の設定ではないかと思います。１月１５日の公

告につきましては、８億円のときは設計金額より２，２７０万円、要するに低い予定価格、歩
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切りが２，２７０万円あったわけですが、２月２６日の公告では土木で６７０万円、建築で３３０万

円と予定金額との差、いわゆる歩切りが１千万円に減額になりました。３回目は４月１６日の

公告につきましては、設計金額と予定金額はこれは同額になっております。それぞれの落札率

も土木が９９．１％、建築は１００％ですね。いずれも非常に高い落札率だと思います。予定

価格の設定者として、同じ工事で３回の公告のたびに予定価格の設定が違う、いわゆる歩切り

を順次、減額、なくしたのはなぜか伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 就任以来、笛吹市の公共事業、どういうふうになっているのか、関心を持ちつつ、その執行

運営に携わってきたところでございます。私も就任当初、歩切りというものがある種、当然の

ようにこの笛吹市において行われてきているということを伺いまして、そういうものかという

ことで、歩切りといいますか、予定価格を決定するときに設計価格より低めに設定するという

ことを実は当初は行っていました。 
 いろいろ勉強していく中で、予定価格はどうあるべきかということの知見を深めてまいりま

した。特に私、非常に印象に残っておりますのは、鳥取県知事も務められ、総務大臣も務めら

れた片山善博さんがあるところで設計価格というのは最も合理的な価格である。しっかりとし

た根拠に基づいて算出された価格でありますと。一方、それを歩切りするといったような場合

に、逆に、ではそこで例えば２千万円歩切りをしたとすれば、その根拠はどこにあるのかと求

められて答えられますかと。こういう趣旨のことを片山さんは書いておられました。誠にその

とおりだというふうに思います。一定のルールがあって、歩切りというものが行われるという

のであれば、それはそれとして、それは合理的かもしれませんけども、説明のできない歩切り

はやっぱりあってはならないものだと私は了解しまして、以後歩切りは行わないと。先ほど来

の国の指導うんぬんということがございましたけども、国のほうも早くからこの点を問題視し

て指摘してきたところでございますので、私はそういうふうに現在は、基本的に設計価格を最

も合理的なものとして、それを予定価格にすると。これは国の指導でもあり、県のほうでもそ

のようにしているわけでありますし、私はそれはるる申し上げましたように、最も合理的な考

え方だと考えておりますので、現在はそのようにやっております。 
 ただ、そこに至る過程で私としては従来の慣習を引き継いできてしまったということについ

てはやむを得ないというか、そのように考えております。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 市長の今の答弁で歩切りをなくしたのは分かりますが、１回目と２回目の歩切りの減額の理

由はどんな考えで減額したのか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 先ほども申し上げましたように、歩切りというのは私もいろいろネット等で調べてみました
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けども、歩切りのルールというのはどうもないようでございます。ないような中で、笛吹市は

従来から進められてきたというふうに私は聞いております。何も説明できないものをお前がやっ

たのかと言われると本当に私としては恥じ入るところでございます。たとえ過去からそのよう

なこと、あるいはかなり大きな削減率というか、歩切り率がひょっとしてあったのかもしれま

せんけども、仮に過去にそのようなことがあったとしても、それをなんの批判もせずに引き継

いでしまったということは誠に恥ずかしく思っております。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 若干、大久保議員と内容が重複する部分がありますが、歩切りのことにつきましては、従来

笛吹市は入札において設計金額、あるいは予定金額の関係で低く設定しまして、いわゆる入札

差金というのがあったわけですが、その入札差金がある場合については一度財政に返還して、

予算が付かなかったら市民サービスの分へ充当したわけですが、市長は農林水産省のお役人で

すので、予算は全部使わなければ来年度、予算が付かないという経験をしたと思いますが、先

ほど大久保議員が言ったように今は地方分権の時代で、地方自治体ごとに予算の使い方につい

ては市民にどういうサービスをしたほうがいいかということを、お金の使い方を選択する時代

であります。そういうことで大変、歩切りをしろという話ではないですが、入札率も高いわけ

ですが、入札差金、従来、市民サービスをしていたわけですが、その分が市民サービスへまわ

らないわけですが、表現が悪いですが言い換えれば市長は地元業者の育成ということで言って

いますが、市民の立場で言わせれば、みんなが少しずつお金を分け合って、市民のほうへも市

民サービスに充当していただきたいような気がしますが、そのへんの考えは先ほどの説明と同

じでしょうか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 いわゆる差金という言葉があるようでありますが、たしかにできるだけ低い価格で、かつ高

品質の仕事をやっていただければそれが一番なわけでありますので、ただそこをなんの議もな

く、なんの説明もできないような数字でそれを進めるということについては、私はいささか自

信がございません。やはり入札制度の本筋であります。しっかりと競争条件を確保して、競争

条件をしっかり整備する中で入札競争を行っていただいて、適正な価格に落ち着くように持っ

ていくということが大事ではなかろうかなと思います。 
 ただ、議員からのご指摘でございますので、私も適切なる値切り方式というのを少し考えて

みたいと思います。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 先ほど大久保議員の答弁の中で、入札方法に関する手続きがずっと説明されていましたが、

当然入札の公告委員会で入札要件とか入札に関しての条件、あるいは該当する業者の数とか業
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者の資格の取得の有無など、かなり細かいデータ条件を示した上で市の予算執行上、重要な事

項ですので、公告委員会で慎重な協議をして決定していると思います。 
 そんなことで、公告したあとすぐに取り止めとか変更、あるいは入札直前のとりやめとか、

そういうことがあると公告委員会の、すなわち笛吹市入札参加資格審査委員会の審査が十分で

あったのかどうかということを本当に疑いたくなりますが、本当は公告委員会の委員長の副市

長に聞きたいところですが、３月１９日の入札予定の機械・電気の取り止めは公告委員会の決

定で取り止めたのか、あるいは取り止めの意思決定を誰が指示して、どういう形で取り止めた

のか伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ３月１９日入札予定の、これはいわゆる機械・電気の入札公告でございます。これにつきま

しては、私のほうがちょっとおかしいのではないかということで、取り止めを指導したところ

でございます。これには若干経緯がございまして、そもそもは入札参加資格要件、いわゆるこ

れは水をろ過する機械設備でありますが、同じ設備は境川の浄水場を建設したときにもまった

く同じ仕様で導入しております。したがいまして、特段の事情の変更がなければやはり同じよ

うな仕様で入札参加資格要件を定めるべきではないかと、こういうふうに考えるのが普通であ

りますけども、なぜかそこのところが境川のときと違っていて、競争条件が狭くなると、こう

いうようなことがございましたので、少しまずおかしいではないかというふうに申し上げ、実

際問題、そこは公告変更という手続きを一度踏んだところでございます。 
 そういう中で、今度はでは手を挙げるのに対して参加資格は何社かということの調査を改め

てやったところ、実は３社しかないと。参加できる企業が３社しかないということが明らかに

なりました。先ほど来、申し上げておりますように入札参加資格の１つの目安としては５社と

いうことでございますので、これはおかしいではないかと。これでは競争条件が確保されない

ではないかと、こういうことで公告の取り止めを行ったところでございます。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 ３月１９日の入札は機械の取り下げもおかしいわけですが、土木の入札も応札が１社しかな

かったので、それも参加者数不適用ということで、不適用というのは１社でもいいという入札

方法でありまして、機械も土木もそういう条件でありましたが、土木は執行して落札しなかっ

たわけですが、電気は取り止めたということで、私が調べたところ電気・機械は該当は３社と

言っていますが、申し込みは３社たしかにありましたが、実際該当は４社あったはずです。ま

た最初の公告の条件のＯＥＭ協定というのがありまして、最初はＯＥＭ協定があったわけです

が、８社可能だと思いますが、３月４日の公告ですが、公告後に入札に必要な条件のＯＥＭ協

定を取り消したということで変更しているのは、これはどうしてか。これについては外部から

の声があったということを私は聞いていますが、このへんはどうして取り止めたのか伺いたい

と思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 ＯＥＭ協定を取り消すという、このようなお話になっておりますが、公告上の表現としてＯ

ＥＭ協定という言葉がたしかになくなったというふうに私は記憶しております。ただ、それは

そのＯＥＭ協定をどうするかと。ＯＥＭ協定を結んでいる企業をどうするかと、こういう問題

ではございません。問題の本質は本来、ＯＥＭ協定というのは言ってみれば取り扱い業者さん

がメーカーさんと協定を結んで、そのセラミックに関わる設備をつくると、こういう世界であ

ります。境川のときには先ほど申し上げましたように、ＯＥＭ協定を結んだメーカーさん、分

かりやすく言えば取り扱い業者さんと言ったほうがいいと思います。それと、それからもとの

メーカーさん、このすべてを参加企業に入れていたところでございます。ところが今回の御坂

の浄水場についてはそのメーカーさんが入っていなくて、ＯＥＭ協定を結ぶ、いわば問屋さん

だけが参加企業として掲げられているということになっていると。これは言ってみれば生産者

から直接買えばいいのに、どうしても問屋さんを通さないと駄目です。問屋さんからしか私は

買いませんと言っているのと同じようではないかということで、私は問題視をしたところでご

ざいます。 
 ですからＯＥＭ協定を取り消しうんぬんではなくて、もっと本来参加して然るべきメーカー

さんが参加できるような、そのような形に公告を出し直したということで、結果的に文面から

ＯＥＭ協定というのは外れたことになりますけども、その内容はそういう意味でございますの

でご理解いただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 この機械・電気については、先ほど市長の説明のＯＥＭを取り消して、なおかつまた公告間

際に取り止めという非常におかしい流れだと思いますが、やっぱり先ほどの説明と同じＯＥＭ

の取り消しも市長の指示という解釈でよろしいですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ＯＥＭの取り消しということは、ちょっと私も理解できない。今、このメーカーと、そして

ＯＥＭ協定を結んでいる企業との関係については、先ほどるる申し上げたとおりでございます。

いずれにせよ、それはおかしいではないかというふうに指摘したのは私でございます。 
 それから１つ、ひょっとすると答弁漏れがあったかもしれませんので、お答えをしなければ

いけません。 
 土木の関係で１社しかないのにどうしてこれは成立するんだと、このような趣旨のお話がご

ざいました。これは先ほどの大久保議員の質問の冒頭にるる申し上げたところでございますけ

ども、競争条件というのは何社応札したかということではありませんので、競争条件の確保は

あくまでも参加企業、手を挙げることのできる企業が何社あるかということで決める、それが

盛り込まれてございます。今回のこの土木の案件につきましては、１１社がエントリーできる
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と、こういう状況でございましたので、仮に１社であっても、最低応札者の規定がございませ

んので、１１社という十分な競争条件が確保された上で１社になったけれども、それは当然の

ことながら、しっかりとした競争条件のもとで決まったことだということでご理解いただきた

いと思います。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 参加資格不適用という条件でありますが、市長の説明ですと参加者が、要件が多い人があっ

て、結果的に１名ということでありますが、１社ということですが、私どもの聞いている話と

は若干、その解釈が違いますが、そのへんの説明をできたら、参加者数不適用、どういう場合

に不適用が適用するのかということをお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 入札公告の段階で、その入札に参加する最低参加者数を定める要件がございます。通常は２社

あるいは３社で実施をしておりますけども、対象の事業が共同企業体を対象としたような公告

案件の場合には、共同企業体の時点で３社あるいは４社で共同企業体を組むわけでありますの

で、そのような関係で最低参加者数を数不適用ということで慣例的にやっております。 
 あと建設工事に限らず、ほかの委託とか物品関係の納入関係については、最低参加者数不適

用ということが通常、行われております。工事については、そのようなことで共同企業体とい

うことで、そういう不適用の扱いをしていると。ご理解をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 梶原清君。 
〇６番議員（梶原清君） 

 ７月３０日の御坂浄水場築造工事機械設備おいて、設計金額と予定金額が同額の予定価格が

１４億６，６５２万円に対して、最低制限価格と同額の１１億円、これは機械が落札価格７５％

で、磯村豊水機工株式会社が落札しましたが、予定価格と入札価格の差額が３億６，６５０万

円と非常に高額でして、入札の際に、この入札に対しては特別なんか低価格でありまして、入

札の際に出された見積書の内訳書と設計書の差が具体的にどのような内容か、説明を願いたい

です。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 お答えいたします。 
 直接工事費におきまして２億３千万円ほど、現場および一般管理において１億２千万円ほど

の減額となりまして、合計３億６千万円の減額となっております。 
 以上です。 

 



 ８４ 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 直接工事費が２億円ということで、機械設備ですので機械ものだと思いますが、先ほど言い

ましたように特別低価格の入札でして、工事施工に関して機械もので粗悪品の使用とか、粗悪

工事がされないように注意していただいて、いい施設を仕上げていただきたいわけですが、そ

の具体的な方策はどのような方策があるのか、お聞きしたいです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 お答えします。 
 工事施工にあたりましては機械器具および工事関係の承認願い、申請書等を確実にチェック

する中で、施工管理を委託しております技術者と協力しまして、現場での監督指導を十分に行

いまして、よりよい施設整備を心掛けるようにいたして良好なる設備の完成を目指します。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 市民から私たちの会派へ、市の入札に関して詳細な情報が漏れていて、とても入札に参加し

ても太刀打ちできないという話がありまして、市役所内でそのようなことはないと思いますが、

そのようなことがあるかどうか調査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、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。 
 どういう方からのお話かといいますか、そのへんにつきましては分かりませんけども、詳細

な情報が漏れているとか、そういったことは非常に不本意でありまして残念でございますけど

も、私ども行政に携わる人間といたしましては、しっかりした情報管理のもとに適正執行に努

めております。関係法律また関係の条例規則等、順守する中で執行に努めておりますので、そ

のようなことはないと信じておりますけども、調査の必要性ということを言われれば、そこは

検討してみなければならないんではないかと、こんなふうに考えています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 どうもありがとうございました。 
 以上で、誠和会の代表質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、誠和会の代表質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
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 再開を１５時５５分からといたします。 
休憩  午後 ３時４３分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後 ３時５５分 

〇議長（前島敏彦君） 
 再開いたします。 
 続いて、公明党の代表質問を行います。 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。公明党を代表しまして、３点質問させていただきます。 
 はじめに、災害時要援護者の避難対策についてお伺いいたします。 
 災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障がい者など災害時要援護者の名簿作成を

市町村に義務付ける改正災害対策基本法が成立しました。名簿の整備、共有は避難支援を円滑

に進めるための第一歩に過ぎず、弱い立場の人たちをどう守るかが次なる大きな課題でありま

す。災害が起きたときに個別の支援、行動計画を事前に細かく決めて訓練するなど、いま一度

日ごろから地域で障害者、そして高齢者を支える体制を整備することが重要です。 
 今回の改正には名簿作成の義務化のほか、公明党が主張しましたことが随所に反映されてい

ます。その１つは避難所の生活環境の整備を明記したことです。阪神・淡路大震災でもそうで

したし、また東日本大震災でも避難生活が長期化することにより、病気や体調の悪化などが原

因で亡くなる震災関連死が相次いだことから福祉避難所の普及、そして整備についてもしっか

りと取り組んでいく課題であります。そこでお伺いいたします。 
 東日本大震災において、避難者の避難生活が長期化することにより心体の健康を損なうなど

の課題があったことを踏まえ、避難所の生活環境の整備、また心体の障害などの事情より避難

所に滞在することができない在宅避難者についても、避難所に滞在する被災者と同じ支援を受

けられるよう、ちゃんとここをやっていかなければならないと私は感じますが、本市の災害時

要援護者の避難対策についてお伺いいたします。 
 ２点目としまして、いじめ防止対策推進法の制定を受けてお伺いいたします。 
 国がいじめ防止対策を本格化させてから初となるいじめ防止の法律、いじめ防止対策推進法

が公明党の指導によりまして本年６月２１日に成立し、６月２８日に公布されました。そして

３カ月後の９月２８日に施行されることになります。 
 本法律は、この中ではいじめの定義を対象とされた児童生徒が心身の苦痛を感じているもの

と規定しています。この中にはインターネットを通じた攻撃も含まれます。その上で重大ない

じめが発生した場合は学校で事実関係を調査し、その内容をいじめを受けた児童と保護者、そ

して地方自治体に報告することが義務付けられています。また重大な被害を及ぼす恐れがある

場合は直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害側の子どもに出席停止を命じる

ことを求めています。 
 地方自治体に対して同法は文部科学省が今後、法に基づいて定めるいじめ防止基本方針を参

酌し、地域いじめ防止基本方針の策定に努めることを進めていきます。 
 こうした中、いじめの問題、本当に親御さんも心配の部分も多数あります。こういったいじ

めの問題にしっかり取り組んでいくべき、今後どのようなことを考えていらっしゃるのか、私
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は伺いたいと思っております。 
 そして、またいじめをする側にもさまざまな生活環境、今まで生まれてからの環境もござい

ます。いろんなアンケートをしました結果、小学校、中学校など小学校４年生から上の子ども

さんたちですけども、本当にいじめを受けた、いじめをした、被害者・加害者の統計８０％以

上を超えております。現在の子どもさんたちは、さまざま両方を体験してどちらにもなり得る

ような状況になっていることも踏まえて、この問題に対してはどのようにお考えになっている

のか、聞きたいと思っております。 
 そしてまたいじめを受けて亡くなった、本当に子どもさんを持つ親御さんの悲痛な思いは一

刻も早く、これを学校に訴えたいという声も私のところに笛吹市内ですけども、小中学校では

ありませんけども、きております。いろいろなことも、私も県のほうと連携を取りながら、こ

のいじめ問題も取り組んでおりますが、この点についてどのような対策を考え、今後やってい

くのか、本当に真剣に共々に考えていかなければならないと思っています。 
 ３点目としまして、受動喫煙防止対策についてお伺いいたします。 
 タバコが健康に有害を及ぼすことは、広く社会に知られております。厚生労働省によります

と喫煙によって年間約１３万人が死亡し、受動喫煙で６，８００人が亡くなっております。こ

れは約ですけども、亡くなっております。こうしたことは決してあってはならないと思います

し、一層の禁煙、受動喫煙の防止の強化が必要だと私は考えております。特にタバコを吸わな

い人が自分の意思に関係なく、喫煙者のけむりを吸わされるようなことがあってはならないと

思います。受動喫煙の防止は、２００３年施行の健康増進法に定められています。飲食店や病

院、デパートなど多くの人が利用する店舗、施設において努力義務が課せられたもので、この

法律の施行によって禁煙、分煙が進んだことは評価できます。また、なおこの受動喫煙対策を

もう一歩進めるため、改正労働安全衛生法により職場での全面禁煙や空間分煙、また飲食店な

どでは換気の基準を守る措置などを求めてきましたが、昨年６月のがん対策推進基本計画にお

きまして、職場での受動喫煙防止がいま一歩、取り組みが遅れていると指摘されています。例

えば全面禁煙や喫煙所以外の禁煙のいずれかの措置をとっている事業所は、いまだに６４％に

留まっており、家庭で日常的に受動喫煙をしている人の割合は１０．７％、飲食店では５０．

１％にものぼっています。迅速に禁煙、分煙を進めていかなければなりません。一人ひとりの

健康被害を少しでもなくすためにとそれを力強く考えておりますが、本市の受動喫煙防止対策

についてお伺いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 公明党、渡邉清美議員の代表質問にお答えいたします。 
 はじめに災害時要援護者の避難対策についてでございます。 
 平成２５年６月、国において災害基本法の改正があり、災害時要援護者にかかる名簿の作成

が義務付けられました。本市ではこれまでも名簿の作成に取り組んできましたが、この法改正

を受けて、この９月議会に笛吹市災害時要援護者台帳システムを導入するため、県の補助金の

交付決定を受けて補正予算を計上したところであります。 
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 さて、本市には災害時の指定避難所が３５カ所あります。しかし、要援護者がここで一般避

難者と共同避難生活を送ることは、要援護者本人やそれを支える家族にとりましては大きなス

トレスになります。このため福祉避難所を市内に８カ所設置し、必要な備品類を用意して一般

避難者とは別に避難生活ができる体制整備や訓練を行っております。 
 また市内２３の民間福祉施設と協定を結び、災害時の要援護者の受け入れや専門的ケアが受

けられる体制づくりも進めており、今年度も新たにいくつかの施設と９月に協定を締結する予

定でございます。 
 また、福祉避難所や民間福祉施設に避難できない要援護者の在宅避難生活の支援につきまし

ても、安否確認や情報の伝達、物資の搬送など関連する部局、地域自主防災組織や民生委員な

ど関係組織と協働で取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に受動喫煙防止対策について、お答えを申し上げます。 
 市では合併時より公共施設の建物内全面禁煙および喫煙可能個所の限定を実施し、不特定多

数の市民の方々が出入りすることのできる公共的な空間における受動喫煙の防止に努めてまい

りました。 
 しかし飲食店、旅館等の事業所につきましては、受動喫煙防止のために禁煙室を設けたり、

分煙を実施しているところはまだまだ多くないと考えております。 
 平成１９年度に策定されました笛吹市健康増進計画の中で分煙割合を指標の１つにしており

ますが、２３年度の中間評価の結果では改善の傾向が見られます。 
 笛吹市の事業としての取り組みですが、平成２０年度から喫煙している人を対象に禁煙教室

を実施しており、８２人が受講し１８人の禁煙につながっております。さらに各種健康教室の

中に喫煙の害や禁煙のすすめの講話も取り入れております。特に母子健康手帳交付時の調査・

面接時に本人や同居家族の喫煙の状況を把握し、禁煙や分煙をすすめるとともに対象者には出

産後の乳幼児健診時等に継続的に指導をしております。 
 今後につきましては学識経験者、関係機関・団体の代表者、市民で健康づくりに関心の高い

人などで構成され、市民の健康づくりを総合的に推進するための笛吹市健康づくり推進協議会

で協議していただきながら多方面から禁煙、分煙の対策を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。 
 なお、いじめ防止対策推進法の制定を受けてのご質問につきましては、教育長より答弁させ

ていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 続いて、教育長より答弁を求めます。 
 教育長、坂本誠二郎君。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 公明党、渡邉清美議員の代表質問、いじめ防止対策推進法の制定を受けてにお答えいたしま

す。 
 ご指摘のように中学生のいじめが原因による自殺が社会問題となり、いじめ防止対策推進法

がこの９月２８日に施行されます。この法律にはいじめの定義、いじめ防止の基本方針の策定、

そしていじめ問題対策連絡協議会の設置等、国、県、市そして学校がそれぞれの段階で取り組

まなければならないことおよび努力すべきことが盛り込まれております。 
 今、子どもを取り巻く一人ひとりの大人が、いじめから一人でも多くの子どもを救うために
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はどうすればよいのかを真剣に考えなければならない状況にあります。 
 私たち大人が地域社会総ぐるみでいじめは絶対に許されない、いじめは卑怯な行為である、

いじめはどこの学校でもどの子にも起こり得るとの認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚

して行動しなければなりません。 
 ところでこの法律を受けての本市の対応でございますが、現在、国や県レベルで基本方針を

策定中でありますので、その動向に注意を払いながらも本市の基本方針の策定や連絡協議会の

設置等に取り組んでいく予定でございます。 
 幸い本市には議員ご存じのようにすでに警察や児童相談所、保護司会、民生児童委員会、少

年補導連絡協議会等の関係機関と協力した生徒指導連絡協議会や自立支援運営協議会という組

織がございますので、これらの組織をさらに充実させ、定期的に情報交換や課題への対応策を

考えていきたいと思っております。 
 しかし、いじめはいつ起きるとも限りません。これまでと同様、いじめを未然に防ぐという

観点から子どもたちにとって楽しい学校づくり、自己有用感が持てる学校づくりに努めると同

時に道徳教育の充実、生徒指導体制や相談体制の整備、いじめ調査の実施、関係各機関との連

携に再度、努めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 では第１問目の災害時要援護者の支援対策について、再質問いたします。 
 難病の患者の方たちを、この中の名簿の中に入れているのかどうか、入れているところは全

国的にもわずかですけども、県のほうが情報を管理していますから、そちらと連携をとって、

これが現在、笛吹市で名簿を作成しようとしているとき、入れるおつもりがあるかどうかとい

うこともちょっとお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 渡邉議員の再質問にお答えします。 
 ご指摘のとおり難病につきましては県の管轄になっておりますので、市町村が要援護者の名

簿に入れるためには県との協議が必要になってきます。難病の患者の皆さんも当然、要援護者

の対象になるわけですので、把握したところ、現在、笛吹市内には３００数十名の難病患者が

いるというふうに県のほうでは把握しているようです。 
 したがいまして、県との協議をさらに強化しながら名簿登載に向けて前向きに検討していき

たいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 
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〇１５番議員（渡邉清美君） 
 名簿登載にあたりまして、介護度いくつとかそういうことが規定となって名簿へ載せるよう

なことになると思いますけども、自分で、介護度いくつまでいっていないんだけども、なんと

か自分も組み入れてくれと、そこから漏れる方たちを自分でこうやっていけばそれに入れてく

ださるのかどうか、ちょっとお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 当然、その方が１人で避難することができないかどうか、そのへんを審査する必要がありま

すけども、希望があれば当然、その対象として検討していくと。これは当然であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 また部局横断的に、いざ何か震災とかいろんな災害が起きたときにどの部署が何をするのか、

そこらへんのことはどのような今の段階で、皆さんの中で決めていらっしゃるか。例えば保健

部局、福祉の関係、地域づくり、そういったことも含めてちょっとお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 要援護者につきましては、支援者が２名いるわけです。その方が中心に支援をしていくわけ

ですが、そのまわりには当然、近所の方々、民生委員さん、それから自主防災組織の方々、そ

れぞれいらっしゃいます。その方々の地域の力をいただきながら、市のほうで社会福祉協議会

と協力して支援をしていくことになります。 
 ただ、今回補正のほうでお願いしております台帳のシステムの構築でございますけども、そ

れは名簿の登載にすぎません。それを使って日常的な、普段からの訓練がどれだけできるか、

これが災害をいかに減少させるかにかかっております。 
 したがいまして台帳システムを構築したあと、地域の皆さんの力をお借りしながら日常的な

訓練に向けて、準備をしていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございます。 
 災害が起きた場合は、市の職員の皆さまにも動ける方とそうでない方が実際出てくるかもし

れません。とても市の職員の方だけで、いろんな人をなんとかしようということはとても無理

だと思います。ですから地域の方の力とおっしゃいましたけども、例えばこの要援護者の名簿

ですね、これを保管しているのは地域の中心者の方、民生委員の方だけです。この方たちに何
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かあった場合はやはり情報、助けたくてもそれがなければ助けられない、そういった面で情報

を公開というか、そういうことがそのときできるのか。どういう対策をそのとき打つのか教え

てください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 これまでもその情報の開示がどこまでできるのかということで、さまざまな議論をされてき

ました。国のほうでも個人情報の公開という壁がありますので、なかなかはっきりと公開しな

さいと、開示しないというふうには言っておりません。ただ、地域のほうでは今、議員さんが

おっしゃったとおり、開示していただかなければいざというときには役に立たないというギャッ

プがございます。したがいまして、台帳整備システムを導入した暁には、そのへんの議論を地

域の中で十分にやりながら、市としても一線を越えて十分に情報が、いざというときに役立つ

ような形ができるような情報公開に向けて検討していきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 避難所の場合に今度移りますけども、高齢者の方、６５歳以上とかそういう方になりますと

血圧が高血圧とか糖尿病とか、また１５歳以下ではアレルギー、アレルギー性皮膚炎、アトピー

性皮膚炎、喘息、そういった方たちが多いです。東日本大震災のときもそうだったんですけど

も、汁物、例えばカップのうどんが届いた。しかし捨てるところがなかったから、このお年寄

りたちも我慢して、塩分の規制があるんだけども、飲まないわけにはいかないので飲んでしまっ

た。そういったこともあります。そういったときの対処法というか、栄養管理ですね。例えば

子どもさんの低アレルギーの食品とか、そういったもののことは少しお考えになっているのか

どうか。あと薬の面ですけども、薬なんかは特別出しづらいような、出してもらいづらいよう

な薬もあります。そういったときの病院との連携とか、そこらへんはどのようにお考えでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 指定避難所が３５カ所ございますけども、当然、そことは違った対応が福祉避難所には必要

になります。現在、計画では市内８カ所に福祉避難所を開設する予定でございます。そこには

当然、職員のほかに、その中に特に保健師等を配置しまして、今ご指摘のとおりの要援護者な

らでの対応が必要なバックアップをしていく体制をとっていく考えでございます。また福祉避

難所でも対応できないというところにつきましては必要な病院、それから施設等に搬送してい

くという形になろうかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 福祉避難所のお話ですけども、やはり一人ひとりのスペース、バリアフリーは当然のことで

すけども、スペースもある程度必要だと思いますけども、そのへんのところはどうでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 現在、福祉避難所は８カ所、定員４０名ということで計画はつくってあります。当然、この

福祉避難所につきましてはハード面では段差をなくすとか、それからパーテーションで区切る

とか、そういうことも必要になろうかと思います。この４０名を超えたような場合には、現在

市内の各事業所等と協定を結びまして、そちらのほうのご協力をいただきながら、そちらのほ

うへ搬送していくという形も検討しております。具体的な協議もしております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 次に自宅のほうが全壊とか、また大幅な半壊とかそういったものを証明する罹災証明書の発

行ですけども、これを急がないと被災者の人たちは次なる生活の再建が遅れてしまうんですけ

ども、とはいっても役場の職員の方々は数が限られております。その中でその調査をできるな

んて言っては申し訳ないですけども、部署部署でいろんな専門分野がありますから、おおぜい

いるとは思いませんけども、このへん笛吹市はどのような対策を立てているか教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 住宅などの罹災証明書の速やかな発行という質問でございますけども、被災した住宅の損壊

状況を調査して、罹災証明を発行するには専門的な知識が必要であるということでございます。

対応する人員が必要となるわけでございますけども、職員の中で対応していくということはな

かなか難しい問題だというふうに思います。そこで今考えているのは、専門知識を持っており

ます土地家屋調査士会等との連携体制を進めるということで、被災者の早期の生活再建に対応

できればというような考えを現在のところ持っております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 その専門家という方たちは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。また職員の方たちにもそ

ういった研修というか、そういったことを、育成というかそういうことはお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
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〇総務課長（雨宮寿男君） 
 土地家屋調査士会のメンバーが現在何名いるかということについては、この点ちょっと今、

把握できておりませんけども、市内の土地家屋調査士会の方とまた県内を含めて、例えば笛吹

市のほうに来られる方が何名かということについては、また確認をしたいと思います。 
 職員の研修ということでございますけども、たしかに土地家屋調査士の人たちだけでは数的

に足りないということは懸念されますので、議員のそういった提案に対しまして今後ちょっと

検討させていただければというふうに思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 やっぱり山梨県に被害が及んできたときには困りますので、災害協定を結んでいるところと

か、そういうところにもお声を掛けていただきたいと思います。お願いします。 
 あと先ほどの災害といいましても、地震ばかりではございません。大雨、年々増えておりま

す。深層崩壊などがある場合があります。もとより山が崩れるものという観点に立って、もの

を考えなければなりませんけども、大体長雨が続いて、そして地下水の水圧が上がってきて、

そういうときに深層崩壊が起こるといわれています。大体４００ミリから５００ミリですか、

雨量が。そうなってきますけども、それは学問的にもまだ表面の崩壊というのは結構分かって

いて、それにちなんでいろんな対策がとられているんです。でも深層崩壊はまた学問的にもま

だ分かっていない部分がありますので、避難勧告を出すときは別に変わらなくてもいいんです

けども、それを対処するときのそのとき、そのときが実は、表層の崩壊は雨が降っている最中

とかそういうときに起こりやすいですけども、深層崩壊は雨がだんだん小降りになってきたこ

ろ、または終わったとき、そのときに起きますので、終わったらすぐ帰っていいですよという

とそこは危なくなります。その点を、やっぱりこれは地質的にも見て、地質の場所においても

多少の違いはあると思いますけども、地質の関係の専門学の方たちに聞きながら、いろんな知

恵を結集しながら、例えばこの前も芦川でそういうことがありましたけども、そういったこと

もありますので、しっかりと今、そこのところを考えていきたいと思いますけども、そういっ

た専門家との協議とか、そういうことを考えていらっしゃるでしょうか、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 土砂災害等を想定する中で、避難の基準というものは市として設けてございます。この基準

の中で、今度はそれを解除するという部分についてでございますけども、明確な基準について

定めていないということですので、今後研究する中でそういったことについてもしっかりと対

策を検討していきたいというふうに思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 今度、災害もいろいろありますけども、ドクターヘリの関係でお伺いいたします。 
 災害があった場合に、学校とかそういったときの校庭なんかにも降りるようにもなっていま

すけども、やはり砂けむりがすごく立ちこめますから、その前に消防署の方たちがたぶん水を
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まいたり、いろいろして下りてきてもいいよというような準備をする。そこの時間で生死を決

めてしまうことだってあると思うんですね。ですから本当は県の、この間も県のほうのドクター

ヘリの関係のほうで私も視察に行ってきましたけども、なるべくだったら２０メートル四方で

もって芝生なんかを庭のところに植えてくれたらいいんだけどというお話も聞きました。学校

のほうとしましては本当に管理に手間がかかることで大変だと思いますけども、このへんのこ

とはお聞きになっていらっしゃるでしょうか、お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 渡邉議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですが、ドクターヘリについても進入角度、それからまっ

すぐに下りる高度等が決まっていまして、全学校とそういう協定を結んでいるという状況では

ありません。その中でたしか３０メートル、まっすぐ垂直に降りて、そこから１４度か１５度

の角度で飛行できる、上昇できる高さが必要だということで、まわり周辺に電線があるような

場合は協定を結べないというような状況で、現在、市内の学校で７校、協定を結んでいるはず

です。その中で芝生ということですが、たまたま市の学校施設については散水施設をすべて用

意してありますので、現在のところはそういう連絡があった場合は散水施設を利用して、散水

してということで、芝生については今後協議をしていかなければならないという状況でござい

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 消防長にお聞きします。 
 こういう下りる場合は、時間ですね、砂けむりが立たないようにするとか、どのくらいの時

間がかかるのか。そしてまた、インターなんかにはヘリコプターのとまるところがほしいとい

う話もありましたけども、そういった点についてもちょっとお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間消防長。 
〇消防長（風間勇君） 

 ただいまの再質問について、お答えします。 
 笛吹市の場合はドクターヘリを要請しまして、約３分で来ます。ですから散水の準備をする

んでしたら、金川公園または石和の清流公園、そちらのほうに救急車で行ったほうが時間的に

早く対応できるということで、そのような対応をしております。 
 以上です。 
 ヘリポートは現在、ドクターヘリですと金川公園を使用しています。あとは御坂の公園、さ

くら公園、駐車場を一応、ポイントとして芦川を含む４カ所をしております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 では２点目のいじめ防災対策推進法のほうにいきます。 
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 先ほど連絡協議会を設置するということでもって、学校と児童相談所と警察などがありまし

たね。連絡をとりながら。やっぱりこの地方自治体の基本計画が学校の基本方針と異なります

ので、現場の姿勢に立った基本方針をつくっていただきたいと思いますけども、そうやってしっ

かりと連絡協議会を置いてくださるということですよね。もう一度、お願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 渡邉議員の再質問にお答えします。 
 議員ご指摘のように、先ほども答弁を申し上げましたが、わが市は、そういうことを言うと

自慢っぽく聞こえるんですが、他市に比べても大変、児童生徒に関わる件につきましては、協

議会等が設置されて進んでおりますので、それをより充実していくということで対応していき

たいと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 やはり日ごろからいじめに対してのアンケート調査、これをしてもらいたいと思います。実

際にいじめを受けた子どもさんのお母さんから、やはりアンケート調査をするだけでも被害を

免れるようなことがあると言っていますけども、大体どのような頻度で行ってくれるでしょう

か。 
〇議長（前島敏彦君） 

 坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 特に中学校におきましては、今、本市では学期１回、最低行っております。小学校におきま

しては随時行っているという報告も受けておるわけでありますが、中学校はすべての中学校で

いじめ追放宣言とか撲滅宣言ということも行っておりまして、私どもが把握しているいじめの、

文科省へ提出したいじめの件数は小学校９校で２９件、中学校３校で８件ということになって

おります。今後、引き続いてアンケート調査、あるいはスクールカウンセラー等の相談体制等

も強化していきたいというふうに思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 いじめの内容というか、そういうところは大体どのような内容というのが統計的に多かった

のか、ひどいところはどのようなことがあったでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 小学生につきましては、暴言ですね。それが非常に多かったと。中学生につきましては、や

はり今、先ほど議員がご指摘になりましたように携帯、あるいはインターネット等による誹謗
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中傷等の報告がされております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 子どもさんたちはなかなか相談することができないと思うんですけども、メールなんかを使っ

た相談対策とかそういうことは考えているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 本市におきましては笛吹教育相談室、これは電話、あるいは来ていただいての相談というこ

とでございますし、あとは山梨県総合教育センター、これは２４時間のいじめホットラインと

いうものを、これも電話でございます。今、全国的にも人権擁護委員会等々でも、子どもたち

にすべてこのぐらいの、名刺ぐらいのものを配りまして、何かあったら相談をしなさいという

フリーダイヤルというもありますが、今、メール等での相談ということについては今後、検討

していきたいというふうに思っています。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 やはりそういう連絡を受けてもすぐ、その現場を知らないと、なかなか対応できない部分が

あります。学校ごとにスクールカウンセラーを設置するとかそういったことはどうでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 すでに中学校におきましてはスクールカウンセラーが配置をされております。また中学校区

ごとに、要請があれば小学校へも出向いていっているということでありますので、今後も県に、

あるいは国に要望をしながら常駐体制が取れるというふうな方向で要望していきたいというふ

うに思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 今後、受動喫煙のほうにいきます。 
 やはり子どものころからタバコの恐ろしさということを教えていかなければならないと思い

ます。思春期になりますと、本当に格好いいように思って吸いたくなるという興味本位の時期

に入りますし、そんな親でも困るんですけども、親になってみれば、なかなか親の言うことは

聞いてくれなくてという場合もありますから、どうか小さいころからタバコの恐ろしさ、そう

いったものの教育を保健か何かで考えているでしょうか、どうでしょうか。市としてはどのよ

うな対応を。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 ご答弁します。 
 市ではまず妊婦さんから接触がありますので、妊婦さんからの喫煙の防止、ここの教育を徹

底しております。このことが子育てにつながっていく。その中でお子さんの喫煙の防止になろ

うかというように考えておりますけども、あと学校のほうでもまた連携をしながら、子どもの

喫煙防止に力を入れていきたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 義務教育関係についてですが、現在、小学校の５・６年生の体育の授業、それから中学校の

体育科の保健分野で禁煙、それから飲酒、薬物の乱用など心身に影響を与えて健康を損なう原

因となるということを学習しております。 
 それから中学校ではそのほかに専門家、警察等を招いて薬物乱用防止教室などを実施してお

りまして、タバコの薬害についても学習をしております。 
 それからそのほかいろんな授業の中でビデオ視聴、それから実際に人間の模型にタバコを吸

わせて、肺のところがどんな色になるかというような様子を実験する学習も行っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 本当に日本のガンの死亡原因のトップは喫煙ですからしっかりと、そしてこの喫煙も、タバ

コをやめないのは意思が弱いとかそういう声も時々聞きますけども、決してそうではなくて、

これはニコチン中毒による病気ですから、どうかこういった方たちをやはりしっかりと救って

いく、それが受動喫煙をしている家族の方たちも救うことになりますので、この点もしっかり

と取り組んでいきたいと思いますけども、タバコをやめる講座とか、そういったことを今後、

年に幾回ぐらい考えているとかそういう計画はあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 平成２０年度から禁煙教室を毎年開催しておりまして、これまでに８２名が受講しておりま

す。その中で把握しているだけで１８名が成功をしております。まだまだ率が低いわけでござ

いますけども、今後さらに禁煙教室等、実施していきたいと考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 以上で、質問を終わります。大変ありがとうございました。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、公明党の代表質問を終わります。 
 ここで申し上げます。 
 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 
 続いて、日本共産党の代表質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ようやく順番がまわってきました。日本共産党の代表質問を行います。 
 憲法を市民の暮らし・教育に生かしながら、市民が主権者として誇り高く、そして十分に人

権を尊重されながら暮らし・教育においては個人を尊び、真理と平和を希求する人間の形成が

行われるよう求めながら質問するものです。 
 私は今から、職員の皆さんは憲法に従ってしっかりと働いてくださいということを申し上げ

るものですけども、実は一昨日から昨日にかけて、この笛吹市にも気象庁の警報が出されまし

た。その警報が出された中で、夜を徹して警戒に当たっていただいた関係職員の皆さんとか消

防団の方がいらっしゃいまして、私、昨日４時ごろ市役所に、いろんな用事があってかけたと

きですけども、そのときにまだ昨日から家に帰っていないんですという職員もいらっしゃって、

雷の中で警戒にあたってくださった職員の皆さんには、改めて敬意を表したいというふうに思

います。 
 さて市長はもちろんのことですけども、そういうふうに市役所で働いている公務員の皆さん

は国の最高法規である憲法に従って働く義務があります。そして憲法１５条では、すべて公務

員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと定めているところであります。 
 憲法は日本国民である私たちにとって、実に身近で大切な存在であります。基本的人権が尊

重されている憲法のおかげで、私たちは自分の思っていることや考えていることを自由にはっ

きり言うことができますし、やろうと思えば自分の好きなことも自由にできます。身分などで

差別されることもありません。また、お金のあるなしにかかわらず保険証１枚で医療が受けら

れ、健康的に暮らせるのも憲法のおかげです。そして笛吹市の５千人余りの小中学生の子ども

たちがお金の心配なく等しく教育が受けられるのも憲法２６条があるからです。さらに私がこ

こにこうして女性議員としてここに立って質問ができたり、ただ一人の女性管理職ではありま

すけども、執行部席に鶴田所長が座っているのも法の下での平等や両性の平等を定めた１４条

と２４条のおかげであります。「女三界に家なし」と言われた時代からはとても考えられないこ

とでありますから、そういう意味では日本女性こそがこの憲法の恩恵を一番受けているという

ことを言っても過言ではないというふうに私は考えております。 
 そして何より大事なのは戦後６８年の間、すべての日本人が平和の下で暮らし、戦争でただ

の一人も命を落とさず、そしてただの一人も殺すことなく暮らせてこられたのは憲法９条があ

るからこそではないでしょうか。 
 このように私は日本の憲法の価値といいますのは、いろいろ議論がありますけども、どのよ

うにしてつくられたとか、どのようにして生まれたかということに価値があるのではなく、私

たちの暮らしに憲法がどのように生かされているかということにこそ、価値があるのだと私は

考えております。 
 さて７月に行われました参議院選挙では、この憲法が争点の１つになりました。マスコミも
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比較的重視して報道しておりましたし、特に自民党が９６条改悪の問題を持ち出したことで、

国民の間にこれまでになく憲法に対する関心が高まっております。書店に行きますと、さまざ

まな憲法の本が積まれておりますけども、これも国民の関心の高さの表れではないでしょうか。 
 そこで以下、憲法に従う義務のある、そして憲法に最も近い存在の市長に対して憲法に対す

る認識を伺います。 
 まず第１に安倍政権は、憲法改定の手続き法である９６条の改悪を狙っております。いわゆ

る憲法改定のハードルを低くするということが狙いでありますけども、その先には９条改悪が

あるということは、国防軍を持つという自民党の憲法草案を見ても明らかであります。しかし

世論調査では、国民のおよそ６０％が９条を変えることに反対しております。先の山日新聞の

報道によりますと、去る５月２１日の記者会見で山梨県知事は９条を変えることに賛成の意思

を表明しておりました。笛吹市の市長としての９条の考え方を伺います。 
 ９条が戦後６８年間果たしてきた役割をどのように考えるのか。また９条を変えることにつ

いて、どのような考えを持っているのか、これからの９条はどうあるべきか、どういうふうに

考えているのかお伺いします。 
 ２つ目に、地方自治体と憲法との関連について伺います。 
 新しい憲法で日本の歴史上始まって以来、地方自治が成立したといわれております。この地

方自治が生まれた趣旨について、どのように認識しているか伺います。 
 ３つ目に憲法では誰もが平和の下で暮らす権利や幸福に暮らす権利、健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利、勤労の権利を保障しているところです。しかし最近の年金の引き下げや

生活保護への引き下げ等は健康で文化的な生活を営むには、ほど遠いものであります。勤労の

権利が保障されていると言いましても、正規職員の道はなかなか遠くてアルバイトや非正規雇

用やいつ仕事がなくなるか分からない、派遣などの雇用では勤労の権利が十分保障されている

という状況にはなっていないものと考えております。またそのような雇用では、健康で文化的

な生活を営むにはほど遠いものではないでしょうか。憲法を暮らしに生かすという視点から、

首長としてどのようなことをしなければならないと考えるのか、また何ができると考えるか、

お伺いします。 
 憲法と教育について、伺います。 
 憲法２６条では、教育を受ける権利が書かれています。この２６条に基づいて、昭和２２年

に教育基本法がつくられました。しかし平成１８年ですけども、実に５９年ぶりにこの教育基

本法が全面的に改定になりました。さまざまな議論があるところではありますけども、７年前

に改定されたこの教育基本法は、憲法を十分尊重していると考えているのか伺います。 
 最後に笛吹市の憲法教育、憲法を生かした平和教育について伺います。 
 憲法が私たちの暮らしを決定付けているといっても、私は過言ではないというふうに思いま

す。そういうことから鑑みますと、憲法を学ぶことが子どもの時代からとても大事なことと考

えています。主権者として生きること、誰からも差別されず個人として尊重されて生きること

は、学校でいじめたり、いじめられたりしないことや教師、大人から体罰を受けないことにも

つながりはしないでしょうか。友だちや教師、大人との関わりの中で憲法をどう生かしていく

べきか、過度な競争教育ではなく、どの子も分かる教育を憲法がどう保障しているかなど、日

常の子どもたちの生活実態に即した憲法教育が大事というふうに考えております。 
 平和教育の現状とともにこの点を伺い、１回目の代表質問とします。 



 ９９ 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 日本共産党、亀山和子議員の代表質問、憲法を暮らし・教育に生かす件についてお答えを申

し上げます。 
 はじめに憲法９条が戦後果たしてきた役割についてでありますが、この憲法９条はあの忌ま

わしい戦争への痛切な反省に立って、この条文が憲法に盛り込まれたと考えております。平和

を希求する日本国民の固い決意の表れであり、世界への決意表明でもあります。同時に人類史

的にみても先駆的な内容を有していると考えております。 
 国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛争を解決する手段として

は永久にこれを放棄するは人類の理想を高らかに謳い上げたものであり、紛争解決は平和的手

段によるべきという、わが国外交が理想とすべき原則を述べている、このように考えておりま

す。 
 シリア問題への対処のスタンス、集団的自衛権の問題など憲法９条に関する問題がクローズ

アップされている今日、６６年前、憲法９条を熱烈に受け止めたあのころの日本国民の心情に

立ち返って、平和憲法の意義を再確認する必要があると考えております。 
 憲法９条を改悪の動きに対する考えについてであります。 
 繰り返しになりますが、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は国際紛

争を解決する手段としては永久にこれを放棄するは、人類の理想を高らかに謳い上げたもので

あり、紛争解決は平和的手段によるべきであるという外交の原則を述べていると考えます。 
 これは繰り返しますが人類史的な先駆であり、日本国民の誇りであります。実践的にも紛争

解決に武力を使わないという当たり前のことを語っていると思います。 
 理想からほど遠いのが現実でありますが、だからといって人類の先駆的で高邁な理想を捨て

るべきでは決してないと考えております。 
 次に、地方自治と憲法との関連についてであります。 
 考える１つの角度として、自治と国家というものの関係を考えてみたいと思います。人々が

社会を治める出発は、今日でいう自治に当たるのではないかと思います。それが歴史の中で国

家の形成につながり、自治と国家とは人類の歴史の中で、絶えざる緊張関係の中で進化発展し

てきて、今日があるのではないかと考えております。 
 根拠を示してのものではございませんが、わが国の地方自治に比べればヨーロッパなどの地

方自治は歴史に裏付けられた強固なものとして認識され、位置づけられているのではないかと

考えています。 
 わが国の場合、地域を治める組織というのは、幕藩体制のもとにおいても、明治政府のもと

においても、藩や国家の末端組織といった色彩が強かったのではないかと。それだけに地方自

治を国家という大枠の中に明確に位置づけること、憲法上明記することはわが国の歴史上画期

的なことではないかと考えます。 
 憲法９２条は、地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて

法律でこれを定めると定め、これを受けて地方自治法第１条において法の目的として、地方自

治の本旨に基づいて、省略します、地方公共団体の健全な発達を保障することを定め、さらに
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同条の２においては、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域におけ

る行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする、このように定めているとこ

ろでございます。 
 次に市民の平和的な生活、暮らし、福祉の向上に憲法をどう生かしていくかについてであり

ます。 
 ただいま申し上げたとおり最高法規としての憲法の規定、憲法の精神を日々の市政に生かす

べきであるし、そのようになっているかどうか日々点検していくことが大事であると考えます。 
 憲法を改めて読み直してみると第３章、国民の権利および義務として、第１０条から４０条

まで、全条文の約３割がこの分野に当てられています。基本的人権の侵害はないか、幸福追求

の権利は保障されているか、差別はないか、公務員は全体の奉仕者として務めているか、教育

を受ける権利は保障されているか、健康で文化的な最低限度の生活が保障されているか等々、

日々点検し自問自答していく必要があると私は考えております。 
 福祉施策に関しましては国と歩調を合わすことはもちろん、本市独自に福祉の向上にかかる

施策を推進しているところであります。 
 今後とも憲法を暮らしの中に生かすの精神を大切にして市政を推進したいと考えております。 
 次に、教育基本法の関係でございます。 
 ご質問は、現行教育基本法は憲法を十分尊重していると考えるかどうかという点でございま

す。 
 教育基本法の教育の目的には教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の

形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければなら

ないと述べています。 
 議員の質問にもございましたように教育基本法は平成１８年に改正があり、人格の完成、個

人の尊厳に加え、新たに公共の精神、伝統と文化の尊重、生涯学習社会の実現、障害者への支

援、家庭教育の充実、幼児期の教育、教育振興基本計画の策定等が盛り込まれました。 
 憲法と教育基本法との関連でありますが、憲法、教育基本法ともに前文を備えており、教育

基本法の前文には「ここに我々は日本国憲法の精神に則り、わが国の未来を切り拓く教育の基

本を確立し、その振興を図るためこの法律を制定する」このように説明されております。この

点を踏まえるならば、教育基本法は憲法の精神を全体としては尊重していると、このように捉

えてよろしいのではないかと考えております。 
 次に笛吹市の憲法教育、憲法に基づいた平和教育の現状についてであります。 
 小中学校における憲法の学習は、小学校６年生の社会科および中学校社会科公民的分野にお

いて学習しています。具体的には憲法の理念や意義、憲法の誕生という内容を詳しく学習して

いきます。 
 平和教育の現状ですが、小中学校ともに社会科の歴史学習において「戦争から平和への歩み」

を学習しています。戦後６８年が経過し、戦争を実体験した方が少なくなる中、地域の高齢者

から戦争体験を聞いたり、戦時中の人々の暮らしを調べたりする学習を展開しております。 
 また小学校国語科の学習では「ひとつの花」「ちいちゃんのかげおくり」のような文学教材

の学習、中学校美術科では「ゲルニカ」の鑑賞、道徳や総合的学習の時間を活用した「わが町

の８月１５日展」や「甲府空襲展」の見学等、いろいろな機会を捉えて、子どもたち一人ひと

りに平和について深く考えさせるようにしています。 
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 そして平和教育を広く解釈する中で環境教育や人権教育、いじめ防止の教育、差別のない学

校づくりにも取り組んでいるところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 最初に憲法９条に対する市長の今の、答弁を伺いました。 
 山梨県知事は現状に見合うように９条を変えるべきだというふうに、記者会見で答えており

ましたけども、わが市の市長としてはこの憲法９条をこれからも守っていくという答弁と私は

受け止めました。そういうことでよろしいでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えします。 
 今、議員のおっしゃったとおりでございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 それでは、もう少し再質問をさせていただきます。 
 職員の憲法教育の現状について、お伺いいたします。 
 最初に言いましたけども、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないとい

うふうに憲法でも位置づけております。時々、私は市民の皆さんから相談を受けることがあり

まして、そのときに市民の皆さんの人権を傷つけるような対応をされたという話も時々、相談

として受けます。 
 憲法に従って働く義務がある職員なわけですから、憲法教育も例えば新人職員のところで憲

法教育をしっかりと行っていただく、または途中で職員に対して憲法教育をしっかり行ってい

ただきたいというふうに考えておりますけども、その職員に対する憲法教育の現状について伺

います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 職員に対する憲法教育の現状についてでございますけども、職員につきましては憲法、また

それに基づきます地方自治法、それに基づいてわれわれも業務に精励しておりますけども、特

に憲法教育というのはございませんけども、市町村職員研修所等の研修の中ではそういった分

野もございます。特に職場内での憲法教育というのはございませんけども、地方自治法等に基

づいて、いろいろな職員研修を取り入れておりますので、今後そのへんにつきましてもしっか

り検討してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ぜひともこれから職員の研修の課題として、やっぱり憲法を暮らしや教育に生かすという視

点から、ぜひともそのことも含めて再検討していただきたいというふうに思います。 
 あと憲法と地方自治のところについて、再質問いたします。 
 今の国のやり方や横暴に地方からものを言ったりとか、ストップをかけるということがこの

憲法のおかげでできるようになったというのが、やっぱり新しい憲法ができたおかげかなとい

うふうに考えております。 
 １つの例を挙げて首長としての考え方を問いたいと思いますけども、例えば今、国では子ど

もの医療費の窓口無料や重度心身障害者の医療費の窓口無料を行っている自治体に対して、ペ

ナルティを課しております。笛吹市の場合、このペナルティの金額はかなりの金額になったと

いうふうに思います。今、記憶しておりませんが、本来は子育て支援とか少子化対策として国

が行うべき施策であります。にもかかわらず地方が行うとペナルティを課す、こんな勝手な横

暴なやり方に対して市長はどんな対応をしてきたのか、また今後どのような対応をしていくの

か伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 言葉はあまり適切ではないかもしれませんけども、「貧すれば鈍す」という言葉があります

が、今の日本国を見ているとどうもこの言葉があたる部分があるのではないかと、このように

思っております。負債が１千兆円だからというわけではないかもしれませんけども、議員ご指

摘のあった問題については、本当に国は一体何を考えているんだというふうに私自身思ったと

ころでございます。 
 ちょうど就任した直後だったと思いますが、市長会の中でペンディングになっているテーマ

がございまして、県の担当者が来てご説明を一生懸命やっておりました。まさに国からのペナ

ルティに対する対応についてということでありました。市長会は県のやり方、方針をそのとき

ははねつけておりました。私も初めての市長会で様子がよく分からないでいたんですけども、

とんでもないという姿勢ではねつけておりましたけども、何度かやりとりする中で、ペナルティ

という武器が効いたのかどうか別としまして、やむを得ず対応を決めたという経過がございま

す。国のこのやり方についてどうなんだというふうに問われれば誠に私は理不尽であるし、け

しからんやり方だというふうに捉えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ただいまの答弁にもありましたけども、こういった国の身勝手な横暴なやり方に対しては、

住民福祉の立場からしっかりと国に対して、ものが言える首長であってほしいということをお

願いしたいと思います。 
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 それから憲法と教育基本法の関連について、お伺いいたします。 
 先ほど市長の答弁では、今の教育基本法は憲法が十分尊重されているというふうな答弁であ

りました。しかし、果たしてそうでしょうか。憲法では基本的人権を保障して個人を尊び、そ

して何より憲法の前文にありますように、国家は国民のためにあるんですよというものが今の

憲法の中心的な精神であります。しかし教育基本法では教育の目的の中で、国家の形成者とし

て必要な資質を備えた国民の育成を期して行うというふうに目的としてあります。これは国家

のために必要な人になりなさい、国家のために必要な人を育てるために教育はあるんですよと

いっているわけです。ということは、ここで論争していいかどうか分かりませんけども、基本

的なところで憲法と現在の教育基本とはまったく対立するもの、違っているというふうに私は

考えますが、改めて市長の見解をお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 私も先ほどの答弁の最後のところで、多少、言葉を選びながら申し上げたつもりでございま

す。多分に形式論議かなと、形式的な理屈かなと実のところ思いながら全体として、大枠とし

て教育基本法と憲法との関係は、教育基本法においては憲法を踏まえているのではないかと、

このように述べてきたところでございます。 
 個々のさまざまな中身につきましては、これはいろいろ議論があろうかと思います。とりわ

け１８年改正というのは、国会の中でもかなり大議論になった上での改正であるというふうに

認識しております。個々の問題については、私のほうからのコメントは避けさせていただきた

いと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 私もここでこれ以上、論争する時間もありませんし、そのことはまたいずれかの機会に譲り

たいというふうに思います。 
 最後に笛吹市の子どもたちへの憲法教育について、お伺いいたします。 
 先ほど具体的に小学校６年生や中学の公民の中で憲法が、きちっと学習が行われているとい

うことでありました。理念や誕生の経過、３つの視点で憲法教育を行っているというふうな話

がありました。私は、子どもたちの憲法教育について少し提案したいと思います。 
 特にいじめや体罰の問題と関わって、具体的に子どもたちの教育を望みたいというふうに考

えています。どの子もいじめも体罰も受けずに安心して安全に学校生活を送る権利があります。

対策推進法が出されましたけれども、やっぱり何より憲法を尊重した人権教育がこのいじめ問

題の解決のためには、一番大事ではないかというふうに考えています。その点について、憲法

を生かしたいじめ対策、体罰対策、本当に子どもたちの生活に憲法を生かしていく、そういう

視点からの教育を望みたいと思いますが、この点について見解を求めます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
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〇教育長（坂本誠二郎君） 
 亀山議員の質問にお答えいたします。 
 私も議員ご指摘のように考えておりますが、まずやはり私の基本的な、平和教育に対する考

え方は人間の尊厳、あるいは命の大切さ、もっと言いますれば人類は滅びてはならないという

大命題のもとに戦争はいけませんと、単にそういったことだけではなくて、やはり今日も大い

に問題になりました環境の問題等々、あるいは人権の問題も含めて、広い意味で憲法の中での

平和教育というふうに考えておりますので、今後、市内の学校におきましても教科、あるいは

特別活動を通して、憲法の考え方を子どもたちにきっちりと伝えていきたいというふうに考え

ております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の教育長の答弁を大変ありがたく受け止めました。 
 以上で、代表質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、日本共産党の代表質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は９月９日、午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ５時２２分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 報告事項を申し上げます。 
 久保田副市長におかれましては入院治療のため本日、欠席届が提出されました。 
 これを受理しましたので、報告をいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では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。 
 なお、関連質問につきましては申し合わせのとおり同一会派のみ５分間とし、通告者の質問

がすべて終了したのちとなりますので、ご承知願います。 
 それでは順次、質問を行います。 
 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 笛新会の保坂であります。 
 質問に入る前にこの場をお借りして、この質問に関する私の思いを少し述べさせていただき

ます。 
 今から４９年前、私は中学３年生でありました。昭和３９年、一宮中学校のサッカー部員と

して活躍をいたしました。昭和３９年、東京オリンピックの聖火ランナーが一宮地内を走りま

した。私どもはその伴走として約２０名、聖火ランナーと同じユニフォームを着ながら大変、

緊張しながら伴走したものでありまして、大変緊張した思い出があり、今でも喜ばしい記憶と

して鮮明に覚えております。 
 さてＩＯＣ総会で２０２０年７年後、東京オリンピック・パラリンピックの開催地が決定さ

れました。大変喜ばしく、私どもも一市民、一国民としてこのオリンピックを少しでも盛り上

げるよう努力をしながら、笛吹市から一人でも多くのオリンピック選手が輩出できるよう、努

力をしてまいりたいと思います。 
 さて第９５回全国高校野球選手権大会、甲子園大会では母校日川高校野球部が大変な活躍を
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され、また市民の皆さま方からも大変なご支援をいただき、甲子園で聞く母校の校歌はまた考

え深いことがありました。この中に登録選手の中に笛吹市出身の選手が御坂中３名、浅川中１名

という、立派な活躍をされたわけですけれども、その中で小学校のときには指導者として市の

幹部の方も指導されまして、大変その指導、あるいは関係者の方々に改めて敬意を表するもの

であります。 
 市内の中学生もこの夏は大変な活躍をされまして、サッカーの一宮中学、ソフトボールの女

子の石和中学、バレーボール男子の御坂中学、同じく女子の石和中学、特に全国陸上競技選手

権大会、４×１００メートルでは石和中チームが３位という大変な成績を残しまして、選手は

もとより指導者、学校関係者、保護者の方々に心からお祝いを申し上げ、さらなる活躍を期待

しながら、これらを踏まえまして私の質問に入りたいと思います。 
 スポーツを楽しめる環境、施設の整備づくりであります。 
 ３月定例会の市長市政方針で市政運営の基本姿勢、５つの施策の柱の中で文化を育みスポー

ツを楽しむ環境と魅力ある学校づくりを掲げました。市民のスポーツに対する関心や意識の高

まりの中、スポーツに対するニーズの多様化と相まって、スポーツを軸に施策展開を図ること

により多様な分野（医療、福祉、健康、教育、観光等）、多様な主体（産、官、学、民）が連携

できる地域づくりの重要な手段、方法としてスポーツ振興の必要性が注目されています。 
 また競技力の向上はもちろんのこと、スポーツ少年団等の活動を通じた青少年健全育成や障

がい者の方も等しくスポーツを楽しめることに配慮することは、高齢化社会を考えることにも

通じ、屋外既存施設の有効利用を促進し課題等を解決しながら、市民が利用しやすいスポーツ

環境、施設の整備を整える必要が重要と考えております。そこで質問に移ります。 
 １番目として屋外既存施設は市民の満足感を満たし、そのニーズに応えているか。また、課

題は。 
 ２番目として、スポーツは健康づくりのほか多様な分野（医療、福祉、健康、教育、観光等）

における地域づくりへ多様な可能性があると期待されると考えるがいかがか。また、その期待

に本市の屋外のスポーツ施設は十分に対応可能か。 
 ３番目として、屋外施設を利用する市民から屋外スポーツ施設の整備充実に向けた具体的な

要望とその対応は。 
 ４番目として、総合計画後期基本計画の２１番、身近にスポーツを楽しめる環境づくりの中

に、屋外既存施設の利用に加え新規を含めた屋外施設整備の必要性を加えるべきではないか。 
 ５番目として、市民ニーズに応え本市の規模に相応しい屋外施設整備計画の策定が必要と考

えるがいかがか。この中で総合スポーツ公園の建設についての考えをお聞きいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 保坂利定議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに既存施設は市民の満足感を満たし、そのニーズに応えているか。また課題はについ

てですが、現在、市内の屋外施設はスポーツ広場およびグラウンドが１０カ所、テニスコート

が７カ所あり、市民の皆さまにご活用いただいております。しかし、県内の他市と比較してみ

ますと、陸上競技場や芝生のグラウンドについてはまだ未整備でありまして、整備してほしい
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との声があるのも確認はしております。 
 ご承知のとおり、現在市内の運動施設は各施設とも老朽化が著しく、これらの対応により新

しい施設整備の検討まで手がまわらないことが本市の課題でもあります。 
 次に可能性への期待についてですが、議員のおっしゃるとおりスポーツを通じた健康づくり

や地域づくりに施設は重要な要素であることは、十分認識しているところです。今後こうした

施設を活用し、笛吹市の持つ多彩な資源と融合することで新たな産業・観光づくりに大きな可

能性を生み出すことが期待できるものと考えております。しかし、現時点では既存施設を効率

よく活用していくことで、それぞれの事業の充実を図っていくことが大切であると考えており

ます。 
 続いて、整備充実に向けた具体的な要望とその対応についてでございます。 
 市内のスポーツ団体から新しい屋外施設や総合スポーツ公園の建設、既存施設の整備への取

り組みなどについて、ご要望をいただいているところです。 
 今後は市民ニーズを把握する中で、新たな施設の整備についても検討してまいりたいと考え

ております。 
 次に総合計画後期基本計画への施設整備についてですが、総合計画後期基本計画ではスポー

ツおよびレクレーションなどを通して活動や内容の充実を図り、より誰もが身近にスポーツを

楽しむことができるようソフト面を促進し振興を図るとともに、施設整備についても検討して

いくことといたしました。 
 次に施設整備計画の策定および総合スポーツ公園の建設についてですが、今後、県内の屋外

施設を有する自治体の状況を調査していくとともに、既存施設の特長を生かした活用や屋外施

設の整備を含め、多方面から検討し必要に応じて市民の皆さまの声を十分お聞きする中で取り

組んでいきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 答弁を集約すると、陸上競技場や芝生のグラウンドについては未整備であり、整備してほし

いという声があるのは確認しているけれども、各施設とも老朽化が著しく、この対応で新しい

施設整備の検討まで手がまわらないということなんですけれども、既存施設を効率よく活用し

て事業の充実を図ると。整備計画については、必要に応じて市民の声を十分お聞きする中で取

り組んでいくということですけれども、基本的には市長が施政方針の５つの施策の柱の中で文

化を育み、スポーツを楽しむ環境と魅力ある学校づくりを掲げてある中での答弁にしては大変

消極的な答弁だと認識しますけども、私の考え方は陸上競技場と芝生のグラウンドの整備とい

うことです。財政的に見てもすぐ実施しなさいということではなくて、オリンピックも決定い

たしましたし、スポーツが持つ力を利用して整備計画を立ててほしいということなんです。 
 再質問に入りますけども、市内の小中学校の陸上競技大会は小瀬の山梨中銀スタジアムをお

借りしている。これはきらめきテレビで放映しておりますけども、この経費と選手の輸送費も

含めていくらかかっているのか、お聞きしたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 保坂議員の再質問にお答えいたします。 
 小中学校の陸上競技会につきましては現在、小瀬のグラウンドをお借りした中で記録会を実

施しているわけですが、小瀬陸上競技場の基本料金といいますか、それが１日９，４５０円で

ございます。そのほかストップウォッチとか協議会に必要な備品をお借りする中で、小学校の

陸上競技会につきましては、事前練習会も含めまして５万１千円。それから中学校の陸上競技

会につきましては、大会当日だけお借りする中で３万２，９００円という状況でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 経費は安いんですけれども、７万２千人の笛吹市としては若干寂しい気がしますけれども、

それでは県内の市町村で４００メートルトラックを持つ競技場がいくつかあるか。あるいは人

工芝、天然芝のサッカーグラウンドはどのぐらいあるのか。これを執行部のほうで把握してい

るかどうかをお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えいたしたいと思います。 
 県内の各自治体が所有しておりますサッカーグラウンドにつきましては、県の施設もござい

ますが、各市で所有する数だけ申し上げたいと思います。 
 甲府市につきましては緑が丘スポーツ公園を所有する中で、県内８施設で１１面、２面ある

のが韮崎中央公園、それから昭和の押原公園、それから椚平のスポーツ公園、この３施設につ

いては２面ずつ所有しているという状況でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ７番、保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 県内の市町村の状況が分かりましたけれども、質問の趣旨は基本的に東郡、峡東３市には

４００メートルトラックを含めて、天然芝のグラウンドがないということになります。そこで

先ほどの答弁の中で、整備計画については必要に応じて市民の声を十分お聞きするということ

ですけども、笛吹市体育協会、県の体育祭で２位で頑張っておるところでありますけども、体

育協会、あるいはスポーツ出身委員さんとの意見交換ですね。施設整備を含めて、ソフト面の

スポーツの充実を図りながら、どのように今、体育協会と各種団体等、話し合いを進めておる

かお聞きいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 再質問にお答えいたします。 
 最初の答弁にも若干入れたわけですが、今後市内の団体、それから市民の声などをお聞きす
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る機会を持ちたいということで、現在考えているところですが、体育協会からはすでに市内の

総合施設についての要望はございます。その中で市といたしましては各種スポーツ団体、それ

からスポーツ関係者、それから体育協会等の声をいろんな形で今後は吸い上げてまいりたいと

考えております。 
 それから必要に応じまして、市民アンケートというようなものを実施する中で検討をして進

めていきたいと考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 保坂利定君。 
〇７番議員（保坂利定君） 

 東京オリンピックが開催地に決定いたしましたので、今がフォローなんですよ。ぜひ９月議

会が終わって、２６年度予算編成前に体協、スポーツ推進委員さん、あるいはスポーツ団体関

係者の意見を聞きながら何を求めているか、よく意見聴取をお願いしたいと思います。 
 私、整備計画の検討に入ってほしいということなんですけども、財政状況も大変厳しい中で

いかに広域的に環境問題も甲府市を含めた峡東３市、あるいは観光も甲州市、山梨市を含めて

コースを設定しながら宿泊は石和温泉だ、春日居温泉だという考えを持っておりますので、ぜ

ひ広域的にも考えられるんではないかということで、教育長にお聞きしますけども県の教育長

会がおありになると。その席で甲州市、あるいは山梨市の教育長とお話しする機会があると思

うんですが、どうでしょうか、局長。この問題提起を峡東３市、広域的に考える考えはあるで

しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 保坂議員の再質問にお答えをいたします。 
 市長をはじめ議会の皆さん方の意見を十分に聞きながら、必要があれば積極的に働きかけを

していきたいというふうに思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂議員。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ぜひ積極的に話し合い、意見交換をお願いしたいと思います。 
 それでは市長にお聞きしますけども、重要政策の５つの柱の中でスポーツの重要性は十分認

識していると思いますけれども、この私の質問の整備計画に対する市長の今の思いをお聞きし

たいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 保坂議員の質問の中心点は、私は１つは芝生のサッカー場ということがあろうかと思ってお

ります。私も子どもたちに芝生のサッカー場をプレゼントしたいという思いは大変強うござい

ます。こういう経験がございました。私がコンビニで働いていたころ、毎晩お母さんと小学生
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の子どもさんが９時ぐらいにやってくる。サッカーの練習が終わってコンビニに立ち寄るわけ

でありますが、その際、先日もありましたけども、近県との子どもさんのサッカー交流がある

ということを私は承知していたので、「どうですか」、「静岡や埼玉、神奈川へ行ったとき向こ

うのグラウンドどんな感じ」と聞きましたら、お母さんは恥ずかしそうな顔をして「向こうは

みんな芝生なんです」とこういうお話をされておりました。そういう経験もございますので、

私はできることならば、子どもたちに芝生のサッカーグラウンドで思いっきりスライディング

ができるようにしてあげたいという思いは強うございます。 
 またアリーナの問題等でいろいろ過去の笛吹市の合併以来のいろんな議論なり、あるいは書

きものを見ておりますと、総合運動公園の整備とこういうようなことがかねてからずっと市の

課題になっているというふうに私は捉えております。いずれもそれなりに経費のかかる仕事で

ありますので、今日明日にというふうにはならないと思いますけども、合併以来の懸案でもあ

りますし、また子どもたちのためにというのも私の頭の中に強くありますので、今後、実際問

題動き出すのはいつになるのか分かりません、財政の行方、財政計画ともよく相談をしながら

でございますけども、私は優先度の高い課題ではないかと、このように認識しております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 市長のほうから大変優先度の高い課題ということでお聞きしました。ありがとうございまし

た。ぜひ整備計画の作成を急いでほしいと思いますけども、ＩＯＣの総会、東京の招致委員会

はスポーツフォートゥモローと、スポーツは明日をつくるんだと。プレゼンの中である方は夢

と希望と成長と絆をつくるという大変、立派なプレゼンをなされまして見事東京開催というこ

とを勝ち取られたわけですけども、大変プレゼンを聞いただけでもスポーツの大切さというも

のは分かるかと思います。ぜひ文化を育むことはもちろんのこと、スポーツによる笛吹市の地

域づくり、それから２０２０年の東京オリンピックが決定いたしましたので、この活力によっ

て笛吹市の活性化のためにもスポーツを楽しめる環境づくりに努めていただくよう、期待を申

し上げて私の質問を終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、保坂利定君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 今の保坂議員のスポーツは健康と地域と、それから産業を起こすという点について、市長に

お伺いいたします。 
 ８月２４日、２５日、２６日と３日間、石和温泉旅館組合が６９チームの選手を招いて笛吹

市全体でソフトボール大会を設けました。市長も来賓として、笛吹市代表で選手６９チームの

皆さんに歓迎の言葉と立派な激励をしていただきました。私も１５年間、審判として協力して

きたつもりでございますけども、その中で選手が家族を入れまして１，５００名、笛吹市旅館

を利用いたしました。経済効果といいますと、約３，５００万円以上の経済効果を生んだでは

ないかと試算されております。 
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 その中でスポーツを楽しみ、また育み、地域の活性化を生むこのスポーツの振興を市長はど

ういうふうな考えで、現在やられているのかお尋ねいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 先ほど来のお話の中にもありましたように、特にこの夏、笛吹市の中学生たちは大変活躍を

してくださいました。そういう中でいささか、生徒たちの活躍に比べればそれをサポートする

施設的な面が立ち遅れているのかなと、こういう感じもいたしました。先ほど教育部長のほう

から施設の老朽化等々のお話もございましたけども、子どもたちの活躍をしっかりと支えるス

ポーツ施設の整備、これは大変大事なことでありますので、いきなりグラウンドだ、体育館だ

という話にはなりませんけども、必要な機械器具を導入する等々でしっかり支えていきたいと

いうふうに思います。子どもたちが元気に、また高齢者の方が元気にスポーツをやっている姿

というのは、地域にとって大変うれしい光景でございます。そういう角度から、ぜひこのスポー

ツ振興という点に力を入れていきたいと。 
 先ほどご指摘・ご紹介がありましたように、またあるいは昨日の議論にもありましたけども、

いわゆる観光とスポーツ、スポーツをベースにした誘客、集客、このことが大変大事なことだ

というふうに思っております。ある意味、そういう点からも先ほど来のスポーツ施設の整備、

これは急がなければならない課題ではないかというふうに認識しておりますので、皆さん方と

議論をしながら、そういう方向で動いていきたいなという決意でおります。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。 
 それから次に当局にお尋ねいたしますけれども、今、市内に既存する施設でございますが、

その安全性についてお尋ねをいたします。 
 １点目といたしまして一宮町、春日居町のスポーツ広場の防護ネットが非常に低い部分があ

りまして、民家、それから歩行者、そして観客に当たる場合が生じております。大きな事故が

起こる前に１つ対応をすべきと考えますが、いかがでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤議員の関連質問にお答えしたいと思います。 
 今、神澤議員のおっしゃった一宮の桃の里スポーツ公園のグラウンドでございますが、昨年

公式の大学のソフトボール大会をやったということで、公式のソフトボールがいかに飛距離が

長いかということだと思うんですが、通常のソフトボールの大会ですと、なかなかネットを超

えるまでにはならないという認識でおりますが、そういう大会を誘致することによって、若干

ネットの高さが足りないということは承知をしております。ただ、ネットの改修等になります

と、非常に多大な経費もかかるということで実は昨年、そういう事例がありましたという報告

を受けまして、片面だけはネットの応急処理をしております。今後につきましては十分検討す
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る中で当面、使用の制限、それから使用方法について使用団体に十分注意を喚起する中で対応

をお願いしたいというふうに考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 部長、春日居地区のものを。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 申し訳ありません。 
 春日居についても同様でございます。若干ネットの低いのは承知しておりますが、現状の先

ほど申しましたように、改修となりますと多額の費用を要するということですので、状況を見

ながら判断をしていきたいというふうに考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神澤敏美君。 
〇１番議員（神澤敏美君） 

 次年度は全国大会、それから関東東日本と各種のシニア、壮年、実年、一般と各大会が目白

押しに入ってくる可能性が強いです。もしその場合にそういうケガとか、事故があった場合の

対応も協会のほうでもしておりますけども、できることならば執行部のほうでもって計画を立

てた早い時期に、その計画が実行できるようにお願いいたします。 
 もう１点、合併後９年が経ち、各施設のグラウンドが非常に砂の調整がちょっと今、複雑に

なってきております。一宮も春日居もですけども。ということはサッカー場も、サッカーも兼

用するために雨上がりですね、どうしても野球、球技をするときに支障を来たしているんです

けども、その調整も必要かと思いますけども、特にグラウンド内で高齢者からスポーツ少年団

が競技をするときに、ケガとかいろいろな安全に非常に支障を来たしておりますので、その点

のほうの対応も考えていただきたいと思いますけども、いかがでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 神澤議員の関連質問にお答えいたします。 
 各スポーツ施設の砂の状況でございますが、毎回、使用団体も多いということで非常に砂が

掘れたりしている状況も確認をしております。その中で支所の予算、それから教育総務課の予

算等で毎年補修の砂の予算を計上する中で今まで対応してきたわけですが、一括砂の入れ替え

とまでは若干、各施設のことを考えますと、入れ替えまではできないという状況ですので、今

後につきましても補修砂の予算を計上する中で極力、ケガのないような対応は考えてまいりた

いと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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した。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
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 ５番、岩沢正敏君。 
〇５番議員（岩沢正敏君） 

 時間がないですから、早口で言います。 
 一宮中学が先ほどの話のように関東大会に出ました。なぜ一宮中学校がこれだけになったか。

これは選手が小学校のときからスポーツ少年団を通してずっとやってきて、どこにも流出しな

かったからです。今、いい選手、いい子どもは、また親もそうですけども、環境のいいところ

を求めてこういう選手たちが笛吹市からみんな流出しております。山下県会議員がサッカー協

会の会長をしておりまして、小中高、笛吹高校のサッカー部までなんとか連携してやりたいと。

私もこの意見には大賛成です。ぜひとも地元に、子どもたちが活躍できる場、これは環境整備

が、この芝のグラウンドがないことによることが大きいと思います。笛吹高校がよくなれば、

絶対にイメージアップ、あるいは活性化につながると思います。その点について、この流出を

どうやって防ぐかはこの環境整備にかかっております。当局の見解をお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 岩沢議員の関連質問にお答えしたいと思います。 
 たしかに議員のおっしゃるとおり、よい環境が人を育てるということは十分、教育委員会と

しても認識をしているところです。そういった中で、そのための整備は必要であるというふう

には考えております。 
 ただ議員もご承知のとおり、現在、市内の各体育施設につきましては老朽化も著しく、公共

施設白書というものを今、今週の完成に向けて進めております。 
 そういった中で検討を加え、今後、市民の声をお聞きする中で取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 笛新会の神宮司正人です。 
 議長の許可をいただきましたので、質問をさせていただきます。 
 また議長の許可をいただきましたので、私、パネルを今日持ってきましたので、おさらいの

意味で、これを見ていただきながらお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
 まず先ほどの保坂議員のお話しにもありましたように、昨日の朝５時２０分、東京オリンピッ

クの招致が決まりました。誠に１億２千万人の国民とともに喜びたいと思います。 
 またここ２カ月の間、非常にうれしいことがありました。富士山が文化遺産の登録、そして

昨日の東京オリンピックの招致決定ということで、私、たまたま昨日、東京の品川のところに

行きました。朝、タイムリーに見ておりましたら、そのうれしいニュースが飛び込んできたと

いうことで、目の前の臨海都市のところで、８キロ以内のところ、そこでもって２０２０、オ
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リンピックが開かれると思うと非常に楽しみですし、国民とともに喜びたいというふうに思う

ところでございます。 
 まず３つ目、うれしいことがあればいいんですが、私の質問、これは非常に先日の６日の日

の冒頭、市長のお話の中で結論が出された、梶原議員の質問に答えた話ですけども、これは非

常にショックでした。これをもう一度、おさらいの意味で見ていただきたいと思います。 
 八千蔵・高家を巡る開発計画の経緯についてですが、これは１９９４年、旧御坂町が八千蔵・

高家を最初の建設候補地として名乗りを挙げました。９５年、斎場建設が旧中道町に決定しま

した。これは旧御坂町の時代です。２００４年、甲府・笛吹両市が同所を広域ごみ処理施設建

設予定地に決定いたしました。 
 ところが０６年、広域ごみ処理施設建設予定地が笛吹市境川町寺尾地区に変更されたと。こ

れは県の指導もあったのかもしれませんが、八千蔵の方たちの温かい理解をいただいて、それ

も了承しました。 
 今度は０８年、笛吹市がバイオマスセンターの建設を構想しました。ところが次の年、バイ

オマスセンター構想に甲府、山梨の両市、甲州市の３市が同意をしなかったということで、白

紙撤回したと。 
 今から２年前の１１年の７月です。甲府市と峡東３市が災害時廃棄物用ストックヤード整備

に合意をされたということで、今からちょうど２年前、９月議会、９月８日ですけども、これ

に、そのときの議事録がございます。そのときに八千蔵の方たちに用地を買いますということ

を明言されております。 
 それで災害時廃棄物用ストックヤード構想について、八千蔵・高家の土地の活用、もう一度、

先日お話をいただいたわけですけども、どういう経過を辿って駄目になったのかと。あるいは

どういうことだったのかをもう一度、ご説明をいただきたい。そんなふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに災害時廃棄物ストックヤード構想における八千蔵・高家地区の土地活用の見通しに

ついてでございますが、本計画につきましては事業推進を目指し、昨年１０月に４市で構成す

る八千蔵地域等対策協議会、これは甲府、甲州、山梨、そして本市でございます。山梨県知事

に対し要望書を提出したところでございます。 
 この要望に対し本年７月２３日付けで、山梨県知事より今回の整備計画については事業認定

を行うことは困難であり、認定のためには土地収用法第３条各号の事業用途を基本に整備内容

の検討を行っていただく必要がある、そのような回答をいただいたところです。事業を進める

に当たり再検討を余儀なくされた、そういう現状でございます。 
 次に土地買収についてですが、現在、八千蔵地域等対策協議会において４市で共同利用でき

る施設としての検討を重ねております。 
 今後はでき得る限り、地域の意に沿えるような土地活用について鋭意努力をしてまいりたい

と考えております。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ただいま部長のほうから地域の方たちとも協議をしているということをおっしゃいましたが、

先ほどのストックヤード構想が出てから、２０１２年の９月まで事務方同士の４市の幹事会、

何回開催されたのか。また首長さんの会議、何回開催されたのか。また地域の地権者の方とは

どのくらいお話し合いをされたのか、経緯等が分かりましたらお尋ねしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問のお答えですが、回数は私、今、ここへ手元へすべての協議会、幹事会の議事録を持っ

ております。その回数でいきますと、ストックヤードの結論が出たのが２３年ですね。２カ年、

丸々経過して、その間ということなんですが、今は現在、２０回目の幹事会を８月に行ってお

ります。そのストックヤードの話が出ました会からですと・・・すみません、協議会の回数し

かございません。協議会については３回行われております。その間、幹事会が必ずその前にあ

りますから、同回数という理解で、すみません、回数についてはそのような答弁になります。 
 以上です。 
 首長さんの会議は協議会ですから、３回という数字でございます。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 地元の方の回数は。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 １回ございます。その１回につきましては開発検討委員会、これにそのストックヤードの説

明をさせていただいたという記憶が残ってございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございました。回数は何回かされているようですけども、地元の方たちと一度し

か話し合いがされていないということで、非常にガッカリしています。決めたことを地域の方

たちにできるだけ細かくお話し合いをしていくというのが一番当然のことだと思いますので、

昨年まで、今までということですね、今までその会議をされたというふうに理解をしました。 
 幹事会、首長さんの会議、それと地権者の代表にする方たちも説明するようなことは、あま

り地域の方たちとやってこなかったということが、非常にまずいというふうに私は認識してお

ります。 
 ２年前約束した話、これは境川ごみ処理場と同時進行でいくんだということ、それを地域の

方たち、地権者の方たちに少しも話をしていなかったということが今、分かりましたけども、

先の荻野市政のとき、２年前の本会議で同時に進行していく、そして用地も必ず責任を持って

買い上げるんだということを議事録にもしっかり書いてありますが、そういうことが約束され
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たにもかかわらず、やっていなかったということ。進んでいない。市民と議会で約束したこと

は市民との約束、地権者との約束だというふうに私は考えています。 
 この２年間何ひとつ、そういうふうに地域の方たちと接触していないというふうに私は理解

をしましたが、こういう約束は絵に描いたもちだったのかというふうな気持ちでおります。ま

た４年間、この間、４市ではほかの市の方たちも少しも動いていない。これではまったく市民

の理解を得られないというふうに私は思います。どうしてそうなってしまったのか、なぜここ

のところ地域の方たちとお話ができなかったのか、そのへんもう一度、説明をお願いいたしま

す。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 お答えいたします。 
 まずそもそもの話をさせていただくと平成１８年の１２月、これは先の代表質問でも質問が

ありましたが、八千蔵・高家地域に対する整備事業に関する基本協定というものを甲府市と笛

吹市の市長が締結しています。この日付が１８年の１２月１１日、これを締結するに至るにつ

いては、先ほどるる議員のほうから説明がありました。当座、ごみ焼却場は甲府市と笛吹市の

２市で決定をしようと。当然、ごみ処理場というのはある意味、今でもそうですが、迷惑施設

的な感覚がございます。しかしながら八千蔵・高家の地権者の皆さん、地域の方々はその広域

にわたるごみ処理という問題であればということで、断腸の思いでの決断をしていただいて、

その土地を焼却場へ提供いただいたという経緯がございます。この間に要は行政責任という言

葉で、甲府の市長なんか述べておられますが、要はこの感じた格好の中で行政責任を果たすた

めに、その土地について賠償させていただくと、そういうお約束を地権者と開発委員会の中で

させていただいたという経緯がございます。 
 それを形にしましたのが１８年１２月１７日の協定書、これには先ほど議員がご指摘のとお

り、その用地を取得するよということと、この取得の時期については今の境川へ移った、その

事業と並行して同時期に行うよという項目が２つ、これが大きな項目です。それと３番目には

それを関係市による協議を行って、今回、県のＣブロック構想ということで寺尾へ移ったとい

うようなことで、県を含めた格好の中で甲州市、山梨市もその中へ働きかけをして、その八千

蔵・高家の土地の買収については４市で取り組んでいくんだと。その３つの項目が掲げられて

きたところでございます。 
 そうした中で、ではそれから執行部、何もやっていないではないかというお話なんですが、

あくまで今、申し上げましたように議会の中で、先ほどからご指摘の笛吹の議会の中でそうい

う表現をしておりますが、あくまで今言った４市の枠組みの中で八千蔵・高家の跡地について

は皆さん、地権者、地元の合意に対して答えようという考えですから、４市が共通に使用でき

るというか、当然、４市にはそれぞれ市民の方がおいでになりますから、市民にもご説明して

納得できるようなものでないと、それは困るというようなこと、だから協議が幾たびか重ねら

れている経緯があります。その１つが実はストックヤードだったと。このストックヤードとい

うものも１つ、言葉が適切かどうか分かりませんが迷惑施設の１つだと思います。検討委員会

のほうへも上程をさせていただきました。そのときの議事録を見ましても、検討委員会でもも

ろ手を挙げてそれをやってくれ、いいよということではないよと。要は本当にやれるか、やれ
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ないか、まずお前たちの意思を決定してこいと。そうした中で、そのことについて、地元でも

審議するよという格好でとじられております。ところが今、申し上げましたようにストックヤー

ドについては法的な障害がかなりハードになりました。２年間、これも言葉が悪いです、すっ

たもんだの上部の機関、県および国との折衝をやりとりしておりました。そんなようなことで

結論が出ないまま地元へお話しすることができないというような部分があって、痛し痒しの部

分が行政のほうに、これは言い訳でしかございません。これは行政の事情です。地元には一切

関係ないことです。そのようなことで、弁明ということになってしまいますが、ご理解をいた

だければと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 弁明みたいな形ということですけども、地元の人たちにはできるだけ誠意を持った説明があ

ればよかったなというふうに思います。 
 この問題、非常に難しい問題だと確かに思います。時の市長さん、あるいは時の担当部長さ

んが議会で公言したこと、これは非常に重い。議会と地権者、あるいは市民との約束でもある

というふうに考えております。決して議会での発言、決めたことは決して軽んずるべきことで

はないというふうに考えていますが、市長は就任前の出来事ですが、市長はどんなふうにお考

えですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えします。 
 八千蔵・高家地区の問題、本当に長い経緯を引きずって今日に至っているということでござ

います。私としても市長として、この問題、正面から向き合うべきだというふうに自分自身を

叱咤激励しているところでございます。 
 今年は地元の地権者の方々ともお会いをして、地元の人たちの切実な願いというような言葉

も直に聞いたところでございます。できる限り地元の皆さんに寄り添ってこの問題にあたって

いきたい。ただ、一番難しいのは先ほど来、いろいろ出ております４市の枠組みという、これ

がかなり言葉は適切ではないかもしれませんが、重しになっているというふうに思います。ス

トックヤードというのはそういう中から出されてきた案ではありますが、なかなかこれも県の

ほうにお話をしても、うまく進まないというのが現状であります。しかしながら難しい難しい

と言っていても仕方がありませんので、甲府の市長をはじめ関係市の首長さんと連絡を取り合

う中で一歩でも二歩でも進めていくように頑張っていきたいと思っております。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 市長のほうから、お声はちょっとトーンが小さいかもしれませんが、４市の市長さんたちと

一生懸命、これからも向かっていくんだというふうな決意だったというふうに思います。 
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 これ、問題は市長就任前のできごとということで、市長もよく分からない部分もあったのか

もしれませんが、この２０年間、八千蔵の地区の地権者、この方たち、先ほどのパネルではな

いですけども、何回も予定が変わっては翻弄され続けてきたというふうに私は理解しておりま

すが、市民の代表として市長になられた倉嶋市長は、先ほど来パネルで見ていただいたように

用地の変遷、この経緯、それをよく理解していただいて頑張っていただきたいというふうに思

います。 
 ぜひ市長にはこの用地が笛吹市にあります。ほかの３市はございません。イニシアティブは

市長がとっていただく。市長みずからが動いていただかなければ、ほかの市は動かないという

ふうな理解をしていただきたいなと思います。リーダーシップは倉嶋市長さんが取らなければ、

ほかの３市の市長さんは取らないんではないかと私は思っています。６日の梶原議員の質問の

ときにも市長は答弁でこう答えられています。誠に難解な連立方程式を解くような問題である

というふうにお答えになったと思いますが、ぜひ２０年代、八千蔵の地区の地権者の方々のこ

の間の心労、ご協力に報いるためにも市長は大いにリーダーシップを発揮していただきたいな

というふうに思います。 
 また最後に何回も申し上げますが、２０年代ずっと耐えてきました八千蔵・高家地区地権者

の立場に市長や市の幹部の皆さん、身を置き換え、立場を置き換えて、今一度この問題をしっ

かりと考えていただきたい。二転三転どころか四転五転というふうに翻弄され続けてきた地権

者の方々にスピード感をもって、ストックヤードが駄目なら大至急実現可能な何か方法がない

だろうかということで考えていただく、そのお覚悟をもう一度いただきたいと思いますので質

問いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 お答えします。 
 議員おっしゃるとおりで一点の反論の余地もございません。来たる幹事会、これがストック

ヤードがもう断念せざるを得ない、先ほど申し述べられたとおり、今度の次の幹事会について

は、１０月１７日に実は申す予定でございます。そのときには各市の中で共通で行えるような

事業の素案を持ち寄ってくれないかという具体案も示しながら幹事会を開く予定です。その進

捗に期待を寄せるところでございます。鋭意、努力をさせていただきたいと思います。 
 以上、ご答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、部長のほうから１０月１７日というふうな具体的な、幹事会を開いていくんだと。ぜひ

スピード感を持って、ほかの方たちのほうでも意見を出す。また幹事会で意見が出なければ市

民の方、あるいは地権者の要望も聞くくらいはして、そして何がいいのか、本当に八千蔵の方

たちのためにやっていくことが一番、私は重要だと思いますので、そのへんは要望をしたいと。

ぜひスピード感を持ってお願いしたい。こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 
 続きまして、公共施設白書の作成についてということで先日６日の日も梶原議員の代表質問
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の中にもございましたが、結論が出たということで私は理解していますが、公共施設白書の昨

年の１２月のとき、あるいは３月のときにも話が出ていたと思いますけども、なんか今年の秋

には公共施設白書が出るんだよということを前部長のほうから話をお聞きしました。もう一度、

再確認ですけども、公共施設白書、いつごろ出てきていつごろ納品されるんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 公共施設白書作成の完成の時期、納品の時期についてご質問いただきました。 
 公共施設白書の作成につきましては、今回１７３の施設を対象としまして、本市の財政状況

や人口動態等の基礎資料の収集および分析を行いまして、維持管理費等の財務情報、また老朽

化や耐震性能などの品質情報、利用状況などの調査を実施してまいりました。 
 現在、この調査結果をもとにいたしまして施設の現状分析と課題のとりまとめを行っている

ところであります。これから、今後の取り組み方法等についての協議を行いまして、１０月中

旬完成・納品の予定となっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、部長のほうから１０月の半ばごろ出てくるんだということで、３月のとき、私、定例会

で質問させていただいたとき、秋に出るということ、そのときに質問もさせていただきました

のは外部にお願いするんではなくて、ぜひ市の中でできなかったものだろうかということを私

も発言させてもらいましたが、できてきたものを今度自分たちが市の執行部の方たち、幹部の

方たちが理解し、あるいは一般の職員まで理解をし、あるいはそれをもとにいろんなことを、

施策を続けていくためには市民の理解もいただかなければいけないというふうに思っています。

できたものは、すぐ１カ月や２カ月でもって運用できるものだとは思わない。できた公共施設

白書をもとにいろんなことが財政計画から、先ほど更新の問題も出てきておりましたが、いろ

んなことでもって、すべての部分で予算から何から中長期計画まで考えていかなければならな

い。これを、できたものがまた半年、１年経たなければ動かないということでは私はいけない

と思っていますので、外部に発注してしまったものですから、もうしょうがないんですけども、

できたものは今度は私たちが、市の職員の皆さん方が理解できるように、市長が筆頭になりま

して幹部の皆さん方でぜひ理解をし、また下に広げまして、市民の方たちにもどういう方針で

いくんだということができるような形でやっていただければありがたいというふうに思ってい

ます。それはどんな感じでスピード、やっぱり先ほどの問題ではないですけども、スピード感

をどんなふうに持ってやっていくつもりなのか、お尋ねいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
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〇総務部長（荻原明人君） 
 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 
 公共施設白書が仕上がりましてからの活用、また運用方法、どのようにスピード感を持って

対応していくのかというふうなご質問かと思いますけども、本来、自前でそういったことがす

べてできれば、それが最も望ましいことかもしれませんが、やはり外部の委託に出したほうが

効率的に行える部分は外部委託を行いまして、市役所の各部局を横断した中で業者さんとキャッ

チボールをする中で、今進めております。 
 公共施設サービスを将来的に持続可能なものとしていくために、公共施設白書を基礎資料と

いたしまして適正な施設配置、また効率的な管理運営の実現、そういったことに向けて今後、

具体的な計画を策定していきたいと考えております。公共施設を取り巻く状況は大変変化をし

ておりまして、実情に即したサービスを提供していくためには市民の皆さまに公共施設の更新

問題といいますか、将来のあり方につきまして深いご理解をいただきながら、また将来にわた

る施設のあり方について、しっかり議論をしながら共に検討をしていかなければならない、大

変大きな課題と考えております。市役所内部でも部局横断的な庁内検討組織を、完成を待たず

に早々に立ち上げまして、そのへんも検討しながら進めてまいりたいとこのように考えており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、部長のほうから再度、回答をいただきました。３月もお話しさせていただきましたが、

ぜひこの公共施設白書、これが出来上がってきた、それはただつくったからいいということで

はなくて、本当に理解するためには皆さん方が共有する、していくことが非常に大事だという

ふうに思っています。 
 また、この秦野市では職員が作りました。職員の方たちが。こういう形でもってぜひやって

いただければ、また秦野の方たちと運用方法、あるいはそういうことも連絡を取りながらやっ

ていただきたい。そうするとすごく扱いが楽ではないかなというふうに思います。 
 オリンピックの話もそうだったんですが、非常に市民の皆さん、あるいは皆さん方に理解を

いただくときには非常にエネルギーがいる。オリンピックは非常に日本にとって不利だという

ふうに言われていました。ところが蓋を開けてみると、日本がＯＫだということで判断をいた

だいた。これはなんだというふうに思うとき、私が考えたのは４５分間のプレゼン、これを国

のトップから東京都知事さん、あるいはいろんな方たちが、また選手だった方たち、この方た

ちが誠心誠意を込めて皆さんに理解をいただいた。本当に誠心誠意、真心だと思います。滝川

クリステルさんは「おもてなし」と言っていました。そういう気持ちでもって、いろいろなこ

とをぜひ誠心誠意を持って、八千蔵の問題にしても然り、また今度の公共施設の話もそうなん

ですけども、できたものを市民の方たちに理解していただくためには、やはり誠心誠意が必要

ではないかというふうに私は考えていますので、倉嶋市長をはじめ市の幹部の皆さんが動かな

いと、この問題は全然動いていかない。そんなふうにも理解していますので、ぜひ誠心誠意を

持った活動を、市の幹部の皆さん方にお願いをいたしまして、私の質問を終了させていただき

ます。ありがとうございました。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、神宮司正人君の一般質問を終了いたします。 
 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） 
 笛新会の北嶋でございます。 
 ただいま神宮司議員が２００４年に４市合同の八千蔵の土地問題が出たわけですけども、な

ぜ八千蔵が４市、甲府もある、甲州市、山梨市も、まわりがちょっと広いところなのにそこに

なったという経緯は、最初はそこにごみ処理場を２００４年に立ち上げて、私は地元が北区な

んですけども、非常に反対をいたしました。環境問題、それから上流が河川だということでご

ざいまして、汚染物が流れるということで。そんなことでしばらくしまして、それが境川に移っ

たわけですけども、そうしたら途中から山梨市と甲州市もごみ処理場が困っているということ

で、では一緒に入らせてくださいということでもって、ついてはお手つきの八千蔵があるから、

そこも一緒に合同であそこの問題を解決してほしいということでもって入ったわけです。 
 ですから４市合同で何かこの施設を有効に利用できるものといっても、われわれもいろいろ

考えましたけどもなかなかなかったということで今日まできているわけですけども、ですから

もうストックヤードなんていう、非常にあそこの周辺を考えれば、周辺の河川でございます。

そして下流６キロ下に笛吹川があるわけですが、その間にも天川という川がありまして、堰が

１２もあるということで、みんなそれを灌漑用水に使っているということで、汚染源になると

いうこと。そしてまた周辺があれだけの住家がありますし、そういう地元にも喜ばれない。そ

れからまた農地もあります。河川等の被害もあって、環境問題に非常に苦しむということで、

ですから４市合同というのは無理があります。ですから、ここでぜひいくら考えてもなかなか

うまい案が出てこないではないかということで、笛吹市単独で今度、幹事会が９月１７日にあ

るということでございますけども、以前から私はこの問題はここでもって質問しまして、投げ

かけましたけども、一向に市のほうも動きが鈍いということで、まだまだストックヤードの問

題が解決していないからということですけども、まわりの周辺の市もおそらく笛吹市が考えて

いけばいいんだということでいると思いますから、ぜひここ、単独でいきたいということを述

べて、そしてそうすればわれわれの会派としてもいろいろ腹案もございますし、とにかくあれ

だけの土地を４市合同ということはなかなか難しいということで、ぜひそういう投げかけをし

ていただきたいなと思っています。ご答弁をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えをいたします。 
 たしかに八千蔵・高家地区は笛吹に存在している５．５ヘクタールの土地でございます。で

すから、それを公共の用に供するという場合には笛吹市が主体になってやらなければなりませ

ん。今、北嶋議員も歴史の中から、承知をしながらのご提案だとは思いますが、今は４市の枠

組みの中で公共にできるもの、共通でできるものというものを一生懸命探っている最中でござ

います。１つの考え方のご提案として承らせていただきますが、基本的には今４市の枠組みの

中でやっておりますので、それはご理解いただきたいと思います。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 そういう方向で提案を出していただいて、ない場合はすぐに対応していただきたいと思いま

す。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁はよろしいですね。 
 （はい。の声） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 ２問、神宮司さんのほうから出たわけですが、それぞれ質問したい、関連質問したいんです

が、１問目については奇しくも部長が言ったように、言い訳にしかならないということです。

並行して土地買収までするということを約束していたわけですから、まずこれに対してしっか

り謝罪をすべきだというふうに考えます。市民が行政に対する不信を持ったとき、一番行政は

困難な状況になろうかと思います。これは当たり前のことです。並行してやる、境川がどこま

で土地買収が進んでいるか、ご存じだと思います。ほぼ終わる状況にきているわけですから、

まずそのことを１点、これについて市長の考え方、市長がここで４市全体のことですから、市

長の考え方です。４市全体、責任が取れるというわけではないですけども、私はそう考えます

けれども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまの野澤議員の趣旨は、境川と並行してこの八千蔵・高家の問題は解決というか、進

行させるべきであると、そのような約束になっているはずだということで、境川の買収が着々

と進んでいるんだから、八千蔵・高家についてもそこは責任を取るべきであると、かような趣

旨だったと思います。 
 私もその過去の経緯をしっかり踏まえて地域住民が、関係地権者がそのように、これはおか

しいということで、放っておくと市の不信、市政の不信とこういうことになるとすれば問題で

ございますので、ただいまのご指摘を受け止めて必要な対処について検討してまいりたいと思

います。 
 以上であります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 ありがとうございます。 
 公共施設白書の件ですけども、これは部長のほうからかなり積極的なこれからの取り組みに

ついての返答があったわけですけれども、秦野市のほうに私たち、議員も研修に行きましたけ
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ども、非常に内容のある研修だったんですけども、秦野市の場合は公共施設の再配備計画、こ

れをしなければ、まだ前提であって、現状分析と課題だけですから、これが初めての公共施設

の中心になるということですけども、ここが前向きということでなく、ぜひそういう形で進め

ていただきたいと思います。答弁をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 野澤議員の関連質問にお答えをいたします。 
 公共施設白書の作成につきましては議員の皆さま方、神奈川県の秦野市へ、先進地でござい

ます。研修をされてこられました。本市におきましても公共施設白書を担当いたします職員２名

を神奈川県の秦野市、また千葉県の習志野市も先進地というふうに聞いております。そちらの

ほうに研修に出向きまして、参考にできるところはぜひ参考にしていきたいと。公共施設白書

の作成が目的ではないということは申し上げるまでもないことでありまして、これからしっか

りした再配置等の計画の策定をしていかなければならないと、そのように認識をしております。

よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、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） 
 ただいま議長の許可をいただきましたので、ふるさと納税制度について質問いたします。 
 冒頭オリンピックのことを言おうと思いましたが、２人の議員が言いましたので私はあえて

触れません。 
 本市の税収はここ数年、頭打ちの状態が続いています。平成２７年度からの地方交付税の減

額なので、自主財政が厳しくなる中、都市計画税で税収増を見込んでいるようですが、平成２０年

４月３０日に法律が公布されたふるさと納税制度は、少しでも地方の自主財源になるようにと、

よい制度だと思います。平成１９年にふるさと納税研究報告書を受けて、２０年４月３０日に

この制度が公布されました。しかしこの制度が国民にどの程度、理解されているかは非常に疑

問に思われます。寄附を受ける地方公共団体と納税者との新しい関係をつくるのにどのように

アピールし、理解していただくかは自治体がしっかりしなければならないと思いますが、現在

までの状況と今後の取り組みについて、お尋ねします。 
 まず第１点、ふるさと納税制度が始まってからこれまでの寄附金の収納状況をお聞きします。 
 ２点目、その寄附金の活用状況をお伺いします。 
 ３点目、それらの納税者、寄附者に対するお礼などの対応はどうなっているかお聞きします。

よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 
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 はじめに制度が始まってからこれまでの状況についてですが、平成２０年に制度が開始され、

平成２４年度までの５年間で累計件数６５件、約５６５万円、１年平均では１３件、約１１３万

円を受け付けております。 
 寄附件数では平成２４年度の１６件、寄附金額では平成２２年度の約２１０万円が最高となっ

ております。このような状況でございます。 
 次に寄附金の活用状況についてですが、寄附者には寄附金の使途について産業・観光・青少

年育成・市民協働の４事業より指定していただいており、該当事業の予算に充当されています。 
 次に寄附者に対する対応についてですが、寄附者全員に市長直筆の署名によりますお礼文を

送付しております。 
 また寄附金額に応じて、寄附金額５万円以上の方には当市の産物であります桃、ブドウ、柿

等の季節の果物、５万円未満の方につきましては、笛吹市産のブドウを１００％原料としたオ

リジナルワインを赤・白セットで送付している状況でございます。 
 今後は他の自治体の例を参考としながら、お礼だけでなく、よりふるさと笛吹に関心を持っ

ていただけるよう制度の検証を行い、本市をＰＲできる制度となるよう積極的な取り組みを進

めていきたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 今、部長の答弁を聞きますとこれまでの寄附金の総額は５６５万円、年間平均しますと１１３万

円とのことですが、笛吹市の人口が７万２千人、それ以上の人数の人たちがこの笛吹市からよ

その全国へ散らばっていると思います。そういう中で、東京みたいに県人会があるようなとこ

ろではこういう趣旨を伝える方法が簡単にできるわけですが、それらのない地方というか、全

国に散らばっている笛吹市出身の方々にこのふるさと納税制度のことを伝達するのに、どのよ

うな方法があるかお聞きします。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 古屋議員の再質問にお答えいたします。 
 たしかに県人会組織がありますと、うちの市長はあちこちの県人会へ行って宣伝をしてきて

いただいておりますが、そういう組織がないところですが、今、ＳＮＳ、ソーシャルネットワー

クシステム、なんか難しい言葉なんですけども、双方向のＩＴ技術等々があります。今からは

そのようなものを活用して、全国に向けて笛吹市を発信していかなければならないのかなと、

そういう時代なのかなということをちょっと感じております。あらゆる手法を考え合わせなが

ら笛吹市を何しろ発信する努力をしていきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 
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〇４番議員（古屋始芳君） 
 ぜひ、いろいろな方法で発信していただきたいと思います。 
 それからこの寄附金の活用状況を先ほど部長が申しましたが、寄附者によっては使い道を限

定して使ってくれというような方がいるかどうか、そのへんをお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 お答えいたします。 
 ここに私、データを持ってまいりました。直近の２４年で申し上げますと使途の指定をしな

いで寄附をしていただいた方が６名ですね。全体が１６名おります。残りの１０名については、

それぞれの使途を指して寄附をいただいてございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。いろいろな方法でこの伝達発信方法を考えていただいて、よろし

くお願いしたいと思います。 
 ちなみに笛吹市以外の市町村で先進的に取り組んでいるような自治体があるかどうか、また

今後市の考え方がどのような取り組み方をしていくか、お伺いします。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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。 
 制度が発足してまもないわけなんですけれども、西日本周辺ではやはり突出した活動をして

いる市がございます。今ちょっと私の手元にある資料では鳥取県の米子市、ここは人口が１５万

人ほどですから、ほぼ私ども笛吹市の倍の人口規模なんですが、ここの２４年度の実績７千件、

金額で言うと８，９００万円というような寄附を募っている市もございます。手法としては、

ここの市では地元の企業とタイアップして、そこの商品をお送りしてふるさと感を色濃く、寄

附していただいた方にアピールするというようなやり方をしております。 
 同じような手法で県内では北杜市であるとか、南アルプス市がその取り組みが先進的かなと

思うんですが、北杜市の例を挙げますと２４年度では１７８件、１，３００万円の寄附を受け

ております。やはり手法は同じように市内の企業でのものを購入して、米子市と同様に寄附者

の選択に応じてお渡しするようなやり方をしています。このような先進例を見習いながら、い

いことは真似をしてもという考え方がございます。研究をしていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。ぜひ笛吹市もそれらの自治体に負けないようなことになればいい

なと思います。 
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 この質問の最後に市長に見解をお伺いするわけですが、先月、８月１４日に市長はふるさと

北海道、旭川市を訪問いたしまして、笛吹市のＰＲをかねてトップセールスを行ってきたよう

ですが、ここに北海道の地元紙の新聞によりますと、神澤議員も同席しているように、写真に

写っていますが、「笛吹市長 ふるさと旭川を訪問」というような見出しで本市の桃を旭川に

持っていってトップセールスをしたとここに記事がございます。そういうふるさとを訪ねた倉

嶋市長が実際、私たちは笛吹がふるさとですからそういう感覚がないわけですが、久しぶりに

ふるさとを訪ねた市長にこのふるさと制度の見解をお伺いいたします。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 ８月のお盆のころにふるさとに行って、笛吹市の桃、それからぜひ富士山を見に来て、笛吹

市にも寄ってくださいと、こういう宣伝をしてまいりました。誰にもやはりふるさとというの

はいいものだというふうに思います。ぜひ先ほど来、お話が出ておりますけども、笛吹市出身

の方が全国にたくさんおられるというふうに思っております。私もかねてから笛吹市における

ふるさと納税の取り組みは、もっともっと強化しなければいけないというふうに思っておりま

す。いわゆる東京の県人会組織の中にはふるさと納税の担当もおりまして、一生懸命旗を振っ

てくださっております。東京の、あるいはその京浜地域の山梨県人の山梨出身者の方々の中に

は、南アルプス市とか市単位での支部組織というかそういったことも進んでおりますので、私

もかねてから東京方面の知り合いの方にお願いして、なんとか笛吹市ということで組織化でき

ないだろうかということを考えております。 
 すでに一宮会とか御坂会がございますので、そういったようなところも核として、笛吹市と

いうことで大括りにして、われわれ山梨県の山梨にいる笛吹市の本家と、それから東京の人た

ち、それからさらに全国の笛吹会と、こういったようなものをしっかり組織して、ふるさと納

税ばかりではございませんけども、ふるさとのよさをしっかりといつまでも忘れずにいてほし

いし、われわれとしてもふるさとの便りを届けて、願わくはこのふるさと納税制度に結びつい

ていっていただければと、このようなつもりで取り組んでいきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 市長にもう１点、実体験があるかどうか。市長が旭川にそういうことをする予定があるか、

やったことがあるか、そういうことをちょっとお聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答え申し上げます。 
 ございません。ございませんというか、多少のお恥ずかしい話をすれば、私、笛吹市民とし

てもいささか恥ずかしい過去を持っておりまして、逆にその恥ずかしい過去の中で私は笛吹市

にかなり高額な納税もやっております。将来ふるさとのほうに納税することができたらいいな
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というのが私の今の願いでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。ぜひ将来はふるさとのほうへも少し、気持ちを伝えてやってもら

いたいと思います。 
 続きまして、次の質問に移らせていただきます。 
 市費負担の講師および学校サポーターの配置とその成果について、お伺いします。 
 本市では次代を担う児童生徒に笛吹市学校教育ビジョンに掲げる３つの基本方針に基づき、

豊かな心、確かな学力、そして生きていく働く力を身に付けた子どもを育てるためにハード・

ソフト両面にわたって、さまざまな施策を展開していただいております。また社会のノーマラ

イゼーションの進展等による状況の変化を踏まえ、障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じ

た適切な教育を行うための特別支援教育の充実についても重要であると考えております。 
 昨今のように社会環境や生活習慣など、子どもを取り巻く環境が著しく変化する中、学校現

場ではさまざまな児童生徒を抱え、以前にも増して多くの課題への対応を迫られており、少し

でもおおぜいの教員の配置を必要とすると伺っております。 
 この点において、本市では市費負担の講師や学校サポーターを多数配置し、一人ひとりの子

どもにきめ細かい対応をしていただいているとのこと。将来、笛吹市を託す子どもたちを多く

の目で育てていこうとする教育委員会の方針は、とてもありがたいことと思います。 
 そこで質問いたします。 
 本市では合併直後から市単講師および学校サポーターを多数配置し、児童生徒の教育環境の

充実に努めていただいているものと理解しておりますが、市内の１９の小中学校への配置状況

をお尋ねします。また他の市町村との比較の中でお伺いします。 
 学校現場の話を聞きますと、市独自のこのような制度はかなり好評のようですが、実際その

効果とか成果はどのようなことがあるのか、合わせて保護者や学校の感想等についてはどう把

握しているか、お伺いいたします。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市費負担講師および学校サポーターの配置数についてですが、学校の状況を精査す

る中で、今年度は市費負担講師を芦川小学校以外の小中学校１８校に１名ずつ１８名、学校サ

ポーターにつきましては小学校１４校のうち９校に対し１４名、合計３２名を配置しておりま

す。 
 本市では合併後の平成１７年度より周辺自治体に先駆け、いち早く市費負担講師等の配置に

取り組んでまいりましたが、周辺自治体も近年、市費負担講師等の配置に積極的に取り組んで

おります。 
 ご質問の配置数の比較につきましては自治体によって職種や勤務形態、役割等が異なるため

一概に比較することは難しいのですが、本市は周辺自治体の中でも比較的高い水準にあると考



 １３１ 

えております。 
 次に配置したことによる成果についてですが、市費負担講師は学力向上を主な目的として設

置しており、少人数指導やティームティーチングにより一人ひとりの実態に配慮したきめ細か

な行き届いた指導が可能となっております。また、放課後の学習指導や中学校の部活動におい

ても子どもたちの基礎学力の定着やスポーツの技術力向上のために貢献していただいておりま

す。 
 そして学校サポーターにつきましては、肢体不自由など身体的な障害はもとより注意欠陥多

動性障害等、学習や生活の面で特別な教育的配慮を必要とする児童生徒の支援を目的として配

置しております。 
 授業ばかりでなく学校生活全般において、個々の障害や特性に応じた指導や支援を行ってお

り、そういう中で子どもたちとの信頼関係も醸成され、子どもたちにとって安心した環境の中、

落ち着いて授業を受けられるようになってきております。 
 次に保護者や学校の感想等はについてですが、このように市費負担講師や学校サポーターの

積極的な配置により、保護者からは少人数授業によるきめ細かな指導や、一人ひとりの学力や

特性の違いに応じた指導を受けられるので、確かな学力を身に付けるために非常にありがたい、

感謝しているなど高い評価をいただいております。 
 また学校からは、市費負担講師や学校サポーターも県費の教員と同様に学校経営の一翼を担

う大切な人材であり、子どもたちにとってなくてはならない存在になっている。今後も引き続

き市費負担講師やサポーターを配置していただきたいとの要望をいただいているところであり

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 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。 
 私も幾人かの現場で働いている先生方にこの制度のことについて尋ねたわけですが、笛吹市

はほかの市町村に比べて、かなり恵まれているというような声が多いわけですが、そういう中

でもぜひ先ほどの部長の答弁の中で学力の向上を主力に置いているということですが、２０２０年

にオリンピックも決まりました。今、学んでいる子どもたちの中からそういう生徒が出てくれ

れば、選手として出てくれるような生徒ができればいいなと思いますので、ぜひスポーツ関係

の講師やサポーターも考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 古屋議員の質問にお答えをいたします。 
 私ども採用の時点で、その一人ひとりの講師の特性等を見ながら採用をしているわけであり

ますが、特に中学校現場ではいろいろなスポーツの専門の教員も採用し、配置をしているとこ

ろでございます。 
 以上、答弁といたします。 



 １３２ 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。 
 教育長に、ちょっと聞きづらい話ですがお尋ねします。 
 ４月２４日に実施された全国学力学習状況調査の結果で、山梨県の中学校の生徒は国語以外

の成績は全国平均を下回っているというような報道がありましたが、笛吹市の児童生徒の学習

の定着状況はどのような特色があるのか、お伺いします。 
 個々の学校についてはいいですが、笛吹市全体でこんなような傾向だったということをちょっ

とお伺いします。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、坂本教育長。 
〇教育長（坂本誠二郎君） 

 ２０１３年度の全国学力学習状況調査につきましては、８月２７日に県の教育委員会から山

梨県の平均、全国の平均等が公表をされたわけでございます。当市内小中学校、小学校６年生、

中学校は３年生、これは悉皆で行われたわけでありますが、全国の平均と比べてみても全国平

均を上回る小中学校も何校かあったわけでありますが、学校間、多少のバラツキがありますが、

おおむね山梨県の平均と同じだというふうに理解をしてもらって結構だと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。笛吹市内の学校の数が今現在、小中学校合わせて１９あるわけで

すが、非常に財政が困難な中で将来に向けて統廃合をどのように考えているか、お聞きしたい

と思います。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 古屋議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 本日の答弁、それから代表質問でもお答えしたとおり、市内の小中学校の老朽化というのは

非常に進んでおります。その中で今後、どういうふうな再配置、それから改修計画をしていく

かというのは、公共施設白書の結果を見ながら今後検討をしてまいりたいというふうに考えて

おります。ただ、再配置等によりますと非常にその地域の方等のご意見も反映しなければなら

ないということで、今後そういう地域の皆さんのご意見も十分勘案した中、お伺いする中で計

画を進めてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
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 非常に厳しい財政の中で、大変教育的効果のある市単講師、また学校サポーターの配置制度

をぜひ今後も継続していただいて、笛吹市内の児童・生徒が非常に環境のいい中で勉学に、ま

たスポーツに励めるよう、よろしくお願いしたいと思います。 
 私の質問は以上で終わるわけですが、この執行部の席に副市長がこの間から病気で休んでお

ります。ぜひ副市長の早い回復を願いまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩といたします。 
 再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時５２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 一般質問を続けます。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、これより一般質問を行います。 
 ２０２０年の東京オリンピック開催、それから本日の４月、６月期のＧＤＰの上方修正と消

費増税に向けて何かうれしいような、喜んでいいのかどうかというようなところもありますが、

浮かれすぎないで質問させていただきたいと思います。 
 はじめに、本市の地域包括ケアシステムの構築について伺います。 
 ２０２５年、団塊世代が後期高齢者となる時代を見据え、高齢者が元気に活躍し安心して生

活し、互いに支え合う笛吹市を構築していくために、本市においては総合計画ならびに高齢者

福祉計画・第５期介護保険事業計画、いきいきプランに掲げた施策が展開されています。 
 国立社会保障人口問題研究所の推計によれば、１７年後の２０３０年には笛吹市の推計人口

は約６万１千人、高齢化率は３４％となり、３人に１人が高齢者という時代が到来することに

なります。 
 政府は先月の社会保障制度国民会議の報告を受け、社会保障改革のプログラム法案を閣議決

定し、この秋の臨時国会での法案提出と成立を目指しています。また介護保険法などの個別法

改正も来年の通常国会で審議されるものと思われます。 
 たとえ、消費増税を行っても維持することが困難な現状の社会保障制度は、今回の改革で社

会保障の負担原則を年齢別から経済力別へと転換し、全世代に配慮した医療介護制度の再構築、

この方向性は効率化、重点化、機能強化による医療から介護へ、施設から地域へというもので

介護需要は２０３０年には２０１０年対比で５割増と見込まれています。こうした変化を見据

え、高齢者のみならずすべての市民が支え合い、健康で安心して生活できる地域を築いていく
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ことは子育てがしやすく、働きがいのあるまちづくりや多くの人が訪れ、活力溢れる地域づく

りとともに戦略的に取り組んでいかなければならないと考えます。 
 そこで本市の地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みについて以下、伺います。 
 まず高齢者福祉計画における重点施策、地域に根ざした地域包括ケアの推進、高齢者が主体

的に取り組める環境づくり、認知症の予防・対応ができる体制づくり、健全な介護保険事業の

運営、４点についてその取り組み状況をお聞きします。 
 次に地域包括ケア体制の構築における関係機関等、医療、事業所、社会福祉協議会、地域な

どとの連携状況と今後の課題について、見解を伺います。 
 最後に地域包括ケアシステムをまちづくり・地域づくりの視点で捉えたとき、地域包括支援

センターと市民の役割をそれぞれどのように考えているのか、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（前島敏彦君） 
 １問目の当局の答弁を求めます。 
 答弁を、山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに高齢者福祉計画における重点施策の取り組み状況についてでありますが、まず重点

施策１の包括ケアの推進につきましては高齢者の多様な相談内容を的確に把握し、適切な対応

ができるよう関係各課と連携を図りながら対応をしているところであります。 
 また、支援が必要な高齢者に対しましては社会福祉協議会や民生委員会、区長会、老人クラ

ブ、警察署、消防署等と連携を図りながら早期発見・早期対応に努めているところでございま

す。 
 次に重点施策２の高齢者が主体的に取り組める環境づくりにつきましては、高齢者自身が自

ら健康管理、介護予防に関心を持ち、活力のある生活を続けていくことが必要と考えておりま

す。そのために介護予防、健康づくり、老人クラブ、生涯学習、ボランティア等の各事業に積

極的に参加できる環境づくりを関係部署の協力を得て進めております。 
 次に重点施策の３、認知症の予防・対応でございます。高齢者徘徊ＳＯＳネットワークの構

築や虐待防止ネットワークの体制づくりに取り組んでおります。また、認知症予防のための介

護予防事業や認知症について理解をし、地域の見守りや支援ができる人材を増やすための認知

症サポーター養成事業を行っております。 
 最後に重点施策４の介護保険事業の健全運営でございますが、本市の実態に見合ったサービ

スの提供に向け、事業者との連携を図るとともに介護給付通知を年４回発送するなど給付の適

正化をさらに進め、健全な介護保険事業の運営に努めております。 
 次に関係機関等との連携状況と今後の課題についてですが、高齢者の在宅生活を支える体制

づくりのためには、関係機関との連携が非常に重要であります。現在、定期的に開催する医師

会との勉強会、介護保険事業者連絡会、民生委員会等に積極的に参加し意見交換等を図ってい

るところでございます。 
 また、社会福祉協議会につきましては、市からの委託事業等の進捗状況などを随時確認する

とともに情報を共有しながら取り組んでおります。一方、在宅医療を担う医師が限定され、特

定の医師にかかる負担が大きくなり、結果としてバックアップする仕組みづくりが不十分であ
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ることが大きな課題であります。 
 今後はこの課題も含めまして、関係機関との連携を継続しながら地域包括ケアシステムの構

築に向けて進めてまいります。 
 次に、地域包括支援センターと市民の役割についてであります。 
 地域で暮らす高齢者の包括的支援をするため、地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓

口となり、相談内容を的確に把握し対応をしております。さらに地区民生委員会や各地区組織

との連携を密にし、早期発見・早期対応のため相談体制の充実と医療・介護・福祉が連携し安

心して生活できるよう引き続き支援をしてまいります。 
 また家族の絆や地域のつながりの希薄化の中、地域で高齢者を支えていくためには行政区、

民生委員会、日赤奉仕団、愛育班などはもとよりＮＰＯ、ボランティア団体など連携して自分

たちの課題を自分たちで取り組み、解決ができる組織づくりも重要であると考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
 まず介護保険の状況からですが、現在、本市の高齢化率２５．２％、１万８千人を超える６５歳

以上の高齢者の方がいらっしゃって、認知症の方は約２千人、在宅で寝たきりの方は７００人

以上というような状況になっております。 
 介護認定者の推移を見ると年々増加しておりまして、２２年度２，６６７人、２３年度３，

２０４人、２４年度３，１２１人となっており、そのうち要支援１、２の方は２２年度４７７人、

２３年度５２３人、２４年度４９６人ということになっております。要介護１、２の認定され

ている方はここ２年で１，３００人を超える数、それまでの８００から１千人ぐらいで推移し

ていた状況から大きく増えている状況です。経年的な変化を見ますと介護認定の状況からは介

護予防に力を入れてはいるものの、いよいよ要介護の方々が増えてきているなというふうにも

見えますが、市としてどのように認識しておりますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 ご指摘の再質問にお答えをします。 
 認定者数の経年の変化、特に介護認定１、２が急増しているということでございます。その

とおりでございまして、その要因としましては、ご承知のとおり高齢化が一段と進んでいるこ

とが背景でございますけども、もう１つ、制度の普及が挙げられるかなというふうに考えてお

ります。また介護する方がなかなか仕事の関係で介護できないという状況も社会的背景として

あろうかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 
 ご認識のとおりだと思います。これが介護保険制度改革によって、今後国民会議で言われる

ように医療、介護サービスの提供体制の改革ということで、地域包括ケアシステムの構築のた

めの財源は消費税増税分で見込まれるということですけども、病院病床機能の分科連携の支援、

急性医療を中心とする人的・物的資源の集中投入、在宅医療、在宅介護の推進、さらには地域

包括ケアシステムの構築に向けた医療と介護の連携、生活支援、介護予防の基盤整備、認知症

施策、人材確保などに活用するとされています。正直なところ、それでももたないというよう

なことでサービスのあり方も変えざるを得ないのかなというふうに感じております。 
 厚労省は介護保険の平成２９年度までには、遅くとも要支援１、２を地域支援事業に移行さ

せるというふうにしていますけども、公費や介護保険料の入れ方は同じで割合を変えるつもり

はないと。規模も圧縮しない、要支援の認定がなくなることもないといっているようです。介

護保険から要支援１、２が外れることになると市や地域包括支援センターにはどのような影響、

事業の変更が生じてくるのでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 要支援１、２が外れた場合のその後、どうなるのかというご質問でございますけども、内容

がまだ国のほうから明確に示されておりませんけども、いずれにしましても介護予防のケアプ

ランにつきましては、今後もどのような形になるか分かりませんけども、必要なことだと考え

ております。当然、議員ご指摘の地域支援事業のボリュームが増えてくるということは想像を

するとおりでございますけども、今後、国の動向を注視しながら早め早めの対応をしていきた

いというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは認知症の対策になりますけども、認知症施策推進５カ年計画という、いわゆるオレ

ンジプランというものがありますが、これに基づいて本市の認知症ケアパスの作成ということ

は現状ではどうなっているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えします。 
 オレンジプランへの対応がどうなっているかということでございますけども、現状、まだ未

作成でございます。つい最近、県のほうからマニュアルが示されたばかりでございまして、そ

の作成に今、準備がかかるという現状でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 
 今年度、来年度で作成をされていかれることになろうかと思います。よろしくお願いします。 
 それでは認知症地域支援推進委員という方がいらっしゃることに、設置をされるというよう

な状況があろうかと思います。これについて、認知症サポーターと認知症ファシリテーターと

いう方もいらっしゃるかと思いますが、養成状況、具体的な活動状況を教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えをします。 
 まず認知症地域支援推進委員でございますけども、平成２３年の半ばから平成２４年度、最

後まで１年半、保健師１名を国の補助を使いまして設置をしました。現状、今は設置してござ

いません。その分を認知症の支援会議の中で保健師を中心に対応をしているところでございま

す。 
 それから認知症サポーターでございますけども、平成２１年から２４年まで２千人弱のサポー

ターの養成をしてまいりました。 
 ３つ目の認知症のファシリテーターでございますけども、これにつきましては平成２３年度

に１６名の養成をしましたが、現在のところこれに代わりまして、認知症サポーターの養成の

ほうで切り替えて事業を推進しているというところが現状でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 私も認知症のサポーターの一人ではあるんですけども、そういった方々も含めていろんな方々

と連携していくということが非常に重要かと思います。関係機関等との連携という中で医療機

関には医師会のほか歯科医や薬局、薬剤師といった方々との連携も含まれているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 専門家のご意見をいただくということは、非常にこの体制を充実していく上で重要かなと考

えております。医師会ばかりではなくて市内の医師会、薬局、薬剤師等々とご協力をいただき

ながら、連携をしながら体制の構築に努めているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ケアマネさんや保健師さん、社会福祉の方、センターにもいらっしゃるということになって

おりますけども、こういった方々、あるいは介護福祉士、精神保健福祉士、あるいは臨床心理

士といったような資格者の方との連携ということも考えられているのかどうか、システム化し

ていってもいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 お答えをします。 
 いきいきプランの中で、地域包括ケア体制の構想図というのがございます。高齢者、障害者

等のまわりに当然、共助、公助の部分でボランティア団体とか行政区とかさまざま地域のお力

をお借りした取り組みがあります。それを支援していく、専門的な組織としてさまざまな医療

機関、それからそこに配属されている専門的な資格者等々、すべての専門的な人材等々を使っ

て、これを下から支えていくという形が構想図になろうかと思います。その具体的な取り組み

のシステムを今後さらに充実していく、つくっていくということになろうかと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 そのプランの中の構想図の中で地域ケア会議というものがあるわけですけども、これはそも

そもどのような会議なのかということ。それから地域ケア会議の位置づけということで、ご見

解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えをします。 
 構想図の中にもありますとおり、全体的には専門的な集団として市役所、それから社会福祉

協議会、それとその中に、あるいはその協力機関として医療機関とかサービスの事業所等々が

ございます。さらにはまわりの消防署、それから警察署等々がございます。それらとともに地

域の関係をまとめていく、連携を図っていく、今考えているのが各旧町村ごと、あるいは中学

校規模等ぐらいのケア会議を地域の方々、専門家、それから地域の集団等、関係の事業所等々

が集まって、この地域の全体的な見守り体制、ケアシステムをどう構築していくのかという議

論をしていただく中で、その取り組みをしていく中心的な役割を果たすのが小地域ケア会議だ

というふうに考えております。それをまとめていくものが市に１つ、今のところ考えているの

が１つでございますけども、地域のケア会議ということになろうかと思います。その地域のケ

ア会議につきましては、市の包括支援センターを発展的に開所して、地域包括支援センターに

なるのかどうか、ちょっとまだ未定なところがございますけども、そこが中心となって運営を

していくという形になろうかというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 地域ケア会議、また小地域ケア会議、さらには地域包括ケア体制推進会議、仮称とありまし

たけども具体的なそういったものについて検討している、現状は検討中ということでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 お答えをします。 
 現状、議員ご指摘のとおり検討中ということが正確な言い方だというふうに考えます。市と

社協が中心となって、毎月１回、会議をしております。そこでいきいきプランの体制づくりに

つきまして、その内容、それから組織のあり方等について検討をしております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 一方で、その関係機関と今もこの状態の中で連携しなければならないというふうに思うわけ

ですけども、そういった方々との連携で、そういった方々の会議に参加するというのもあるん

でしょうけども、地域包括支援センターの主導による連携会議というようなことはあるんでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えをします。 
 地域包括支援センターの主導による連携会議を想定しているのかということでございますけ

ども、今のところ正確には決まっておりませんが、包括支援センターが中心となって、その役

割を果たしていくということは言えるかなというふうに思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 そうしますと介護保険制度改革によって、第６期から認知症ケアパスも反映させた介護保険

事業計画を地域包括ケア計画というふうに位置づけて、地域支援事業も、ボリュームも増える

でしょうから再構築も迫られることになるのかなというふうに思いますけども、地域包括支援

センターと市の地域包括ケア体制の機能強化という観点からも組織、機構や人員配置も含め、

充実を図っていく必要があるんではないかなというふうに思います。特に先ほども挙げた専門

職の職員の方、こういった方々をもっと採用する、増員するというようなことも視野にそのよ

うな認識で準備していくというようなお考えはあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 今後、議論を進めていく中で当然、機構改革、それから人事配置等々、特に専門家の採用等、

検討をしなければならないと考えておりますので、総務部とも連携をしながら前向きに検討し

ていきたいと考えております。 



 １４０ 

 以上、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 ぜひ前向きに検討をお願いします。 
 最後にあと２点ほど、それぞれの役割と地域づくりということで、地域包括ケアシステムを

センターの役割とともに検討していくと先ほども答弁でもありましたように、いろんな民生委

員や警察署のほうから行政区やご近所、消防団等との連携が想定されることになります。市民

がそうはいっても生活の中で病気や介護、子育てなどで困難な状況になったときには、そういっ

た方々や専門的な職員の方々に相談するということもあるでしょうけども、実際には身近な地

域で家族や近所の方、友人に相談したり支えられたりしているという方も多いかと思います。 
 こうした面識社会での地域の見守り、共助、互助などのインフォーマルなネットワーク、こ

ういったものを強化・維持していくとともに医療介護保険福祉のフォーマルな専門家集団のネッ

トワークへのアクセスや連携を可能にしておくことが包括ケア体制の中で重要かと思います。

さらに構想図でもありますが、市レベルでの包括支援センターを中核とする枠組みで職種共同、

職種横断的な広範の連携の場、これがいわゆる公助ということで、エンジンになろうかと思い

ます。その外側には峡東圏域や県での連携や共有するサービスがあって、市の地域包括センター

の内側には地域ケア会議、小学校区レベルか中学校区レベルか、最大で１０程度がいいのでは

ないかなと思いますが、共助での圏域があってその中に細分化した小さな地域単位の自治会、

行政区等の単位での小地域ケア会議になるでしょうか、もっと小さなミニ地域ケア会議みたい

なイメージ、そういったことが考えられると思います。 
 こういったことをしっかりと地域包括ケア対策の構築とともに、市民の役割として私たちが

担えることをやっていかなければいけないんではないかというふうに思うんですけれども、こ

の点についてのご見解をお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えをします。 
 議員さんご指摘のとおり、この地域包括ケア体制の中核になるものは地域の見守り、地域の

自助・共助、この部分が非常に重要な役割を担っているというように考えております。そのた

めの組織づくり、システムづくりを本当に今後、具体的につくっていく、どうつくっていくの

か、これが重要な課題でございます。そのために市役所の地域包括センター、それから社会福

祉協議会、それぞれまた地域のケア会議、専門家集団、事業所等々の力をお借りしながら全体

的な地域包括支援システムというものをつくり上げていく。そのために現在、庁内でも早急に

議論を進めているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ミニレベルの、自治会レベルのそういった部分で市民が主体的に動けるような支援をしてい
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く、市民も自治的に行動していく、そういう責務があると思いますし、こういう地域包括ケア

システムを構築していくためにも、地域包括ケアをテーマとした市民ミーティングを市長を先

頭にして企画していただいて、まずそのきっかけを具体的につくっていただきたいと思います

が、市長いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 先ほど来のやりとりを聞かせていただきましたが、高齢社会、待ったなしの状況でございま

す。誰がこの高齢社会を担っていくのか、非常に難しい問題でありますが、しかし皆さん、関

係者、意欲を燃やしてこの問題に向かっているというふうに思っております。これからの笛吹

市のまちづくりを考えていく上でも大変重要なテーマであると思っておりますし、誰がどのよ

うにして担うのか、また笛吹市役所の組織、施設のあり方等々、非常に幅広い課題が関わって

いるわけでございますので、市民の皆さんとの意見交換も大事にして取り組んでいきたいと、

かように考えているところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、続いて２問目の質問に入ります。 
 自治体マネージャーとしての考え方について、お伺いいたします。 
 人口７万１千人余の笛吹市において、行政経営を託されている市長と執行機関は、将来の笛

吹市を展望し、施策を実施していく責務を負っています。そして二元代表制の下では議会と市

長は互いによい政策を競いあう善政競争を行い、市民とともに政策形成を図り、議会での意思

決定と執行機関による施策の実施によって市民福祉の向上、まちづくりの実現に努めていかな

ければならないと考えます。 
 地方自治の根源は民主的正統性に基づいたものでなければならず、それゆえに選挙で選出さ

れ、不断に議論・熟議を重ねながら合意形成を進め、市民のために公正に任務を遂行し、説明

責任を果たしていかなければなりません。 
 以下、自治体マネージャーである市長としての考え方、ならびにトップマネジメントの考え

方についてお伺いします。 
 まず、自治体マネージャーとしての役割はどのようなものと考えているでしょうか、お聞か

せください。 
 次に地方自治体としての本市の組織の特徴は、どのようなものと考えているでしょうか。ま

た、どのような組織でなければならないと考えているでしょうか、お尋ねします。 
 また、地方自治体としての本市の組織目的、組織の基本的な目的、組織目的、そして事業の

目的、こういったものはどのようなものであると考えているでしょうか、伺います。 
 次に総合計画の後期計画期間に入り、来年度予算編成に向けて施策の実施におけるマネジメ

ント、経営管理で不可欠な視点についてご見解をお示しください。 
 最後にトップマネジメントの立場として、政策形成、公共調達、コンプライアンス（法令遵

守）の３点についての考え方をお聞かせください。 



 １４２ 

 以上２問目の質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、自治体マネージャーとしての市長の役割はどのようなものと考えているかという

ご質問でございます。 
 型どおりの答弁で恐縮でございますけども、自治体運営の責任者としての市長の役割、これ

は市民の皆さまから負託された市の運営にあたるということであり、市民のよりよい生活と暮

らしやすい地域づくり、地域をつくるため施策を企画し予算を執行する。その際の指揮者、コ

ンダクターの役割であると、かように認識しております。 
 次に２つ目の質問であります。地方自治体としての本市の組織はどのようなものと考えてい

るか、またどのような組織でなければならないかとこういうご質問でございます。 
 地方自治体ということで笛吹市を想定するわけでございますが、この場合、笛吹市の特徴、

組織のあり方といった場合、いわゆる地方自治体としての笛吹市、そこには７万人の人口があ

り、各種の産業があり文化がありという、そういう意味での笛吹市と、それから狭い意味での

組織という言葉でありますので、市役所の組織、この両面があろうかというふうに思うところ

でございます。 
 議員のご質問の中心点、狙いがどこにあるのかちょっと私としても捉え難いところがござい

ますけども、本市の特徴ということでございます。笛吹市というのはマネジメントしていく上

でどのような特徴があるか、市長はどう捉えているか、このようなご質問かなというふうに考

えたところでございます。 
 笛吹市は合併８年を経過した市でございます。一体感の醸成ということが大きな課題となっ

て、今取り組んでいるところでございます。マネジメントという点での特徴ということを言え

ば、先ほど来、ご議論にありましたように、これから笛吹市というのは人口が減少していく。

そしてまた高齢者が増えていく。そういう中で特に福祉政策はどういう具合に今後、展開して

いったらいいのかと、こういう課題が１つ大きくあろうかと思います。 
 それから、これは特徴というよりはどこの市町村、自治体も直面している課題でございます

が、財政問題、これが大きなネックとなっております。さまざまな行政ニーズに応えていかな

ければならないわけでありますけども、そこの問題がありますので、いかに限られた資源、限

られた財政資源を効率的に使っていくか、これが課題になってこようかと思います。 
 そのほか、マネジメントの角度から笛吹市の特徴という点を言えば、まだ何点かあろうかと

思いますが、差し当たりの答弁といたしまして以上にさせていただきたいと思います。 
 ３つ目に地方自治体としての本市の組織目的、基本目的、組織目的、事業目的はどのような

ものかという質問でございます。 
 これもなかなか難しい問題でございまして、私も慣れない昔の教科書を思い出しながら、市

というのは地縁組織でありますから、いわゆるゲマインシャフト、ゲゼルシャフトであれば利

益集団でありますので、組織の目的というのは非常に明快なわけでありますが、地縁組組織に

おける組織の目的というのは、一体どういうことなんだろうなと、ちょっと私はなかなか迷っ
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たところでございます。あるいは、これについては市役所組織ということで考えたほうがいい

のかなと思ったりしたわけでございますが、とりあえず前者の立場でこの笛吹市というのはど

ういう組織目的を持っているんだろうかということで申し述べますと、これも型どおりの答弁

でございますが、笛吹市、地方自治体はそこに住む市民の皆さまの生活と権利を守り豊かな地

域、まちづくりを実現するための組織であります。 
 本市ではこれまでの歴史、文化にかたどられた、そしてまた桃・ぶどう日本一の桃源郷とし

て果実と温泉資源を生かしたまちづくりを進めております。 
 このような取り組みを地域や市民の皆さまとともに、市内全域が結びついてでき上がるよう

に、より良いまちになるように、互いの距離を縮めていく、このようなことで各種事業を進め

ているというところでございます。 
 これで答えになったかどうか分かりませんけども、仮にこれが市役所としての組織目的は何

かということであれば、これもいろいろ多岐にわたろうかとは思いますが、１つだけ挙げれば

市民の満足度をいかに上げるかと、これがわれわれの仕事の目的、そのために資源を有効に使っ

ていく、市長はそのためのマネージャーとして奮闘すると、このようなことかと思います。 
 次に４つ目の総合計画の後期計画期間に入り、来年度予算編成に向けて施策実施におけるマ

ネジメントで不可欠な視点はということでございます。 
 これは議員ご案内のように、予算編成につきましては総合計画に掲げた基本計画を実現する

ため、基礎的な単位２５の施策がございます。その目標達成のために限られた予算を最大限に

活用することが大事であります。 
 ご案内のようにすでに行政経営システム、これを動かして予算編成作業を進めているところ

でございます。これで優先度というのがいわば炙り出されるわけでございますが、これからさ

らにマネジメント的な視点ということから言えば、市民の現時点でのニーズがどこにあるか、

経営的な言葉で言えばマーケティングということにもなろうかと思いますけども、しっかりと

マーケティングをやって市民ニーズを捉え、そして必要な施策を今後盛り込んでいく、一方で

は時代遅れになったというとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、削るべき部分について

は削る、いわば改革の考え方、イノベーションの考え方でもって来年度の予算編成に臨むこと

としております。 
 特に不可欠な視点ということで申し上げあれば、適切か、うまくあたっているかどうか分か

りませんけれども、現在行われている行政経営システムというのは、いわば行政の成果主義、

成果という、経営という観点からいくとどのような形で成果が上がっているのかということが

眼目になっております。あえて、その不可欠な視点ということでいえば成果が上がっているか、

上がっていないか、そしてしっかりと市民ニーズを捉えているかどうか。さらにそれが大胆な

改革に結びついていくように取り組むかどうか、そういったようなことが不可欠な視点なのか

というふうに考えているところでございます。 
 最後に５つ目のご質問でございます。トップマネジメントとして政策形成、公共調達、コン

プライアンスについての考え方はということであります。 
 政策をどのようにつくり上げていくかと、この基本的な観点、先ほどいくつか申し上げたと

おりでございます。限られた資源、限られた財政の中でいかに市民の満足度を高めるかという

観点からすれば、適切な言葉かどうか分かりません。施策の生産性といったようなことが求め

られようかと思います。市役所のそれぞれの担当も専門家ではございますけども、それだけで
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は不十分、よく経営における専門家の必要性といったようなことも言われておりますので、専

門家の参加、市民の参加、こういったようなこともしっかりと取り組みながら政策形成を進め

ていくことが大事であろうかと思っております。 
 公共調達につきましては、昨日来の議論の中でるる申し上げてきたとおりでございます。入

札適正化に関する法令を基本に市の実態に即した入札執行を進めているところでございますが、

今後も検証を重ねて公平・公正な入札執行、入札・契約の過程の透明性の確保を図っていきた

いと考えているところでございます。 
 最後になりますが、コンプライアンスについてでございます。 
 法令遵守に関しましては、大変市民の皆さまにご心配をかけるといったような事態もあった

わけでございますけども、笛吹市職員服務規程に定める服務の原則によって「法令、条例、規

則等および上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行すること」とされております。加え

て職員倫理綱領、職員行動規範もございます。これをもとに法令順守の体制づくりを行ってい

るところでございます。 
 また単に法律を守ればよいという意味ではなく、市民福祉実現の観点から規定や制度の見直

しなどを積極的に行い、より自律的な大きな意味で公正な行政執行に務めているところでござ

います。 
 なお、付け加えますが７月には職員自身が自主的・自発的な行動として、市民のために市民

とともに働く喜びを表現した「笛吹市職員クレド」を作成して日々の業務の支えとしていると

ころでございます。今後も積極的に市民福祉の実現に取り組む気構えである、そういったこと

を職員に期待をしているところでございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 大変丁寧なご答弁をいただきました。正解があるとか何かそういったわけではなくて、就任

されて１０カ月、倉嶋市長が自治体マネージャーとして、また今日ご答弁されたことをぜひ大

いに発揮していただいて、これからの市政経営、行政経営に取り組んでいただきたいというふ

うに思っています。 
 １点だけ、限られた時間でご紹介をすれば、総務省のご出身で地域活性化センターの常務理

事をされている椎川忍さんという方が書いていますが、特に合併した自治体にとって命運を分

けるというところが、大きいほうがいいことだという行政分野の仕事、それから小さいほうが

いいことだという行政分野の仕事、こういったものをしっかりと意識をして、そしてそれは具

体的に何かと言われれば、大きいほうがいいことだという部分では道路河川、情報通信などの

インフラ整備ですとか大規模な公共施設の整備、医療介護のサービス向上と保健財政の健全性

確保といったことがありますし、小さいというところでいえば、集落やコミュニティの維持で

すとか地域文化の継承、住民自治の活性化、住民と協働というようなことがあります。こういっ

たところは特に、これから地域内の自治で対応していくという考え方も必要になろうかと思い

ます。そういった意味で自治体マネージャーとしての、十分にこれから手腕を発揮していただ

くことをご期待申し上げて、もし今の点でご見解があれば一言伺いたいと思います。いかがで
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しょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 それでは一言だけ、ただいまご紹介いただきました事柄、それから議員のお話、心して行政

運営にあたりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは志村議員の関連ということで、地域包括システムの構築という部分で２点ほどお伺

いしますけども、そもそも８月６日ですか、社会保障制度改革国民会議というものが最終答申

で市長に出されたということを受けて、これは少子高齢化策、医療介護、年金の三本柱で関連

法案を目指して進めていくという中で、これは１つ、やはり介護サービスの給付カットですと

か、余裕のある高齢者の負担増ということで多くの痛みが高齢者に予想される中で１つ、やは

りこの問題は２つあると思います。１つは市の独立性ということで、さっきも話がありました

けども、介護の必要度の低い要支援の方々は介護サービスと切り離して市町村独自に移す方針

がなされているわけで、先ほどの答弁は動向を見ながらとか、関連町村を検討しながら決める

とは言うんですが、市長も再三言われている地域力一番ということで、やはり市町村独自でサー

ビスの格差がないように、また近隣市町村と比べてサービスが低下しないように、今からこう

いった部分は、決まってからではなくて大きなミッション、市の施策、総合計画にも大きく出

ていますので、格上げしてそこらへんを検討する必要があろうかと思いますけども、市の独自

性を発揮するにはどうお考えか、まず１点お伺いしたいと思いますけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えをします。 
 議員ご指摘のとおり、当然、１、２が介護保険から外されるということになりますと、地域

によって取り組みに差が出てくるということが予想されます。本市におきましては、できるだ

け早期にこの１、２が外れた場合でも市民の介護ケア、これが下がらないように、むしろ近隣

と比較しても上がるような体制づくりを努めていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 早急に取り組んでいただきたいと思います。 
 もう１点はやはり高齢者を支える医療介護、ともすればネガティブなイメージですけども、

非常に地域は元気な方がいらっしゃいまして、６０、７０、８０。私らもよくネジを巻いてい
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ただいています。そういう方に。時にはこっちのネジが壊れそうになるぐらいまでネジを巻い

ていただく人があるんですけども、そういった元気な高齢者、シニア世代を活用しよう、活用

策ということですね。やはりこれから少子高齢化、元気なシニア社会を支えると。長寿社会の

未来像ですとか、持続可能な社会保障を考える、ここに大きなヒントがあろうかと思うわけで

ありまして、これは団塊の世代がちょっとこれ、内閣府の団塊世代の意識ですと、２０１２年

に行った意識調査では過半数が６５歳以上も働きたいと回答しておりますし、その４割の人が

社会活動に参加していた、または積極的に自治会だとか地域活動、ボランティアに積極的に加

わりたいと統計もございまして、やはり今、見ましても名前もこれ敬老会とか老人クラブとい

う名前もよそから始まって、例えばシニアクラブですとか、名前を変えることから始まって、

例えば観光ガイドなんかも６０、７０の地元の歴史を知り尽くしている方ですし、見守り隊も

そうですし、ファミリーサポートという、子どもの高齢者が子どもを面倒みてくれるという部

分でのいろんな部分で、こういった部分をもうちょっと大きな、例えばＮＰＯとかいろいろサ

ポートセンターとかあるんですけども、もっと施策を紹介した中でいろいろと、この負のイメー

ジではなくて、たしかに地域でも地元の老人クラブは嫌だけども、大きい面で協力したいなと

いう方がいらっしゃるので、そこらへんはやはり市としての今後、積極的な施策展開をどのよ

うにお考えか、再度お伺いしたいんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えをします。 
 ともするとネガティブな取り組みではないかというふうに捉えがちな感はしないでもないわ

けでございますけども、実際、福祉の現場等々でお会いする方々は非常に人生を前向きに、ポ

ジティブに考えている方が多うございます。この間、市のほうの地域振興基金を使ったＮＰＯ

の取り組み、それから見守りの取り組み等々、数多くの団体が申請をし、それに基づいて市民

の活動、ボランティア活動等々を進めていることからも分かるとおり、市の中にはいっぱい元

気な方がございます。これらの元気な方がどういう場所で、どのような活動をしたいのか、そ

のへんのニーズもつかみながら、これまでの自治会等々の平面的な取り組みのほかに、横の横

断的な取り組み、先ほど申し上げましたとおり、ＮＰＯの取り組みとか等々につきましては市

内全域で取り組まれていたりしております。こういう方の縦と横の取り組みをうまくかみ合わ

せながら、地域のそういった柔軟な地域力を底上げしていくということが必要かなというふう

に考えております。これまで以上に市としてもそのへんの支援をしていきながら、地域の生き

生きとした活動を支えていきたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀です。一般質問をいたします。 
 すでに入札問題については２会派の代表質問であったわけですが、私からも入札の公平性・

競争性は確保されているのかという質問を行います。 
 １月以降の予定価格１００万円以上の工事請負に関する落札は６２件、４１億５３６万円で

す。うち予定価格１億円以上の入落札案件は８件で落札金額の合計は３２億３６０万円、７８％

を占めています。そして１億円未満の入落札案件は５４案件、落札額合計は９億１７６万円、

２２％です。約８割の工事請負費を占める大きな山と多数の中小業者が取り付く小さな山、こ

の２つの山の問題点は性格が異なっていると感じました。大きな山、８件中７件の落札率は９８％

を超えています。私は落札率が高いことが一概に悪いことだとは思えません。予定価格のもと

になる設計価格は競争環境における標準的な資材調達価格や労賃などを基準に厳密に積算され

ているので、これはある意味で妥当な金額であり、落札率が１００％近くになることはあり得

ることです。しかし実際の入札において競争性、公正性が確保されていれば企業の技術水準お

よび競争性によって、軒並み１００％近くの落札率ということは、普通これはあり得ないこと

です。まず大きな山の普通あり得ない入札結果について伺います。この結果について、競争性

の確保について、疑問を感じないかどうか伺います。この件について、調査する考えはあるか

どうか、伺います。入札方法について、再検討する考えがあるかどうか伺います。 
 次に、小さな山の落札結果について伺います。 
 少額の予定価格の入札では９０％以下の落札率が圧倒的に多く、大変な仕事確保の努力をし

ている姿が想像されますが、しかし一方ダンピング、工事の品質問題、労働者へのしわ寄せ、

そういったことも心配になります。少額予定価格の落札結果をどう受け止めているか。品質確

保、労働者へのしわ寄せ、過当競争の防止のために公契約条例を制定する考えがあるかどうか、

まず伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、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。 
 はじめに入札の競争性が確保されているか、また疑問を感じないかということについてのご

質問でありますが、現在、市では事後審査型一般競争入札および簡易型総合評価落札方式によ

り入札執行を行っております。 
 ご質問の８件の入札につきまして、事後審査型一般競争入札で執行しておりますので、入札

参加資格審査委員会で参加資格要件を審査し、応札対象業者数が確保された案件に対し入札公

告を行っておりますので、入札公告を公表した時点で応札対象業者による競争性が保たれ、適

正に執行されていると考えております。したがいまして、疑問を感じないかとのご質問であり

ますが、そういったことはございません。 
 次にこの件について調査する考えがあるかについてでありますが、積算のもととなります設

計単価につきましては国および県など一部公表されており、落札者の積算による入札額が事業

担当課の設計額から設定しました予定価格と近似値になる案件が多かったものと、このように

推測しております。 
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 入札執行後は、すべての入札案件に対しまして落札候補者より提出されます入札参加資格事

項や見積書の積算内容が正当な積算により見積もられているかを審査し、審査結果により落札

者を決定しておりますので、現時点では改めて調査する考えはございません。 
 次に入札方法について再検討する考えがあるかとのご質問でありますが、入札方法につきま

しては、今後も国からの入札執行に関わる要請に基づきまして市の実情に合った公平・公正で

透明性の確保された入札制度を検討していきたいと考えております。 
 次に小額予定価格の落札結果についてですが、小規模工事では受注をしたいがために低い落

札率での入札が見受けられます。しかし公共工事は経済性に配慮しながら、品質および工事の

安全性確保といった面から極端な低価格は思わしくありません。そのため本市では国の低入札

価格調査基準を参考にしながら最低制限価格を設定しておりますので、低価格による入札は起

きていないということであります。 
 次に公契約条例についてでございますが、平成２４年６月現在で全国で４つの市がこの条例

を制定しておりますが、労働者の賃金や労働条件に関しては一自治体で解決できるものではな

く労働基準法や最低賃金法によって定められており、基本的には雇用者側が責任を負うもので

あると考えております。 
 また公共工事に従事する労働者の安定雇用および賃金、労働条件の確保のための公契約法の

制定ということにつきまして、国に対する意見採択が山梨県および県内市議会では平成１９年

１２月から平成２０年６月議会にかけて採択されており、本市では平成２０年第１回定例会で

採択されました。 
 こうしたことから、公契約条例につきましてはすでに条例を制定してある自治体の実施状況

や、また国・県の動向を注視してまいりたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 再質問を行います。 
 設計価格、落札率について伺います。 
 設計価格は大型、小型入札案件を問わず、標準的資材調達費や労務費に基づいた妥当な積算

価格であると理解しておりますが、その理解でよろしいでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 
 積算価格についての妥当性ということのご質問でございますけども、事業担当課による設計

価格、また積算価格につきましては国および県から公表されております工事単価、また実勢価

格に基づきます建設物価等に基づいて積算しているものでありまして、妥当な積算価格である

と、このように考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 設計価格が妥当であるにもかかわらず、なぜ大型案件の落札率が高く、それ以下の案件で低

いのか、公正性・競争性が確保されていれば、一般に大型案件の指名業者は資材調達でも有利

であり、技術水準も高いと思われるのに落札率は逆に高い。このことについて、私は公正性、

競争性が確保されていないのではないかという心配を持つものでございますが、当局はどのよ

うな心証を持っているのか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、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。 
 入札参加資格審査委員会で入札の応札参加可能業者、参加要件、業者数を確保したのちに入

札公告を行います。先ほど答弁したとおりでございますけども、公告した時点から競争原理が

働いて競争性が保たれていると。しかしながら一般競争入札では、入札への参加申し出の際に

は技術者数、あるいはそこの建設事業者の事情等によりましてエントリーをしてこないという

ことも制度的にあるわけでありまして、そんなふうな理解をしております。落札率が９８％を

超えているということにつきましては、年間の平均落札率から見るとやや高い落札率であるな

と、そういった印象は持っておりますけども、制度の範囲内であるとこんなふうに考えており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 次に入札の改善について、質問と提案を行います。 
 代表質問でも取り上げられましたが、根拠のない歩切りには私も反対です。しかし絶対に設

計価格イコール予定価格でなければならないとすれば、談合をやりやすくする環境を提供する

ことになりはしないか。指名業者の技術力、競争力はこれまでの工事実績および見積もり内訳

の蓄積から、ある程度推測することが可能でございます。そうしたことから無理のない範囲で

の設計価格と異なる予定価格の設定は可能だと思います。談合等の防止のために、必要な措置

だと思いますがいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 設計価格、予定価格の設定において談合等防止のために設計価格と異なる設定、そういった

ことについてはどうかと、改善のご指摘をいただいたところでありますけども、予定価格を事

前公表していたときも、談合の発生した事例はございません。現在は事後公表ということを基

本としておりますので、設計価格イコール予定価格だったといたしましても、公表されており

ませんので、予定価格は業者さんがそれぞれ積算しなければ、価格のほうは推測できない状況
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であるということであります。しかしながらそういったご指摘をいただきましたので、国から

のそういった適正価格という指導要請もあるんですけども、今後そのへんについても研究をさ

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（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 次に、応札業者数についてでございます。 
 代表質問に対して、ＪＶの入札については応札が１ＪＶでもその中に複数の企業が入ってい

るから問題ないという趣旨の答弁だと思います。これは違うんではないでしょうか。競争性が

確保できません。最低入札参加数の不適用を改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 共同企業体、ＪＶを対象業者とする工事につきまして、入札への最低参加者数が不適用と、

この考え方は少しおかしいのではないかと。たしかに代表質問のときにも、私のほうでこれは、

共同企業体は、いわゆる親となる業者がおりまして、子どもとなる業者が２社、あるいは３社、

そういった要件で共同企業体が組織された時点で複数の業者が入っていると。そこで競争性が

保たれているというふうな考え方で、その考え方はおかしいんではないかと。ＪＶで１つの事

業者という考え方に立てば、やはりこのへんは今、市のほうにはっきりとした規定がなくて、

この前も答弁いたしましたように慣例の中でやっておりますので、これは改善に向けて検討し

ていかなければならないのかなと、こんなふうに考えております。笛吹市の建設工事、共同企

業体取り扱い要綱に基づいてやっていますけども、入札公告等を審査していく中でそのへんに

ついては今後の検討課題とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今年に入って総合評価落札方式の入札がほとんど行われておりませんが、なぜか聞きたいと

思います。 
 私は入札業者の地域要件を広げる一方で、地域貢献の評価に重点を置いた総合評価落札方式

を採用することによって、競争性と地元の業者の保護・育成の充実を図ってほしいと思うとこ

ろでございますが、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 総合評価落札方式での入札が、件数が少ないということでありますけども、今年度に入りま

して１件、その入札を行いました。最低入札参加者数がたまたま下回ってしまいましたので不

成立ということになり、また再入札となりました。昨年度も何件か、はっきり件数、こちらの
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ほうにございませんけども、総合評価落札方式での入札も行っております。今年度、これから

現在３件の総合評価落札方式の入札を予定しております。今後も笛吹市事後特別簡易型総合評

価条件付き一般競争入札施行要領というのがあるんですけども、いわゆる総合評価落札方式の

積極的な活用は考えていきたいと、こんなふうに考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 今の質問で、そのことを提案したのは競争性と入札業者の地域要件を広げる一方で地域貢献

の評価に重点を置いた、そうした総合評価落札方式を採用することによって、競争性と地元業

者の保護、育成の成立を図ってほしいと思うがどうかという質問でございます。その点につい

て答弁をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 議員ご指摘のとおりというふうに認識しております。今後、積極的な活用を図ってまいりた

いと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 国交省等の入札の適正化に関する文書でも掲げられたことでありますが、少なくとも私、大

型入札に関して見積もり内訳書の点検、しっかりされているか。また統計的手法を用いた事後

的検討が必要だと思いますが、こういうことがやられているかということを伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 大型入札につきましても、事後審査型一般競争入札の取り扱い手順によりまして入札時に提

出されました見積書につきまして、事業化において積算内容等の審査を行っております。統計

的手法を用いた事後検討を行っているかということで、統計的手法というのも今後、勉強させ

ていただきたいと思いますけども、どういった手法があるのか。またぜひ研究をしてまいりた

いと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 統計的手法を用いた事後的検討ということもなされずに、それほど大げさではなくて確率的

な問題でもございますが、９８％を超えるものがずらっと並んでいて、これは問題ないと言い

切る根拠がないわけなんですよ。国のこの文書によっても統計的手法を大いに用いなさいとい
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うことが書いてあるわけです。これ抜きにどんな数字が出ても、これはこういう手順に載って

いるから大丈夫だということは言えないはずなんですね。そのことを指摘します。 
 そして次に入札執行に関わる入札公告委員会、そして不正入札の疑いを調査する公正入札調

査委員会がございますが、それぞれの責任者はどなたか伺います。メンバーはどういう方か、

それぞれ独立した機関にすることが必要だと思うが、いかがでしょうか。それから国や県では

第三者による外部監視機関が必要ではないかと言っているぐらいでございますから、当然これ

は違った独立した形であると思いますが、この点いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 入札参加資格審査委員会、また公正入札調査委員会、どちらも責任者といいますか、長は副

市長が会長を務めております。メンバーにつきましては副市長をはじめ市の関係部長、また関

係課長、それからそれぞれの事業を担当する課の課長等がメンバーであります。公正入札調査

委員会につきましても、現在のところは同じメンバーで委員会が設置されております。今後、

独立した別組織にするべきではないかというふうなご指摘もいただきましたけども、検討課題

とさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 これはすぐやらなければいけない最初の改革課題でしょう。でなければ公正な入札、市民か

らの信頼も得られないです。そのことを指摘します。 
 次に中小規模入札案件のダンピング防止、業者の保護、下請け保護、労働者の保護、良質な

工事確保について伺いますが、件数では６２件中５４件、８７％を占めますが金額では２２％

に過ぎない１億円未満の小さな山について伺います。 
 ここでは７０％台の落札率が数多く見られます。設計価格が標準的であり、適切であるとす

るならば、とても資材調達や技術水準で７０％台の落札率が可能とは私には思えない。かなり

無理をしていると思うが、市当局の心証を伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 小規模工事、小規模入札等につきまして、比較的低い落札の案件がパーセントとしましても

相当数占めております。特に年度はじめなどでは受注をしたいと、そういう受注意欲も非常に

高いわけでありますが、やはり低い落札というのは非常に業者さんにしてみれば厳しいと、そ

ういうことはわれわれも感じます。最低制限価格等について、今後そのへんを考慮していきた

いというふうにも考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 すごく低落札は問題があるということだと思います。これに対する対策を伺います。 
 適正な最低労務単価の設定、不当な低額下請けの禁止、品質確保の条件設定を含む公契約条

例の制定が再度、必要ではないかと指摘したいと思います。この点、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 公契約条例の制定、その考え方ですけども、先ほどの答弁でも申し上げましたけども、今回

ご質問をいただきまして、公契約条例ということについても勉強させていただきました。千葉

県の野田市が本当に全国、国にも先駆けて先導するようにそういった公共工事の、労働者の賃

金の確保、また安全の確保、そういったいろんな目的で国に先駆けて自治体が条例を定めたと

いうことで、本当に先進的なわけですけども、また全国で本当に４つの市ということで、今回、

勉強させていただきましたので、今後さらに研究をさせていただきたいと思っています。どう

ぞご理解のほうをよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ありがとうございます。ぜひ検討してください。 
 その公契約条例の制定、それから積算内訳の十分な検討を前提にすれば、特殊なものを除け

ば設計価格に対する最低制限価格の設定を８０％以上にも引き上げられることができると思い

ますが、こうすることによって事業者自体、さらに労働者下請け保護、品質の確保ができると

思いますが、こういう見通しを持てるのではないかと私は思いますが、見解を伺いたいと思い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 最低制限価格の設定、あるいは引き上げといったご指摘かと思いますけども、先ほども申し

上げましたように最低制限価格の設定の中で、このへんは考慮していかなければいけないのか

なと、このように考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 再度、大きな山について伺います。 
 まず大きな山のうち唯一７５％という低落札率の入札案件、これは入札公告のとおり工事完

成後も自動的に取引が継続する案件でございます。最低制限価格、ぴったり１１億円で落札さ

れました。１円でも下回れば失格になったところです。まさに神業です。そればかりではあり

ません。予定価格５千万円以上の入札案件では、この１件を除き最低制限価格は予定価格の
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７５％をみんな超えています。ところがこの１件だけは７５％ジャスト、一番低い最低制限価

格設定でした。かつてない低い最低制限価格、ぴったりの札を入れたのでございます。最低制

限価格を知っていての入札ではないか、漏洩はなかったかと疑問を持たれることは当然と思う。

当局はそうした疑問は感じないのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 御坂浄水場の機械設備工事、今年の１億円以上の８件のうちの１件と、それについての落札

率が最低制限価格と金額がイコールであったということでありますけども、設定された予定価

格と最低制限価格の間で落札されれば入札は成立となります。業者さんの積算による価格がちょ

うどその価格になったんだと、そんなふうに推測はしております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 神様でもできないことをやっていただいたということだろうと思うんです。それから８件中

７件が９８％を超える落札率、残りの１件は最低制限価格ぴったり、これではもしかしたら談

合や漏洩があったかもしれないと心配する、調査することは当然だと思います。もし調査の必

要がないとするならば、どんな入札結果が出た場合に疑問を持ち、調査をするのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
 もしかしたらと、そのもしかしたらということがあってはいけないことなわけですけども、

調査することは当然というふうなご指摘がありましたが、先日の誠和会、梶原清議員の代表質

問の際にもお答えしましたけども、そういった強いご指摘がございましたら、やはり市として

もそのへんはしっかり調査ということを検討していかなければならないんではないかというふ

うに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 例えば１００％の落札率がどんどん続いても正当な手続きだから問題ないと、疑問は何も感

じないというようなことでは市民は納得しない、われわれも納得しないわけです。大変な問題

です。調査をしていただきたいと。 
 過日の代表質問の答弁を聞いて、市長の入札における公正性、競争性確保の熱意、その上で

大事な市内業者の保護育成を図ろうという熱意、十分に私は理解できました。しかし実態はそ

の効果が出ていないと思います。公正性、競争性は入札の命です。談合は許さない、漏洩は許

さない、こういう立場でまた、それらの可能性が疑われる場合、機敏に徹底的に調査すること
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が必要だと思います。それは議会もやはり同じ役割を担っていると思います。そうすることに

よって入札そのものと市および業者双方に対する市民の信頼も高まると思います。市長の考え、

決意を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 はじめに具体的な中身に関しまして、いわゆる落札率１００％ということが何か、大変な問

題だとこういうふうな印象は、それは誰もが持たれるところでございます。ただ先週来、いろ

いろ議論があります。説明をしておりますように、いわゆる積算技術といいますか、積算ソフ

トといいますか、そういったようなものもかなり世の中に出まわってきて、いわばぴたりとい

うところを計算してくるということができる、そういう実態がこの業界、特にそのへんの積算

技術の進んだ企業については、そういうことが言えるのかなというふうに思っております。今

朝ネットで調べてみた、ある緊急レポート「落札率の真相に迫る」という、こういう日刊建設

通信新聞者の方が書いた、少し古いレポートであります、２００５年のレポートでありますけ

ども、例えばこのような数字が載っております。落札率１００％の工事は８１件、これは国交

省がまとめた２００２年度の話でございます。落札率１００％案件が全体に占める割合１．６５％、

工事は０．２％ということでございます。それについて、主な原因として国交省はどういって

いるか。先ほど申し上げましたように１つは工事測量は積算基準が公表されており、入札参加

者は通常、これを参考に見積もりを行っている。それから工事は予定価格にかなり近似した額

の見積もりが可能な積算ソフトが市販されている。それから３番目に予定価格の設定に際し端

数処理の結果、要するに予定価格の最上位の桁から０が並ぶ前の桁までの桁数が小さくなる。

ようするに思いっきり端数処理をした場合、そういったような場合に比較的ぴたりと、１００％

になるということではないかと、このようなことが国交省のほうからも説明されているわけで

ございます。 
 そういうことでございますけども、ただ先週の代表質問の中で「李下に冠を正さず」とこう

いうお話もございました。疑問が持たれているとすれば、やはりきちんと調べてみる、このこ

とが大事だと思います。ただ調べたから、何か大変なことが隠されているとかそういうふうに

考えるよりは、私はこれから入札制度をしっかり議論をして考えていく、改善していく、そう

いう方向性の中で事例としてこういったようなものも調査をすると、こういう前向きな姿勢で

調べていきたいと、か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（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 市民からも誰からも信頼されるためには、これはしっかり調査して明らかにすることが大事

であると。そしてその調査というのは、またこれからに生かしていくと。こういう立場をしっ

かりとっていただきたいというふうに思います。 
 次の質問に移ります。第２問目です。松枯れ対策についての質問と提案でございます。 
 東の山を見ると、東でなくても春日居のほうもそうなんですが、私のところは東のほうがよ
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く見えますので、里山は松枯れで赤く変色しております。この松枯れ対策、総合対策について

伺います。 
 現在の中心的な対策は被害木の伐採・処理であります。この事業にかけている費用、年間い

くらぐらいになるんでしょうか。その対策で里山の松林の保全は可能と考えているかどうか、

伺います。 
 私は、樹種転換が必要だと思いますがいかがでしょうか。樹種転換と同時に松材の木材とし

ての活用、燃料や木質バイオマス発電などが考えられますが、それぞれ単独では採算が合わな

いと思います。総合的な対策が必要と思うがいかがでしょうか。 
 そして総合的な事業推進のために、市の呼びかけで林業者、木材業者、山林所有者、農業関

係者、熱利用発電関連事業者等の協議会をつくることを私は提案したいと思います。市のお考

えはどうであるか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、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、市の松枯れ対策事業費についてお答えさせていただきます。 
 平成２４年度の事業費実績は約９４０万円であり、その内容は枯れた松への対策としての薬

剤処理、燻蒸処理、保護予防策としての樹幹注入処理がございます。 
 近年の事業費でございますが平成２２年度で約９５０万円、平成２３年度で約１千万円となっ

ております。 
 次に市の松枯れ対策で松林の保全が可能かについてですが、松くい虫の被害は全国的にも拡

大している状況です。市では伐倒処理を含め進めておりますが、松枯れのすべてを処理できる

状況ではございません。しかしどうしても守らなければならない、景観上必要な松については

樹幹注入などを行って保全していきます。 
 次に樹種転換の必要性についてですが、市が行っている松くい虫防止対策に限りがある以上、

樹種転換も有効な対策であると考えています。 
 今後は被害木の伐採に努め、樹種転換も含めた事業の検討を行っていきます。 
 次に被害を受けた松材の活用と総合的な対策についてですが、松材を単独で木材として活用

することやバイオマス発電の資源として利用することは、規模的にも採算性からも不可能だと

思います。 
 市では平成１９年度にバイオマスタウン構想を策定いたしました。この構想の中で、木質系

バイオマスを資源として利用することが想定されております。議員のおっしゃるとおり総合的

な対策が必要だと思います。 
 次に木材利用のための総合的な事業推進の協議会についてですが、市や林業関係者、山林所

有者などにとって最適な木材活用方法を検討することは、今の里山の状況を見るととても大切

なことだと思います。 
 関係者の意見を聞きながら事業内容が熟成され準備が整い次第、協議会の立ち上げも検討し

てまいりたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 積極的にその点についてお願いしたいと思います。 
 今、よく山を歩く人はご存じのことと思いますが大変なことになっております。そして従来、

杉の植林等の下を見ますと、本当に木が大きくなって下はざらざらの状態になっていて、災害

を防止する上でも大変危ない状況になっております。ぜひ安全な山を取り戻す、こういうこと

で積極的に対策を立てていただきたい、総合的な対策を立てていただきたいということをお願

いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、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。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩をいたします。 
 再開は午後３時２０分からとさせていただきます。 

休憩  午後 ３時１０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時２０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開します。 
 一般質問を続けます。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 公明党の中川秀哉でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に従いましてこれより一般質問をさせていただきま

す。 
 今定例会で通告させていただきました質問は、アベノミクスと地方活性化についてでござい

ます。 
 安倍政権の発足後の大胆な金融緩和で株高や円高是正が進み、企業の業績が急速に回復して

おります。本年８月１２日に発表されました本年４月から６月の国内総生産、ＧＤＰの速報値、

本日第２度目が出ましたが、当初は年率換算で実質２．６％の前期比プラス成長となり、市場

予測の年率３．６％を下回ったとは言いますが、３四半期の連続のプラス成長となりました。

日本経済の潜在的な実力である０．５％程度を大きく上回り、今後１０年の平均で実質２％成

長という政府の目標をクリアしております。また投資拡大の機運も出てきており、日本政策投

資銀行が８月５日に発表しました設備投資計画調査でも、２０１３年度国内計画は前年度実質

に比べ１０．３％増加しました。２０１２年度の実績では２．９％増で実質ベースではリーマ

ンショック前の２００７年度以来、５年ぶりにプラス圏に浮上したことになります。雇用環境

の変化に歯止めがかかり有効求人倍率も０．９２倍、完全失業率は３．９％とこれもリーマン
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ショック以前の水準に戻ったことになります。しかし、こうした経済指標などが改善し始めた

としても中小企業や地方、家計に実感が出るまでには至っておりません。このことは、内閣府

が８月１０日付けで発表した国内生活に関する世論調査によりますと、昨年に比べて生活が向

上していると回答されたのは、わずか４．９％に留まっていることが端的に示しているところ

でもございます。一部に言われるような高額消費を支えるのは株高の恩恵を受けた投資家や富

裕層であり、円安や原油価格高騰といったコスト上昇により、中小企業や家計には負担ばかり

が強いられているのが現状であります。 
 地方政治に携わる私たちは、今こそ経済成長の果実を地方に行き渡らせる役割が極めて重要

になっていると思います。特に中小企業については全国的にも、また本市においても産業の重

要な基盤であり地域社会を支え、また重要な役割を担っていることは言うまでもありません。

円安を受けて企業の業績が急回復しているといっても上場企業中心であり、昨今の厳しい経済

状況の中で、多くの中小企業が苦難に立っている現状に変わりはありません。地方経済の担い

手であります、この中小零細企業が活気づけば地方に景気回復の恩恵をもたらすことになると

思います。また、私たち公明党は自公連立政権の中で大規模な地震から国民の命を守る防災減

災ニューディールを主導してまいりました。老朽化が進むインフラを低コストで安全に管理す

るとともに、予算の重点的な投入によって地域活性化にも取り組んでおります。命を守る投資

がわが地域でどのような経済効果を生み出し、今後の展開がどのようになされているのか、こ

れも注目されるところでもございます。 
 折しも来年度予算編成に動き出すときでもありまして、わが地域の特性を十分に踏まえ、市

民生活に根ざした取り組みと政策の展開を大いに期待し、以下市当局の見解を伺います。 
 １．わがまちの景気の動向、実態についてどのように認識しているか伺います。 
 ２．アベノミクスの進展により、わがまちの財政にどのような影響が考えられるか伺います。 
 ３．わが町のインフラ老朽化対策の現状と今後の展開について伺います。 
 ４．わがまちの産業振興策、特に中小企業に対する振興および支援策について伺います。 
 ５．第３の矢の成長戦略で焦点に当てられている女性や若者、高齢者活用のわがまちの取り

組みについてお伺いし、質問を終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめにわがまちの景気動向、実態についてどのように認識しているかについてですが、議

員の分析と変わるところはないとは思うんですが、国内ではアベノミクスの進展による景気好

転への期待感が高まっており、輸出関連など一部には回復基調といえる動きが見られるようで

あります。 
 また富士山の世界遺産登録により一躍山梨県が注目を浴び、マスコミなどに取り上げられる

機会も増え、本市への観光客増加も期待されるところであります。しかしながら、身近なとこ

ろに目を向けますと消費者物価の上昇や県内大手企業の撤退など、決して景気回復基調にある

とは言えない状況であります。 
 安倍政権は昨年１２月に発足しましたので、回復動向が明らかになってくるのは来年以降に
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なろうかと思われます。国内外の景気回復により、本市地域経済の本格的な活性化が望まれる

ところでございます。 
 次に財政運営にどのような影響が考えられるかということでございますが、アベノミクスが

成功するか否かは今のところ分かりませんが、景気回復により地域経済の立て直しが図られ、

本市の中小企業および個人事業者が活気づくことは市政発展の原動力ともなりますので、本経

済対策の成功を切に期待しているところでございます。しかし景気が回復し、市税の上昇が見

込めたとしても、本市をはじめとする地方自治体の多くは国からの地方交付税に依存している

ため、今後の国の財政状態や施策の動向に大きく左右されてまいります。 
 よって、アベノミクスが成功・進展したとしても、一概に市の財政状況および財政運営がど

のように影響を受けるかは、現在のところ不透明と言わざるを得ないところであります。 
 次に、インフラ老朽化対策の現状と今後の展開についてでございます。 
 市道橋梁につきましては、橋梁長寿命化基本計画および橋梁長寿命化修繕計画を策定し、市

道の等級、第三者施設への影響、緊急輸送道路、損傷の進行などの要因を考慮して、順次補強・

補修の取り組みを進めていく予定でございます。 
 道路等については今年度から舗装路面、法面擁壁、道路付属物等の道路ストック総点検を実

施しており、現状調査を踏まえ修繕計画を策定する予定でございます。また中央自動車道に架

かる跨道橋と農業用ため池については、点検調査を専門業者に委託しております。 
 今後は、調査結果に基づき年度計画を立て速やかに対応してまいります。 
 さらに上水道事業については、水道ビジョンに基づき老朽化する施設および石綿セメント管

などを順次耐震化も含め実施しております。下水道整備事業については、昭和５４年度から実

施され現在３４年を経過しており、今後は管路施設の年数の経過した地区から順次、点検調査

を実施して老朽化対策を進めてまいりたいと考えております。 
 次に産業振興策、特に中小企業に対する振興および支援策についてですが、笛吹市ではまだ

アベノミクスの恩恵に預かれていないと思います。 
 今後の国の具体的な経済施策に注視するとともに、内容によっては迅速な対応が必要だと考

えています。 
 市の中小企業者への支援策は、小規模企業者小口資金融資制度や商工会の融資制度を活用し

ていただいております。 
 新たな市独自の支援策の導入について信用保証協会等の関係機関と検討をしていますが、国

や県にその支援を要望することも並行して進めていきます。今後できることとして県の認定製

品の発注を積極的に推進するとともに、商工会で実施している一店逸品運動や推奨品制度をバッ

クアップしてまいります。 
 次に第３の矢の成長戦略で焦点を集めている女性や若者、高齢者活用の取り組みということ

についてでございますが、すでに市では若者へ農業分野でのＩターン、Ｕターンの就農関係補

助金を創設しながら、遊休農地解消や農業後継者不足に対応しております。 
 今後も若者に光を当てながら、農業の再生に力を注いでまいります。 
 女性や若者の採用・活用につきましてハローワーク・県・商工会等と連携し、企業に積極的

に採用することを働きかけるとともに就職ガイダンスを開催し、就職機会を増やしてまいりま

す。また高齢者については、積極的にシルバー人材センターへの登録を促すとともに、新たな

雇用が創出できるように支援してまいります。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。それでは１点、お伺いいたします。 
 今、３番のインフラの老朽化に対しまして、これらの経費につきましても将来、非常に巨額

になるものと想定されます。またインフラ自体は統廃合や多機能化ということができず、消滅

しにくい分野でもあると思います。市民サービスを落とさず、更新投資を減らすような工夫が

求められている昨今であります。また公共施設や特に小中学校の耐震化が進んでいますけども、

天井や照明、内壁や外壁の耐震化、また老朽化対策は急務であります。現在、全国でこの非構

造部材の耐震化はまだ３割弱、２９．７％ということでございますが、学校施設の非構造部材

の耐震強化は喫緊の課題であると思います。震災等、災害発生時におきまして地域の避難所と

なる学校施設は児童生徒だけではなく、地域住民の命を守る地域の防災拠点でありまして、い

わば最後の砦であり、その安全性の確保、防災機能の強化は待ったなしの課題だと思います。

そのための総点検が２０１２年度に行われ、その調査結果に基づきまして来年度以降、どのよ

うに取り組んでいくものか、お伺いいしたい思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 中川議員の再質問にお答え申し上げます。 
 代表質問でもお答えいたしましたが、全学校につきまして一昨年以前に耐震の診断をしてお

ります。その中でＩＳ値０．７以下の学校につきましては耐震が必要ということで、すでに耐

震改修を全学校で行う中で、その数値を確認しております。 
 今後につきましては、老朽化対策と併せまして公共施設白書の完成を待って今後併せて検討

していきたいと考えております。ただ、すでに築後３０年から５０年を経過する中で老朽化自

体は進むということが考えられますので、その統廃合につきましても午前中の答弁でお答えし

たように、今後併せて検討を進めてまいりたいと考えています。 
 以上でお答えとさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございました。 
 公共施設白書作成後、順次検討していくという話でございますけども、去る参議院選挙の開

票の時点で私も参加させていただきました若彦の体育館におきまして、すでに天井板が１０枚

以上外れかけているという状況があります。こういう状況下におきまして、いつ何時震災が起

こるか分からないということも含めますと、まず点検をしていただく中で早急にこういった部

分については取り外す、もしくはネットを張るとか、最新の策が必要かと思われますので、こ

ういった点もご指摘をさせていただきたいと思います。この点については、いかがでございま

しょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 体育館の天井パネル等は震災の折にも天井板の落下等が何カ所も起きた中で、本市の教育委

員会としましても注意をしているところです。中川議員ご指摘の若彦路の体育館等につきまし

ても、何カ所か外れているところは前回の議会以降、確認をさせていただいておりますので、

なるべく早急な対応を考えていきたいと考えています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。よろしくお願いいたします。 
 もう１点、体育館の中でも特に窓ガラスは今もゲリラ豪雨等の中で、竜巻が発生する中で通

りがかった住宅の窓ガラスが弓なりになったあとに、住民にも被害があったということもあり

ました。そういった部分での割れたら細かくなる素材があるとも聞いておりますし、格子の入っ

たものもあると思いますので、そういった配慮もぜひお願いしたいと思います。 
 続きまして、今、各地方自治体で皆さまの公募債というものを使った事業が展開されており

ます。レベニュー債という新しい手法でございます。このレベニュー債というのは１８９７年

にアメリカ、ワシントン州のスポケーン市におきまして水道施設建設のために発行されたのが

はじまりといわれておりまして、現在ではアメリカやカナダでも積極的に発行がされているよ

うでございます。日本でも多くの自治体などで検討が始まっており、茨城県などでは廃棄物公

共処理場のために、このレベニュー債の手法を用いまして１００億円の資金調達を行いまして

話題を呼んだところでございます。 
 本市においてもこういった新しい制度を用いた事業振興、特に先ほどもお話にもありました

水道事業等々にぜひともこういう部分で、普及拡大のために使ってはいかがかなというふうに

思いますが、いかがでございましょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまの再質問でございますけども、いろいろな資金調達の方法等がございます。住民参

加型の公募債等、非常に全国でもやっている場面もあります。ただ、なかなかそこが普及しな

いという実情もあるようでございます。今後、１つの資金調達の手法としてさまざまな部分で

検討はさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。今ご指摘のいただいたとおり、この収入がある事業に有効というこ

とでございまして、すべてのものに有効ということではないというのがこの使い勝手の良し悪

しということでございますが、やはりこういう水道事業や公営企業には適しているということ
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でございますので、ぜひご検討をいただきたいと思います。 
 続きまして中小企業の振興策でございますけども、中小企業、全国的にも産業の重要な基盤

であり、地方社会を支え、また重要な役割を担っております。しかし、昨今の厳しい経済状況

の中で多くの中小企業社が困難に至っている現状でありますが、また今後の産業政策のあり方

について検討議論をするためにも中小企業の実態把握、その結果に基づき、どのような振興策、

また支援策が講じられるかが求められるところでもあります。また本市といたしましても中小

企業の振興や支援に関する基本的な考え方、またあるいは基本的事項、本市としての責務、施

策として基本方針が明確になっていないと思います。これまで以上に効果的な支援を行ってい

くためにも、中小企業を支援する振興条例の制定が必要ではないでしょうか。また補助や融資

だけではなく、ものづくりの技術の強化、継承を支援することもまた重要であると考えます。 
 国の中小企業の戦略におきまして、マイスター制度の創設が示されております。ものづくり

の技術強化、継承の支援についてもう一度、市の答弁を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 中川議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 議員のおっしゃるとおり産業面につきまして、融資制度だけでなく、どのような生業がある

かということを再度、検討して状況を把握したいと思います。製造業のある方々においでいた

だくような努力をしているわけですが、境川地内についてまだ埋まっておりませんので、どの

ような需要があるのか、そのへんも含めながら検討をさせていただければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 また地域活性化のポイントは１つにはやはり元気な高齢者、また女性を発掘することではな

いかと思います。移住促進を上げ、またそのためには仕事や住まいの確保、また行政支援が必

要なのではないかというふうに考えます。その際、重要になるのが地方から有益な情報発信を

行うということができるかどうかではないかと思います。 
 また２つ目といたしましては地域の大学や短大、専門学校の学生をどう参画に取り入れてい

くか、これに限ると思います。賑わいを創出する意味でも学生の発想が一番ではないかと思い

ます。 
 ３つ目には先ほど答弁にもありましたとおり、農業によってのＵターン、Ｉターン制度があ

るというふうに伺いますが、やはり身近な支援策として全般的なＩターン、Ｕターン制度、特

にまた、今ではＪターンというものもあるそうでございますが、親元を離れ都会で就職して親

の仕送りがなければ暮らせないケースもあるそうです。反対に地元に戻れば自宅から通えるの

に加え、地域も若返るということも考えられます。今後、地方回帰の傾向が強くなっていくと

思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
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 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えしますが、内容が多岐にわたっておりますので、まず情報発信のほうから１つ

答弁をさせていただきたいと思います。 
 議員ご提案のことになんら異議はございません。まさに前の一般質問でもお答えしましたが、

今からあらゆる手段をとって市の情報、魅力を発信していかなければならないと、そんなよう

なことでまたあらゆる知識もお借りしながら、それともう１つは今、大学等の官学連携という

ことだと思うんですが、今、その導火線になるべき活動をやっております。今、私ども市で接

触しているのが山梨大学、県立大学、英和短期大学、山梨学院大学等々と分野・分野の中でそ

の知恵を借りるというような作業も今、進めておる範囲でございます。 
 以上、ご報告ということで答弁に代えさせていただきます。 
 ２点目については、産業観光部のほうから説明をさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 若者のＩターン、Ｕターンにつきましては国の事業、ならびに市独自の事業を設けながら後

継者不足、また耕作放棄地の解消ということで取り組ませていただいております。６月の議会

で答弁させていただきましたように、来年度は予算獲得の時期でございますが、年金プラス数

万円ということを謳いながら、いわゆる高齢者といったらあれなんですが、年を召した方でも

しっかり働ける方の働き口も確保させていただければと思います。さらに働き場所の確保とい

うことで、今、農産物直売所がございます。その中に芦川につきましては、軽食コーナーがご

ざいます。軽食コーナーで働くということは、やはり女性の方、若い女性の方等が働けると思

いますので、今、市内に境川とか八代ございます。そこにつきましても結果的に売り上げの４割

ぐらいは、そういった軽食コーナーで賄えているようですので、新たな雇用ということでその

ようなことも考えていきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ありがとうございます。 
 先ほど来からもお話がありますが、本当に２０２０年に東京オリンピックの招致が決定いた

しました。また今年にはありがたくとも富士山の世界文化遺産もあります。ここでもやはり関

東プラス山梨で首都圏といわれる中で、この山梨、笛吹市においても明るい兆しが多くあると

思います。その中で一番いくのは、今、景気好調の中でお財布の紐が緩みがちなのは、やはり

安短期ですね、軽度の小旅行だということで山梨を中心とした、笛吹を中心とした、これから

秋の実りのあるシーズンの中で、富士山をもとにまたブドウやワインや、そういったものを利

用する機会が増えると思うんです。観光についてもぜひそういった部分での支援策も民間任せ

だけではなく、また市のトップセールスも含めて大いにお願いしたいというところでございま

す。 
 １点、確認させていただきますのはインフラ整備の老朽化、また統廃合の中で今後、市庁舎
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におきましても検討される中だと思いますが、そういった部分の今後の利用策、またそういっ

たものについて何かお示しがあればお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 市役所の庁舎ですとか公共施設、インフラ関係があるわけですけども、庁舎関係につきまし

ては今後先ほど来、答弁でも申し上げてありますけども、公共施設白書等が出てまいりますの

で、そういったものを基礎といたしまして今後の検討を進めてまいりたい。また配置の計画等

も出してまいりたいと、こんなふうに考えています。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川秀哉君。 
〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ありがとうございました。るるお伺いしましたけども、いずれにしましてもこれから後期の

一本算定になる中で、笛吹市は一本立ちをしていくという中で、国からの支援に限らず笛吹市

として独自で立て直すということを含めて、これから一番必要になる支出の、本当に費用対効

果を出すためにも、しっかりとした経済対策をお願いして以上、質問とさせていただきます。

ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 １４番、公明党の川村でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 
 まずはじめに、学童保育について伺います。 
 放課後児童クラブは１９９７年の児童福祉法の改正によって、放課後の子どもたちの健全育

成を図る目的で適切な遊びおよび生活の場を与えるというものです。しかしながら女性の就労

やひとり親家庭や共稼ぎの家庭の増加が進み、仕事と子育ての両立・支援としても重要な役割

を担っています。学童保育を利用する児童は授業終了あとの生活の大部分を過ごすことになり、

地域の中の生活の場の１つにもなっています。子どもたちの心身の成長にとっても重要な居場

所でもあります。厚生労働省の放課後児童クラブ、ガイドラインではおおむね４０人程度まで

とすることが望ましいとされています。また一放課後児童クラブの規模について、最大７０人

までにすること、そして２０１０年度から児童数を３６人から４５人規模にするに対する国の

補助単価が手厚くされたこと、各自の学童保育関係者が子どもたちが安心して生活できる集団

の規模を強く求めてきたことなどの結果として、７１人以上の学童保育の分割が２０１１年ま

では一定に進みました。しかし２０１２年調査、２０１３年の調査ではその数は再び増加して
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おります。笛吹市では１７カ所の学童保育室において、放課後帰宅しても留守家庭である小学

校１年生から３年生の児童を預かり、指導員のもとで適切な遊びや生活の場を与え、児童の健

全育成を図っています。 
 以下、３点の取り組みについて伺います。 
 １点目として、定員を超えている学童保育の状況はいかがでしょうか。 
 ２番目として、全国学童保育連絡協議会の調査によりますと大規模化する子どもたちに深刻

な影響が出ております。ケガや事故が増えている。騒々しく落ち着きがない。とげとげしくな

る。些細なことでケンカになる。おとなしい子は放っておかれるなどこういった実例があり、

大規模学童保育クラブは分離、分割することが望ましいといわれております。それについて伺

います。 
 ３点目として、これまでの児童福祉法では学童保育の対象児童はおおむね１０歳未満の児童

とされていましたが、２０１２年８月に改正された児童福祉法ではおおむね１０歳未満の児童

との文言はなくなり、小学校に就学している児童、６年生までが対象児童とされました。お母

さま方の強い要望であります６年生までの要望も強く、学年延長の考えはあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、山下保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（山下真弥君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 現在、学童保育クラブは放課後児童の健全な育成を図ることを目的として市内１０カ所、１７ク

ラブで運営を行っております。 
 はじめに定員を超えている学童保育クラブの状況についてでありますが、現在４つのクラブ

が定員７０名を超えております。しかし学童の出席率はおおむね８０％で、平均すると７０名

以下となり、運営が可能となっております。また児童館・児童センターと併設のクラブもあり

ますので、これらと連携しながら運営を行っております。 
 次に、大規模学童クラブの分割についてであります。 
 ４０人程度のクラスが適正規模と考えておりますが、現在、学校、児童館などの空きスペー

スがないことや学童指導員の確保が難しいため、クラブ数を増やすことは現状では困難と考え

ております。 
 今後は登録児童の増減や空きスペースを見ながら、検討してまいります。 
 次に、学童保育の学年延長についてであります。 
 市では平成２７年度よりスタートします子ども・子育て支援新制度におきまして事業計画を

策定するため、本年１０月ごろに保護者に対しまして子ども・子育てに関するニーズ調査を実

施いたします。この調査によりまして保護者の意向をしっかり把握し、学年延長についても検

討したいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 ありがとうございました。 
 １点目ですけども、部長の答弁の中で児童館とか児童センターを併設して補っているという

答弁でしたけれども、本来、児童館と児童センターというのは学童保育と、また目的が少し異

なっていると思うんですね。その中で問題点や弊害はないでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 現在のところ、併設によります大きな課題、問題はありません。しかしながら、先ほど議員

さんがおっしゃいましたとおり学童保育クラブは保育料がかかること、また送り迎えは保護者

がしなければならないこと、それと反対に児童館は自由に来館ができますし、利用料というの

がかかっておりません。その部分で一緒にやることに疑問視する声も確かにあります。しかし

それぞれ児童館の目的、それから学童の目的が違いますので、その部分とまた併設・連携する

ことによりまして、学童、児童館に来た中学生や高校生徒の異年齢の交流、また道具、学習用

品の共有、それから共同で活動できるプログラムなど、子どもたちにとって大きなメリットも

あるということ、この部分につきまして保護者のほうに、こちらのほうから説明いたしまして、

ご理解をいただいているという状況です。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 定員数が超えているところが１７クラブのうち４つあるということでした。その中でこの一

宮とか御坂に関しては、この２５年度の予算のところを見ますと最大で４６人、定員を超えて

いるとか、２８人超えている場所もありまして、そういった意味では児童１人当たりの占有面

積が国の基準より下回っているところは何カ所ありますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 今１７施設のうち面積が、ガイドラインでいっています１．６５平方メートルを下回ってい

るところは全部で６カ所、１７施設のうち６カ所ございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 その６カ所はあって、現に子どもたちが遊びや活動することが面積によって規制されたりと

かすることとか、健全な育成が困難になっているという状況はありませんか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田福祉事務所所長。 
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〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 
 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 議員がおっしゃいましたように、子どもたちには広いスペースがあるのが理想だと思います。

今、学童教室のみの面積を平均しますと笛吹市全体で１人当たり１．８２平方メートルと、ガ

イドラインよりは多少ですが上回ってはおります。平均してですけども。その中で少ないとこ

ろ、先ほど言いました６カ所につきましては児童館のスペースを利用したり、校庭を利用した

り、そのほかの空き部屋を利用いたしまして、できる限りスペースを確保することと、それが

十分でない場合は各学童クラブの授業のほうでいろんなプログラム、子どもたちに負担をかけ

ないような形で創意工夫をしておりまして、健全な育成に努めております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 それと、なかなか働いているお母さんたちの連携をとるということは難しいと思うんですけ

ども、アンケートを取る、先ほど調査をするということもありましたけども、なんらかの形で

親御さんとの意見交換をされている状況はありますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 会としてとか団体でということはないのですが、必ず保護者はお迎えにきておりますので、

そういう場合は指導員と個々にいろんな話とかをして、コミュニケーションはとるようにして

おります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 特に働いている親御さんの要望の中で、先ほども言わせていただきましたけども、平日はと

もかくとして、やっぱり夏休みの長い期間、今、一人っ子の方も多いので長い時間、一人で家

にいさせるのは大変心配だということの声をお聞きしております。そういった中では小学校６年

生まで、そういう国として謳っておりますので、アンケートを取る中にあっては特に重点的に

そういったことも聞いていただくことはありますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村議員の再質問にお答えします。 
 先ほどの部長の答弁の中でも２７年度から子ども・子育て新制度が始まるということで、今

年度１０月からニーズ調査をするという中に、基本的には国のほうからこういうことを調査し

てください、アンケートを取ってくださいという内容がきているんですが、その中にそれぞれ

市の独自のものを入れていいということになっておりますので、その部分については関係部署
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が今、集まりまして内容について検討しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 昨年の１０月に公明党の渡邉議員のほうから、子ども・子育て新制度ということで質問させ

ていただきましたけども、２５年度に子育て会議を設置して具体的に今後進めていくという答

弁でした。その中で１０カ月ほど経ったわけですけども、今の進捗状況を教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 今の笛吹市における子ども・子育て支援制度における対策の状況ですが、今年度中に子育て

会議をという、たしかその当時、予定ということだったんですが、いろんな諸事情でニーズ調

査のほうが遅れておりまして、今回ここで１０月にニーズ調査をするということで、予定とい

たしましては１１月にはその調査の結果を分析し、２６年度中に子ども・子育て会議を立ち上

げます。その会議において事業計画を策定しなければなりませんので、この事業計画を策定し

たのちに、冬ですね、１２月ごろにはパブリックコメントをかけ、２７年のスタートに向けた

いと思っております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 分かりました。ぜひ一人ひとりの子育てに関する悩みとかを聞いた上で、いかにお母さんた

ちが安心して子どもたちを預けられるかという、学童保育にしていただきたいというふうに思

います。 
 また笛吹市においては、平成１９年度に創生された放課後子ども教室というのが学童とのそ

ういったことの、学童保育との連携はどのようにされているのか、現状を教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 文部科学省の放課後子ども教室推進事業と厚生労働省の放課後児童健全育成事業を一体化、

また一丸的にやるということで、放課後子どもプランというのが今、笛吹市のほうでもありま

して、その部分では教育委員会、生涯学習課と保健福祉部の児童課が関わっております。年３回

の放課後子どもプラン運営委員会を実施いたしまして、両方が事務局という形で入っておりま

す。その中で放課後子どもプランと放課後学童保育クラブ、一体的に運営し子どもたちの健全

な育成を図っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 さっき部長の答弁の中で、指導員を増やすのは難しいという答弁がありましたけども、私、

ずっと地域をまわらせていただいておりますと、本当に学校の先生を経験した方とか、警察と

かいろんなそういった方が私は笛吹市にはたくさんいらっしゃると思うんですね。そういった

意味では指導員を増やすのは難しいというふうに、予算的に難しいとは思うんですけども、指

導員になる方は大変多いと思いますが、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 指導員をやっていただける方をかなり大々的、いろんな形で公募をすれば、今、議員のおっ

しゃいましたように、教員のＯＢとかいらっしゃると思いますが、一番最初にまず空きスペー

ス、クラブを確保できるという、そういうものをきちんとこちらのほうで用意しないと、器を

用意しないと指導員の先生だけを集めてもなかなか進まないという現状がありますので、今後

はその延長するという部分も考えますと、当然、教室をどのようにしていかなければならない

かということを考えていきますので、それと同時進行で指導員についても増やしていければと

考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 再三の質問の中で小学校、中学校が大変老朽化しているということで、今後計画的に見直し

ながら進めていくというふうな答弁をいただきました。その中でぜひ学童保育がまた放課後児

童クラブが充実するようなことも懸案の中に入れていただいて、事業を進めていっていただき

たいなというふうに思います。 
 いずれにしましても学童保育は今後、高齢化が進んで少子化が進みますけども、働くお母さ

んたちは決して減るわけではありませんので、充実した学童クラブができるように、またさら

に皆さんの要望が届くような学童保育を充実していただければと思います。 
 次に、２点目に移ります。 
 次に、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の利用促進の取り組みについて伺います。 
 ジェネリック医薬品、いわゆる後発医薬品は開発されて２０年から２５年が経過し特許が切

れたあと、新薬と同じ有効成分で製造される医薬品です。数百億円とされる開発コストが不要

になる分、価格が安くなります。いわゆる医療の質を落とさず医療費を削減し、患者の負担を

軽減するメリットがあります。国は年々増加する医療費の抑制のため、平成２０年４月から医

師から患者の薬の処方に後発薬価不可の署名がない場合は、薬局は患者に説明してジェネリッ

クへの変更に努めるよう義務付けております。しかし、その実態はジェネリック変更不可の署

名がなかった処方箋のうち、理由なく先発薬を患者に調剤した事例が約３分の２に上がったこ

とが厚生労働省の調査で明らかになっていました。 
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 笛吹市ではジェネリック医薬品の推進に希望カード、国民健康保険の全加入者に対して保険

証と一緒に郵送しています。またいち早く国民健康保険加入者に対し、先発医薬品からジェネ

リック医薬品に変更した場合の患者負担の軽減額を知らせる差額通知サービスを行っています

が、以下３点について伺います。 
 １点目として、国民健康保険でのジェネリック医薬品の普及の取り組み状況について伺いま

す。 
 ２点目として、このことによって医療費の削減への効果をどう見ているのか。 
 ３点目として、平成３０年度末までにはジェネリック医薬品の数量シェアが６０％以上を目

指すジェネリック医薬品使用促進のロードマップが示されましたが、今後の取り組みについて

伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、国民健康保険でのジェネリック医薬品（後発医薬品）普及の取り組み状況につい

てですが、現在、毎月発行の広報ふえふきの中で医療費の削減や収納率の向上に関する記事を

掲載しております。この中で折に触れジェネリック医薬品につきまして掲載し、普及・啓発を

行っております。 
 このほか先ほどの議員の質問の中にもございましたように、２４年度の使用の新保険証の発

行の際にはジェネリック医薬品希望カードを挿入し、全被保険者へ配布したところであります

し、このほか「ジェネリック医薬品を使いましょう」ののぼり旗を作成し公共施設等へ配置も

行っております。さらに昨年度より年２回、ジェネリック医薬品差額通知書を発行し、情報の

提供をしております。 
 今後も継続して、ジェネリック医薬品のＰＲ、使用促進を図ってまいります。 
 次に医療費の削減への効果をどう見るかについてですが、毎年上昇いたします医療費や、そ

の財源を確保するために税率改正を余儀なくされている国民健康保険事業の状況を踏まえ、国

民健康保険健全化計画により医療費の適正化事業を進めております。ジェネリック医薬品の普

及啓発なども重要施策の一つであります。価格が新薬に比べると３割程度安価になりますので、

医療費の削減や被保険者の自己負担の軽減が図られるものと考えております。 
 次に平成３０年度末までに、ジェネリック医薬品の数量シェア６０％以上を目指すロードマッ

プが示されたが、今後の取り組みについてですが、厚生労働省では平成１９年度に策定した後

発医薬品の安心使用促進アクションプログラムに基づき、平成２４年までに数量シェアを３０％

まで向上させるため、各医療保険者への努力義務としたところであります。 
 しかし最新の統計情報によりますと、平成２５年３月の数量シェアは薬価調査ベースで２４．

８％であり、目標値３０％には到達していない状況であります。このことを踏まえ厚生労働省

では算定方法を変更し、５年後の目標を数量シェア６０％としたところです。 
 今後、保険者の取り組みとしては、関係機関との連携を図りつつジェネリック医薬品希望カー

ドの普及およびジェネリック医薬品差額通知書の郵送、国保だよりへの掲載など継続してＰＲ

に努め医療費の削減に努めていきます。 
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 以上で、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 笛吹市においては、希望カードとか差額通知書を年２回発送しているということですけども、

そういったことに対して市民の反応はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 市民からは先日もお手紙をいただきまして、ジェネリック医薬品のカードを医療機関のとこ

ろに提示したということで、薬局のほうで薬をもらおうとしましたけども、ちょっと扱ってい

なかったということもございますので、その薬局に扱っている提示をしていただきたいという

声とか、あとはそういうカードによりまして、今までこんな制度があるんだということは知ら

なかった、それから差額通知書によりまして、かなり軽減が図られるということが分かったと

いうことで、喜んでいただいたような声も聞いております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 そういった声を聞きながら、平成１２年度には、すでに過ぎましたけども、この医薬品の数

量シェアが国としては３０％が目標でしたけども、国はその３０％には到達しなかったと言い

ますけども、笛吹市の現状はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 笛吹市のほうでは、数量的にどのくらいだということはちょっと把握しておりませんけども、

全体では日本全国の数字としては、山梨県は非常に低いということが統計的に言われておりま

す。本市の場合、数量ではございませんけども、医療費の関係で申し上げますと医療費の総額

の中で調剤費が占める割合がございます。その中では２１．８％が医療費の中で占めておりま

すので、その中でかなりジェネリック医薬品の効果が表れると思いますけども、数量的にうん

ぬんかんぬんというような数字は、今のところまだ持ち合わせておりません。 
 あとレセプトの関係で統計的な評価ということもございますけども、ちょっとシステムの関

係で数量的にまだ出てこないというのが現状でございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 国の目標が３０％とあるということは、やっぱりいろんな施策をしても目標を掲げている以

上は、そのカードにしろ差額通知にしろ、そのことによって目標まで何％達成したかというこ

とは、出すことが非常に重要だと思います。ぜひまたそのへんを今後、３０年には６０％に向
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けてという目標も掲げられておりますので、ぜひその点を目標に対してどうすればいいのかと

いうことを検索しながら、結果として出していくことが重要かなと思っておりますが、その点

について。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 国からも示されておりますそういう数字も、議員のおっしゃるとおりでございますので、う

ちといたしましてもできる限り数値目標をここへ掲げて努力していきたいということと、あと

はその数値を把握するのに、どんな方法があるんだということも検討させていただければと思

います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 この希望カードとか、差額通知を出して医療費がどれだけ削減できたかということは、まだ

そこまでは結果として出ていないということでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 今のところ数字的には分かっておりませんので、医療費もその時期その時期によりまして、

非常に流行った疾病等がありますと医療費が上がるということもありますし、調剤費につきま

しても同じような理由がございますので、細かくその点までまだ把握しておりません。今後の

課題だと思っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 今後さらに推進していくには、医療機関とか医師会とか薬剤師会との情報交換や意見交換を

することが大事に思われますが、その点について今後どういった形をとるか、伺いたいと思い

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 この制度につきましては非常に医師会、それから薬剤師会が重要な関係がございますから、

前回も国保運営協議会をした折にも両方の団体からも出ていただいてきまして、その際にもそ

のことが話題にのぼりました。幸いうちの医師会、それから薬剤師会につきましては非常に協

力をしていただくような姿勢でおりますので、今後連携をとりながらでき得る限り、そういう

薬剤師、薬局の中でも推進をしていただけるような働きかけを行ってまいりたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 先進地の事例によりますと、国保の医療費削減に乗り出してジェネリック医薬品の使用を主

に生活習慣病の人に進め、削減に成功したというふうにありました。そういった意味では今後、

笛吹市としてどういった取り組みをされるか、伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 今後はうちばかりではなく健康づくり課とも協議をしながら生活習慣病、疾病だとこれくら

い効果がありますよみたいなことも市民にお知らせして、具体的な数字を挙げて理解をしてい

ただくようにしまして、医療費の削減、それから国保財政の財源の確保ということで考えてま

いりたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 今までもホームページとか、広報に載せて幅広く市民の方に周知をされていると思うんです

けども、それ以外にさらに６０％にしていくにはどういった形をとられるか、計画されている

ことがありましたら伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 国のほうで定めましたジェネリック医薬品に関します、ロードマップによりますと各被保険

者の役目といたしまして、医療費の差額通知書の促進、それからカードの挿入等がございます

ので、それらを重点課題としてもう少し徹底したいというふうに考えます。また、あとは先ほ

ども申し上げましたように、医療機関、それから薬剤師会、それぞれご協力いただくというこ

とで積極的に行ってまいりたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ結果として数字として表われる医療費が削減できたというふうになるように、ご努力を

お願いしたいと思います。 
 もう１つ、国全体でジェネリック医薬品の普及促進に取り組む中で生活保護での普及が国と

しても遅れていると言われていますが、笛吹市の現状はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 生活保護世帯につきましても、昨年の６月ごろですか、通知をお配りいたしました。この中

ではジェネリック医薬品の服用についてというような項目とか、それからジェネリック医薬品

をあまり服用されていない場合に事情をお伺いすることがありますとかそんなお知らせ、それ

からご協力のお願いということで、全生活保護の方にお配りして推進を図ったという経緯がご
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ざいます。あとは国保の被保険者にもお配りいたしました、このカードの挿入というようなこ

とも併せて行っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 全世帯の方へ通知をしたということで、なんらかの効果はありましたでしょうか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 今のところ効果というのはまだ目に見えておりませんので、まだ把握しておりません。そん

な現状でございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひまた保健福祉部のほうと連携をとりながら把握をしていただいて、医療費削減に結びつ

けていただきたいと思っております。また今後、秋の健康診断が始まりますけども、特定健診

率を上げるにはいろんな形で行政のほうもご努力をいただいておりますけども、今後、農家の

方がここで一段落して春よりも秋の健診率が増えるということですが、それに対してどのよう

な手を打っていくつもりでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 このジェネリック医薬品の促進につきましては、そういう健診時にＰＲするというのが一番

効果があるというように考えますので、今度行われますそういう健診時にはぜひＰＲをして、

またのぼり旗等もございますから、そういうもので啓発をしてまいりたいと考えます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。本当にいよいよスポーツの秋、文化の秋、とりわけ食欲の秋で

私自身も腹八分を肝に銘じながらメタボにならないように、一人ひとりが自分自身の健康を意

識しながら気をつけてまいりたいと思います。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、川村惠子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
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 一般質問を続けます。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ただいま、議長の許可を得ましたので質問に入りたいと思います。 
 質問に入る前に一言述べさせていただきます。 
 昨日早朝、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定いたしました。私も

これを見ていて本当に感動いたしました。また希望も見えてきました。五輪招致委員会の皆さ

んも本当にご苦労されたと思います。これから７年後開催に向けて、アベノミクスの３本の矢

が今度４本の矢になり、歯車もセコンドギアからトップギアにチェンジし、一層景気回復に向

かうことと期待するところです。 
 山梨県にとっても、世界遺産の富士山および周辺観光地にも多くの観光客が訪れることでしょ

う。現在、日本の観光ＧＤＰは２３兆円ともいわれています。これがオリンピック効果で５０兆

円ともそれ以上ともいわれます。倉嶋市政でもぜひこの大きなチャンスを見逃さず、本市一丸

となり観光集客、スポーツ振興への取り組みをぜひお願いしたいと思います。 
 それでは、質問に入らせていただきます。 
 わが日本は陸地の７０％が山間地であり、大陸気候と海洋気候、さらには亜熱帯気候、寒冷

気候の狭間にあり、その結果、毎年大雨、洪水、土砂災害等が多発しています。このところ異

常気象により大気が不安定になることが多く、過去にない局地的集中豪雨が発生し、過去に発

生したことのない場所で過去にない危険性が高まっています。特に最近は各地で記録的豪雨が

頻発し、極めて短時間に住宅浸水や土砂災害が発生し、深刻な被害をもたらしています。異常

気象自体は今後も続くと想定されます。日本中いつどこでも災害に襲われることを覚悟し、準

備する必要があります。備えあれば憂いなしということわざもあります。富士見地域の中にお

いても渋川の改修工事は本年度で完成いたしました。これよりも安心して、安全ができるよう

になりましたことを私、地元代表としても感謝を申し上げます。 
 富士見地域、渋川排水機は昭和３８年にディーゼル式に入れ替え稼働開始をしましたが、あ

れから５０年が経過し老朽化も進み、いつ故障してもおかしくない状況であります。石和町の

最南部に位置する、この排水機は富士見地域４，６００世帯、１万２千人の中心部を流れる渋

川と、それに合流する今井川の水流を大雨が降る際には、この排水機が富士見地域の水害、ま

た安心・安全な生活を行うことのできる唯一の災害を防ぐ設備であります。これまでに地域代

表の方々が市、県、国等に要望活動も行ってまいりましたが、いまだに事業の方向が見えてい

ません。３月の定例議会でこの渋川排水機の更新を求める請願が採択されました。今後、行政

として一日も早く、倉嶋市長のリーダーシップのもとで積極的な解決に向けた方向性を地域、

市民の皆さまにお示しをいただきたいと思います。私も一議会人といたしましても、最善な努

力と協力は地域の安全のために惜しみませんので、ぜひこの長年にわたる問題の早期解決に全

力に取り組んでいただきたいと思います。 
 それでは以下、２項目の質問に入ります。 
 １つ、渋川排水機の更新に向けた請願を受け、行政当局は調査および対策はしたのか。また

その進行状況はどうなっているか、お伺いします。 
 ２つ目、行政当局はこの渋川排水機の課題について、施策の中での位置づけはどうなってい

るか。また今後の対応策はあるのか、お伺いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 荻野謙一議員の一般質問にお答えさせていただきます。 
 はじめに渋川排水機の更新に向けた調査および対策、進捗状況についてでありますが、平成

２５年２月１３日に笛吹市において、渋川排水機の更新のための事業を早期に実施することと

渋川排水機の更新事業の実現を求める請願が市議会で採択されております。これを受けまして

市単独での排水機の更新は財政的にも負担が大きいため、再度、河川管理者であります山梨県

と協議・要望を重ねる中、現在、国庫補助制度等を活用することについて検討をしているとこ

ろであります。 
 次に施策の位置づけ、今後の対応策についてでありますが、本市の施策のうち災害に強い安

全な備えづくりに重要課題と位置づけております。 
 今後はさらに山梨県と協議を進め財源確保を含め、早急に対応していきたいと考えておりま

す。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 非常にこの施策の中で重要課題に位置づけしていただいたということは、非常に感謝を申し

上げます。 
 この富士見地域は、半世紀前は４００世帯ぐらいの村でございました。今は先ほど述べたよ

うに今は４，６００世帯という、大きな地域になっております。これは笛吹市石和町において

も非常に中心的な地域だと思います。学校においても富士見小学校は以前８００人というマン

モス校でありましたけども、今は西小学校と２つの小学校に分かれております。今、医療機関

等もこの地域の中には小児・内科医が３件、歯医者さんが５件、皮膚科が１件、眼科が１件、

整形外科が１件、そのすぐ近く、甲府地域でございますが、甲府城南病院、甲府市立病院等が

車で５分くらいで行けるところの地域でございます。そういうことを考えると、これからもま

だまだ人口が増える地域、この地域の中に国号１４０号線、通称雁坂道もあります。今後、大

雨が降ると雁坂道が切断されるという重要な事態になっております。この中で今までに地域の

方々が何回となく、そういう要望をしてきたと思いますが、今までなぜここまで、この重要な

課題が進まなかったのか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 荻野議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 今まで地元関係者等々から要望をいただく中、なぜここまで遅れたかという理由であります

けども、この排水機につきましては当時、土地改良事業で入れたという経緯がございました。

そのために土地改良事業で行うものであれば、土地改良の事業でやったらどうかという協議も
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した過程もございます。また、この渋川については昭和４３年だったと思いますけども、県の

１級河川に指定されている問題で、市が管理する河川ではないと。またポンプについては、当

時の富士見土地改良区が購入して現在、市で管理しているわけですけども、県と協議する中、

そんなような形で、河川管理者が山梨県というような形の中で、種々いろんな理由の中で関係

者、渋川の排水をよくする会、あるいは地元自治会等から要望をいただく中、その都度、県あ

るいは国等へも要望したわけですけども、現在まで遅れているという、大きな主立った理由は

ございませんけども、やっぱり河川管理者が渋川を改修していると。その中で排水機の入れ替

えについては、今まで難色を示してきたというのが一番の理由かと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 先ほど答弁でもございましたけども、これは市の重要政策課題と位置づけていただきました

ので、担当部局としてもぜひこれは強い気持ちの中で進めていっていただきたいと思います。 
 それから、市長にお伺いいたします。ぜひ安心して暮らせるまちづくりを目標とし、日本一

の桃・ぶどうの郷、日本一の桃源郷宣言のまち笛吹市に一人でも多くの人々が住みたくなる環

境をつくることで、この少子化、人口減少の課題対策にもつながると考えられます。倉嶋市政

の重要課題の位置づけとしていただきましたことの中で、今後も県、国等へ要望、また本市選

挙区選出の国会議員、地元県議の先生方のお力添えをいただき、一日も早く渋川排水機改修問

題を実現・解決することを強く要望、お願い申し上げるところでございますが見解をお伺いい

たします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 今、荻野議員のほうから経過説明的なお話もございましたが、私もこの問題、できる限り早

く解決しなければならない、安心・安全なまちづくりのためにも一日も早く排水機場、排水機

をリプレイするという課題が大事であるということで取り組んでまいりました。だいぶ動いて

きている、そういう実感はございますけども、今後ともこの問題に関心を寄せてくださってい

る皆さま方、地域の皆さま方と一緒になって県や、必要があれば国にも働きかけてまいりたい

というふうに思っています。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ぜひ一日も早急な解決をよろしくお願いいたします。 
 それでは、２問目の質問に入りたいと思います。 
 空き家対策について、空き家バンク制度導入はについてお伺いいたします。 
 近年、核家族化、少子高齢化、人口減少、日本の経済産業構造の変化など等、さまざまな社

会的要因により基礎自治体においても空き家対策が重要な政策課題となっています。 
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 ８月１７日付けの、山梨日日新聞紙面にも空き家問題が国でも大きく取り上げられておりま

す。このような空き家に関する問題は市街地および農山村部におかれても、それぞれ深刻な状

況であります。 
 全国の空き家状況を見ても総務省の調べでは空き家率は平均１３％、戸数にして７６０万戸

の空き家であります。４０年後の２０５０年には、全国の空き家率が３０％以上にもなるとい

う統計も出ております。人口にして３千万人が減り、９千万人弱になる報告もあります。今後、

大きな社会問題に発展し、一層増加が加速すると思われます。 
 本市においても今後、人口減少や高齢化等の進展により一層増加が加速するとも思われます。

空き家が発生し老朽化すると倒壊の危険、治安の悪化、環境の悪化や不動産価値の低下など周

辺環境に多大な影響をもたらす場合もあります。また空き家が増加することで地域の活性化、

行政運営の効率低下など問題を引き起こすこともございます。 
 それでは以下、４項目の質問に入ります。 
 本市における空き家状況はどうか。またこれまで調査、対策はしたのかお伺いいたします。 
 ２つ目、今後、増加する空き家の活用について例えば二地域住居促進、定住人口の拡大、Ｕ

ターン・Ｊターン・Ｉターンの推進。 
 ３つ目、空き家バンク制度について今後、本市の考えは。 
 ４つ目、空き家問題は現状の社会情勢からしてさらに深刻になるものと思われ、本市におい

ても空き家対策の継続と強化が必要であると考えられるが、見解をお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ここで申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 ただいまの２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 

〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに空き家状況、これまでの調査、対策についてですが、平成２０年の住宅土地統計調

査によりますと本市の空き家は６，５３０戸と推計されています。また地域によっては、消防

団が地域の空き家を把握しているところもございます。市全域にわたる空き家の調査、対策は

これまでのところ特に行っておりませんが、平成２０年３月に芦川町地域交流居住推進にかか

るアンケート調査を実施し、空き家の提供についての意向調査を行っています。 
 なお、この調査においては空き家を提供してもよいとの回答はございませんでした。 
 次に空き家の活用についてでございますが、空き家の活用は定住人口の増加、二地域居住に

よる都市住民との交流機会の創出、新規就農者対策などの施策を推進する上で、１つの手段に

なると考えております。 
 次に空き家バンク制度の導入はについてですが、現在、本市において空き家バンク制度は実

施しておりませんが、県内では１４の市町でこの制度を導入しています。また、県ではやまな

し暮らし支援センターを開設し、移住や二地域居住の希望者を支援する体制を整えてございま

す。この制度を円滑に進めるには、単に空き家を解消するということだけではなく、空き家へ

入居する方が地域に馴染み、地域集落の一員として集落機能の維持のために協力していくとい

うことが重要となります。 



 １７９ 

 このため、地域において空き家バンク制度にどのように取り組んでいくのかについて、空き

家所有者や地域住民の意向をうかがいながら、本市の空き家バンク制度のあり方を検討し、実

施に向けて取り組みを進めてまいります。 
 次に空き家対策の維持、強化についてでございますが、空き家の増加は事故や犯罪の懸念、

集落機能の維持という観点からも対策が必要となり、国会では空き家対策法案の提出が見込ま

れております。 
 他の自治体においても、適切な管理を所有者に義務づける空き家条例の制定や空き家を活用

した移住策、農業従事者の確保のための取り組みが行われております。 
 本市では、総合計画の後期基本計画に掲げる人々の交流を盛んにする仕組みづくりの施策に

おいて、主な事業として空き家バンク事業を示しております。 
 今後、人口対策や交流施策、就農者確保など施策の推進と空き家の活用を連携させながら取

り組んでまいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ３番、荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今、平成２０年の調査結果で笛吹市においても６，５００世帯余りの空き家があるというこ

とでございます。 
 先般、国でも空き家特別措置法という、仮称でございますが議員推進連盟がこの問題に取り

組んでまいりまして中間報告が出ております。これは空き家を自治体が調査権を持つというこ

とであります。その中で立ち入り調査をするという法律、空き家を解体した場合、固定資産税

の措置を講ずるなど、あと従わない場合は行政代執行を実施できるという、この調査権が今、

法案で審議され、近いうちに法案が成立すると思われます。その中で今、山梨県で１４の市町

村で、この空き家バンク制度を導入しているということでございましたが、この国中の地域の

中で何市、何町がこの空き家バンク制度を取り入れているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えいたします。 
 今、空き家バンクを制度として取り入れているのが１４町村、すべて導入しているというこ

との答弁ということでご理解いただきたいと思います。 
 それと議員ご指摘の国の法律、強制権を持った、やはりこの空き家問題、非常に困った問題

ということで国のほうで重い腰を上げたということだと思います。私どもの今、市には現在、

空き地に繁茂した雑草等の除去等に関する条例というのがございます。これはただ空き家では

なくて空き地の草、火災であるとか防犯の観点から強制的に草を刈ってもよろしいというよう

な制度があるんですが、国の流れを見ながらそこらの対応をしていきたいと思います。 
 先ほど空き家バンクの数の話は、そういうことでよろしゅうございますか。以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 
 国中に置かれている空き家バンクの数ということなんですが、私の調べる中ではありますが、

国中ではわが本市だけが空き家バンク制度を取り入れていないという状況だと思われます。こ

の空き家バンク制度というのは本市の隣、山梨市が日本全国に先駆けて１０年前にこの制度を

取り入れて非常に成果を挙げている、そういった中で各市もそれを真似するというか、取り入

れてやってまいっています。今まで、本市がなぜそういった各地域でそういったものを積極的

に取り入れている、この空き家バンク制度を取り入れなかったか、それについてお伺いいたし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問にお答えします。 
 すみません、先ほどの聞き取りが不確かで申し訳ありませんでした。今まで、なぜ取り入れ

なかったかという向きのご質問なんですが、今、空き家バンクの目的として一般的には火災、

防犯の防止ということもあろうかと思います。それとやはりバンクを設立するためには、その

種の目的があろうかと思います。例えば過疎地等々の地域振興策という観点、また今、離農す

る方が多いから遊休農地等の解消を含む農業政策、またいわゆるシャッター商店街なんかの解

消というような、さまざまな各地域における行政目的があったと思います。笛吹の今までの現

状の中ではそういう声が、１回、一般質問で実は出たことがございます。ただ、喫緊にそれを

必要とするという意識がなかったということが一番の原因だったと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今の答えだとそういった要望がないとかそういったことだと思われますが、今行われている

１４の市町村においても、決してそういった要望の声が出てきてやっているわけではございま

せん。これは市が積極的にそういった取り入れを先駆けてやっていることだと思いますので、

ぜひそのへんも本市も考えていただければと思います。 
 今、この空き家バンクについて県外からの要望が今、１４の市町村に８００件の要望がきて

おります。これは県外からの要望です。当然、市に重複している方もいると思いますが、それ

について、今、この物件が２５０件ぐらいしかないという、この不足している状況なのであり

ます。そういった中を踏まえた中でも、ぜひ本市でも積極的に取り入れていただきたいと思わ

れます。それについて、どうでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 荻野議員ご指摘のとおりだと思います。今からの人口減少、また芦川地域なんかは特に最た

るものでございますが、空き家の増加が出ております。これは先ほど本答弁の中で、貸し手の

方は調査のときにはゼロでしたということですが、それだから駄目なんだということではない

と思うんです。やはり空き家というものは先ほど申し上げたストーリー、これは解消していか
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なければならない状況だと思います。今、私どもの部でこの空き家バンク制定に向けて正直な

話をしますと今、作業を開始し始めました。ただ、先ほど申し上げましたように市の目的とし

て、そこらをはっきり定めると同時に要綱等々の検証もしなければならない、またこれを実際

に履行する際には、店開きをする際にはその登記であるだとか、所有権の移転手続きであると

か、不動産協会等との打ち合わせもございます。そのようなことで、今、その手続きの段取り

を踏んでおるというような状況でございますのでご報告させていただきます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 空き家が多いということは危険性も多いということでございますので、そういった観点から

もぜひ早い対応をよろしくお願いいたします。 
 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、荻野謙一君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 ２番目の空き家対策、そして空き家バンク制度の導入に関わっての関連質問をいたします。 
 先ほど、芦川の例も出ました。１件もないというようなこと。そのへんの事情をまず言いま

すと、アンケートからすればそうなります。私もＵターンをしてから３０年来くらい空き家問

題には個人的に、あるいは職員をしていたときにも関わりました。そういう中で、たぶん１０件

くらいは空き家の利用にこぎつけています。なかなか空き家というのは個人の持ち物で、公共

が直接という難しさがあるわけで、そのへんのことと盆・正月に帰るということで、そしてま

だまだ利用できる状況、ただ、ここ５年１０年で空き家がいよいよ廃屋になるということもあ

ります。そういう中で国のほうも危機感を持っての対応だと思います。ちょっと先ほどの荻野

議員さんの認識が違うところがありまして、実はその法案がこの間の土曜日に山日のほうに名

刺大のちょっと大きいくらいの記事で出て、目に留まった方もいるかもしれないんですけども、

これは自由民主党のほうで今言った議員連盟がありまして、この秋の臨時国会のほうに提出と

いうことですから、国会での審議はこれから入るということです。飴とムチで、あまり古い家

は潰しなさいということを、今度は市町村の権限でできる。潰した場合は固定資産を免税して

いくということが骨子で、飴とムチでやっていく。こういう中で本当に空き家というのは今か

ら、先ほど出ましたけども防災上・防犯上、そしてさらに重要なのは市長が日本一の桃源郷宣

言という中で景観上、本当に大きな問題になります。そして２０３０年くらいの、先ほどから

人口も出ていますけども、今の７万５００人が国立人口問題研究所で６万１千人、８，５００人

ほど減りますけども、家のほうも簡単な推計ですけれど、１戸あたりをどのくらいに見るかで

かなり違ってきますけども、１千戸以上の空き家、この場合、集合住宅等がありますからその

まま空き家、ちょっと今、空き家と言いましたけれども、戸数が減るわけですから、その半分

としても５００戸からの非常に大きな空き家が先ほど６千何戸あったということですから、ま

だ、本当にこれからは高齢化、人口の減少とともにそういう状態になります。この場合に特に
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日本一の、繰り返しますけれども、桃源郷宣言ということを内実を持っていくには、単なる桃

の花が咲いているから桃源郷ということでは、もちろん市長自体考えていないと思いますけれ

ども、空き家があってそれが廃屋になって屋根が落ち、壁が落ちるという状態では、とても桃

源郷なんてほど遠い話だと思いますので、まわりを見ながらということではなくて、もう秋に

もこの法律が成立するわけですから、率先して、これは解体の法律ですから、利用ですね、今、

荻野議員が言ったように利用に向けての活用、そしてここ５年１０年で廃屋になる家が順に増

えてきます。かなりそういう意味では危機的状況かと思いますので、まずそのへんの研究会で

すね、空き家の防止活用の研究会、そういうもののプロジェクト等を立ち上げて、どこにどう

いう問題があるか。特に法律が今度は後押ししてくれますので、非常に進みやすい状況に私は

なっているかと思います。そんなことで、そのへんの本腰を入れてやる意思があるかどうか、

部長のほうから再度、同じような質問ですけどもよろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えいたします。 
 いわゆる空き家という考え方に対する対処のご質問だと思います。 
 先ほど言いましたように笛吹では６，５３０、これは統計調査からですから、先ほど議員が

ご指摘のように分譲マンションであるとか集合住宅ですね、そこへ住民票を置いていない方に

ついてはカウントをされます。ですからこの数になっておりますので、本来空き家といわれる

ものについての実態というのは、かなり大きく乖離した数字になるかと思います。 
 先ほど申し上げましたように一般的な火災だとか、防犯のための必要性であることと同時に、

また違う観点で特に芦川の場合は、いわゆる景観保全、文化財的な価値がある空き家が多いと。

たぶん、今、野澤議員がそこを中心にご質問をいただいたと感じておりますが、そこらの保存

を含めた検討ということですので、空き家バンクについてはそれらを保存するための有効な手

段だということは、これは認識しております。 
 研究等々につきましては、また関連部局とも相談をしながら検討を進めていきたいとそんな

ようなことでご回答させていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 この法案に対して、いち早くやっぱり率先して笛吹市が対応していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 関連質問を終わります。 
 お諮りします。 
 本日の会議はここに留め、延会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 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 ５時０５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは地方自治法の規定により退場を命じますので、念のため

に申し添えます。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、副市長 久保田克己君より欠席届が提出され、これを受理しましたので報告いたしま

す。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 昨日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは１１番、北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 おはようございます。 
 朝一番というのは、ゴルフではいつも私はチョロかＯＢが多いんですけども、今日もＯＢが

何発か出そうですが、頑張りますのでよろしくお願いいたします。 
 笛新会の北嶋恒男です。 
 まず１問目としまして、バイオマスセンター建設事業の検証についてお伺いいたします。 
 バイオマスセンターの経過と概要については、時間がありませんので省略させていただきま

す。 
 昨年１１月より凍結になっておりますバイオマスセンター建設事業について、今年１月、２月

開催されました市民ミーティングにおいて、倉嶋市長はこの事業については６カ月以内にいま

一度事業内容を見直し、検討する中で今後の方向性を見いだしたいと示してきました。そのよ

うな経過の中で、市では先般バイオマスセンター建設事業検討委員会を設立されたことを明言

され、現在検討中ということであります。それと同時に、われわれ議員にも去る７月の全員協

議会で同じ資料をもとに概略の説明を受けたわけですが、いくつか不明な点について以下伺い

たいと思います。 
 まず１点目ですが、生ごみ収集量の確保に自信はありますか。 
 私の現地調査によりますと市内の小中学校から出る給食、ホテル・旅館などの集団からの残

渣の発生量は考えたより、だいぶ少ないことが分かりました。 
 今回、縮小案の計画になっております、生ごみ収集エリアの想定をしております笛吹川右岸

域に生活しております一般住民もだいぶ高齢化が進んでおりまして、生ごみの発生は少なくなっ
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てきていると聞いております。計画数値では生ごみ分別排出率３５％で年間１，４００トンと

なっておりますが、この数字の根拠と一般からの生ごみ収集量を上げるためにどのような方法

で対応するのか、お伺いたします。 
 ２点目ですが、バイオマスセンター建設事業実施に伴う１年間の市の財政負担は３，６００万

円であるという計算になっておりますが、毎年重い負担にならないか。つまりバイオマスセン

ター堆肥化方式を採用すると境川処分場焼却方式一本で行うのと比較して、市の負担は毎年余

分に３，６００万円かかってくるということであります。この負担が将来続くことで、果たし

て日常生活にどのようなメリットが生み出せるのか分かりません。 
 たとえ生ごみから焼却方式でも高効率ごみ発電施設が稼働されますし、溶融スラグはコンク

リート資源材にもなっていくので、生ごみ焼却の効用はあるわけであります。どちらを採用す

るかは市民の今後の判断になるわけですけども、原因をつくった当局の考えをお伺いたします。 
 ３点目ですが立地場所の水害、防災対策についてどのようなクリアを考えていくか。 
 現候補地の砂原、増田地区は笛吹市ハザードマップ（昭和２３年３月作成）によれば当区域

は２メートルから５メートルの浸水深のある危険区域に指定されております。そしてまた地震

時の液状化現象の起こる場所にもなっております。近年は未曾有の災害も現実化している中で、

この場所での公共建築物の立地はそれ相応の対策が必要になりますが、どのような対策を考え

ているのか、お伺いたします。 
 ４点目としまして、センター建設費６億３千万円、これは検討会の資料の試算でございます

が、その精度はいかにということでございます。 
 今回、規模縮小案、いわゆる当初の予定の３０％減の処理能力にしたことですけども用地・

造成費は変わりません。それから建物、設備関係は多少変わるけども土木工事も変わらない。

発酵棟構造物に対しては液状化対策の基盤対策補強（地盤改良）と浸水対策への盛土工事、そ

の他敷地全体の舗装工事、それから隣接道路への雨水排水処理施設、それから周辺環境への脱

臭設備装置など予想以上にお金のかかりそうな場所であります。試算の精度に見落としはない

のか、制度は信頼できるのかお伺いたします。 
 最後に最終判断までのプロセスについてですが、市の資料でも費用対効果は未確定な数字が

多いのであくまでも目安であると自信はなさそうに述べております。それだけ非常にリスクの

多い事業内容だということが分かります。そして当然、市民の理解と協力がなければできない

ということも述べております。検討委員会から市長答申、まもなく出されると思いますが、答

申後のプロセスはどのようなことをお考えか、お伺いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに生ごみ収集量の確保についてですが、検討委員会で使用している費用対効果表で集

まると仮定されております生ごみの収集量１，４００トンの根拠は、平成２４年度市環境推進

課の資料による市内の家庭から出る可燃ごみの量４千トン、御坂町成田地区での生ごみ分別収

集の実証実験での生ごみ収集実績３５％から算出しております。 
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 生ごみ収集量を増やす方法は市民の皆さまに循環型社会に対する意識啓発を行うとともに、

分別収集の方法等の説明を市環境推進課と連携し、地域等へ出向いて十分に行うことで増える

と考えております。 
 現在、生ごみ分別収集する実証実験を行っている地区でも事業開始時に十分な説明を行うこ

とにより、確実に成果が上がっている実績がございます。 
 次に財政負担についてですが、費用対効果表での年間３，６００万円の財政負担ですが１０年

で３億６千万円となり、大きな負担であると言えます。しかし、センター建設によるメリット

が大きければ、それを市民が享受するための費用であるという考えもできます。想定されるメ

リットとして、生ごみを焼却しないことによる地球環境への貢献はもちろんのこと、生ごみか

ら作られた有機堆肥の持つ可能性やその堆肥を農家が使うことにより、日本一桃源郷で生産さ

れた日本一美味しい桃・ぶどうなど、笛吹市ブランドの確立など市の農業振興に寄与すること

ができると思います。 
 次に立地場所の水害、防災対策についてですが、建設予定地に隣接しておりますクリーンセ

ンターの施設の敷地の高さを造成時の高さと想定しております。約２メートルの盛り土をする

予定でございます。 
 次にセンター建設費試算の精度についてですが、資料の建設費については依頼時に建設予定

地の立地条件や脱臭設備等を付けることも条件として、２社から見積書を取って算出しており

ます。維持費については関係機関からの資料をもとに算出してありますが、堆肥販売の金額等

は視察研修地の金額を参考にさせていただいております。 
 試算の精度については、現時点で収集可能な限りの数値を根拠にしております。当然未確定

な部分もあり、信頼性を強調することはできません。 
 次に最終判断までのプロセスについてですが、検討委員会を開催する中で委員の皆さまから

視察研修を含め４回の委員会で具申するのは時間や回数が少ないとの指摘をいただき、その回

数等について考慮することになりました。 
 今後、数回の検討会を開催し市長へ具申を行い議会にも説明させていただき、市長が建設ま

たは中止の判断をすることとなります。判断をした際には、市民の皆さまに必要な説明をさせ

ていただきたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 非常に雑駁な回答ということで、どこから取り上げていいか分かりませんけども、私も再質

問をいくつか用意してきましたので、また返答をお願いいたします。 
 まず笛吹川右岸が主なごみ収集範囲との話でありますけども、同じ市内の中で収集したり、

しなかったりということは、損得で考えてはいけないとは思いますけども、どっちでもよいと

いうことになれば、面倒くさいことは誰でもしなくなるのが人情というものではないかと思い

ます。精神的な負担は大変大きいと思います。計画のように量が確保されればよいけども、境

川へ持っていくほうが多くなれば、その分だけ笛吹市の負担金は多くなります。境川ではカウ

ントしますので、何トン入ったということになります。センターのほうはたとえ収集が減って
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も維持管理費が減るわけではないし、よって生ごみの収集量が多くなるようにならないと余分

な市税負担になることになるわけですけども、いわゆるたくさんの量がセンターに入れば、そ

れなりの効果があるわけですけども、お客さんが入らなければ商売に成り立たない、水商売と

同じような気がいたしますけども、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 集まり具合がということで心配されているということかと思いますが、やはり実証実験を行っ

ております成田地区におきまして、最初はなかなか実績が上がりませんでした。やはり循環型

社会の中で、普通に捨てているごみを減らすことによって、そのごみがごみでなくなり資源と

なる。そしてまた、できた堆肥についても非常に好評でございます。やはりそこは辛抱強く地

域へ出向く中で循環型社会、資源化について説得をさせていただきたいことによりまして、回

収量が増えていくということを想定しております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 では次に剪定枝の収集方法ですけども、農家の意思疎通がなければほとんどは期待できない

と思います。この話を地元で話しても、それはとても無理だよという話でございます。収集し

ても山積みされれば、不時の対応としては防災対策、要するに火災の危険もございます。収集

期間もメインは上の１、２カ月ぐらいということです。収集する場所などは、どのように考え

ているのか。集積する場所ですね。お答えをお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員のおっしゃるとおり、チップ化しても野積みにしておきますと火災になる可能性もござ

いますので、そういった対策もしっかりさせていただきたいと思います。またおっしゃるとお

り剪定枝の出る時期は限られております。その時期に集まったものをセンターのほうへ集積し

ておく場所も考えております。そこにはもしも火災が起きたときの防火対策も万全にとってい

きたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 それから、このバイオマスセンターの目的の１つがクリーンセンターから発生する乾燥汚泥

がありますけども、これはどのように使うのか。それから生ごみ堆肥と混ぜるのか。それぞれ

効能の違いはあると思うんですけども、その効能についてお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 
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〇産業観光部長（風間和仁君） 
 まずクリーンセンターから出ます、汚泥と生ごみは混ぜない予定でおります。生ごみにつき

ましては土壌改良剤としての堆肥、クリーンセンターから出る汚泥につきましては有機肥料と

いうようなことを考えております。そのようなことで答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 年間３，６００万円、経費がかかると。境川へ持っていったほうが、一般で持っていったほ

うがいいか、センターを使って生ごみを処理したほうがいいかということで３，６００万円の、

予算に違いが出るわけですけども、年間毎年３，６００万円、財政課長にお伺いいたしますけ

ども、３，６００万円あれば、補助金を使った事業であればどのくらいまで使える事業になる

のか。もし、補助金がいっぱい違うと思いますけども、お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたしますけれども、補助金も事業によりましてさまざまな補助割合がござ

いますので、一概にどういう事業かという規模も申し上げることもできませんけども、多いも

のでは半分ぐらい国の補助もあるわけですけども、この事業に関しては補助事業というわけで

はございませんので、必要な経費ということで経年的に３，６００万円増えるというのは非常

に財政的には、ほかの事業との関連と申しますか、費用対効果、そういうものも考えながらほ

かの事業との関連を精査していかなければならない部分もございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 大変、この事業、建設費も加えますと大変お金を食う事業だと思います。維持管理も大変だ

ということ、そしてまた特例債とか、特例債を使うからこの事業をするという、当初の合併当

時の見解でございますけども、特例債ももうあと１年で１０年終わります。震災があるから５年

延びたというわけですけども、当初の計画からいけば１０年経ってもまだまだなんの芽も出て

いないというような状況の中で、とてもその必要性があるとは思えません。そしてまた、その

補助金を使っても市の負担も数億円になると。そして今度の計画ですと、わずか４万人ぐらい

の住民の区域から、ただただそのへんの２、３割の人が多ければ協力するわけですけども、生

ごみを使ってただ堆肥を作るだけだということで、これだけの６億、７億円のお金を使って、

しかも３，６００万円も維持費を使ってということ、昨日から教育関係の施設、非常に老朽化

しているということで、そんなものに今言った補助金のお金を使えば１億円ぐらいの、それを

足していけば１億円ぐらいの改修も毎年毎年できるではないかということで、ぜひこういった

ことも私は考えるわけですけども、そのような考え、当局はどのように思いますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
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〇産業観光部長（風間和仁君） 
 ブランド化ということを重きに置いております。やはり桃・ぶどう日本一、その中でぶどう

につきましては、市が合併してから主流になりつつあるシャインマスカット、先日も築地で場

外市場で宣伝しました。今、このときに売り込まなければということで、コンビニ等にも売り

込みながら、ブランド化を図っております。やはりそれにはよい土壌、土が必要だと思います。

その土壌に改良を加えるという意味で、堆肥が非常に注目されております。やはり一宮の桃、

もちろん春日居の桃、御坂の桃という先人たちが築き上げたブランドがございます。そのブラ

ンドの新たな取り組みについて、この議会でも何回か質問を受けております。そのブランド化

に関しては、やはり市場ではおいしい桃を持ってきてくればいくらでも売るよ、おいしい桃と

いう言い方をしました。あさまとか特定品種は挙がっておりませんでした。おいしいものをぜ

ひ提供するのには、こういった土壌改良剤等を用いながら、市民一体となって循環型社会に取

り組むという姿勢が１つのブランド化につながるということで、ごみ減量ではなく産業観光部、

農林振興課で取り組んでおりますので、答弁の中で申し上げましたように１０年ですと３億６千

万円になるわけですが、そのへんとのつり合いだと思います。ぜひそんなことで答弁に代えさ

せていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 私の今日の質問のほうは費用対効果を主眼に置きまして、質問させていただいております。 
 たしかにブランド化、そしてまた笛吹市を売り出す循環型社会の構築ということで、全国で

も先進的な市であるということのいい宣伝にはなると思います。 
 それはさておいて、こういった財政難のときですので、私、財政のほうから追求をいたしま

して、あとは市長の判断、それから市民の判断ということにさせていただきたいと思いますけ

ども、例えば今の肥料の話ですけども、一宮の農家で有機肥料、県内からもトン単位で入って

きている、非常に好評だということを聞いております。それから一般にもＪＡとかコメリなん

かでも安価に売っているわけですけども、そんなに生ごみを使ったからといって、かえって効

能がないところもあるわけですけども、そのへんは私の見解ですけども、そんなことでそれほ

ど市民の方は、大きな農家の方も期待をしていないというところが現状でございます。 
 そしてこの場所についてですけども、地元の話では何年かに１回はよく水がつくといってお

ります。本来は湧水的な役割のあるところでありますので、建物を建てないなら広い用地とし

て、そのままでも可能です。そして盛り土も、地盤改良も必要ありません。また災害時のガレ

キのストックヤードなんかにも最適だと思います。もしこのバイオマス計画が市の事業として

優先順位から時期尚早と判断した場合、僭越ですが私の考えですが、まず地元のご理解をいた

だければ、昨日の一般質問でもありましたように、真っ青な芝生のスポーツ広場を検討してい

ただきたいなというふうに思っております。いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 北嶋議員からバイオマスセンターの問題につきまして、いろいろご意見・ご質問を頂戴した
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ところでございます。 
 全体として私の感想を申し上げれば、この計画が発表されて以来、かなり時間が経っており

ますけども、市民の間で、あるいは議会の中で具体的な議論が十分されてこなかったのかなと

いうことで、これにつきましては私も責任を痛感するところでございます。 
 現在、ご案内のように検討会でご検討をいただいているところでございまして、その結論を

待って判断をしていくということになろうかと思いますが、今日の北嶋議員のご意見をひとつ、

今日のやりとりを、これもひとつ判断する際の材料にしてまいりたいと感じたところでござい

ます。 
 最後にお話がございましたサッカー場はどうかということにつきましては、まだバイオマス

センターをどうするかということ自身が判断ができていない段階で、その用地をどうのこうの

というのはちょっと判断は、意見は差し控えさせていただきたいということで答弁とさせてい

ただきます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 それでは、２問目に移らせていただきます。 
 境川ごみ処理場と共存するまちづくりの創造について。 
 過日、境川処分場全体の現地研修をさせていただきました。素晴らしい周辺環境であること

を実感いたしました。平成２０年度に策定されました都市計画マスタープランには、境川処分

場を新たな観光レクリエーションの場として利用促進する計画になっております。現在、建設

現場のほうも２９年度完成を目途にごみ処理施設エリア、最終処分場エリアは着々と進んでお

り、また地元要望のある地域振興施設エリアについては、温泉掘削の準備も進めているところ

であります。 
 このような施設では県下一の広さであり、甲府盆地が一望できる現地に立てば完成の暁には

優れた眺望、農村景観、歴史的なまちなみの魅力を大いに発見できる場所と思います。笛吹市

として処理場と共存するまちづくりをどのように創造しているか、お伺いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 北嶋恒男議員の一般質問にお答えいたします。 
 甲府・峡東地域ごみ処理施設と共存するまちづくりの創造についてですが、全国の自治体に

とって、地域から出るごみの削減は永遠の課題であり、住民が最も身近に協力できるエコ活動

でもあります。また、地球規模での環境改善を進めなくてはならない今日、行政と住民の協働

により構築していく循環型社会の実現は、急務とされています。 
 このような社会背景の中、境川町寺尾地区に建設を計画している最終処分場と中間処理施設

は、ごみ処理施設としての機能はもちろんのこと、多くの人々の環境学習の場となっていくも

のであります。 
 またこのような施設に隣接し、地元地域が要望している温泉施設は環境教育や地域住民と都



 １９４ 

市間交流ができ、加えて市民多くの憩いと地元経済活動が可能なものになり得るとの提案も、

ごみ処理施設建設の起因者からいただいています。 
 今後、起因者と協議を重ね協力しつつも、笛吹市全体のまちづくりに貢献する施設を探りな

がら良好な環境改善社会を積極的につくるまちづくりを行ってまいります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １１番、北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 先般、われわれ研修をした担当官の説明でございますけども、これまでの調査で旧石器時代、

縄文時代や古墳時代、また奈良時代の人々の生活の痕跡が見つかっております。地域の歴史は

非常に古くて八代から境川、中道には数多くの歴史資源があります。これらの価値を再確認し

て保全を図って、まちづくりに効果的に活用していくことが必要であると思います。おそらく

施設が完成すれば、子どもや大人を対象にした先ほども説明がありましたように環境学習、地

域住民との交流の場、都市間交流というようなことで学習施設なども造られると思いますが、

地元笛吹市にとってはこのような施設が整備されれば財産になるわけです。ほかの４市とは違

う、もうこの施設は笛吹市のものだというぐらいだと思います。お金を出さなくても、それは

売り出せるというところでございます。そんなことで４市との歩調とは別に、笛吹市のまちづ

くりを考えていってほしいと思います。今が一番肝心なときですので、よろしくお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ここの施設につきましては、それぞれご承知のとおり甲府市、山梨市、甲州市との組合で設

立いたしますけども、今、話題になりました温泉施設等につきましては、どんなふうな形で維

持管理していくかということも今、協議中でございますけども、地域振興という点で考えます

と、ここのいろんな事業を行いますのはまちづくりの都市再生整備計画を立てまして、それに

則って事業を進めていくということも考えておりますので、その中でどんなふうな工夫を凝ら

してよりよいものをつくっていくかということも盛り込んでいきたいと考えておりますので、

その計画の中で随所、示していきたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 北嶋恒男君。 

〇１１番議員（北嶋恒男君） 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 以上で終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、北嶋恒男君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ５番、岩沢正敏君。 
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〇５番議員（岩沢正敏君） 
 北嶋議員のバイオマス、そして境川のごみ処理場に対する質問に対して関連質問を両方、１問、

２問させていただきます。 
 まず最初にバイオマスですけども、先ほどの部長の答弁のとおりそれを堆肥化して、そして

笛吹市の果樹産業にまわすんだと、それはいい考えで、循環型農業を推進していく過程におい

ては、このバイオマスというのは重要だと思います。ただし、日本全国いろいろ見てまいりま

して成功している例が私の知っている限りでは１、２。４年前にある１つの農業生産法人でやっ

ているところを見てきました。千葉県であります。そこは完全な成功例です。ただし、それは

生活ごみとかそういうものではありません。完全な循環型農業です。会員数が２００何十人、

そして年商５０億円を売り上げている。５０億円といえば境川の農業生産額が現在１０億円

ちょっとですから、その５倍以上の売り上げ。そこは生産農家から農産物を集め、加工して各

スーパー、いろんなところに卸しております。そこから出た残渣、すべてバイオマスへ持って

行っている。工場でも出た残渣、すべて持っていく。食堂も経営しています。そうやって、そ

れもまた残渣をやっている。そこには東京大学とかいろんな企業が協力しておりまして、国の

資金を得て研究も兼ねてやっていると。場所はやはり山里の離れたところです。臭いが出ます

から市街地ではありません。 
 そういった中で何が一番成功しているかというのは、やはり笛吹市で一番なのは果樹の剪定

枝ですから、これが問題になっているのが剪定枝を農家がそこへ持っていくか、これはちょっ

とあり得ない。そこは堆肥化、堆肥をその生産農家、バイオマスセンター、全部農家の畑に配

り歩くんですよ。私たちが畑まで全部やってあげます。そこでまたいい物を作ってください。

それをまたこっちで買い取りますと。そういう成功例があるわけです。これについて、そうい

う検討会ではそういう成功例のところを見ていくことが、今からでも見ていただきたい、どう

ですか、部長。そういうところの成功例について、たぶん部長もおそらく研究していると思い

ますけども、見解はどうですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 岩沢議員のおっしゃるとおりで、私も実際ではございませんが、テレビ報道で見させていた

だいたところかなと思っております。おそらくそこは野菜を中心としたところで、作付けをす

る前に売価が決まって、非常にそれだけでも安心できますよね。今、北嶋議員の質問の中にも

ございましたとおり、われわれが求めていきますバイオマスセンターにつきましては、資源材

料であるものが他のところと違いまして集めにくくございます。その中で剪定枝も視野に入れ

ておりますし、家庭から出る生ごみも視野に入れてやっているわけですが、やはりそこは実証

実験を行う中で、そういった方々の努力により３５％集まったという、その力ですね、それを

しっかりつなげていきたいと思いますし、そういった野菜中心な土地もございますので、それ

については受け入れていきたいと思っております。多方面で研究しながら土壌改良剤としての

堆肥については、しっかり検討を重ねていきたいと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 
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〇５番議員（岩沢正敏君） 
 笛吹市でも、市が直営ではなくて、そういう農業生産法人を育てて、あるいはＪＡ笛吹がやっ

ていくような形をとれば、そういうことも少しは、そういうＪＡあたりへ打診してやっていく

ほうが私はいいと思います。ずっと規模は小さくなります。かなり小回りがきく思います。そ

のつもりで私はいますので、またそういう検討もしていただきたいと思います。 
 次に境川のごみ処理場のほうの質問ですけれども、私たちが議員になる前、去年の２４年の

１２月１７日に基本協定書が３通、制定されております。ここにありますけども。これは内容

について、私たちは議員になってもまだ詳しいあれがありません。一般最終処分場に関する基

本協定書、そして地域振興整備事業に関する基本協定書、それから地元要望事項に関する基本

協定書、これはすべて知事、市町村組合、峡東組合の甲府の市長、笛吹の市長、全部ハンコが

あります。これに関してちょっと今、地元で問題になっていることがあります。基本協定書に

ついては、やはり地元の要望、地元の地区の声を優先という方向でいっていただきたいと思い

ますが、環境部長どうですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいま、ご質問にもございましたように基本協定書それぞれ締結してございまして、事業

を推進しているわけですけども、そういう情報につきましては今後随時、議員の皆さまにもお

示しして事業を図っていきたいと思いますし、また寺尾地区ですけども、住民の方々に非常に

ご協力いただいて、土地買収等もほぼ完了するというような状況もございますので、地元との

協議も数回重ねておりますけども、より声を聞きながら事業の推進を図るように努めてまいり

たいと思いますし、また組合等にも働きかけを行っていきたいと思っております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 最後に北嶋議員からいろいろ境川のごみ処理場、いろんなメディアにも境川のごみ処理場、

私は議員になる前から、前の議員の新田さんや龍澤さん等にもこの境川という名前をプレスか

ら外すように言ってくれないかと。イメージが悪すぎる。明野・明野・明野、ここでまた一般

最終処分場もあるわけですから、もっといい、例えば夢の丘クリーンセンターとか、名前を少

しは市で公募してイメージアップにつなげていただきたい。これだけは要望しておきたいと思

いますけども。 
 終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢議員、答弁はもらいますか。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 できれば見解を。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、前田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（前田一貴君） 
 それぞれいろんな意味で、ごみの処分場につきましてはイメージ的に非常に悪いということ

も皆さんもご承知のとおりでございますから、施設が完成するまでには私どもといたしまして

も、全国にアピールできるような施設の名前等も考えていきたいと思いますし、またその方法

等につきましては、それぞれご意見をいただきながら進めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、関連質問を終了します。 
 一般質問を続けます。 
 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 誠和会の中村でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、おおとりとしてコンパクトに手短かに質問をさせていた

だきます。 
 昨日の質問の中でも多くの質問者から、るるオリンピックの話に触れていました。私も少し

触れさせていただきます。 
 日曜の朝、早く起き決まった瞬間、テレビを見ていましたが喜びと感動を受けました。しか

し浮かれてばかりはいられません。まだあの東北の復興・復旧は終わっていません。日本人と

して東北に心も目も向け、一日も早く復興できるよう思いを馳せなければなりません。 
 そんな中で私も、２０２０年７年後はすぐそこです。孫を連れて本物のアスリートの競技、

雰囲気、感動を味あわせてやりたいと思いました。しかし日程を見たらオリンピックが７月２４日

から８月９日、パラリンピックが８月２５日から９月６日ということで、これは桃の収穫の最

盛期でちょっと無理かなと思いました。しかしもしかすると、選手村の食堂のテーブルの上に

笛吹の桃が置かれるかもしれません。世界中の人に笛吹の桃、ブドウを食べてもらえるかもし

れません。桃は５・６年で成木になります。私の家ではオリンピック７年計画でこの秋、老木

を切り、７年後に合わせて植え替えをしようと思いました。 
 そんなようにこの山梨は、笛吹は東京から距離で１００キロちょっと、時間で１時間半で来

られます。この山梨、笛吹市には富士山があります。リニアもあります。温泉も日本一の果実

郷もあります。みんなで知恵を出し合い、乗り遅れず東京オリンピックを成功させるよう、み

んなで力を合わせましょう。それでは本題に入ります。 
 最初に今年の農業全般の総括と異常気象による被害状況、また来年度に向けての笛吹ブラン

ドのＰＲ戦略はについて伺います。 
 今年の夏は暑く厳しく、市民の皆さまも農家も大変な夏だったと思います。猛暑・酷暑を超

え燃え上がるような炎暑だったと思います。連続猛暑日が１６日間続き、日本で一番暑い日も

体験いたしました。 
 そんな中で農家の皆さんは春先の異常低温、凍霜害で被害を受け、特に中央道の側道を西に

走ると八代、境川のトウモロコシ畑などは、苦労して育てたトウモロコシが畑一面茶色に変色

し、目を覆いたくなるような光景でした。一部の地域のリンゴ、キウイなども大きな被害を受

けました。 
 この遅霜の時期、桃、スモモも開花を迎えブドウも新芽が出はじめ、被害も心配されました。
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その後生育も順調も進み、日本一の桃とブドウの郷の農家の皆さんも高品質・高収穫を目指し

汗を流したわけですが、今度は梅雨時期に入ってもから梅雨で雨らしい雨は期待できませんで

した。水不足で畑に水をかけるのも一苦労でした。そのうちに梅雨が明け、今度は異常なくら

いの暑さで着色、玉張り等も心配しました。いよいよ収穫を迎え、特に桃農家は大きな痛手を

受けました。玉張りが悪く結実もよくなく、出荷できる製品が少なく本当に苦労しました。 
 私のまわりでのあいさつは「今年はまいったな」「うちでは去年の５、６割しか獲れないけど

も、お前のところはどうだ」というのがあいさつ代わりになっています。こんな状況の中で先

日ＪＡの話を聞いたところ、私のところの共撰所管内では昨年比、出荷量が８３％、単価は

１０８％というようなことを言っていました。この数字を聞くと昨年並みに獲れているように

思いますが、これは数字のマジックで昨年もあまり農家にとってはいい年ではなかったので２年

連続減収が続いています。 
 このような状況の中で、農家もひと段落したところで農薬・資材費等を払い、また来年に向

けての肥料代、休眠期の農薬代を心配すると非常に厳しい農家の財政面が予想されます。後継

者が育たないのもこのような安定しない収入にあろうかと思います。 
 このような現状を踏まえ、ＪＡと連携した中でつなぎ資金や融資等、または利子補給等の支

援策、被害状況はどのように捉えているのかお伺いいたします。 
 また日本一の桃とブドウの郷を謳い、量・面積も一番でありながらまだまだ知名度が低く、

日本経済新聞の調査では好きな果物ランキングで桃はイチゴ、メロンに次いで３位でありなが

ら産地別ランキングで笛吹の桃は２０位にも入っていません。先日の代表質問でもありました

が、桃源郷宣言やトップセールス等に努力しているわけですが、まだまだ厳しいところがあり

ます。継続的にＰＲ活動をしないと実を結ばないわけですが、各種メディアやインターネット

等を使い、笛吹のＰＲ戦略をいま一度考える時期にきていると思いますが、そのへんのお考え

をお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに今年の農業全般の総括と異常気象による被害状況についてですが、ＪＡ笛吹からの

情報によりますと、農業全般の総括はシーズン半ばなので８月中旬時点ですが、桃については

出荷量は前年の８割、生産額は前年比９割の出来高であり、異常気象の影響を受けたものの単

価は前年を１割、上回ったとのことでございます。 
 春先の凍霜被害に始まり高温で水不足による異常気象に見舞われ、農家の皆さんは大変ご苦

労をしたと思います。特にスイートコーンにつきましては４月の遅霜により八代町、境川町の

一部地域において甚大な被害を受けたと思います。また果樹についてはＪＡ笛吹、ＪＡフルー

ツ山梨から遅霜に続く高温や水不足などによる異常気象の影響により桃の変形果、核割れやブ

ドウのシナビ果の発生が例年に比べ非常に多くなっております。品質の低下も心配されたとの

報告を受けております。 
 次に被害農家への支援策ですが、ＪＡ笛吹からスイートコーンの被害報告および支援要望を

受け、被害農家への薬剤補助を行うとともに農業災害対策資金借入者に対してはＪＡ笛吹と合
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同で無利子化の補助金交付を決定いたしたところでございます。 
 またＪＡ笛吹とＪＡフルーツでは、桃・スモモ・ブドウなど結果種の被害を受けた農家に向

けた農業被害対策資金特別融資を創設し、希望する農家に対して利子補填をする支援策を決定

したところでございます。 
 今後も農家の出荷状況などを注視し、ＪＡと連携して被害の実情に即した支援策を講じてい

きたいと思います。 
 次に笛吹ブランドの今後の展開についてですが、今年はＪＡ笛吹と共同で東京の大田市場や

関西の本条市場等で果実のトップセールスによる消費拡大宣伝を実施いたしました。さらに新

たに北海道旭川市スタルヒン球場にて、世界文化遺産「富士山」から３０分の笛吹市の観光宣

伝と日本一桃源郷の桃の消費拡大宣伝を実施いたしました。 
 今後は農協・行政・市場が一体的に協力して、一層の消費宣伝と販売促進活動を国内のみな

らず海外などにも積極的に行い、笛吹産の桃、ブドウ等、笛吹ブランドの確立をし、各地域の

活性化・農業振興を図っていきたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ８番、中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 ただいま部長の説明の中でＪＡと協議の上、無利子融資等を考えていただけるというような

ことですが、本当に農家にとってこのような受け皿をつくっていただくことは助かります。ま

た今のお話の中で融資等はお金のことですので規制とか縛りというか、その内容あたりがもう

少し詳しく分かったらお聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 融資の内容でございますが、農協と協議をしております。利子等につきましても、おおむね

１％か２％になろうかと思います。それにつきまして、約半分を市で、約半分を農協でという

ことで、直接農業をなさって被害を受けた方についてはお金がかからないような方法で今、詰

めております。ただＪＡ笛吹とＪＡフルーツで多少の差がございますので、それについても共

通的に進めていけるよう今、協議を重ねておるところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 そういう中で、ぜひ農家の皆さんにいろんな、農協が中心になるとは思いますけども、市の

ほうでもこういう資金がある、使いたい方は使っていただくというような周知をよろしくお願

いしたいと思います。 
 そしてまた、ちょっと今の説明の中で気になったわけですけども、この笛吹市はちょっと複
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雑になっておりまして、２つのＪＡ、また市のほうは甲府市、中央市というふうに３つ跨って

おりますけども、先ほど部長のほうからフルーツのほうとの連携もちょっとお聞きしましたけ

ども、このへんの足並みはどうなっているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 昨年、実際、平成２３年ですか、ＪＡフルーツ、そして境川につきましては昨年、２３と２４の

比較になってしまうんですが、ＪＡ笛吹については約半分で農家が負担をしなかった、そういっ

た実績をフルーツに話しましたところ、今年はＪＡフルーツに関しましても実際に被害を受け

た方に負担がないような方向で、ぜひ取り組んでくださいというお願いをしております。そう

いった形の中で連携をさせていただいております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。ぜひそういう格好の中で、この融資のほうを市としても補助をお

願いしたいと思います。 
 またできるものであれば農協との話し合いの中でなるべく、この内容、規制というのも緩い

中でどの農家も借りやすくできるような状況をつくっていただきたいと思います。 
 次の質問に入らせていただきます。 
 指定管理者制度の現状について、お伺いいたします。 
 指定管理制度は住民の福祉、健康、文化等の増進の利用に供するための施設である公の施設

について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより住民サービスの質の向上を図っ

ていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度と理解しておりま

す。 
 本制度は笛吹市においても導入以降、多様化する住民ニーズへの効果的・効率的な対応がな

されてきていると思いますが、今後さらに指定管理者制度の充実が図られるために何点か質問

したいと思います。 
 まずはじめに各施設の利用状況について、お尋ねいたします。これについては、毎月報告が

各施設よりなされているとは思いますが、どのような書式によって報告されているのか。 
 また各施設の収支状況について、お尋ねいたします。 
 各施設の利用体系はどのようになっているでしょうか。 
 また先ほど収支関係について聞いているわけですけども、市内、市外の人数と利用状況等も

教えてください。 
 また、各施設の利用料金の見直し等は考えておりますか。 
 各施設の修繕等について、伺います。各施設の修理、修繕等は規定の範囲内で延滞なく行わ

れているでしょうか。現状の報告をお願いしたいと思います。これについての対応はどのよう

に考えておりますか。 
 また、各施設のモニタリング等の状況もお知らせください。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 中村正彦議員の一般質問、指定管理者制度の現状についてお答えいたします。 
 現在、笛吹市におけます公の施設は１４５施設ありまして、平成２５年度現在の指定管理者

導入施設は６３施設となっております。 
 ご質問のありました文化館、温泉施設、グラウンドおよび体育館におきましては、２４年度

現在で文化館が３施設、温泉施設が３施設、グラウンドおよび体育館が１３施設、合計で１９施

設に指定管理者制度を導入しております。 
 はじめに各施設の利用状況についてでありますが、文化館３施設は指定管理者導入前には年

間約１１万人の利用者でありましたが２４年度には約１９万人、また温泉３施設は指定管理者

導入前には約３７万人の利用者、２４年度には約４０万人、グラウンドおよび体育館では１３施

設の合計で導入前には約２９万人、２４年度には約３０万人となっております。 
 このように指定管理者導入によりまして、指定管理者のサービス向上による努力の結果が利

用者数の増加につながっているものと考えております。 
 次に施設の収支についてでありますが、指定管理者導入前の公費投入額と２４年度の指定管

理料を比較いたしますと文化館、温泉施設、グラウンドおよび体育館の１９施設の合計で約３，

５２４万円減少しております。指定管理者制度導入目的の１つであります経費削減が図られて

いるものと考えております。 
 次に施設の利用体系についてでありますが、施設利用に伴う事務手続き等につきましては文

化館、温泉施設、グラウンドおよび体育館とも、それぞれの種別施設において統一的に行われ

ております。中でもグラウンドおよび体育館の体育施設につきましては、条例を一本化してお

ります。施設の使用料または利用料金につきましては、それぞれの施設によって施設の規模、

用途および設置の目的等によりまして、料金がそれぞれ定められております。 
 次に施設の修繕費についてのご質問ですけども、指定管理者導入における修繕についての考

え方はそれぞれの施設によって基準額を設定しており、その基準額以下のものは指定管理者が

負担をし、また基準額以上のものは市が負担するとこのようになっております。 
 日常的な維持管理業務を主といたします施設では、その基準額を１０万円に設定しておりま

す。温泉施設や大規模な公園では３０万円から５０万円、また小規模な広場、公園等では５万

円に設定しているという状況であります。 
 平成２４年度の各施設の１０万円以上の修繕費は文化館が７件で約５７０万円、温泉施設は

２９件、１，２６６万円、グラウンドおよび体育館では７件で１８１万円という修繕費であり

ました。 
 また施設のモニタリングについてでありますが、指定管理者の管理運営に関して協定に従っ

て適切な管理が行われているかどうか。また、適正かつ確実なサービスが提供されているかど

うか。サービスの安定的・継続的な提供がなされているかなどの点につきまして、現地調査や

書類審査等により管理運営状況の確認を行い、また必要に応じて管理業務の改善に向けた指導

等も行っております。 
 事業の報告書につきましては、年次報告書を毎年度終了後に提出をしていただくことになっ
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ておりまして、また施設の性質によりましては月次報告書を求めると、こういったことになっ

ております。 
 また年度中途におきましては年２回の定期モニタリングを行いまして、また不定期ですが施

設へ立ち入り聞き取りなどを行っております。 
 実施の内容、また回数等につきましては施設によって違いがございますが、今後も指定管理

者による適正かつ確実なサービス提供、また管理が行われるようチェック体制を強化していき

たいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 ただいま部長の説明の中で、この指定管理者制度を導入してからかなり経費の削減ができて

いるというような状況もうかがえました。しかしながら本当に経費がかからないからいいとい

う、そればかりではなくて、市民の皆さんに本当に使い心地のよい、楽しい施設であるような

工夫もぜひしていただきたいと思います。 
 そんな中で１つ再質問させていただきますけども、先日、市民の方から電話をいただき、八

代のプールですが、今年は暑く利用者も多いと聞きました。条例では市内在住の方の利用が可

能とあるわけですけども、夏休みで親戚の子どもも来たりするので、市外の方の利用もできる

ようにできないかということを聞かれました。安全面を考えると指定管理者にも負担がかかる、

また市としても門戸を広げることは大変だと思いますが、利用者のニーズには応えなければな

りません。このような中で料金条例等を見直すお考えがあるのか、そのへんをお聞かせくださ

い。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 中村議員の再質問にお答えいたします。 
 まず先ほど中村議員がおっしゃいました夏のプールの使用につきましては現在、教育委員会

ではこのように考えております。市内にいらっしゃった子どもさんが市外の子どもさんと一緒

にプールに来たときには、市内の児童という扱いで取り扱いをさせていただくというようなこ

とで内規を設けまして無料でご利用いただいている状況ですので、里帰りしたご親戚のお子さ

んなどはそういう対応で進めている状況でございます。 
 それから教育委員会が所管しております公共施設の使用料につきましては、合併協定項目の

中で新市において調整を行うということとなっておりました。合併９年になるわけですが、現

在まだ調整が終了しておりません。そんな中で社会体育施設の使用料の適正化につきましては、

平成２４年度にスポーツ推進審議会に市長名で諮問を行っております。その中で検討をしてい

ただいているところでして、本年度、なんとか答申までこぎつけたいと考えております。答申

を受けたのち再度、関係者で協議の中で今度、次に各施設の料金について再度諮問をし、２６年

度以降、答申を受けた中で調整を行いたいと考えております。調整をし、市民への十分な周知
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を行った中で改定をしてまいりたいと考えております。 
 これに併せまして社会教育施設でございますが、やはり料金の調整ができていなかったとい

うことで、平成２５年度、今年度中に社会教育委員会のほうに諮問をしていきたいと考えてお

ります。諮問をした中で、答申後、社会体育施設と同じ歩調を合わせた中で料金の再設定をし

ていきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ありがとうございました。 
 今、部長の答弁の中でまたこの条例、料金等は見直す機会があるようですけども、市民の皆

さん、本当に安い料金の中で円滑にスムーズに使えることが理想ですけども、またこの指定管

理を行う上にはやっぱり費用もかかります。そのへんのバランスが一番難しいとは思いますけ

ども、ぜひ前に進んでいただきたいと思います。 
 以上で質問を終わらせていただきますが、指定管理者制度も今後さらに活用していくと思い

ますが各施設の安全確保に十分に配慮し、市民がよりよいサービス等を享受できるよう市も指

定管理者も協議を行い、利用者、市民からの評価等を踏まえた中で効率的な運用ができるよう

に努力をお願いしたいと思います。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、中村正彦君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 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２６日までを議案調査のため、休会としたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日から２６日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は２７日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午前１１時１１分 
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１．議 事 日 程（第５号） 
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午後 ２時３０分開議 
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について 

日程第 ８ 議案第８８号 平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第 ９ 議案第８９号 平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について 

日程第１０ 議案第９０号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１１ 議案第９１号 平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）について 
日程第１２ 議案第９２号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１３ 議案第９３号 平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第９４号 平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計補正予算（第１号）について 
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特別会計補正予算（第１号）について 
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日程第２２ 議案第１０２号 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第２３ 議案第１０３号 平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予
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日程第２４ 議案第１０４号 平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２５ 議案第１０５号 平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第２６ 議案第１０６号 平成２４年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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定について 
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認定について 

日程第２９ 議案第１０９号 平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第３０ 議案第１１０号 平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第３１ 議案第１１１号 平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３３ 議案第１１３号 平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第３４ 議案第１１４号 平成２４年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
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日程第４４ 議案第１２４号 市道廃止について 

日程第４５ 議案第１２５号 市道認定について 

日程第４６ 請 願 第 ４ 号 取り調べの可視化（取り調べの全過程の録画）の速やかな

実現を求める請願書について 

日程第４７ 発 議 第 ３ 号 平成２５年度公共工事設計労務単価についての運用に関わ

る特例措置の適切な対応を求める決議案について 

日程第４８ 議案第１２６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
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日程第５０ 閉会中の継続審査について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
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 ２１番 前 島 敏 彦 
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３．欠席議員 

 
 （ な し ） 

 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 
 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
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 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ２時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定していただくようお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、副市長 久保田克己君におかれましては欠席届が提出されており、これを受理しまし

たので報告をいたします。 
 本日、上野稔君ほか２名から発議１件が提出されました。 
 お諮りいたします。 
 これを直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第４７ 発議第３号を議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 それでは発議第３号。 
 平成２５年９月２７日 提出 
 笛吹市議会議長 前島敏彦 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 上野 稔 

賛同者 
笛吹市議会議員 小林 始 
   〃    渡辺正秀 

 平成２５年度公共工事設計労務単価についての運用に関わる特例措置の適切な対応を求める

決議案について 
 上記決議案を笛吹市議会会議規則第１３条の規定により、提出いたします。 
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 提案理由 
 平成２５年４月８日付け、平成２５年度公共工事設計労務単価についての運用に関わる特例

措置について（通知）に基づく国土交通省直轄工事における特例措置の運用について、本市に

おいてもこれに準じて適用することは入札契約制度の根幹を揺るがし、その信頼を失うことに

なります。 
 一方、同３月２９日付け、技能労働者への適切な賃金水準の確保については、労働者の適切

な賃金水準を確保し、過度なダンピング受注の抑制、下請け企業への配慮等につながるもので

あることから、本市において今回の特例措置を適用するにあたって、適切な対応を求め勧告す

るものであります。 
 以上、説明といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りいたします。 
 本案について、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第３号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定しました。 
 これより、発議第３号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 １０ 名） 
 ご着席ください。 
 反対者の起立を求めます。 
 （ 起 立 １０ 名） 
 ご着席ください。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 

休憩  午後 ２時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時４９分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 ただいま、発議第３号についての採決の結果、賛成１０、反対１０のため議長採決とさせて

いただきます。 
 本案につきましては、可決といたします。 
 よって、発議文を市長宛てに送付をいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第８１号から日程第４５ 議案第１２５号までを一括議題といたします。 

 本案につきましては今定例会初日の９月４日に上程され、各常任委員会に審査を付託いたし

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。 
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 はじめに総務常任委員会委員長、志村直毅君。 
〇総務常任委員長（志村直毅君） 

 それでは、議長より総務常任委員会にかかる審査結果の報告を求められましたので報告をい

たします。 
 去る９月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１３日

ならびに１８日から２０日までの５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査にあたり何点か質疑等ありましたので、主なものを報告いたします。 
 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告します。 
 まず、条例改正の総務部所管については新型インフルエンザ等の範囲、ならびに手当の額は

との質問に対し、これは感染症法に定める新型インフルエンザ等の感染症および新感染症であ

り、災害派遣に含まれることから手当額は１日６，６２０円であるとの説明がありました。 
 次に補正予算のうち総務部所管については、地方税ポータルシステム「エルタックス」の実

績はとの質問に対し、法人市民税は約８０％の法人がエルタックスで申請、個人住民税の給与

支払報告書の申告も普及啓発を進め増えつつある。償却資産の申告も増加しているとの説明が

ありました。 
 その他、審査において入札事務に関し、事後審査の適正な執行を行う必要があるのではない

か、発注設計書と落札者の積算内容とを比較し、極端な開きやばらつきがある場合の調査、確

認を求めるがとの指摘に対し、入札関係の会議などで改善を図っていくようにしたいとの説明

がありました。 
 経営政策部所管については、労務単価の増額による補正は、２５年度の発注・契約であれば

事業者も新単価で積算を行うべきではないかとの質問に対し、平成２５年度当初の発注は２４年

度の設計によるものが多く、国の通知を受けての対応で６月に補正をしたかったが、設計内容

の再積算が必要であるため、今議会での補正対応となったとの説明がありました。 
 これに対し７月に発注のものもあり、すでに通知から期間も経過しており、前年度の設計価

格でも施工可能であるとして応札していることから疑問であるとの意見がありました。 
 なお、採決にあたり入札関係で労務単価の質問に対し、他の課にも関わり十分な答弁が得ら

れなかった。財政所管部として適切な執行を市長に申し入れるよう求めるがとの質問に対し、

そのようにするとの答弁がありました。 
 市民環境部所管では、２款総務費ならびに９款消防費の寺尾地域周辺整備事業にかかる財源

更正について説明があり、地域振興施設の運営管理やその内容についての質問に対し、財源確

保のため市が事業主体となるが事業開始前に県や事務組合、構成市等と十分議論し集約・確認

していくとの説明がありました。 
 その他、社会保障・税番号制度マイナンバーについて、住民票コードとの関係はとの質問に

対し、平成２７年１０月から１２桁の個人番号が記載された通知カードが送付される予定で、

その後住基カードの新規発行は廃止となる。住民票コードは存続し、それをもとにマイナンバー

が作成され、個人番号カードは申請により交付することになるとの説明がありました。 
 続いて、決算認定について報告をいたします。 
 まず、総務部所管においては収税における差し押さえの件数とその内容はとの質問に対し、

平成２４年度は５２６件の差し押さえを行い、その内訳は預貯金が３９２件、保険５３件、不
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動産１８件、その他、給与や家賃であるとの説明がありました。 
 また防災対策に関連し、一時的な避難所としての公民館の修繕についても補助の対象とでき

ないかとの質問に対し、新設についての補助はあるが修繕は行政区運営交付金での対応を見込

んでいる。１つの課題として検討していきたいとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、基準財政収入額の減少以外で普通交付税の増額の要因はと

の質問に対し、交付税算定経費の対象となる合併特例債や臨時財政対策債の発行増に伴い、公

債費が増えていることによるとの説明がありました。 
 また、コミュニティ助成事業の申請と採択件数はとの質問に対し、平成２４年度は一般コミュ

ニティ助成では５地区から申請があり２件が採択された。コミュニティセンター助成は春日居

の国府地区のみの申請で採択されているとの説明がありました。 
 消防本部所管では、高速自動車国道における救急出動に対する支弁金の算出根拠はとの質問

に対し、総務省消防庁から通知される救急隊１隊あたりの維持費用の額、人口割係数、市内の

インターチェンジの数、前々年度の救急出動件数の係数、以上４項目を乗じて算定するものと

の説明がありました。 
 また、消防関係の資機材や物品の購入にあたっては、定価の決まっているものが多いが入札

の考え方はとの質問に対し、特殊なものが多く、取得後の保守の関係から随意契約も少なくな

いが、見積りを徴するほか競争入札も含め、区別をつけながら取り組んでいきたいとの説明が

ありました。 
 市民環境部所管では自衛隊募集事務について委託金と支出額の開きがあるが、改善の必要が

あるのではないかとの質問に対し、自衛隊法第９７条に基づく法定受託事務であり、その経費

は国庫負担とされているが、差額は一般財源から出しており検討したいとの説明がありました。 
 このほか６支所について各支所長・課長にも出席を求め、支所ごとの決算審査を行いました。 
 なお、議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は反対

討論がありました。 
 また、平成２５年請願第５号 「所得税法第５６条廃止意見書の提出を求める請願」につい

ては審査にあたり、参考のため紹介議員からの意見聴取も行いましたが、採決に対する可否が

同数となり、制度上の問題点や市内の実態等について、さらに調査・検討の必要があると判断

し継続審査といたしました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第８１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８２号 「笛吹市税条例及び笛吹市国民健康保険税条例の一部改正について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８５号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、総務常任委員会

担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 以上、委員長報告といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 議案第８５号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）」についておよび議案第

１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」につきましては、各常

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

す。 
 それでは、議案第８１号および議案第８２号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８１号および議案第８２号は原案のとおり可決されました。 
 次に教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査結

果の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それでは議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る９月４日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１３日

ならびに１８日から２０日までの５日間の日程により、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等について、報告いたします。 
 はじめに、補正予算・条例改正等の関係について報告いたします。 
 保健福祉部所管では、災害時要援護者台帳システム整備事業による名簿作成の義務づけにつ

いて説明を求めたところ、自力避難が難しい障がい者や高齢者ら災害時要援護者の名簿作成を

市町村に義務づける災害対策基本法の改正が今年６月成立しました。改正のポイントは名簿作

成を市町村に義務づけ、災害時は同意なしで外部に提供できるとした点。この提供先は消防や

自主防災組織などの関係機関となっている。本市では事前開示の方法、使われ方などについて

は審議会、民生委員会、区長会などとの協議により決めさせていただきたいとの回答がありま

した。 
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 また、平成２７年度から変更になることになった子ども子育て支援事業計画策定に関わるニー

ズ調査の内容について説明を求めたところ、この調査は幼稚園、保育所、認定子ども園や子育

て支援事業等について、今後５年間で必要な施設の定員やサービス量を見込むための基礎資料

を得るため、国で示された共通項目でアンケート調査を実施するものであります。実施する対

象は小学生以下の子どもがいる家庭のうち０歳から５歳子ども世帯２，３００人、６歳から１１歳

世帯２，２００人を抽出して行う。アンケート内容の結果については、有識者等で構成する会

議で検討して事業計画に反映させるものである。 
 なお、この調査には芦川地域の一人保育の現状と過疎地域での保育についてどうあるべきか

も特別に調査項目を設けているとの回答がありました。 
 市民環境部所管では環境境対策事業とは何かとの質問があり、今回の境川寺尾地区について

は地域振興施設の温泉施設と観賞緑地的なものと、これとは別に地区公民館、道路、防火水槽、

消防詰所等を整備する周辺整備事業となり２本立てとなっています。また負担割合は一緒かに

ついて。地域振興施設については県が２分の１、ごみ処理組合が２分の１を負担することとなっ

ている。温泉施設の建設後の維持管理についてはまだはっきり決まっておらず、今後協議を重

ねていくと説明がありました。また、ごみ処理組合の各市の負担割合はどこの市も一緒かの質

問に人口割が９０％、均等割が１０％と決められているとの回答がありました。 
 教育委員会所管では、芦川小学校屋内運動場耐震改修工事の大幅補正の原因について説明を

求めたところ、市景観計画による木造建築と兜造りに配慮した設計による建設費の増加、国交

省規準による平成２５年１０月単価改定により、労務・資材等単価の値上がりによるもので東

日本大震災復興事業への人材や資材関係の需要が大きくなり、地方の人材不足と資材不足によ

る単価アップがあり、建設費見直しによるものであるとの回答がありました。また同じく石和

中学校校舎等改築事業継続費補正でも労務費、材料費の高騰によるものであるとの回答があり

ました。 
 また、中学校学校教育事業で選手等派遣費補助金補正額２８０万円の内容について説明を求

めたところ予想以上の活躍であり、全国大会に石和中学校の陸上部、関東大会には一宮中学校

サッカー部をはじめ、石和中学校ソフトボール部、バレーボール部、御坂中学校バレーボール

部など延べ１１８名の選手が出場し、多いに成果を上げたとの説明がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 保健福祉部所管では 介護予防事業費で「やってみるじゃん」介護予防施設活用事業、認知

症予防事業における予算額３，５００万円の内容を詳しく説明を求めたところ、それぞれの目

的、年間の開催数についての報告がありました。今後も市民への情報を丁寧に行って多くの対

象者がこのような事業を気軽に受けられるよう、情報伝達するとの説明がありました。 
 介護認定審査会事業の中で、主治医意見書作成料は何件で１人いくらかとの質問があり、単

価がさまざまで在宅や施設入所者、新規・更新などでおおむね１件につき３千円から５千円と

なっています。２４年度は３，１２１件の審査を行いましたと報告がありました。 
 保険給付費として居宅サービス給付費が２４億円、施設サービス費が１７億円、地域密着型

介護費４億円となっていますが、それぞれサービスを受けている人数はどのくらいかとの質問

に対し居宅サービス利用者が年間２万６４０人、施設サービス利用者が６，７４４人、地域密

着型利用者が１，７４８人でありましたと回答がありました。また施設サービスにおいては、

特別養護老人ホームおよび小規模特別養護老人ホームの待機者が、全体で５７８人との説明が
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ありました。 
 以上のような説明を受け、これから年々要介護者が増えていく中で施設の数や介護予算の確

保が重要な課題になることと思うが創意工夫が求められると意見を述べました。 
 市民環境部所管では、国民健康保険課の中で医療費の月別給付実績について昨年との比較の

説明を求めたところ、月別によりたまたま高額療養費が大きくなったときは開きがあるが、年

間を通して平均的には各月微増している状況であります。年間医療費は数千万単位で増額して

いるとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、市費負担講師の配置はどのように図られているのかと説明を求めたと

ころ、小学校において障がい児等へのサポート対応として９校にサポーター１２名を配置し、

さらに確かな学力の定着を図るため、芦川小を除く１３校に１３名配置している。また、中学

校に対しては５校に５名を配置しているとの説明がありました。 
 準要保護児童援助費について小学生では４９１名が該当しており、内容について説明を求め

たところ、この援助費は就学援助制度といって生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していて

お子さんに義務教育を受けさせることが困難な場合に学用品費、給食費等の学校に関わる費用

の一部を援助する制度で、家庭訪問等の機会にお知らせを全家庭に配布し周知している。年間

を通して申請を受付けていると説明がありました。国で示された基準をもとに家族の収入額と

需要額、いわゆる生活費など必要経費で割った値が１．３未満の家庭を認定している。ちなみ

に中学生での認定者数は３５０人であったとの説明がありました。 
 図書館利用の実態と、これからも利用しやすい図書館を目指すためにどういうことを行って

いるのかとの質問に対し、平成２２年度から図書資料の貸し出し数は幾分ずつ減少している。

イベント、出前講座、館外貸し出しの開催数は市内図書館全体で合計１，０８１回開催してき

た。今後も保育園、学童保育、医療福祉施設への館外貸し出しや子育て支援、子どもの読書活

動推進を積極的に行い、利用者の増加に努めたいとの説明がありました。 
 以上、教育厚生常任委員会で審査されました主な内容についての報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第８３号 「笛吹市立保育所条例の一部改正ついて」、賛成全員で原案のとおり可決す

べきものと決定。 
 議案第８５号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第２号）のうち、教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８６号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８７号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８８号 「平成２５年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第８９号 「平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、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認定すべきものと決定。 
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 議案第１０５号 「平成２４年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０６号 「平成２４年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０７号 「平成２４年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０８号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 なお、平成２５年請願第２号 「年金２．５％の削減中止を求める請願」については、今後

も調査・研究の必要性があることから継続審査となりました。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 教育厚生常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか・・・。 

 北嶋委員長。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 失礼いたしました。議案第８６号で賛成多数と読みましたけども、賛成全員でございますの

で訂正をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ただいま、北嶋委員長のほうから訂正の申し出がございました。 

 議案第８６号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について」

の訂正の申し出がございました。賛成全員ということでございます。 
 以上、訂正とさせていただきます。 
 質疑を終結いたします。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第８５号および議案第１０４号につきましては

先ほど申し上げたとおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了

後に討論および採決を行います。 
 それでは、議案第８３号を議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本案につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案についての委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８３号は原案のとおり可決されました。 
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 続いて、議案第８６号から議案第８８号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 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異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８６号から議案第８８号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第８９号を議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本案についての委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第８９号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第１０５号から議案第１０７号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件につきましては、討論を省略し直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本３案件についての委員長報告は、認定であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１０５号から議案第１０７号までは原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１０８号を議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
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 （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、認定であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第１０８号は原案のとおり認定されました。 
 続いて建設経済常任委員会に付託しております案件について、建設経済常任委員長から審査

結果の報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 ただいま議長より審査結果の報告を求められましたので、建設経済常任委員会の委員長報告

をいたします。 
 去る９月４日の開会初日に本委員会に付託されました議案審査を９月１１日、１３日および

１８日、１９日ならびに２０日の５日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係

当局の出席を求め審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 はじめに、補正予算等の関係について報告します。 
 産業観光部所管では、農林振興課の遊休農地解消活用推進事業について、笛吹市全体の遊休

農地の状況について説明を求めたところ、２０１０年の農林業センサスによると耕作放棄地の

面積は１７１ヘクタールとなっている。遊休農地解消の実績は２３年度は１町７反、２４年度

は２町歩、今年度は現在まで約１町歩で年度中には約２町歩を見込んでいる。毎年、遊休農地

解消にご協力をいただいているが、遊休農地の増加に追いつかない状況である。円滑化団体や

農業委員会と連携しながら補助金等の交付により、さらに新規の担い手を増やすよう事業を推

進していきたいとの説明がありました。 
 次に観光商工課にかかる観光宣伝事業費の委託料について、ポスターの企画内容の説明を求

めたところ、新道峠からの富士山を題材にポスターとパンフレットの製作を行いたいとの回答

がありました。また写真の公募は検討しているかと尋ねたところ、笛吹市の春夏秋冬および富

士山をテーマにしたコンテストを行い、応募写真をパンフレットに採用したいと説明がありま

した。 
 なお、バイオマスセンター建設事業について、経過報告と今後のスケジュールについての説

明がありました。 
 建設部所管では、まちづくり整備課にかかる笛吹市景観条例の一部改正について、笛吹市の

特色を生かした指導ができないか。また罰則規定はあるかとの問いに対し、上位法令や周辺自

治体との整合性を考慮した中で条例整備を行った。現条例を運用する中で、独自の指導および

罰則規定についても検討していきたいとの説明がありました。 
 土木課にかかる合併特例事業・歩道整備事業について説明を求めたところ、一宮西小学校へ

の通学路で合併前からの要望個所であり、補償費などの関係で事業着手が遅れていたが今回、

急きょ条件が整ったので着工するものである。すでに途中までは歩道整備済みであり、未整備



 ２１９ 

部分、延長８０メートル、幅員１．２メートルについて工事を行いたいとの説明がありました。 
 またスマートインターチェンジ周辺道路整備事業に伴う公用車購入費について、環境に配慮

した電気自動車の購入は考えているかと尋ねたところ、今後の公用車の購入に当たっては市役

所全体の課題として所管部署と協議し検討していきたいとの回答がありました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計では原水及び浄水費の委託料について、入札差金が多額

な理由を尋ねたところ、飲料水の水質検査について、予算は執行に必要な設計金額を計上して

いるが、結果的に入札額が低いという状況であるとの説明がありました。これについては、適

正額での見積りおよび設計額の予算計上に努めるようにとの意見がありました。 
 また、水道事業収益の地区簡易水道負担金の減について説明を求めたところ、リニア工事の

影響による御坂町竹居地区簡易水道の水源枯渇に伴い、市の水道事業から水を供給していたが、

供給が終了したので不要額が生じたものであるとの説明がありました。 
 続いて、決算認定についての報告をいたします。 
 産業観光部所管では、芦川支所にかかる芦川町地域間交流推進事業の委託料の内容について

説明を求めたところ、一昨年から県の観光推進機構に委託して、東京都の地下鉄の各駅に置く

情報誌に芦川町の交流イベントの情報を掲載し参加者を募っている。昨年は首都圏の若者２０名

の応募があり、町民運動会、農業体験、ほうとうづくりへ参加してもらった。また、夜は地域

住民との交流会も開催し大変盛況だった。この事業をきっかけに芦川町への定住、また活性化

に結びつくことを期待している。今年度は定員を４０名に増員し募集を行っている。さらに芦

川地域の未婚の方に参加してもらい、首都圏からの参加者との交流イベントも計画している。

産業観光部とも連携を図りながら事業を推進していきたいとの説明がありました。 
 なお、芦川グリーンロッジについて浴槽など設備の充実を行い、宿泊施設として有効活用を

図られるよう意見が出されました。 
 農業委員会事務局関係では、農業者年金の加入状況などについて説明を求めたところ、加入

要件として国民年金の第１号保険者であり、国民年金の保険料も払わなければならないことか

ら加入も進みにくい状況である。加入対象者数は１４６名で２４年度は３名が加入した。受給

者数は９６２名である。国民年金の補完制度として、加入推進を図っているとの説明がありま

した。 
 観光商工課関係では、労働総務事業にかかる就職ガイダンスの実績について説明を求めたと

ころ参加企業が１９社、参加求職者数６１名うち内定者数２名であった。今後はより多くの企

業に参加を働きかけながら、対象年齢をしぼったガイダンスの実施やハローワーク、労働基準

監督署とも協議しながら事業を進めていきたい。また、峡東３市で連携しての事業実施も検討

し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住宅使用料の収納率などについて説明を求めたところ、

現年度分については２１年度は８８．３３％、２２年度は８９．５２％、２３年度は９２．３９％、

２４年度は９５．８２％、過年度分については平成２１年度は６．５％、２２年度は２５．７９％、

２３年度は１６．４８％、２４年度は１７．６３％であり、全体的に収納率は上がってきてい

る。また２４年度の不納欠損はゼロであった。なお、２４年度は高額滞納者７名について裁判

の判決をもって強制退去となっている。その他の滞納者については、個別に交渉を重ねて納入

をお願いしている。これからの社会情勢を考える中で、滞納額を増やさないように早い段階で

の対応を心がけたいとの説明がありました。 
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 土木課関係では、道路維持費の市道橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託の内容について説明

を求めたところ、橋梁の維持管理費等を平準化し修繕を行いながら維持をしていくための計画

であり、市内の６７３橋について調査を行ったものである。修繕については緊急性の高い個所

を優先的に高速道路の上を高架で渡っているような市道、１級市道、２級市道、その他市道の

順に通行量が多いところなどから着手していく計画であるが、どこまで対応していくかが、今

後の検討課題であるとの説明がありました。 
 また、地区要望の市道改修への対応状況について尋ねたところ、約３００件の要望がある中

の１５０件、約５０％を対応済みである。各支所とも協議を行いながら、優先度の高い個所か

ら対応しているとの回答がありました。 
 公営企業部所管では、水道事業会計にかかる資本的支出の企業債償還金について、地方公営

企業会計制度が見直される中で、起債に対する借り換え・早期償還などの取り組みは行ったか

との質問に対し、平成１９年度に７％以上の利率の高い借入金については、利率の低い資金に

借り換えを行っている。利率の低いものについては借り換えを行っていないが、今後なるべく

起債を少なくするような事業展開を図りたいとの回答がありました。 
 また、使用料の臨時徴収員の人数と成果について説明を求めたところ、臨時徴収員は水道、

下水を含めて２名で対応している。平成２４年度は４，３６８件を訪問し、直接８１３万４千

円の徴収を行った。また、後日納付で４，２８３万４千円の納付をいただいたとの説明があり

ました。 
 なお、臨時徴収員の増員を求める意見に対して、市役所内の業務の見直しも含めて検討課題

としたいとの回答がありました。 
 なお、各部局にわたり各種団体への補助金交付については、実績報告などによる確認だけで

なく、各団体の活動状況や事業内容について直接検分を行うなど、さらなる精査を行うよう意

見が出されました。 
 なお、議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は反対

討論がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第８４号 「笛吹市景観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８５号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第２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９０号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９１号 「平成２５年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９２号 「平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第１号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９３号 「平成２５年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 



 ２２１ 

 議案第９４号 「平成２５年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９５号 「平成２５年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９６号 「平成２５年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９７号 「平成２５年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９８号 「平成２５年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第９９号 「平成２５年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１００号 「平成２５年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０１号 「平成２５年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

補正予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０２号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第２号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１０３号 「平成２５年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計補正予算（第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１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定のうち、建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１０９号 「平成２４年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１０号 「平成２４年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１１号 「平成２４年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１２号 「平成２４年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１３号 「平成２４年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１４号 「平成２４年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１５号 「平成２４年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１６号 「平成２４年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１７号 「平成２４年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 



 ２２２ 

 議案第１１８号 「平成２４年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１１９号 「平成２４年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１２０号 「平成２４年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１２１号 「平成２４年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案

のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１２２号 「平成２４年度笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定。 
 議案第１２３号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと

決定。 
 議案第１２４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１２５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。 
 審査結果の報告については以上のとおりですが、認定すべきものと決定された議案第１０４号 「平

成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」に対して付帯決議案が提出され、採決

の結果、全会一致で付帯決議を付することに決しましたので、以下ご報告を申し上げます。 
 議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」に対する付帯

決議 
 議案第１０４号 「平成２４年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、審査結果は

可とするものの第６款農林水産業費、第１項農業費、第３目農業振興費のバイオマスセンター

建設事業については、以下の点に留意するよう強く求めるものである。 
 １．本事業については施設建設の是非を可及的速やかに決定し、その結果を議会および市民

に報告すること。 
 ２．今後の事業展開においては建設の是非にかかわらず、詳細な資料提供ならびに事前説明

を行うなど積極的な情報提供を行うこと。 
 以上、決議する。 
 平成２５年９月２０日 

笛吹市議会建設経済常任委員会 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第８５号および議案第１０４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８４号を議題といたします。 
 お諮りいたします。 



 ２２３ 

 本案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本案についての委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第９０号から議案第１０１号および議案第１０３号を一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１３案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本１３案件につきましての委員長報告は、可決であります。 
 本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９０号から議案第１０１号および議案第１０３号は原案のとおり可決されま

した。 
 次に議案第１０２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１０２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 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第１０２号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０９号から議案第１２２号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本１４案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 



 ２２４ 

 本１４案件につきましての委員長報告は、認定であります。 
 本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１０９号から議案第１２２号までは原案のとおり認定されました。 
 次に、議案第１２３号から議案第１２５号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本３案件につきましては討論を省略し直ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本３案件につきましての委員長報告は、可決であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２３号から議案第１２５号までは原案のとおり認定されました。 
 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８５号および議案第１０４号を議題

といたします。 
 最初に、議案第８５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。 
 これより、議案第８５号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第８５号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０４号の討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 平成２４年度一般会計決算の認定に対する反対討論を行います。 
 平成２４年度は２人の市長によって担われました。まず多機能アリーナ実施設計など８，

７４９万円、無駄になりました。これは事業目的、事業効果の見込み、費用対効果などを明確

にできず、そのため市民合意も得られませんでした。それにもかかわらず、事業を強行しよう

として市長選をもって、この事業は頓挫し多額の無駄を発生したものでございます。 
 八千蔵のストックヤード構想３６４万円も然り、最初から防災上の必要性、優先度について



 ２２５ 

まったく理解できない事業案でございました。さらに地元や周辺地区の反対の動きをみれば、

実現不可能なことは自明のことでありました。 
 バイオマスセンター構想に委託費などで２，２９６万円、循環型社会の構築、このスローガ

ンは大変崇高なものでございますが、この崇高な目標に本当に貢献できるのか、いくら説明を

求めてもまともな回答は得られませんでした。これら重要案件３件への支出が無駄になってお

ります。ここには汲み取るべき教訓がたくさんあります。それはスローガンや標語で突き進む

のではなく真の必要性、事業目的の妥当性、事業効果の見込み、費用対効果などしっかり精査

すること。そしてもう１つは職員、市民の本当の声を出しやすくし、しっかり受け止めること、

市民合意に努め、市民の意思を大事にすることであります。こうした思いのもと立候補し当選

した現市長ではございますが、そのことを一層徹底してやっていただきたいと思います。 
 次に、市営住宅問題でございます。 
 この間、老朽住宅３０戸を閉鎖しましたが新設はゼロでございます。一方、市営住宅入居待

ちは６０世帯。こればかりではありません。どうせ市営住宅には入れないと諦めている方は、

これよりずっと多い、たくさんの声を聞きます。格差が広がり、住宅に恵まれない人が増えて

いる中で、それにもかかわらずなんら対策が講じられておりません。旧八代雇用促進住宅、現

定住促進住宅、家賃は駐車場別で３万６千円、６０戸中２２戸が空き部屋になっております。

家賃３万６千円を負担できる人にとっては５階建てでエレベーターがない、風呂をはじめ間取

りが狭い、立地が不便などこうした面から割高感があるのでございます。 
 一方３万６千円が負担できない方は、はじめから入居できない。われわれは、これまでも現

定住促進住宅を一般公営住宅に転換するよう主張してきましたが、実現されませんでした。住

宅困窮者拡大の実態に真に向き合うならば、まずこの転換を図るべきだと主張するものでござ

います。 
 甲斐国分寺の事務の不正常な扱いが継続してまいりました。これは個人の勉強不足というに

留まらず組織的なチェックの体制、また集団的に仕事を取り組んでいくという点で大きなこの

間、弱点があったのではないかと考えます。 
 最後に補助金問題でございます。 
 報告書さえあれば内容を精査せず、補助金を年々継続している例が数多く明らかになりまし

た。惰性で補助金を出すことなどあってはなりません。一方、活動自体は貴重なものでも会計

報告をはじめ報告書がずさんで市民の理解が得られにくい、こういうものもございます。これ

らの補助を行っている団体に対しては、簡単な会計講座を開くなどの支援をすべきだというふ

うに思います。 
 以上４点を指摘しまして、一般会計決算の認定に対する反対の討論といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 次に、賛成討論を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１０４号の採決を行います。 
 本案に対する３常任委員長の報告は、認定であります。 



 ２２６ 

 本案は、３常任委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、議案第１０４号は原案のとおり認定されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第４６ 平成２５年請願第４号を議題といたします。 

 請願第４号については、本定例会初日に総務常任委員会に審査を付託してあります。 
 審査の結果について、総務常任委員長から報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

〇総務常任委員長（志村直毅君） 
 議長より報告を求められましたので、報告いたします。 
 ９月１３日、本委員会に付託されました請願の審査を行いました。 
 審査結果は次のとおりです。 
 請願第４号 「取り調べの可視化（取り調べの全過程の録画）の速やかな実現を求める請願

書について」 
 賛成全員で採択すべきものと決定。 
 以上、報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 請願第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第４号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、請願第４号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 先ほど、日程を追加し意見書の提出についてを議題といたします。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を４時１５分からといたします。 

休憩  午後 ４時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時１５分 
 



 ２２７ 

〇議長（前島敏彦君） 
 再開いたします。 
 ただいま市長より人事案件１件が、また総務常任委員長から所定の賛同者とともに１件の発

議が提出されました。 
 お諮りいたします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   これより日程第４８ 議案第１２６号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 本日、追加提案させていただきます議案につきまして、概略をご説明申し上げます。 
 議案第１２６号 人権擁護委員の候補者の推薦についてであります。 
 任期満了となります人権擁護委員２名につきまして、網倉義久氏と石原均氏を推薦いたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 
 網倉氏でありますが住所は笛吹市石和町市部１１８５番地、生年月日は昭和１９年３月１７日、

満６９歳、再任であります。 
 石原氏でありますが住所は笛吹市春日居町寺本１８７番地、生年月日は昭和２５年１２月

１９日、満６２歳、新任であります。 
 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 
 以上、追加提案いたしました議案につきまして、ご説明いたしました。よろしくご審議の上

ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第１２６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 議案第１２６号は会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いま

す。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２６号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、議案第１２６号の討論を行います。 



 ２２８ 

 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１２６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第１２６号は原案のとおり承認されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第４９ 発議第４号を議題といたします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 発議第４号 
 平成２５年９月２７日 提出 
 笛吹市議会議長 前島敏彦 殿 

提出者 
笛吹市議会議員 志村直毅 

賛同者 
笛吹市議会議員 北嶋恒男 
   〃    海野利比古 

 取り調べの可視化（取り調べの全過程の録画）の速やかな実現を求める意見書の提出につい

て 
 上記意見書を別紙のとおり地方自治法第９９条の規定により、提出する。 
 提案理由 
 裁判員裁判の円滑な実施および冤罪の防止、被疑者、被告人の人権保障を図る必要があるこ

とから本意見書を提出するものである。 
 なお、意見書につきましてはお手元の議案書のとおりでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りいたします。 
 本案については、質疑・討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第４号は質疑・討論・委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、発議第４号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



 ２２９ 

 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関へ送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第５０ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りいたします。 
 本件についてはお手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件については各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 市長より閉会に際し、あいさつの申し出がありますのでこれを許します。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 平成２５年第３回定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 本市議会は９月４日から本日まで２４日間の日程で開催されました。正副議長をはじめ議員

各位におかれましては本会議ならびに各委員会を通じ、慎重かつ熱心なご審議に努めていただ

き感謝いたします。 
 本議会に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご承認を

賜り厚く御礼を申し上げます。 
 本議会においては、特に公共工事等の入札関係について多くのご質問、ならびにご指摘を受

けたところであります。今回のご議論を踏まえつつ、今後の入札においては十分な競争性の確

保を基本に公平性・透明性をなお一層、高めるとともに地元業者におかれましては技術力の向

上、地域経済、地域社会への貢献に努めてもらえるよう期待するところであります。また、本

日採択された決議につきましてはこれを重く受け止め、公共工事に限らず行政全般にわたって、

改めて自治の精神に立った運営に当たることといたします。 
 平成２５年度も上半期を終了し、次年度の予算編成の準備を進めております。平成２６年度

は笛吹市誕生から１０年目の節目を迎える年であります。合併特例期間が終了することも踏ま

え、行財政改革を一層推進し健全財政の堅持を意識した中で、これまで以上に地域の特性を生

かした施策展開が図られるよう、予算編成作業を進めてまいります。 
 ９月に入ってからも厳しい暑さが続いておりましたが、彼岸を過ぎ朝夕はめっきり涼しくな

り、これからいよいよ本格的な秋を迎えます。議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛の

上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、今議会の閉会のあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２５年笛吹市議会第３回定例会を閉会いたします。 



 ２３０ 

 大変ご苦労さまでした。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ４時２７分 
 



 ２３１ 

 
 

会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
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