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平成２５年笛吹市議会第４回定例会 
 

１．議 事 日 程（第１号） 
平成２５年１２月６日 
午後 １時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 議会関係諸般の報告 
日程第 ４ 市長行政報告ならびに提出議案要旨説明 
日程第 ５ 議案第１２７号 笛吹市子ども・子育て会議設置条例の制定について 
日程第 ６ 議案第１２８号 笛吹市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関す

る条例等の一部改正について 
日程第 ７ 議案第１２９号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び笛吹市男

女共同参画推進条例の一部改正について 

日程第 ８ 議案第１３０号 笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１３１号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１３２号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１１ 議案第１３３号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 
日程第１２ 議案第１３４号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１３ 議案第１３５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

２号）について 

日程第１４ 議案第１３６号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について 
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について 

日程第１６ 議案第１３８号 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第１７ 議案第１３９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３号）について 

日程第１８ 議案第１４０号 変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事） 

日程第１９ 議案第１４１号 市道廃止について 

日程第２０ 議案第１４２号 市道認定について 
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 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
 １７番 上 野   稔 １８番 渡 辺 正 秀 
 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 ２１番 前 島 敏 彦 
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 １９番 大 久 保 俊 雄 ２０番 小 林  始 
 
 

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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 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
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 ６ 



 
 ６．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
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開会  午後 １時３３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年笛吹市議会第４回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 議員各位には年末を控え、公私誠にご多忙のところご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 
 本定例会に提出される諸議案につきましては、倉嶋市長から説明がありますが議員各位にお

かれましては円滑に議事が進められ、適正妥当な議決に達せられますよう切望してやまない次

第であります。 
 当市議会におきましても議会改革を進める中、議会基本条例制定に向け小委員会で議論を重

ねておられます。二元代表制の一翼を担う議会の責任の重さを改めて痛感しているところでも

あります。 
 向寒の入り議員各位には十分ご自愛の上、諸般の議事運営にご協力を賜りますようお願い申

し上げまして、開会のあいさつといたします。 
 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１９番 大久保俊雄君および 
 議席第２０番 小林 始君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告をいたします。 
 傍聴人に申し上げます。 
 傍聴人は議事について可否を表明し、または騒ぎ立てることは禁止されておりますので静粛

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

に申し添えます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１２月１９日までの１４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。 
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 よって、本定例会の会期は本日から１２月１９日までの１４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、神澤敏美議員より遅刻の旨の連絡がございましたので報告をいたします。 
 監査委員より平成２５年８月分から平成２５年１０月分の例月出納検査の結果について報告

がありました。お手元に配布してあります報告書のとおりでございます。 
 本日までに受理した請願はお手元にお配りした請願文書表のとおり、総務常任委員会および

教育厚生常任委員会に付託しましたのでご承知ください。 
 次に地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたとこ

ろ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等につきましては、お手元に配布した活動報告のとおりでありま

す。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１２７号から日程第２０ 議案第１４２号

までの１６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４回定例会の開会にあたり、提出した案件につきましてその概要を

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

解を賜りたいと存じます。 
 はじめにこの場をお借りして、バイオマスセンター建設事業について申し述べさせていただ

きます。 
 その前に、本日付けの地元紙がバイオマスセンター建設に関する私の考え方を掲載しました。

これは昨日、私が軽率にも「イエス」「ノー」を記者に漏らしたことによるものであります。バ

イオマスセンターに関しましては９月にも同様の事態を引き起こし、議会軽視とのご批判をい

ただいたところであります。そのような経緯があるにもかかわらず、再びこのような事態に立

ち至り、みずからの学習不足を深く恥じ入るものであります。もとより議会を軽視するといっ

た考え方があろうはずはありません。すべてが私の軽率によるものであり、深く恥じ入るもの

であります。 
 以上を申し述べて本題に入ります。 
 いったん凍結の上、検討をしてまいりましたバイオマスセンター建設事業につきましては、

１０月３１日にバイオマスセンター建設事業検討委員会のほうから具申書を受け取り、その内

容や諸事情を勘案し、熟慮に熟慮を重ねた結果、中止することといたします。 
 石和町井戸地区において行われている堆肥化実証実験施設で作られた堆肥については、利用

者からご好評をいただいており、コスト面を考えなければ循環型社会を目指すよい取り組みと

して一定の評価をいたします。しかし堆肥としての販路や販売価格等において、あまりにも不

確定な要素が多く、ごみを焼却する他市に比べ追加で費用負担を強いられることが想像され、

長い期間にわたり市財政を圧迫することが避けられそうにありません。地方交付税が減ってい
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く中で行政サービスの厳しい取捨選択は避けられません。以上の基本的な整理の上に立って中

止の判断をいたしました。 
 現在、石和町井戸地区等で行われている堆肥化実証実験についてもセンター建設中止に伴い、

規模縮小の方向で調整してまいります。 
 この結論につきましては、バイオマスセンター建設予定地の方々や関係する市民の皆さまに

対して早急に説明会を開催し、理解を求めてまいります。また、実証実験にご協力をいただい

た御坂町成田地区および一宮町田中地区、ならびに境川町大坪地区の皆さまには、これまでの

取り組みに対して心より御礼申し上げるとともに、速やかに今後の対応についてご説明を申し

上げます。 
 それでは、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報告申し上げます。 
 はじめに、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 南北自由通路および駅舎改築工事に向け、１１月２日に市の関係者や工事関係者による安全

祈願祭が行われました。現在は既存駅舎撤去のため、仮駅舎工事が行われております。 
 鉄道事業地内の工事であり、昼夜にわたる工事ですので騒音対策など地域住民の方々への周

知徹底に努めるよう、ＪＲ東日本関係者には指示しているところであります。また工事期間中、

駅広場の利用について支障が懸念されることから各種関係機関・関係団体の皆さまに対しては

完成までの工程説明を行い、期間中の配慮をお願いするなど万全を期しているところでござい

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年ぶりとなりますが、国際友好都市であるドイツ・バートメルゲントハ

イム市を訪問してまいりました。今回の訪問は公募した１６名の市民を主体に本市を代表して

国際交流委員会から前島議長と私も参加し、市民レベルで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取り組みを学んでまいりました。 
 国際的感覚を養い、視野を広げる機会となった今回の事業は大変有意義であり、参加された

市民の方々は今後の本市発展に寄与していただけるものと期待しております。 
 次に、トップセールスであります。 
 １０月１３日から１６日にかけて、日本を訪れる方が急増している台湾においてトップセー

ルスを実施してまいりました。台湾政府はもちろん大手エージェントに世界文化遺産「富士山

に近い笛吹市」の魅力を伝えると同時に、修学旅行等の教育旅行の宿泊地として学生の交流先

としての立地のよさをアピールしてまいりました。そのかいあって早速、台湾の旅行業者から

来年の川中島合戦参加を旅行商品にしたいと問い合わせがあったところであります。  
 次に、観光振興についてであります。 
 １１月１日の深夜からは山梨ヌーボーの解禁に合わせ、今年も県下で最も早くフルーティー

なワインが味わえるイベントを開催いたしました。深夜にもかかわらず約７５０名の県内外の

ワイン愛好家が集まり大好評を博したところであります。 
 また１０月２４日の大手新聞紙面に今年３回目となる大型広告を掲載し、市の産物や景勝地、

温泉等をアピールすることで笛吹市の知名度アップを図り、多くの反響をいただいたところで

あります。 
 次に、本庁舎等耐震・改修事業についてであります。 
 本庁舎耐震改修建築本体工事の現在の進捗状況は耐震補強工事、内装解体工事、天井・壁の
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下地工事、新設建築物の基礎工事が終了し、平成２５年１１月末における進捗率は約４５％と

なっております。安全対策には十分注意を払って施工しておりますが、今後も周辺住環境の保

全、通行者の安全確保を図ってまいります。 
 来庁される市民の皆さまには工事終了後の平成２６年５月までの間、本庁舎で行っていた業

務を南館・分室・春日居支所の仮移転先で行っており、大変ご不便をお掛けいたしますがご理

解・ご協力をお願いいたします。 
 次に、境川町寺尾地区ごみ処理施設関係事業についてであります。 
 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が整備を進めている中間ごみ処理施設につきましては

地元の皆さまのご協力により用地買収、埋蔵文化財の調査もほぼ完了し、平成２９年４月の供

用開始に向け施設本体の建設準備を進めております。 
 また、山梨県市町村総合事務組合が整備を計画している一般廃棄物最終処分場建設計画につ

きましては基本的な施設計画が明らかとなり、地元住民等への説明も始まったところでありま

すが、一部事業実施に大きな不安をお持ちの地域もありますので、そのことを重く受け止め、

地域の声を事業者側に伝えながら慎重な事業の展開を行うよう求めてまいります。 
 併せて２つの施設整備に関連して進める地域振興事業や周辺整備事業につきましては、地元

自治体として本市も含む関係自治体の財源の軽減に努め、円滑な事業の進捗を図るため、国の

交付金制度を取り入れながら関係機関と連携を取り、事業を推進しております。 
 次に、子育て支援事業についてであります。 
 １１月１日より県の事業でありますやまなし子育て応援カード事業の制度が改正され、対象

世帯が１８歳未満の子どもがいる世帯および妊婦がいる世帯にまで拡大されました。この制度

は社会全体で子育て家庭を応援し、子どもを産み育てやすい環境づくりを地域一体となって進

め、子育て家庭の経済的な負担を軽減することを目的としており、この事業に協賛する企業や

店舗で特典サービスを受けることができる制度です。約７千世帯が対象となりますので、市民

の皆さまには新聞やホームページ、広報などで周知を行ってまいります。現在、支所および児

童課において申請により子育て応援カードの交付を行っているところであります。 
 次に、保育所施設についてであります。 
 この１１月８日に、石和第五保育所の新園舎が平成２５年度山梨県建築文化賞の建築文化奨

励賞を受賞いたしました。この賞は快適な地域環境を形成し、景観や機能性などに優れた建築

物などを表彰するもので、石和第五保育所は公共建築物等の部門と良好なまちなみ景観を形成

している建築物等の部門の２部門で受賞しました。この受賞を励みに今後も子どもたちのすこ

やかな成長に寄与し、保護者の皆さまに信頼される保育所運営に努めてまいります。 
 次に、国民健康保険事業についてであります。 
 被保険者の急速な高齢化や医療技術の高度化に伴い保険給付費は年々増加し、本年度上半期

も前年度との比較で約３％増加しております。一方、財源となる国保税は平成２２年度の税率

改正から３年間、据え置いております。景気低迷による被保険者の所得の減少に伴い、今年度

は極めて厳しい財政運営を強いられているのが現状であります。国においては平成２６年度に

２年に一度の診療報酬改定が図られるほか、軽減世帯の拡充や高額療養費に関わる制度改正も

検討されており、さらに厳しくなることが予想されます。 
 市としましては、予防対策として保健師による指導事業の充実に取り組むなど、なお一層の

医療費抑制に努めてまいります。 
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 次に、国民文化祭についてであります。 
 平成２５年１月１２日から１１月１０日まで、３０３日間にわたり県内各地で開催された第

２８回国民文化祭やまなし２０１３が幕を閉じました。笛吹市主催事業の延べ観客数は「いさ

わ鵜飼」が１万７，９８０人、「甲斐国千年の都の文化財巡り」が９４人、「いにしえの華 や

まなしの縄文展」が１，４２０人、「現代詩の祭典」が６５０人、「文芸祭俳句大会」が１，１１０人

となり、５事業合計で２万１，２５４人が市内の会場を訪れました。 
 また作品投稿数では「現代詩の祭典」が６，４６５篇、「文芸祭俳句大会」は当日投句を合せ

て２万６，４３９句と、いずれも昨年開催の京都大会の記録を上回ることができました。 
 関係者の皆さま、ボランティアでお手伝いいただいた市民の皆さま、ご参加いただいた市民

の皆さま、ならびに議員の皆さまに感謝申し上げます。 
 次に、公共施設白書についてであります。 
 本市においては旧町村ごとに類似施設が複数存在しており、また建築後３０年を経過した建

物が４０％以上を占めるため、１０年から２０年後に建て替え時期が重なることや大規模改修

による老朽化対策も想定されます。さらに少子高齢化の進展や財政規模の縮小などにより、将

来的な施設のあり方を検討する必要があります。 
 今回作成した公共施設白書では１７２施設を対象として調査を行い、施設の現状と課題をま

とめました。今後はこの白書を基礎資料として適正な施設保有量の検討および施設の更新・統

廃合等の保有戦略評価など、適正配置計画の策定に向けて取り組みを進めてまいります。 
 続きまして本日、提出させていただきました案件についてご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案５件、補正予算案８件、その他案件３件、合わせて１６件

となります。主なものについて、概略をご説明申し上げます。 
 まず、条例案についてです。 
 笛吹市子ども･子育て会議設置条例の制定については、子ども・子育て支援法に基づく合議制

の機関を設置するにあたり、条例の制定を行うものであります。 
 笛吹市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正については地

方税法の一部改正に伴い、税外収入金等にかかる延滞金及び還付加算金の割合について、所要

の改正を行うものであります。 
 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例および笛吹市男女共同参画推進条例の一部改正

については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、法の

題名改称が行われたため、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市定住促進住宅条例の一部改正については、定住促進住宅入居者の利便性を図るための

新規駐車場の整備に伴い、所要の改正を行うものであります。 
 笛吹市火災予防条例の一部改正については消防法施行令の一部改正に伴い、規定の整備をす

るため、所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、補正予算案についてであります。 
 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）については、歳入歳出それぞれ２億５，１００万

円を追加し、総額を３５５億６００万円とするものであります。 
 なお、今回の補正予算は歳入において市税である市民税およびたばこ税の減額、地方交付税

および国・県支出金等の増額、歳出においては本庁舎等耐震改修事業および生活保護費支給事

業、消防救急無線デジタル化等整備事業への増額等を中心に編成するともに、継続費の補正お
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よび繰越明許費の設定、債務負担行為の補正、ならびに市債借入限度額の変更に伴う地方債の

補正をするものです。 
 歳入の主なものについては市税は市民税を１億２千万円、たばこ税を２，７００万円減額し、

地方交付税は２億７，１００万円を追加するものであります。国庫支出金は生活保護費負担金

が４，３００万円増額するなどにより４，４００万円を追加し、市債は緊急防災・減災事業債

などで６，７００万円を追加するものであります。 
 歳出において追加される主なものについては本庁舎等耐震改修事業で３千万円、介護保険特

別会計繰出費２，４００万円、私立広域保育所運営事業２，４００万円、生活保護費支給事業

で６千万円、消防救急無線デジタル化等整備事業８千万円、石和中学校校舎等改築事業２，

７００万円などであります。 
 次に特別会計の補正予算案については国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢

者医療特別会計、公共下水道特別会計、簡易水道特別会計の５会計について、合計で２億９，

６００万円の増額と予算の組み替えをお願いするものです。 
 次に公営企業会計の補正予算案ですが、笛吹市水道事業会計では収益的収入及び支出におい

て４，３００万円を追加し総額１５億３千万円に、資本的収入において１億５，６００万円を

減額し総額２６億５，６５８万３千円に、資本的支出において１億８，２００万円を減額し総

額３１億１，８００万円とするものです。 
 また笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的収入及び支出において１００万円を

追加し総額を７，１００万円とするものです。 
 最後に、変更契約の締結についてであります。 
 本庁舎耐震改修建築本体工事について工事内容を変更する必要が生じたため、変更契約の締

結について議会の議決を求めるものです。 
 そのほかの案件については、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりご承

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

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

 市長の説明が終わりました。 
 この際、申し上げます。 

 ただいま市長より要旨の説明がありました案件については、所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、大綱的な質疑に留めたいと思います。 

 それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 

 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 

 ちょっと１つ、行政報告のことでもいいですかね。大綱的な部分でありますけども、先ほど

最初に市長がバイオマスの関係の中止の説明がありました。その中で昨日の記者会見でその件

を漏らしたという、そして９月議会でもそのようなことがあって反省、学習能力がないという

ことを認識しているということで反省したような発言がありましたけども、私は強く憤りを感

じておるわけでありまして、私たちは一体何なんだという、そういう感じを受けます。まして

や今度の一般質問で、バイオマスの関係で議員が質問しようとする中で、その前に記者発表す
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るというのは、いかがなものかなと思います。当然、その本人はすごく努力しておりまして、

いろんな角度で研究してやっている中で、一般質問する意味がなくなるのではないかなと思い

ます。 

 そういうことで、前回のときですか、副市長が辞めるということで任命責任を感じるという

中で、ではどういうことで任命責任を取るんだといったら、これからの行政の中では私はしっ

かりまい進していくという、そういう強い決意を申し上げました。そういう中で今回というこ

とで非常に残念に思うし、私たちをどういうふうに考えているんだというふうな強い怒りを持っ

ています。ぜひ私は、議長から市長に対して厳重抗議をしていただきたいということをお願い

して、私の発言を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの上野議員の大綱的な質疑ということで、市長のほうで何かコメント等がございま

したら。 

 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまの上野議員の大綱的質疑に対して、コメントというふうな言い方が適切かどうか分

かりませんけども、多少私なりの考え方も交えてコメントさせていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたようにもとより今回の案件、議会軽視というような考え方、私として

は本当に毛頭、そのような考え方はございません。今後ともなお一層、議会への報告、連絡、

そしてご相談、これを徹底していきたいと、このように思うところでございます。 

 ただ、私なりにこの議会と執行側との関係という、ある種の原理的な問題について考えてみ

ました。国においては三権分立という、これは当然のように行われております。行政側は立法

側と独立した関係において行政を行い、必要に応じて国民に対して情報を発信していく。各省

庁も、例えば次期通常国会にこのような法律を出しますよとか、それの検討状況はこうなって

おりますとか、次の国会に出す次期予算で私どもはこのようなことを検討しております、検討

グループにおいてこういうことが議論されております、そういったようなことは当たり前の行

われているところでございます。 

 近々な例で言えば１０月１日、安倍総理が消費税を５％から８％に引き上げる旨の記者会見

がございました。国の大事なことでありますけども、事前に国会に報告するというような手続

きは踏んでいないと理解をしております。 

 このような行政側と立法側との独立した関係、独立して仕事を進めながら相互にチェックを

していく。これが今日、人類が到達した民主主義の１つの形ではないかと私はこのように思っ

ています。そういう意味で、この形は当然のことながら地方議会、地方の市町村の執行部との

関係においても当然のように適用される、適用されねばならないと私自身はそのように考えて

おります。 

 私ども執行部としてももちろん議会に対して丁寧な説明、丁寧に報告、きめ細かく報告して

いく、それは当然のことでありますが、同時にまた市民の皆さんに対して、今、市政はこのよ

うになっています、このような課題を抱えております、このような課題の検討状況はこうなっ

ております、このことを発信していく、説明をしていく、そのような義務が、責務があるとい

うふうに考えております。 

 だからといって議会がどうのこうのというつもりは毛頭ございませんけども、ぜひ議員の皆
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さま方にもその点ご理解をいただきたいというふうに、いささか余計なことかもしれませけど

も一言申し述べさせていただきました。 

 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの上野議員の意見等は、私的に議長預かりとさせていただきたいと思います。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第１２７号から議案第１４２号までの１６案件について、

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

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

 次の本会議は１０日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時１５分 

 
 
 

 １５ 



 
 
 
 
 

平 成 ２ ５ 年 
 
 

笛 吹 市 議 会 第 ４ 回 定 例 会 
 
 
 

１ ２ 月 １ ０ 日 
 

 １６ 



 
平成２５年笛吹市議会第４回定例会 
 

１．議 事 日 程（第２号） 
平成２５年１２月１０日 
午前１０時００分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 一 般 質 問 
 
 

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

３．欠席議員 
 

 （ な し ） 
 

 １７ 



 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 
 市 長 倉 嶋 清 次 教 育 長 坂 本 誠 二 郎 
 総 務 部 長 荻 原 明 人 経営政策部長 芦 澤  栄 
 会 計 管 理 者 萩 原 幸 広 市民環境部長 前 田 一 貴 
 保健福祉部長 山 下 真 弥 福祉事務所長 鶴 田 一 二 美 
 産業観光部長 風 間 和 仁 建 設 部 長 斉 藤  寿 
 公営企業部長 松 岡 利 明 教 育 部 長 堀 内 常 雄 
 総 務 課 長 雨 宮 寿 男 財 政 課 長 成 島 敦 志 
 消 防 長 風 間  勇 教 育 委 員 長 早 川 公 仁 
 農業委員会会長 赤 岡 勝 廣 代表監査委員 古 屋 眞 彦 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   西 海 好 治 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
 
 
 

 １８ 



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。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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、１３名から２２問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 
 また当局の答弁も簡明率直にされまして議事進行にご協力を願いたいと思います。 
 質問時間につきましては１人１５分以内とします。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に行います。ご承知置き

をお願いいたします。 
 それでは順次、質問を許可いたします。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 公明党の渡邉清美です。２点、質問させていただきます。 
 はじめに、学校施設における天井等落下防止対策についてお伺いいたします。 
 本年８月、建築基準法に基づく建築物の天井脱落対策の強化を主とする関連政令および告示

が公布されました。これは平成２６年度、４月に施行されるものですが、国土交通省よりこの

９月に技術基準に関する解説書が公表されました。これを受けて、文部科学省ではこれまでの

検討と国交省の技術基準を踏まえた学校施設における天井等落下防止対策についての考え方の

手引きの作成、公表しました。各学校施設の設置者が対策を推進する上で、円滑に進めるよう

積極的な活用を促しています。 
 子どもの安全を守り、地域の防災拠点として使用される学校施設の耐震化は喫緊の課題です。

文科省の調査によれば校舎や体育館などの建物本体の耐震化率は８８．９％、吊り天井以外の

非構造部材の６０．２％が対策済みであるのに比べ、吊り天井の耐震性について確認済みとなっ

ているのはわずか９．２％となっております。 
 今回、国交省で天井脱落対策に関する技術基準と、その解説書を公表したことにより吊り天
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井対策が加速されることが期待されています。吊り天井の落下防止対策にあたっては１．天井

撤去、２．天井の補強による耐震化、３．天井撤去および再設置、４．落下防止ネット等の設

置の４つの手法が考えられます。その上で、文科省では目視により吊り天井の設置状況や耐震

性を確認し、落下の危険性があると判断した場合は天井撤去を中心に対策を取るよう促してい

ます。児童、学童、生徒の安全の万全を期することは当然ながら、補強による改修工事が実質

的に困難な場合があること、天井の再設置には相当なコストがかかることなどが落下原因とし

て挙げられています。 
 改修工事は、撤去工事に比べ２倍近くの費用がかかります。撤去工事は約１，５００万円。

改修工事は約２，５００万円を超える見込みです。このように撤去工事にも多大な費用がかか

ることから、文科省では手引きの中で実質的な地方負担が１３．３％で済む交付金制度を活用

し、対策を推進するよう明記しております。また来年度概算要求においても復興特別会計と合

わせて２，８０１億円を計上しており、公立学校施設の耐震化になお一層の力を注いでいます。

非構造部材の耐震化を２０１５年度中に完了することを目指し、吊り天井等の落下防止対策に

ついて積極的な取り組みが必要であると考えますが、本市の対策についてお伺いいたします。 
 では、よろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 東日本大震災では非構造部材による甚大な被害が生じ、学校の屋内運動場などの天井材が全

面落下したケースが多数発生いたしました。こうした状況を受け、文部科学省から学校施設管

理者に対し、地震による落下物から子どもたちを守るために天井等総点検用マニュアルの提示

と目視等による点検の実施とともに、天井板撤去を中心とした落下防止対策の検討の要請があ

りました。さらに本年８月には、公立学校における屋内運動場などの天井の落下防止対策の対

象範囲、技術基準が示され、平成２７年度までの完了を目指して落下防止対策を計画するよう

依頼がありました。 
 本市の学校施設においては、天井板が設置されている屋内運動場などが５棟あります。すで

に目視、図面等による点検を終えたところでございます。今後はさらに実地診断を行い、国が

示した技術基準に照らし合わせ、落下防止対策を実施してまいります。 
 また天井材に限らず、地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るため、普段からの点

検が必要と考え、各学校にその徹底を図っているところです。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 結果としまして改修工事か撤去工事か、どのような割合で。一応目視の結果は。およそ分かっ

たでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 ただいまお答えいたしました学校施設につきましては５施設ございまして、目視の結果、１施

設については早急に対応が必要だろうということで検討しているところでございます。 
 それから残りの４施設、それから社会教育施設、現在３施設、天井板等があるところがござ

いますが、これにつきましては実地検査を行いまして、今後の対応を検討してまいりたいと考

えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １５番、渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 学校などの場合は、天井もですけども落ちてくるということでもって、ガラスなどの破片に

よって逃げ場を失う場合も結構多いと聞いております。県内の学校においても飛散フィルムな

んかを一応、ガラスすべてではありませんけども、通り道とかそういうところにはやっている

ところも結構多いと聞いておりますが、本市では今後このような考えがあるのかどうか、お伺

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） 

 まずは今回、実地検査を行い、ガラスの飛散防止等につきましても併せて今後、検討をして

まいりたいと思います。ただ予算もございますので、多々検討をしながら対策を練ってまいり

たいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 あとはこの天井の落下ということでもって、地域の親御さんたちからお願いというか、それ

を受けたんですけども、学校の、私も調べていないのでちょっとあれなんですけども、学校の

先生方には学校によってはヘルメットがあるらしいんですけども、子どもたちにはないからそ

のへんが心配だという考えもありましたけども、なんかＰＴＡのほうからそういうような話も

あったかどうか分かりませんけども、そのへんのことは何か考えていらっしゃるでしょうか。 
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） 

 今の議員おっしゃられたとおり、教員用のヘルメットは全部用意してございます。子どもは

小中学校とも防災頭巾を用意しておりますので、今ご指摘のありましたヘルメットについては

また全県的、あるいは全国的な調査もしながらそういう必要があればということで検討してい

きたいというふうに思います。今、防災頭巾で対応しております。 
 以上です。 

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） 
 では、しっかりとした検討をよろしくお願いいたします。 
 それでは、１問目はそれで終わらせていただきます。 
 ２問目に入らせていただきます。自治体の婚活支援で、少子化対策の推進についてお伺いい

たします。 
 ライフスタイルや意識の変化により結婚年齢が高くなる晩婚化が進行しております。併せて

母親の出産する平均年齢も第１子、第２子、第３子とも上昇傾向にあります。少子高齢化が急

速に進展する中、晩婚化によってその影に、少子化の背景にこれがあるとかねてより指摘され

てきました。 
 ２０１６年度、厚生労働白書では結婚、出産、子育てに関する意識調査に基づいて若者の未

婚に関する特集を掲載しました。白書では若者の未婚者のうち、いずれ結婚しようと考えてい

る人が９割以上に上がったことから、若者の結婚願望は決して下がっていないということを分

析されました。 
 一方で異性の友人や交際相手がいないと答えた人が未婚男性の約６割、未婚女性の約５割に

上がったことを踏まえ、結婚相手の候補となり得る交際相手がいる若者は限定的と指摘されま

した。 
 本人の努力や、また気持ちの変化などに期待するばかりではなく、地域のさまざまな支援に

よって結婚に至るケースがあると研究されております。併せて自治体版婚活支援の取り組みが

取り上げられております。 
 そこで婚活支援を少子化対策の効果的な取り組みの１つと位置づけて、地域の実情に応じた

対策、支援策を検討・推進することを提案いたします。 
 なお内閣府は、平成２６年度予算概算要求に地域・少子化危機突破支援プログラム推進事業

費用として約２億円を計上しており、地域の実情に応じた少子化対策を進めるため自治体が主

体となって立案するプランを全国で公募し、その中からモデル的な取り組みを選定し成果・検

討すべき課題について全国的に共有することにより、地域レベルの取り組みの推進・加速させ

る事業を内閣府が主体となって実施する予定です。 
 事業例としては今後の過程の中で変更もあろうかと思いますが、意識啓発、機運の上昇の醸

成事業、結婚相談、支援体制整備、また妊娠・出産に関する相談の体制整備について検討され

ております。本市に対して、今、婚活に対しての現状と今後の取り組み、対策についてお伺い

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） 

 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） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 近年、独身男女が異性との出会いを求めてお見合いパーティなどに積極的に参加する「婚活」

という言葉が浸透してきております。自治体による婚活支援のための事業も広がっております

が、結婚できない理由の１つとして男女の出会いの機会が少ないことが挙げられます。ひいて

は少子化の要因の１つとして認識しております。 
 市では結婚を希望する市民に結婚の成立を支援するため、結婚相談所を設置し結婚に関する
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相談に応じ、援助活動を行う結婚相談員１４名を委嘱しております。 
 結婚相談所への登録者数は平成２５年１１月現在男性７８名、女性２１名であり、結婚によ

る退会者も一昨年８名、昨年８名ありました。 
 毎月２回、結婚相談所を開設し、登録している方の相談や登録者同士の紹介を行うなど結婚

を希望する独身者に対してサポートを行っております。 
 また、相談員によって組織される連絡会で情報交換や山梨県および峡東地区結婚相談員連絡

協議会が主催する広域的な交流会や研修に参加・協力をしております。さらに登録者の方々に

出会いの場を提供することを目的に、今年度は３回の出会いイベントを計画いたしました。 
 第１回目といたしまして、８月に芦川町におきまして新鮮野菜の収穫体験とバーベキューを

食べながら参加者同士が積極的に話ができるイベントを実施し、男女各２０名が参加、８組の

カップルが成立いたしました。 
 ２回目は１２月１日に市内で「クリスマス料理の後は縁結び＆足湯でホッと」と題しまして

実施し、男女各１６名が参加、５組のカップルが成立いたしました。 
 ３回目としては２月を予定していますが、これらの出会いイベント後には相談員によるきめ

細かなフォローにより、結婚まで結びつくことを期待しているところであります。 
 今後は国の支援策の動向に注視しながら相談員との連携を図りつつ、登録者に県内の各自治

体や市内の民間団体が行う婚活イベントへの参加を促すなど、市としても相談体制や出会いイ

ベントの充実に努めてまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ありがとうございました。 
 一応いろんな話をお聞きしまして、結構、いいような成績もあるんですけども、市内だけの

固まった取り組み、また市内を通じた交流とか、そういうのは今までどのくらいのことがあっ

たでしょうか、教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 回数等につきましては、ちょっと数字を持ち合わせておりませんけども、県の連絡会がござ

いますから、それらのイベント、それから峡東地区でもイベントがございます。そして県下で

すと１３の市町村で連絡会、相談所なんかを設けておりますので、それらの情報が入ったとき

には登録者にも積極的に情報を共有していただきまして、相談に応じるようにしております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 なかなか結婚相談のほうに登録するという気持ちになれる人と、ちょっとなれない人もいる
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かも思いますけども、ざっと全世帯というか、そういうところにそういう知らせというものを、

ある程度、出しているのか、来た人ばかりにやっているのか。そのへんは今後、どのように考

えていますか。 
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） 

 結婚相談所の開設等につきましては、広報等に掲載いたしましてお知らせをしております。

あとそれぞれ個人の情報等につきましては、相談員さんが登録者カード等を持っておりますの

で、それらで把握をしていただきますので、個々の情報等については相談があったごとにその

方にお示しするということで、ほかには漏れないような状況にしておりますので、なかなか市

民の皆さんが目にするということはないかと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 年に一度ぐらいは広報を見なくても回覧板というか、そういった関係で目につくようなこと

でもってやったほうがいいかなと思って、それに出席して、そのときに登録しますか、どうで

すかということも聞く、そういう体制もしていただきたいと願っております。 
 あとは今後、こういう国に対して自分たちのこういうような企画があるというか、そういう

ものを何かお持ちなのか。それとも今後、検討をしてしっかりとつくっていくのか。その点に

ついて、ちょっと教えていただきたいんですけども。 
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） 

 なかなか結婚というのが非常に難しい状況でございますから、大きくアピールするというの

はなかなか難しい点もございます。ですから先ほども言いましたように、相談所を開設すると

きにはお知らせをするということは非常にいいことだと思っておりますので、今後とも担当課

のほうで推し進めることをしていきたいと思っております。 
 また国の施策等につきましては、まだ具体的なものがこちらのほうへ情報としてございませ

んので、それらが入ってきたときにうちのほうで何か、補助金とか交付金とか対象になるよう

なものがあれば積極的に活用して、財政のほうへも負担をかけないようにそんな施策は考えて

いきたいと思っております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡邉清美君。 
〇１５番議員（渡邉清美君） 

 大変、ありがとうございました。 
 どうか笛吹市の名前が全国的に出るよう、期待しております。今後ともどうぞよろしくお願

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。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、渡邉清美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 笛新会の神澤でございます。 
 議長からご指名いただきましたので、一般質問をさせていただきます。 
 倉嶋市政が１年を過ぎ市民目線から新執行部のもと大型プロジェクト、各事業の再検証によ

り市民の将来的負担を軽減するため精査する中、バイオマスセンター建設中止を表明されまし

た。 
 一方で活力ある笛吹市構築に向け、トップセールスを精力的に実行し、国内外に魅力ある笛

吹市を発信し、成果はおのずとあがるものと評価するところでございます。２年目、さらなる

実行力を期待し質問に入ります。 
 １点目は、石和温泉駅舎建て替え事業について伺います。 
 ＪＲ東日本は平成２５年１１月２日に、平成２７年３月完成を目指しＪＲ石和温泉駅駅舎建

て替え工事として南北自由通路建設の安全祈願祭を行いました。石和温泉駅舎建て替え事業は

笛吹市の活性化を望む地域住民と各種団体の切なる願いであります。笛吹市の表玄関となる石

和温泉駅舎完成が礎となり、将来に向け観光、農産物を含め文化の交流とますます地域の活性

化に寄与するものと確信いたします。質問に入ります。 
 これまで大型事業は必ずと言っていいほど工期が延びてまいりました。平成２７年３月完成

に向けて、期間内の完成はできるのか伺いたい。 
 駅舎と周辺環境を適合させる和風とは、どんなイメージになるのか。 
 南北を結ぶ自由通路は、高齢者の安全を得た対策はでき上がっているのか。 
 現在のＪＡふえふき岡部支所周辺は笛吹市ＪＲ東日本の所有地がございますが、土地利用計

画は連携を密にしなければなりません。ＪＡふえふき岡部支所の要望対応はできているのか、

伺います。 
 駅舎関係に伴い利用客は多くなり、南北の駐車場、駐輪場の整備は不可欠でございます。北

口広場整備に駐車場、駐輪場の確保はできているのか伺います。 
 石和温泉駅舎の完成に伴い北口の活性化が求められ、６月議会におき富士山世界文化遺産登

録に笛吹市の活性化対応を問いました。眺望景観遊歩道の計画を検討すると答弁されましたが、

伺います。北口からの大蔵経寺山周辺の文化遺跡散策道計画はどのようになっているのか、伺

います。 
 仮駅舎利用時の乗降者の安全対策はできているのか、伺います。 
 以上７点、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、斉藤建設部長。 
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〇建設部長（斉藤寿君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、平成２７年３月完成に向け期間内の完成実現ができるのかについてでありますが、

平成２５年１１月２日に安全祈願祭が行われ仮駅舎の建設に着手し、平成２７年３月の供用開

始を目指して現在、工事を進めております。 
 次に駅舎と周辺環境を適合させる和風とはどんなイメージなのかについてでありますが、石

和温泉駅周辺は、商業施設などの都市景観と温泉街の和風の景観が併存しております。そのた

め駅舎の外観は縦格子の木製ルーバーを設けることにより、駅を利用する方に駅の内と外を緩

やかにつなぐ「縁側」をイメージした和風感の演出をしています。これにより、日本独特の空

間である縁側とともに、温泉場として和の雰囲気を醸し出したいと考えております。 
 次に南北を結ぶ自由通路は高齢者の安全が保たれるのかについてでありますが、南北を結ぶ

自由通路は笛吹市道１５９５号線として市道認定されており、笛吹市移動円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例に基づいた設計がされております。この条例は高齢者、

障害者等の移動円滑化の促進に関する法律をもとにつくられており、高齢者はもちろん身障者

を含むすべての人にやさしい通路として計画しております。 
 例を挙げますと自由通路は歩きやすく滑りにくい仕様になっていること、エレベーター出入

口は貫通型を採用し、エレベーター内での方向転換が不要であること、階段の両側に高さの異

なる２段手すりを設けているなど、安全が保たれるよう設計されております。 
 次にＪＡふえふき岡部支所の要望対応はできているのかでありますが、平成２５年１２月６日

に笛吹農業協同組合長より石和温泉駅再開発に伴う笛吹農業協同組合としての要望書が提出さ

れたところであります。 
 内容につきましては、石和温泉駅南北自由通路整備や駅舎建て替えによる南口周辺環境の変

化に合わせ、ＪＡふえふきが駅東側に隣接するＪＡふえふき岡部支所を核とした施設整備とそ

の活用策について検討しており、今後の事業推進について市に協力を要請するものでありまし

た。市といたしましてもＪＡふえふきの要望内容を検討し、協議していきたいと考えておりま

す。 
 次に北口広場整備は駐車場、駐輪場の確保はできているのかについてでありますが、北口駅

前広場につきましては車が通行するロータリー部と歩行者空間を整備し、またその東側に駐車

場と駐輪場を配置する予定であります。 
 駐車場につきましては待合い・送迎用のためのものと考えており、一般車用１７台、身障者

用２台の合計１９台を確保する予定であります。 
 駐輪場につきましては駅北口利用者を１日当たり約５００人、このうち自転車利用率を２０％

と推計していることから駐輪場は１００台程度確保すればよいと想定できますが、できるだけ

多くの二輪車置場が必要であると考え、バイクと自転車を合わせて１２８台分を確保する予定

であります。 
 いずれにいたしましても駐車場に対する要望が多いこと、また駐輪場は利用者にとって使い

勝手がよい平面整備が望ましいこと等を勘案し、限られたスペースの中で双方の台数を最大限

確保したものと考えております。 
 次に、北口からの大蔵経寺山周辺の文化遺産散策道計画はどうなっているのかについてであ

りますが、この地域は遺跡や名所が点在しており非常に魅力的な地域であります。こうしたこ
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とから教育委員会では、文化遺産を紹介したエリアマップの作成を進めています。 
 マップは文化遺産を写真・説明文等で紹介し、散策道は駅北部から既存の道を活用しながら

各遺跡間の所要時間を表示し、歩いて楽しめるコースとして考えております。さらに観光施策

と一体となってボランティアガイド笛吹のメンバーを対象に、駅北部エリアのガイド研修を行

うなどして歴史的名所と観光面をつなげ、地域振興を図ってまいりたいと考えております。ま

た活性化策の１つとして、大蔵経寺からの登山道の整備とその登山道を利用したトレイルラン

大会を計画しており、新たな観光資源として期待しております。 
 次に仮駅舎利用時の乗降者の安全対策はできているのかについてでありますが、現在、仮駅

舎の工事に着手しており、施工はＪＲ東日本により行われております。市といたしましては、

駅前広場を利用される関係機関・団体の皆さまには説明会を開き、周知させていただいており

ます。 
 また観光客等の駅利用者の多い時間帯には工事車両の搬出入の抑制や警備員の配置、案内板

の設置などの安全対策についても、十分配慮するよう施工者であるＪＲ東日本に指示しており

ます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 大変ご丁寧に、住民にも分かりやすくご説明いただきましてありがとうございます。それに

沿って住民の安全を確保するとともに、観光に寄与できるように精いっぱい活用していただき

たいと思います。 
 再質問で、２点目の駅舎周辺の環境を適合させる和風の質問でございますけども、駅舎の体

系が確定したのならば、早急に広報を活用して市民に公開すべきと考えますけども、いかがで

ございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 神澤議員の再質問にお答えいたします。 
 ある程度、以前から広報等へも載せているわけですけども、また今後についても広報、ある

いは駅整備の表玄関でありますので、駅の利用者にも分かるような形で掲示して、新しい石和

温泉駅をＰＲ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） 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 お願いいたします。 
 市長にお伺いします。 
 石和温泉駅舎建設には、大変な苦労をいただきました。工事の主体はＪＲ東日本ですが、笛

吹市として専門担当職員を配置し、情報収集に努めなければならないと考えますけども、いか
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がでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 神澤議員のご質問にお答えいたします。 
 石和温泉駅の駅舎の事業、大変大きな事業でございます。市民の関心も高く、市民にとって

安全な状況を確保した上で工事を進めなければならない、このように私も考えております。 
 専門の人員をということでございますが、私もこの間、部長、課長、そして担当職員とさま

ざまな意見交換を交わしてまいりました。大変しっかりしたスタッフがそろっておりますので、

どうぞご安心ください。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ぜひお願いいたします。 
 特にＪＡふえふきを中心とした土地問題、開発事業は真摯に受け止めていただきまして、連

絡を密にしてなんとか要望に沿った建設計画にしていただきたいと思います。 
 ２点目の、２６年度笛吹市桃源郷春まつりについて伺います。 
 桃源郷日本一を宣言し、四季折々に笛吹市内を花々で包み、桃源のまち一年中花の都を合言

葉に観光客誘致を図る夢のある企画として、笛吹市桃源郷春まつりが実施されます。その一方

で、春日居町では春日居桃の花まつりが廃止となります。石和町の温泉湧出が昭和３６年、春

日居村が昭和４０年、以来両町村の先人たちが知恵をしぼり温泉を活用し観光客誘致と桃、ブ

ドウを中心とした果実の促進に力を注ぎ、日本一の桃と観光と果実のまちに築き上げました。

その中心的な役割を担ったのが温泉桃の花まつりでございます。 
 ２６年度から笛吹市桃源郷春まつりとして一本化され、八代ふるさと公園で開かれますが、

これまで地域で育んできた地域の活力となった伝統ある文化が消えていきます。 
 伺います。春日居町桃の花まつりは４５年間、地域住民が育て育んだ伝統文化であります。

地域に育まれた伝統文化継承の認識はどのようにお考えですか、お尋ねいたします。 
 春日居町の桃の花まつりは笛吹市桃源郷春まつりと事業が異なり、廃止となったときこれま

で保育園児から中学生まで育っていった子どもたちが、楽しみに帰ってくる場所がなくなって

しまいます。地域で育んだ伝統文化が継続事業にならないか、お伺いします。 
 春日居町では９年前、消えかかった伝統文化、夏の風物詩、盆踊り民謡大会を市の教育委員

会のご尽力により、少ない予算を計上していただき、いまや笛吹市全町で楽しい一夜を過ごし

ている実績があります。少ない予算で最大の効果を上げ、地域の活力を促せないか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、風間産業観光部長。 

〇産業観光部長（風間和仁君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに合併前から地域に育まれた伝統文化の継承の認識、観光イベントについてですが、
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笛吹市は平成２６年１０月で合併１０年になります。春まつりは合併前から行われている各町

の春まつりを総称して「笛吹市桃の花まつり」として開催してまいりましたが、７つの町が協

力し開催することにより、さらに観光客の皆さまに喜ばれる春まつりとしていきたいと考えて

おります。 
 合併１０周年を迎えるにあたり「笛吹市全体が一体となり春の桃源郷の美しさをＰＲしてい

きたい」との意見が観光関係者や観光物産連盟の会員から寄せられました。そこで春まつりの

実施主体であり、各町の観光協会の代表がメンバーとして参加する笛吹市観光物産連盟の理事

会等で５月から検討を行い、平成２６年度は八代ふるさと公園をメイン会場として境川町の水

芭蕉が咲き始める３月下旬から４月下旬までの約１カ月間、笛吹市桃源郷春まつりを開催する

ことと決定しました。 
 次に地域で育んだ伝統文化に温かい手と継続事業にならないかについてですが、来年度から

笛吹市桃源郷春まつりは八代をメイン会場として開催いたしますが、各町で開催してきました

春まつりの実施を否定するものではありません。各町の夏まつりと同様に、各地域の特色を生

かした春まつりを実施していただきたいと考えております。 
 笛吹市桃源郷春まつりの期間中に訪れていただいたお客さまに喜んでいただき、また訪れた

い観光都市笛吹市を実現するためには、地域と行政の連携と協力が必要であると考えます。各

地域の春まつり実行委員会の皆さまの力を借りながら限られた予算内でありますが、特色ある

祭りを開催できるよう努めてまいりたいと思います。 
 次に少ない予算で最大の効果を発揮し地域の活力を促せないかについてですが、少ない予算

であっても最大の効果が出せるようにイベントの実施だけでなく、おもてなしの心のこもった

お客さま対応や親切で丁寧な情報発信、市内観光の滞在時間の延長を図る企画などに多角的に

取り組み、笛吹市全体が春まつり会場として活性化できるよう検討してまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ただいま部長のほうから前向きな姿勢ということで、春日居町では昨年度の残金がございま

す。それを使用していただく中で、この１２日に町の実行委員会を立ち上げるわけでございま

すけども、２６年度は実行でき、また２７年度に向かって、その中で事業のほうがどういう成

果を挙げていけられるかというものが見えてくると思いますので、ぜひ継続事業ということを

考えていただいて、取り組んでいただきたいと思います。 
 今度、２６年度から国の総務省では各自治体に今まで合併して１０年経った中で、各支所機

能の中の割合で地方交付税を増額するという案が実行されようとしておりますけども、そうい

う地域活性化を促す、そういう事業の予算を取り組んだ中でもぜひ実行していただきたいと思

いますけども、いかがでございますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 今の、神澤議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
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 先ほど答弁で申し上げましたように実施を否定するわけではなくて、そういったものがあれ

ば対応しておきたいと思います。されど合併１０周年にあたりまして、答弁の中で申し上げま

したように、やはり核となるところは必要だと思います。されど地域のそれぞれの祭りも大切

に、少ない予算ですけども予算措置をしていきたいと思っております。 
 また交付税の関係につきましては、所管ではございませんのでそういったものが明らかになっ

たときに、また予算についても詰めていければと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 国でも各自治体、合併して疲弊していく町村を今度は国のほうから手を差し伸べようという

姿勢でございますので、また市としても特に身近な生活を送っている人たちがお祭りというも

のを大切に、心の拠りどころとして地域を活性化していく、これが一番大事なことだと思いま

すので、ぜひ前向きな姿勢でもってやっていくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終

わります。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 今の神澤議員の２番目の質問ですね。笛吹市桃源郷春まつりについて、非常に重要な観点か

らの質問だと思いましたので、関連質問をさせていただきます。 
 これまでの笛吹市の各地域での春先の桃、桜にちなんだお祭りはその要素として地域のお祭

りという要素と観光イベントという要素があったかと思います。今回の笛吹市桃源郷春まつり

では、この２つの要素のうち観光イベントのほうに一気に軸足を移したというふうに私は捉え

ています。祭りは本来、まずそこに住む人々、地域住民が晴れの日、非日常性を演出する、そ

のような行為であり行事であろうかと思います。この点を忘れたお祭りは単なる観光イベント、

当の観光客にとってもつまらない、おもしろくないイベントになる。これは日本全国でのこれ

までのお祭りの盛衰を見れば明らかだというふうに私は思っています。 
 今回の春まつりの一本化、先ほど部長は地域のお祭りは決して否定するものではないという

ふうに答弁していますけども、この一本化で今、私が言ったような地域の晴れの日、非日常性

の演出、そこでみんなまた元気を取り戻す、そういう観点をどのようにこの一本化の中で考慮

として検討されたか、その点についてをお伺いします。 
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） 

 野澤議員の関連質問にお答えさせていただきます。 
 観光というものはおっしゃるとおり、われわれとするならば外から来る方が楽しむもの、そ

して地域の方々が楽しむ祭りがあろうかと思います。軸足を置いたという話でございますけど

も、何もお金をかければ立派にできるわけではなく、答弁の中にございましたように少ない予
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算の中で祭りを実施していただければと思っております。市が関わらずに氏子がやっているお

祭りがあろうかと思います。氏子がどんなふうな形でお金を集めながらお祭りをしているか、

原点にかえる必要があるかと思います。やっぱり観光商工という流れの中で、税金を充てなが

らしていく事業については、やはり予算も減ってきておりますので、できるだけ効果があるも

の、そういったことで今回、一本化というか、メイン会場を八代町にもっていくということで、

先ほど質問がございました春日居町のお祭りであるとか、芦川町のお祭りもそのまま続けてい

ただきたいと思っています。ただ、予算措置については多少なり変化が出てくるということで、

予算措置につきましてまだ査定が終わっておりませんが、各支所あてには多少なりとも措置を

したいと思っています。お金があるから祭りができるのではないかと私は考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 もちろんお金のことだけではありません。考え方として、一本化という言葉がこれが執行当

局が言っている言葉かどうか、ちょっとしっかり調べていないですけども、例えば今までのお

祭りをそれぞれの地域のものを本当に盛り上げる形で、それが全体としての桃源郷まつりとい

うような考え方があろうかと思います。しかし今回打ち出しているのは、やはりそういう考え

方ではなくて、ひとつ中心をつくるというようなことで、神澤議員が危惧したようにやはり地

域のお祭りは置いてけぼりになるんではないかというような危惧をみんな持っているわけです。

お祭りはやはり、今回、メイン会場として設けるそういうお祭りに地域の住民がどう関わるか、

こういう点が十分検討されているかどうか。なんか観光的にそういうところの観点が強くて、

本当に地域のみんながお祭りだということで熱くなれるようなお祭り、そういうものにならな

ければ、このお祭りもうまくいかないように思うわけです。そういう観点からすると、私はもっ

ともっと今までのお祭りの中で、その発展的な形として全体として桃源郷まつり、こういうイ

メージですね。７町村が７色のお祭りをつくりながら、そこで醸し出される笛吹市としてのお

祭り。１つのお祭りが大きいお祭りというようなイメージよりも、私はそういうもので個々の

個性的なお祭りが全体として１つの、素晴らしい笛吹市のお祭りを形づけるというようなイメー

ジも重要かと思いますので、ぜひそういう点もまた今後、考える中でやっていただきたいと思

います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 野澤議員、これに関しての答弁は。 
〇１０番議員（野澤今朝幸君） 

 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） 

 各地域の観光協会につきましても、やはり花まつりということでございますから、新たに散

策道の整備、計画をお願いしているところでございます。一宮町につきましても非常に桃のき

れいなところもあれば、なかなか従来に比べると桃の花が少なくなっていた地域もございます。

そういった中で、あくまでも各地域が主体だと思っております。されど１つの会場に皆さんの
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力を寄せながら大きな祭りにしていきたいというところはぜひご理解いただければと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかにありませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 笛政クラブの大久保俊雄です。通告に基づき、質問いたします。 
 倉嶋市長も就任１年を経過、また合併１０年目に突入、新年度予算編成の基本方針、市長の

目指すべき笛吹市の姿、それを実現するためのリーダーシップ発揮について伺います。 
 国のアベノミクスが始まって１年、金融緩和、財政出動の２本の矢の効果も地方経済におい

てはいまだ実感できず、それに続く３本目の矢、デフレ脱却のための経済成長戦略、今国会の

目玉案である産業競争力強化法案は秘密法の法案審議に完全に埋もれ、注目されないまま４日、

可決成立してしまいました。加えて消費増税を控え、せっかく巡ってきたデフレ脱却のチャン

スがいつ潰えるかの恐れもあり、重要なのはそのためにあらゆる政策手段を用いるという断固

たる決意を示すことではないでしょうか。それは地方自治体にも当てはまり、笛吹市において

も新年度予算編成を控えた極めて大切なこの時期、市民に対する不安・不満を取り除く必要性

を１７文字に表しますと「今だろう市長みずから矢を放て」といったところでしょうか。 
 新年度予算編成において、独自のリーダーシップと総論から各論への具体的施策展開が望ま

れますが、重点施策とそれらの具体的計画をまずお示しください。またさらなる行財政改革が

求められる中で、合併１０年、合併特例債活用は５年間延長されたものの、一本算定による交

付税減額時期に突入する可能性もあり、特例措置の動向も注目されます。さらに過日、全国合

併自治体における連絡協議会が発足、市長も参加する方向でありますが本市は何を訴えていく

つもりでしょうか。また現状の交付税増税の継続に寄りかかるだけでは、合併の意義は損なわ

れます。行政サービスの低下を防ぎつつ、行政改革を進めさせる制度改正が求められますが、

具体的方策および合併１０年目にあたり課題はどこにあるのか伺います。 
 さらに国も矢継ぎ早にさまざまな新制度を策定、改革を打ち出し、例えば緊急経済対策です

とか税と社会保障制度改革などなど予定されております。未確定な部分が多いとはいえ、それ

らに対応すべく市としても速やかな、タイムリーな情報収集や予算獲得に向けた組織対応に関

し、見解と具体的取り組みについてお聞かせください。 
 そして市長の役割は、現代社会にあっては地方自治法が想定している行政機関としての単な

る地方自治の代表者、公共サービスの供給者では十分とは言えないのではないでしょうか。今

後は地域社会における経済的持続性の実現、言い換えれば地域社会経営に積極的な役割も求め

られます。市長の見解と地域社会全体の活性化に直結する総合的な産業施策への具体策を説明

願います。 
 また、昨年度の施策や達成目標の検証および各種事務事業評価をどのように来年度にタイム

リーに反映させていくか。市長がよく言われる学習効果を挙げていくのか、具体策をお聞かせ

ください。 
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 以上１問目の質問といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えいたします。 
 質問は５点にわたっていたというふうに思います。大変強烈な質問でございまして、５本の

矢が飛んできたというふうに受け止めておりますので、しっかりと受け止めて答弁をしたいと

思います。 
 はじめに、新年度予算編成における重点施策と具体的計画ということでございます。 
 ２６年度の予算編成につきましては、現在各部局において積算を行っているところでござい

ます。笛吹市の予算編成につきましては、ご案内のように総合計画に掲げた２５施策、これを

対象にして施策評価を行い重点的な施策を導き出し、それをベースに組み立てる、こういう手

法をとっているところでございます。 
 ２６年度の重点施策につきましては、現在のところ農業対策、観光対策、暮らしの安心、子

どもの成長を支える環境づくりなどに絞り込んで作業を進めているところでございます。 
 「倉嶋カラー」というご発言がございましたけれども、市長が代わるたびに市政の色が変わ

るというのは必ずしも好ましいことではないのではないかと思っております。そのために総合

計画というのがあり、これは市民が合意して決めたものでございます。したがいまして、第一

義的には先ほど申し述べた手続きに則って予算編成を進めているところでございます。 
 さわさりながら、私の想いというものもございます。私の思いは本年４月の日本一桃源郷宣

言ということに集約されているというふうに思っておりますが、多少独りよがりかもしれませ

んけれども、市政の方向、まちづくりの方向を表現するスローガンとして「桃源郷のまちづく

り」というスローガンを掲げたいと、このように考えているところでございます。 
 カラーということで申し述べれば、必要なのは倉嶋カラーではなくて笛吹市のカラー、笛吹

カラーは何色ということが大事ではないかと思いまして、私は桃源郷のまちづくりというカラー

を掲げたところでございます。もちろん独りよがりになりませんように市民の皆さんからのご

意見も聞いて、それは市長の独りよがりではないかともし言われれば、また皆さんともっとい

いカラーを求めていきたいというふうに思います。 
 さて、そういう中で、笛吹市にとって現下の最も大きな課題、これは産業の活性化でありま

す。とりわけメインの産業であります観光と農業の活性化は、日本一の桃源郷である本市の最

重点課題であるというふうに思っています。 
 観光につきましては一過性の観光から滞在型、通年型の魅力ある観光地への転換、また果樹

農業においては従事者の高齢化対策等々に重点を置いた取り組みをしていかなければならない

と感じているところでございます。 
 もちろん、このほかにも重点的な課題はさまざまございます。今後、予算化の必要の有無を

問わず、あるものはしっかり予算に盛り込んでいく、あるものは予算がなくてはやらなければ

ならないことはやっていく、このような姿勢で取り組んでいく所存でございます。 
 次に合併算定替え終了に伴う財政対策連絡協議会が発足、参加する方向であるが本市は何を

訴えていくか、このようなご質問でございます。 
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 １０月に合併算定替え終了に伴う財政対策連絡協議会が設立され、１１月末現在、全国で

３００の市が賛同し、県内でも本市を含め６つの市が加入しております。 
 本市のようにたくさんの自治体が合併し、人口が１０万人に近いほど地方交付税の基準財政

需要額に算入される補正係数が減少し、合併算定替えの影響が大きくなります。県内では本市

や北杜市、南アルプス市、こういったところが影響の大きい団体となっております。 
 本市といたしまして、合併して本庁舎が１つに統合されても旧町村ごとの役場を中心とした

市街地が分散して形成されている状態になっていることを踏まえまして、支所機能の縮小をは

じめ各種公共施設の統廃合等も大きな課題となっています。 
 スケールメリットを生かした行政経費の削減、これも厳しいとこういう点に注目した上で私

どもとして交付税の算定方法について、現状の人口規模だけに偏らないで合併団体においては

旧役場数、面積、人口密度などを重視した算定方法による見直しを行うよう、協議会を通じて

要望してまいりたいと考えております。 
 また合併以後の課題につきまして、大久保議員ご指摘のように行政サービスの低下を避けつ

つ、行政改革を進めていかなければなりません。このため市民参画による議論・検討を行い、

事業の見直しを行うことで、地域の課題の解決や市民サービスの向上が図られるものであると

考えております。とりわけ公共施設のあり方につきましては、大きな課題であります。統廃合

や運営形態の検討など、さまざまな方向性について市民参加による議論・討論・検討を行う仕

組みづくりが必要と考えております。 
 次の質問でありますが、国がさまざまな経済対策を打ち出す中で速やかな情報収集、予算獲

得に向けた具体的な取り組みはどうかと、こういうご質問でございます。 
 こうした情報につきましては、国の各省庁から県の担当部署に伝達されます。本市において

は財政担当をはじめ、すべての事業課において県から詳細な情報収集を行うよう努めておりま

す。国の経済対策等を利用して事業を行うこと、これは財政的に非常にメリットが大きいわけ

でありますので、今後も県に依存するばかりではなく市独自としても国の動向には常に注視し、

より有利な財源の確保を図ってまいる所存であります。 
 次のご質問でありますが、市長の役割と総合的な産業政策への具体策についてでございます。 
 議員のおっしゃる地域社会における経済的持続性は、経済活動を行う当事者の努力により堅

持されることが望ましいことは言うまでもありません。しかしながら、近年の社会情勢や経済

環境はそれを脅かす状況であることも事実であります。とりわけ、本市の観光や農業において

もその影響は顕著に表われております。 
 市といたしましては、基幹産業でありますこれら産業が健全な営みができるよう、でき得る

限りの支援をしていく使命があると考えております。 
 農業については、引き続き後継者対策や新規就農者支援などを実施するとともに農家の頑張

りが直接反映できる方法の１つとして、各地域の直売所を充実させ儲かる農業を推進すること

で農家人口の減少を食い止め、少しでも増加に転じるよう取り組んでまいります。 
 また観光面では本市にはさまざまな素材がありますが、どのようなものが観光の目玉になる

のか、旅行者にアンケート調査を実施するなど、売りたい観光商品ではなく売れる観光商品を

見つけ出し、観光の活性化を図ってまいります。 
 富士山の世界文化遺産登録、２０２０年の東京オリンピック開催や２０２７年のリニア新幹

線開通、近年になく明るい話題が笛吹市の近くで起きています。これをチャンスとして農業、
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観光、そして笛吹市全体が活気づく方策をあらゆる機会にあらゆる方法で見出してまいります。 
 次に、昨年度の検証と来年度への反映についてであります。 
 先ほども触れましたが、本市が取り組んでおります行政評価システムは限られた財源を有効

に活用するため、個々の事務事業の評価・検証を行い、施策と事務事業の課題を明確にするこ

とを基本としております。具体的な作業としましては現在、次年度に向けた優先度会議を開催

しているところでございます。この会議は次年度において、どの事業が施策の目的に直接結び

付き、また成果を向上させるのか、さらに今市民が何を求めている事業か、これをマネジメン

トする会議であり、評価とコストを連動させた取り組みであります。今後さらに内容を精査し、

効果的・効率的な評価が行われるよう検討してまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の説明一通り、今回、窓口ばっかりではなくて木を見て森を見ず、こうなってはいけない

ということで予算編成を聞いたわけですが、まず１点、この予算編成、この時期、聞くところ

によりますと各部局、すべて１０％減の前年対比、これはマイナスシーリングを指示されてい

るわけですけども、今の市長の話で観光、農業、温泉とか一体化とか誘客のために力を入れる、

こういうことであればやはり一律ではなくて、メリハリをつけた予算編成、重点を場合によっ

てはこういう部分に、今の倉嶋カラーよりも笛吹カラーと言いますけども、やはり市長みずか

らがこの笛吹の地を現場で見ていただいて、合併９年でこういうところを改める、こういうと

ころは伸ばすべきだという市長の考えと、また市民の熱い思いを、リーダーシップを取ってい

ただけるということでありますから、ともすれば今のは継続が正しいであるかのような感覚を

得ますけども、メリハリを付けた予算配分についてお聞かせ願います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を求めます。 
 答弁を、成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 ただいま、大久保議員からもメリハリの付けた予算編成ということでご質問をいただきまし

たけども、先ほど市長の答弁のほうからもありましたように行政評価システムそのものにつき

ましては、これまでの検証等を踏まえてその施策として捉えた中で、どのように次年度の予算

につなげていくかというところに関わってまいりますので、先ほど答弁がありましたようにそ

れぞれの施策の中である程度、重点を置いたものを選定していくという状況になります。その

中には、これまでの過程の中では重点施策として、先ほど答弁がありましたように観光、農業

というものも当然、入っている状況でありまして、全体的な予算が一般財源としては減少して

いくという状況にございますので、そこについては全体のマイナスになっていくというところ

はしっかり捉えていかなければならない状況がございます。ただし、そこの減少させる、ある

いは特別にそこの施策としてどんな事業をもっていくかというところについては、そこをまず

反映させた中で改めてそれぞれの配分を決めていく、また削減幅を決めていくということにな

りますので、ある事業についてその事業の中の特定の部分をしっかり捉えるという予算にはなっ
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ておりますので、メリハリはつけるということで対応しております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 地域産業の育成ということで、今、メリハリをつけるということでありますが、あと１点、

倉嶋市政も１年経過ということで、この資料は後生大事に手元に置かしていただきますけども、

ここで地域力一番を去年、選挙公約で唱えられて、そして次に日本一桃源郷宣言と、こういっ

たものを発せられて、さあ、では各論でそれに続く観光施策というものは何が大事かというこ

とでありまして、今、富士山とかいろいろな文化遺産とか、どこの自治体もみんなプランニン

グしているんですよね。笛吹市独自のもっと、リニアもそうですし、どんどんＰＲですか、こ

れはすべて同じことをやっていても意味がない、ワインにしろ。有機的に結びつける、それに

つながる各論の部分で市長の考えをお伺いしたいんですが、来年度どのように、さらに発展さ

せるご予定でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 大久保議員の質問にお答えをいたします。 
 観光についてのご質問というふうに受け止めました。私も現在の観光の課題、大変根が深い

というふうに思っております。これをしっかりと、言葉を選ばずに言えばメスを入れていく、

こういう作業も必要かと思っております。 
 そういう意味で先ほど答弁で申し上げましたように、何をわれわれは提供したいのかという

ことではなくて、われわれを見つめている多くの消費者といいますか、そういう人たちが石和

温泉に何を期待しているのか、何を求めているのか、ここが一番大事だというふうに思ってお

ります。 
 そういう点で、今までこのへんの十分な検証が、私は行われてきたというふうには、いささ

か不足をしている。とりわけ第三者の目、先ほど申し上げましたような、旅行をしたいという

人はたくさんいます。そういう人たちのニーズをしっかりつかまえること、このことが大事だ

ろうということで、本当はもっと早急に急いでという気持ちは私もございますけども、来年度、

このニーズ調査といったことにしっかり取り組んでまいりまして、笛吹の観光の目玉は何かと

いうのをきっちりと答えてまいりたいと、かよ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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の第三者の目、旅行者の目、ニーズ調査、こういったキーワード、また速やかに願いたい

ということと、１年前に市長がおっしゃった地域活性化総合特区、６次産業化と非常に大きく

謳われて、やりようで非常に素晴らしい事業になるかなと思って期待をしていたところですが、

１年経過し、特区、とっくに私ども市民にも説明願ってもいいのかなという部分があるんです

が、そちらの進捗状況はいかがなものでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 特区についてご質問がございましたので、前回の答弁の中でもあったかと思うんですが、今、

総務省のほうで特区に関する制度について、当分の間、見合わせるということでございますの

で、先陣である南アルプス市では取り組んでおります。その市長さんの言葉の中に特区といえ

どもやはり農振の除外、いわゆるクラインガルテンを南アルプス市は取り組んでおるわけです

が、農振の除外等は普通の手続きをしなければならないということが出ております。されど特

区で新たなＴＧＰも終わるころになりますと表われてくるのかなと思っていますので、時期を

待ち構えながら速やかな対応ができるような体制づくりに努めたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 また、そこらへんもできる部分、できない部分、タイムリーに情報を発信願いたいというこ

とを、先ほどいろいろ施策を考える上で市民の皆さんの意見も吸い上げるという中で、例えば

観光なんかも地域活性化へのアイデア、市民、観光関連団体の、非常にいくつも、この素晴ら

しい事業があるけれども、点が線にならないというような状況でありまして、ともすれば通年

の予算編成でいい事業を提案しても、その予算の範囲内でやりなさいということが非常に日常

茶飯事になっている中で、例えばワインですとかジャス、フィルムコミッション、いろんなタ

イムリーな企画が、例えば年の途中に出た場合にも、確実な予算編成、また補正なりで使う必

要があろうかと思いますけども、その市民、またいろんな団体の素晴らしいアイデアに対する

物心両面でサポートすべきであると思いますけども、そちらの部分はどのようにお考えでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 大久保議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 当然、市長の重要施策の中に観光振興というのは本当にトップに出てきております。それで

今、大久保議員からさまざまな、いわゆる民間で行うイベントを２、３ご発言がありました。

そういうものが本当に有効、これからまた違う発想の事業等々も動きとして出てくると思いま

す。それが本当に有効で必要であるというものであれば、予算の措置についてもそういう方向

で動くべきと当局も考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 市のマーケティングということについてちょっとお伺いしたいんですが、マーケティングと

いうと一般に企業の販売促進というものを指すわけですけども、このマーケティングの大きな
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要素が４Ｐとありまして、プロジェクト製品、プライス価格、プレイス流通、プロモーション

販売促進という部分でマーケティングマネージメントを考える上で、行政サイドの、製品とか

価格とかというのは民間のいろいろ決めることですが、行政施策が一番求められるのはプロモー

ション活動、販売促進だと思いますけども、その部分やはり、来年度以降もっともっと情報、

いろんな手段で情報発信すべく方策が考えられますけども、そちらはいかがでしょうか。その

重要性というものを鑑みた中での具体的施策、お答えください。 
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） 

 大久保議員の再質問にお答えさせていただきます。 
 今年もやっておりますとおり、トップセールスが非常に大事かなと思っております。今年は

トップセールスということで台湾のほうにも行きました。その効果がすぐ表れまして、川中島

の合戦に参加したい、また教育旅行につきましても台湾の方が直接市内にお見えになりまして

打診がございました。やはりトップが行くと、それなりの効果がございます。いわゆる即断で

トップ同士が決められるということもございます。やはり今後もそのトップセールスについて

積極的に取り組みながら産業振興に努めたいと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 あと１点、合併１０年を迎えた中で、合併推進の本来の目的は行政コストの削減であります

が、地域のサービス低下をしてはいけないということで、本質をこれから議論していかなけれ

ばならないわけで、例えば公共施設白書、今回つくったわけですけども、合併ありきではなく

て、市町村の垣根を取り払うには、やはりこれから徹底して、その１５億８千万円がかかるわ

けですから、そういった部分、地域の議論といいましょうか、どのように一層、垣根を取り払

う所存でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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） 
 公共施設白書、１７２の公共施設のいわゆるデータベースが１０月にでき上がりました。そ

れは先般の全協でご報告を申し上げたとおりでございます。 
 今後の公共施設のあり方というのは、このデータベースをもとにどう展開していくか。そこ

には先ほど市長が申し上げましたように地域のコンセンサスがなければ、これは困ると思いま

す。その手法についてこうしますという具体的な今、言明できるものがございません。しかし

ながら早速、これの再配置といいますか、適正配置という、これは検討課題としてはどんどん

進めなければならないことですから、その事務体制を今、私どものほうが中心に練っておると

ころでございます。 
 舌足らずの答弁かもしれませんが、今の状況をお伝えして答弁にさせていただきます。 
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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） 
 そういった中で極めて大事なことであり、例えばうちの地域がなくなったとか、そういう部

分もありますし、例えば公共施設白書も、また観光もそうですけども、やれ石和だではなくて、

笛吹全体で何が必要かというのには、プロジェクトチームですか、こういったものも必要です

けども、総合計画の中の重点はやはりプロジェクトチームをピックアップしてつくる必要があ

ると思いますが、そこらへんのお考えはいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 総合計画に定めております各種の重点施策等を進めていく上には、当然プロジェクト等を組

織しながら推進していく必要がございます。これまでにもそういった中には市民の代表の方、

また関係者の参画もいただく中で部局横断的な形で組織をつくって、推進を行っておりますの

で今後も重点施策、また地域の抱える重要な課題につきましてはそういうふうな形で進めてま

いりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 それでは一歩一歩前進することを熱望して、２問目の質問をいたします。 
 続きまして、バイオマスセンター建設について本会議での丁々発止の質問戦により市長の最

終結論の妥当性を問う予定でありましたが、９月議会に続き、ともすれば議会軽視、常任委員

会軽視、市民軽視と判断されても仕方ない報道発表により建設中止を表明された中で、強い不

快感と怒りを覚えた中で以下、質問いたします。 
 ９月議会において私の、笛政クラブの代表質問の際には議論を尽くし建設検討委員会や市民

の同意を得ながら進めると答弁しております。検討委員会での議論は十分尽くされたものと考

えているのか。検討委員から具申書が提出されましたが、それらをどのように分析し結論に導

いたのか、説明していただきたいと思います。 
 そして決定内容を地元住民、地権者、市民に対して、しっかりと説明することはもちろんの

こと、どのような手法で説明責任を果たしていくのか説明されたし、２問目の質問であります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 大久保俊雄議員の一般質問にお答えします。 
 はじめに、検討委員会での議論は十分尽くされたものと考えるかについてであります。 
 先進地視察を含め計８回開催した検討委員会では、事務局から提供された資料をもとに議論

を重ね、委員の求めによる追加資料も用意しながら賛否にとらわれず自由かつ十分にご意見を
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出していただけたものと理解しております。 
 次に、具申書の分析と結論の導き方についてであります。 
 具申内容は両論併記型で記載されており、さらに検討委員会の議事録が添えられ、それぞれ

の立場で十分議論を尽くした様子が伺える記述でありました。 
 検討委員会で提示された費用対効果表によるとバイオマスセンターを建設した場合、建設費

償還額も含めて年間３，６００万円の新たな負担が発生すると記されております。バイオマス

センター建設をするかしないかの判断基準は、まさに年間３，６００万円の費用に対する効果

が期待できるか否かを判断することであります。継続的に年間３，６００万円の財政的な負担

がかかることを重く受け止め、検討委員会の具申内容を十分に参考としながら中止という結論

を出したところであります。 
 次に決定内容を地元住民、地権者、市民に対しどのように説明するかについてであります。 
 センター建設予定地となっていた関係地権者や地元の方々には、でき得る限り早い時期に中

止を決断した経過や今後の対応について説明する機会を設けさせていただきます。市民の皆さ

まには、広報やホームページ等を通して説明させていただく予定でおります。 
 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。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 １点、判断表明までの経過についてお伺いしますけれども、中止表明に関しましてわれわれ

議会も市民の方も５日の新聞記事で初めて知らされ、６日の本会議で冒頭話があった。また上

野議員の大綱質疑でも学習効果がなくうんぬんという話がありましたが、こういった手法はもっ

とも適切な手段であるとお考えでしょうか、再度市長のお考えをお伺いしたいんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまの再質問に関してお答えをいたします。 
 今のご質問はバイオマスセンターの建設の可否うんぬんではなくて、手続き論と申しますか、

ありていに言えば議会にご説明する前に新聞に出てしまったと、こういうことのようでござい

ます。 
 これも私といたしましては、本議会の冒頭に私の不注意と申しますか、学習効果の不足とい

うような点で申し述べたところでございます。ただ、一方では私はこのように考えております。

もちろん議会を重視する。二元代表制の一翼をなす市民の代表である議会を重視する、そのよ

うな気持ちは当然のことであります。同時にまた私の視野には市民がおられます。市民に対し

て、市民の関心事にそのときそのときに応じて今、われわれはどういうことを議論しているの

か、どういうことが問題になっているのか、そのようなことを市民に伝えていく、このような

ことも一方では私は大事なことではなかろうかと、このように考えております。 
 答弁になっているかどうか分かりませんけども、私の考え方を述べさせていただいたところ

でございます。答弁とさせていただきます。 
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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） 
 ただいまの答弁でありますが、単刀直入に言えば答弁にはなっていないものがあるなという

ことで、例えば記事の中でも計画を一時停止していたバイオマスセンター建設の中止を表明し

たとか、例えば堆肥の販路の不足うんぬん説明した、建設予定地の住民に対して中止に至った

経緯を説明し理解を求めたいと述べたということでありますが、表明した、説明した、述べた

というのは誰に言っているんでしょうかということと、私ども議会もこの全員協議会で、７月

２３日付けでこういった資料をるる説明いただいておるわけです。これに対する説明がないま

ま中止というのはこれは本当に議会軽視、また９月の代表質問、建設経済常任委員会でも皆さ

んの意見の集約でこういう手法はいかがなものか、議会軽視にならないように取り組んでくだ

さいということで、これすら変更したのか、説明がないままああいった記者発表ということに

対して、確実に議会・常任委員会軽視、ともすれば市民軽視だという判断をせざるを得ないわ

けですけども、いかがでしょうか。違いますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 全体的な、十分なお答えにはならないかもしれませんが、１点だけ申し述べますと先だって

の新聞記事でありますが、これは新聞社が記事としてまとめたということでございますので、

その内容について私のほうでいちいちコメントするのはいかがかと思いますので、その点は差

し控えさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 また議会に対してもちゃんと然るべき説明を願いたい、また常任委員会もそうですし、市民

に対しても説明をしてほしいという中で、この具申書、手元にありまして３０項目、いろいろ

出ていますが、この中でいろいろ分析しますとキーワードが大体、将来的にごみ減量、環境や

農業のことを考えればセンターは必要、規模縮小は得策、経費の３，６００万円、これは考え

ればお金には変えられず、一概に費用対効果、無駄ではないということで、詰まるところ、こ

の中止の判断材料と結論付けすることに無理があるような気がしますけども、そこらへんの最

終判断はなんでしょうか、もう一度お聞かせください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 先ほども申し上げましたように、具申内容は十分に吟味をさせていただきました。その上で、

さらに私自身としていろいろ情報も付け加え、総合的に勘案し熟慮に熟慮を重ねた上で結論を

出させていただいた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） 
 中止に関しまして、たしかに大型建設プロジェクトは大きな争点でありましたけども、単に

前計画いろいろ、市政の否定ではなくて、市民が将来本当に希望するところの、本当に将来必

要になるところの、例えば資源循環型社会ですとかごみ減量計画、環境保全型農業の推進に対

して、今後いかが取り組んでいくおつもりでしょうか。 
 例えばここ８年ですかね、２億２千万円という部分がバイオマス、いろいろバイオマスの里

づくりですとか、こういったことに資本投下されたわけで、今後こういった部分、バイオマス

センター中止ではなくて、市長の将来的な今言った部分の思いとか、市民の要求されるそうい

う思い、そちらに対してどうお答えするつもりでしょうか。 
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。 
 議員ご指摘のように私も大変、今、ご指摘のあったような点につきまして、頭の中をぐるぐ

ると思いがよぎりながらも、まさに悶々とした日々を送りながらの検討作業、自問自答の作業

でございました。仰せのとおり環境問題、そして有機質肥料をしっかりと投入した果樹農業の

展開、これは本当に大きな課題でございます。バイオマスセンターを中止したからといって、

それらがすべてどこかへすっ飛んでいったということではございません。しっかりと世の中の

動向を見据えながら、環境問題の課題、農業の未来について取り組んでいく所存でございます。 
 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） 
 あとは説明にありました地権者、地元、地域に対して今後、誰がどう誠意を持った中で説明

をされていくんでしょうか、そちらのほうを１点お伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 今、関係区につきまして説明会を開催したいということで今、調整を図っております。１２月

中に２つの区において説明会を実施する運びをつけているところでございます。また内容等に

つきましても、広報誌等にも掲載する予定を今、立てているところでございます。その際には

市長にも同席をしていただく予定で今、取り組んでおります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 その中で、地元地域というほかに地権者と、ちょっと私、話をする機会がありまして、１月、
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市民ミーティングのあとも進捗状況、やる、やらないは別にして地権者の協力がなければいろ

んな事業は進まないということで、全然、市のほうもコミュニケーションを図っていただけな

かった。そして１点、気になりますのが５月２３日、市が検討委員会に出した資料の中で、砂

原橋建設に伴う用地提供者のほとんどがバイオマスセンター建設に伴う用地地権者と同一であ

ると記されておりまして、その中で例えばバイオマス、これは中止した中で、事業は別にしろ、

砂原橋の本来の計画が達成されるか非常に疑問であります。詰まるところ橋の上、川の上へ架

けたけれども、それから接続道路、八田白井河原橋、県道ですね、そこまで行かなければ本来

の砂原橋計画というのも頓挫するのではないかと、非常に強い懸念ということは合併特例債か

ら橋の建設事業すらも市長はされたということであれば、結果的に実現しないという非常に恐

れもありますけども、そちらのほうはいかがでしょうか。市の見解をお伺いしたいわけですけ

ども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 大久保議員の再質問でありますが、バイオマスセンターの地権者と砂原橋の架け替えおよび

周辺道路整備事業で、重複、同じ所有者が関係する方もおるわけですけども、中には一部の方

にそういった懸念があるということでありますけども、当初、砂原橋の架け替え事業について

は、平成１８年度から議会・議員中心に整備をという促進期成同盟会等もつくって運んできて

事業をやっているところであります。 
 その中で、バイオマスが今回中止という判断でありますけども、砂原橋および周辺道路整備

事業については所有者の中には一部反対、バイオマスセンターができないから反対という方も

おられますけども、粘り強く用地交渉をして砂原橋の事業に取り組んでいきたいというふうに

考えていますので、どうかよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 大久保俊雄君。 
〇１９番議員（大久保俊雄君） 

 今の一部という話がありましたけども、この一部の方が協力しないことには進まないと思い

ますし、粘り強くと言いますけども誠意を持った中で、砂原橋計画まで頓挫しないように、私

はこのままではちょっとすごく心配になるので、そういう部分で説明するということと最後に

本件も然りでありますけども、大型プロジェクトということで、バイオマスセンターもそうで

すけども、先ほど広報やホームページという限定的な情報発信ではなくて、これはやはり私、

９月定例会でも提案しましたが、新年度予算もそうですし、ぜひ市民ミーティング、おおぜい

の方を集めた手法で市長の気持ち、また今年度に向けて情報発信していただきたいんですが、

そこらへんの提案、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 再質問の中での市民への広報のありようということで、すでに広報でもご報告というか掲載

させていただいたところですが、今月２カ所において市民ミーティングを開催する予定でござ

います。また以降、年が変わりまして地区を選定した中で、また今、計画をちょっと企ててお
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るところでございます。そういう中で、またこれらの事柄もご報告したいということを考えて

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） 
 時間、終了ですのでありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 それでは、大久保議員の一般質問の関連質問を行います。 
 何点かありますが、まず先ほどのバイオマスセンター建設に関する質問について伺います。 
 バイオマスセンターの建設の中止というご判断は、これはこれで市長の考え方ということで

ありますから、私としては非常に残念でありますけども、ただ大久保議員の質問の中で議会に

対しての説明が、記事が出て本会議に説明があってというふうな流れになってしまったという

ことについて、適切だったかどうかということについては答弁されていないというふうに理解

しておりますので、その部分についてもう一度、そこのところを確認したいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 この件につきましては、私は私の軽率ということ、学習不足ということで申し上げてきたと

ころでございます。決して議会を軽視するというような考え方、そういうつもりはないという

ことも申し上げてきた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） 
 適切だったかどうかということについて、大久保議員は質問していたんだろうと思います。

市長のそういった対応について、どのような感想や評価を持たれるのかは、これは聞いた方そ

れぞれだと思います。ただ残念なのは市民と議会が別物であるかのような印象を受けたと、私

としてはそのように感じます。市民も議会も、私たちも市民の皆さまに働かせていただいてい

る議員ですから、議会への説明が新聞記事よりもあとだったということに対して何か難癖をつ

けているというわけではないということは理解していただきたい。これはどんなふうな手続き

を踏んで説明をしていくかということを、もっと二元代表制の中でよりよい市政運営をしてい

くという中で、お互いに考えていかなければならないということだと思います。 
 そういう点においては、まるで中止することが目的であるかのような発表というふうにも受

け取れられなくもない。たしかに財政運営が厳しくなるだろうという、これも１つの観点だと

は思います。一方で環境保全型農業、循環型社会の取り組みに向けてバイオバスセンターの建
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設ではなくて、こういった提案があるよ、こんなふうな方法があるよと、こういったこともしっ

かり出していただきたかったなと。そういうものが必要ではないかと思いますが、この点につ

いていかがですか。 
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） 

 志村議員の関連質問にお答えさせていただきます。 
 私も９月議会でブランド管理が必要だという話もさせていただきました。されど市長も非常

に苦渋の決断だと思っております。有機はやはり大切だと思いますので、有機肥料を入れた農

業は必須だと思っています。判断基準にありました３，６００万円につきまして、私どもも市

長がおっしゃるのを真摯に受け止めました。それは有機については、まさに特効薬っぽい考え

もございますので、ぜひ有機農業、また循環型社会を別な方法で導いていければと思っていま

すし、今回、実証実験をしたいろんな施設がございます。この成り行きにつきましてもしっか

り検証していければと思っています。これにつきましても、センターができる、できないを問

わず、やはり行く末については考慮しなければならなかった状況でございますので、そういっ

た使いたいという声も届いておりますので、なんらかの方法でうまく使いきれるような方法を

検討していきたいと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 そういったことをぜひ市長の言葉でお答えしていただきたかったなと思いますが、１問目の

大久保議員の質問の関連も２点ほどさせていただきます。 
 重点施策、それから観光に力を入れていくというふうな部分、地域社会の経営というふうな

観点からいろいろと質問をされたわけですけども、その中でマーケティング観光戦略という中

でトップセールスというお話もありました。すぐに効果が表れた部分もあるというふうなご答

弁でしたけれども、トップセールスがどれだけの効果があったのかということは、毎年毎年行っ

てきた以上はしっかり検証していく必要があると思いますし、トップセールス以外のプロモー

ションの方法についてもそういったことが必要だと思います。この点、トップセールス以外の

部分を含めて検証されてきているとは思うんですけども、ご見解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 再質問にお答えさせていただきます。 
 トップセールスの話は先ほどさせていただきました。今、われわれは先ほど市長の答弁の中

にもございましたけども、売りたいものでなく売れる商品も見る必要があるという答弁をさせ

ていただいたと思います。やはり時代に即した方法を考えていかなければならないと思ってい

ます。今、予算を要求する中において、どこを切っても、金太郎飴ではございませんけども、

市場ニーズというものをしっかり、動きのあるニーズをしっかり捉えながら対応していきたい

と思っています。 
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 現に温泉地、観光地の中にそういったものによるピンポイントの戦略を打ち出して成功した

事例もございます。栃木県、群馬県にある温泉地もやはりそのようなことがありますので、そ

ういったことも参考にさせていただきながら、先人たちの例にならいながら産業振興に取り組

んで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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 来年度、ニーズ調査を行っていきたいとそんなふうに市長のご答弁もありましたから、この

マーケティングとか観光、消費者がどんな観光地を望んでいるのかということは、これまでも、

笛政クラブでも、あるいは他の議員からもそういった、こちらから提供するサービスだけに限

らず、やはりどうしたものが求められているかということは何度も何度も繰り返し提案もして

きたことですので、ぜひ具体的にそういったものを幅広くやっていただきたい。それはネット

だけではなくていろんな場面に、せっかくトップセールスで出かけているわけですから、そう

いったところでもやってくるぐらいの意気込みでやっていただけたらと思います。 
 あともう１点だけ、そういう同じような行政サービスの低下を防ぎつつ行革も進めていくと

いう中で、公共施設の再配置、更新の問題ということもあります。これについては、白書をつ

くる段階から大枠の方針を議論していけるようにしていかないということを何度も提案をして

まいりました。これからそういったことを具体的に進めていく事務体制が必要だというふうに

お考えだという答弁がありましたけども、そういったポジション、セクション、担当部署をしっ

かり設置していくというふうに理解してよろしいですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 志村議員の関連質問にお答えさせていただきます。 
 今の手法があります、要は求める結果というのは笛吹にとってベスト、もしくはモアベター

な再配置ができるかどうか、成果ができるかどうか、そのための手法から検討段階に入ります。

その１つの手段として、先ほど総務部長が言ったプロジェクトというような考え方もあろうか

と思います。そこらも含めて検討の段階だというお答えにさせていただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 総量の維持は相当困難、無理だろうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を午後１時３０分といたします。 
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休憩  午後１２時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時２８分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 午前中に引き続きまして一般質問を続けますけども、ここで申し上げます。 
 渡邉清美議員におかれましては、早退の報告がございましたのでご報告させていただきます。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 最初に、石和町富士見地域への児童館建設について伺います。 
 ご存じのように石和町富士見地域と言いますのは行政区１０区の中に人口およそ１万７００人、

小学校２校ありまして、７００人余りの児童が通っております。住環境としては国道１４０号

線が南北を走って急速に都市化が進み、リンゴ畑をはじめ果樹園が広がっていたのどかな田園

風景は２０数年前と比べて一変してしまいました。現在は結婚式場をはじめ小児科や内科、耳

鼻科、眼科、整形外科、産婦人科、歯科などのクリニックは１２を数えますし、ホームセンター

もあればスーパーや銀行、信用金庫、そしてコンビニは４店舗、そしてパチンコ店もあるなど、

なんでもありの地域に変貌してしまいました。 
 暮らしは大変便利になりましたけども、交通量も格段に増えて子どもたちの育つ環境は一変

してしまいました。子どもたちの居場所としての児童館を最も必要としている地域ではないか

と考えております。児童館は児童福祉法４０条に規定されておりまして健全な遊びを保障し、

健康の増進、情操を豊かにすることを目的としております。富士見地域にぜひ児童館を建てて

ほしいという要望は２０年以上も前からありましたけども、いまだに設置を見ておりません。

建設を求めて以下、質問に入ります。 
 児童館を利用するのは１８歳までの児童でありますけども、石和町富士見地域内の１８歳ま

での児童数について、お伺いします。 
 ２つ目として児童館建設の要望は先ほども申し上げましたけども、２０数年以上前に遡りま

す。石和町時代には議会において建設を求める請願が採択されておりましたし、合併後の平成

１８年には建設検討委員会までつくられました。この長い歴史について、時系列で示していた

だきたいと思います。 
 ３つ目に、この長い歴史を踏まえて今後どのような対応をするのか、建設予定とか建設の考

えはあるのか伺います。 
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） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えします。 
 本市では児童に健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進することを目的に市内６カ所

で児童館・児童センターを運営しております。 
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 はじめに石和富士見地区の１８歳までの児童数についてでありますが、今年度１０月末現在

２，３１８人であり、地区全体の約２０％を占めております。 
 次に富士見地域への児童館建設の要望にかかる歴史的経緯についてでありますが、議会関係

の資料などをもとにお答えをさせていだきます。 
 旧石和町時代の昭和５５年に富士見小学校ＰＴＡにおいて、児童館に関する特別委員会が設

置されましたが、 結論が出ないまま昭和５９年に解散しております。平成５年１２月の第４回

定例会に町立小中学校全５校のＰＴＡ会長が児童館設置を求める請願書を提出しまして、平成

６年第３回定例会までは継続審議でありました。平成６年１２月の第４回定例会において児童

館設置を求める請願が採択されました。 
 さらに平成８年には石和町総合計画第三次施策別事業計画で、平成１０年に児童館を設置す

ると明記したものの設置に至らず、平成１１年３月の第１回定例会における児童館設置が実施

されていないことに対する一般質問に対しまして、当時の石和町長は「石和町エンゼルプラン

の内容を踏まえて取り組む」と答弁をしております。さらに平成１５年９月の第３回定例会に

おいて「石和方式の児童館が実現できていない。公民館を利用して実施することを提案する」

という一般質問があり、これに対しまして「すでに公民館に助成制度を設けて実施している」

と答弁をしております。 
 ここからは合併後になりますが、平成１７年１２月２０日に富士見小学校・石和西小学校両

校のＰＴＡ会長・校長から市長へ児童館建設に関する要望書が、平成１８年２月１３日には石

和第四保育所保護者会長から児童館建設に関する要望書がそれぞれ提出されました。 
 これを受けまして、平成１８年５月１０日に第１回笛吹市児童館建設検討委員会が開催され、

平成１８年１１月７日に中間報告書が市長に提出されました。その内容は、両学区の児童を対

象として児童保育室を併設した中央型の児童センターを建設する案と中央型の児童センターを

建設し、学童保育室は従前どおり学校の余裕教室を利用して運営する案の両論を併記したもの

でした。 
 その後、平成１９年１１月２９日に開催された第７回笛吹市富士見地区児童館建設検討委員

会において、平成２０年１月から富士見小学校、石和西小学校において試験的に実施する放課

後子ども教室推進事業との連携・調整を図ることとし、富士見地区児童館建設検討委員会はし

ばらくの間、活動を休止とすることになりました。 
 これを受けまして平成２０年１月、放課後子ども教室推進事業が試験的に実施され、平成２０年

４月より正式にスタートしております。さらに平成２２年４月から始まりました笛吹市次世代

育成支援行動計画には、新たな児童館の建設は明記されておりません。 
 続きまして今後、建設の考えはあるかについてであります。 
 現在、実施されている笛吹市次世代育成支援行動計画は２６年度で終了し、２７年度から新

たに子ども・子育て支援事業計画が始まります。現在、計画作成に向け市民のニーズ調査など

準備を進めているところであります。 
 児童館整備計画につきましても、設置が予定されている笛吹市子ども・子育て会議において

協議していただき、子ども・子育て支援事業計画の児童館等の項目にて示す予定でおります。 
 なお、富士見地区児童館建設検討委員会は現在活動を休止しておりますが、検討された内容

につきましては、ニーズ調査等を踏まえまして笛吹市子ども・子育て会議において引き続き検

討をしていき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。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁ですと、結論は出なかったけども、この要望は昭和５５年から始まったとい

うことですから、今年で３３年になるということであります。３３年間と言いますと当時要望

した保護者はすでにおじいさんおばあさんになっている方もいらっしゃいますでしょうし、そ

の子どもたちもすでに人の親になっている人も少なくはないと思います。いわば親子二代にわ

たる、そういう悲願とも言えなくもないと思います。 
 それで伺いますけども、平成１８年度に設置されたこの児童館検討委員会の任務といいます

のは建設の是非を議論する委員会でしたか、それとも建設するということでの委員会でしたか、

答弁をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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） 
 お答えします。 
 検討委員会の設置要綱がここにございますけども、ちょっと読みます、第１条で少子高齢化

の進展や共働き世帯の増加に伴い、子育て支援へのニーズに対応するため、児童館等の整備に

より学童保育の充実や子育て家庭への支援、ならびに健全な幼児および児童の育成を目的とし

た児童館を建設するため、検討委員会を設置するということでございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今、部長が答弁しましたように明らかに、明確に児童館を建設するという方針を持ってつく

られた委員会です。委員会のメンバーは２７人だと思いますけども、公募の委員も含めて２７人

が市長から委嘱されて議論に議論を重ねて、先ほど部長が紹介しましたように両論併記になり

ましたけども、議論に議論を重ねて市長に報告しております。それなのに建設をまったくする

ことなく７年間も放置してきました。７年間放置してきた理由というのは、どういう理由から

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） 

 答弁をさせていただきます。 
 先ほども答弁の中でお答えをさせていただきました。放課後子ども教室推進事業との連携調

整を図ることということで、検討委員会はしばらくの間、休止するということを答弁させてい

ただきましたけども、その連携調整を図るというところでは重要だったと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 検討委員会は７回の検討委員会だったと思うんですけども、７回重ねて一定の結論を出して

市長に報告を出しているんです。その報告に対して執行側からなんらかの答えがあっていいは

ずですけども、まったくなしのつぶてでした。なぜ、そうなったのかということを伺っており

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） 

 お答えをさせていただきます。 
 なかなかその当時の理由は推測するしかないんですが、経済的な状況とか財政的な状況とか、

あるいは両論併記だったということとか、さらには国の方針等が変わってきたということの中

で、さらに検討しなければならないという状況があった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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 なかなか歯切れの悪い答弁で納得しがたいものですけども、そこで伺いますけども、ここに

きて、また２７年度から発足する子ども・子育て会議の討論に委ねたいという、先ほどの部長

の答弁でした。どういうことなんでしょうかというふうに私は思います。先ほども部長が言い

ましたように、建設検討委員会の任期というのは建設事業完了までということですね。ですか

ら建設もまったくしていないわけですから、この検討委員会がまだ存在するということであり

ます。その検討委員会を放置しておいて、こっちのほうに置いといて別のところで議論すると

いうこと、私、正しいやり方ではないんではないかと考えております。本当に反組織的なやり

方ではないかと考えておりますけども、見解をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 建設検討委員会の答申がありまして、当時の執行部としてもその内容について重く受け止め、

十分に検討してきたというように思いますが、動きがなかったということはご指摘のとおりで

ございます。 
 それでここで再度、建設に向けた議論をしていくということになろうかと思いますけども、

その手法としまして２７年度からスタートする新しい計画の中に反映をしていかなければなら

ないというふうに思います。検討委員会の答申を十分に尊重しながら、子ども・子育て会議の

中で新しい国の方策、それから地域の７年間の地域の変化等々を鑑みながら、どの方式が一番

いいのか、執行部として熟慮を重ねていかなければならないと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 私は、今さら検討するという課題ではないんではないかと考えています。というのは建設す

るという明確な方針をもって検討委員会がつくられてきたわけですから、７年前に富士見地域

に児童館を造りますと市民に約束していたということですよね。その約束を７年経ちましたけ

ども、７年後の今、ぜひ実行してください、児童館を造ってくださいということだというふう

に思います。この７年前に約束したことをどういうふうに受け止めているのか、明確にお答え

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） 

 ７年間の経過、このことも含めて検討委員会の答申を重く受け止めて、できるだけ早く結論

を出さなければいけないというふうに考えておりますが、国の方針、また新しい状況の中でど

のような児童館がふさわしいのか、できるだけ早く結論を出すための議論を早急にしていきた

いと考えております。それが１つの手段として、子ども・子育て会議での議論かなと考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 早く結論を出したいということが２７年度、２７年度というと再来年度ですよね。あと１年

半も先になるということですけども、部長の考え方ではそれが早く結論を出す一番の近道だと

いうことなんでしょうか、２７年度の子ども・子育て会議の中で検討するのが。子ども・子育

て会議の中で検討したというふうにしても、結論がどうなるか分からないということもあるわ

けですよね。私は何回もしつこいようですけども、ぜひここで市民に約束したことを果たして

くださいと言っているんです。７年前の約束を反古にするということではないだろうし、約束

破りをするような笛吹市役所ではないというふうに思いますけども、私は早く結論を出したい

ということが子ども・子育て会議につながるということがどうしても納得できないですので、

もう一度そこのへんの答弁をお願いします。 
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） 

 再度お答えをさせていただきます。 
 検討委員会の答申を重く受け止めまして、そのことを子ども・子育て会議にしっかりと伝え

させていただき、できるだけ早く建設に向けた子ども・子育て会議での議論ができるよう一生

懸命頑張っ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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 平成１８年度に富士見地域の児童館建設検討委員会がつくられたと同時進行で、御坂にも児
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童館建設検討委員会がつくられまして、御坂のほうは早くに結論を出しましたので１９年度の

補助金の申請に間に合ったということで１９年度に建設されました。同時進行だったはずです。

御坂と富士見の児童館の建設が。ですから普通に考えますと１９年度は１館しか造る予算しか

ないので、１９年度は１館しか造りませんというのが当局の答えでありました。とすれば２０年

度、２１年度にでは富士見地域でも建設が始まるのかなというふうに、検討委員会のメンバー

をはじめとして誰しもがそういうふうに受け止めるはずであります。そこにきて７年間も放置

してある。重く受け止めるというふうに答弁していながら、２年後の子ども・子育て会議に委

ねるというところが、すごく部長の答弁って矛盾していると思いませんか。 
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） 

 お答えをさせていただきます。 
 検討委員会の答申を重く受け止めて、子ども・子育て会議に反映させていただくということ

が、今の国の方針や状況が変わったという中では最善の方法かなと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 なかなか答弁が噛み合いませんが、７年前の約束を果たしてくださいというふうに私は何回

も申し上げております。それがそれを重く受け止めるという、全然私にはその重みが実感とし

て分かりません。ぜひとも７年前にした約束、これは市民への約束です。これは守るのは当然

です。市長も代わったし、それから部長たちも何人も代わりましたけども、そこをやっぱり７年

前に約束したことをしっかりと真摯に重く受け止めていただきたいというふうに思います。で

すから２年後の子ども・子育て会議を待たずに、ぜひともこれを早急に建設の方向で予定に組

み込んでいただきたいと思っています。 
 では次の質問に移ります。通学路の安全確保について、伺います。 
 昨年の４月以降、まだ記憶に新しいところでありますけども、京都や千葉県等で集団登校中

の児童の列に暴走車が突入して、突然に多くの幼い命が奪われることが相次ぎました。そのこ

とを受けて、通学路の安全確保が全国的な問題となってまいりました。 
 山梨県では昨年、平成２４年の１２月に山梨県通学路交通安全対策実施計画をつくりまして、

平成２８年度までの５カ年計画で事業を推進しております。市内の１４小学校から報告のあっ

た危険個所数は県の実施計画によりますと７６カ所ということでありました。そのうち最も危

険個所数の多かったのは、一宮西小学校で１５カ所もの危険個所が報告されておりました。実

施計画の策定から１年が経過しております。子どもたちの通学路の安全確保は待ったなしの最

優先の課題ではないかというふうに考えております。そこで実施状況について伺います。 
 県の実施計画によりますと小学校から報告のあった危険個所７６カ所でありましたけども、

そのうち対策の必要な個所数が４１カ所となっておりまして、すでに対策済みの個所が２１カ

所、５３％が対策済みということになっております。残りの対策予定個所は２０カ所というこ

とになりますけども、これがどこまで進んでいるのか状況をまず伺います。 
 ２つ目として、石和町今井区にパチンコ店が出店することになっております。すでに整地も
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始まっております。予定地といいますのは、今井区の子どもたちの通学路になっておりまして

特にパチンコ店駐車場の出入り口も通学路になっております。このような状況の中で、子ども

たちの安全は守られると考えるのか、見解を伺います。 
 ３つ目として、パチンコ店出店にあたっては地元今井区が自治会を挙げて反対の意思を表明

しておりましたし、また地元の富士見小学校保護者会もさまざまな視点から反対を表明して反

対の署名活動等も行っておりました。私も子どもたちの育つ環境にパチンコ店はいらないとい

うふうに考えています。 
 ここでは通学路の安全確保という視点からでありますけども、このような住宅地へのパチン

コ店の出店を教育委員会は教育者としてどのように考えるのか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに山梨県通学路交通安全対策実施計画に対して、本市ではどこまで進んでいるかとの

ご指摘ですが、県の実施計画は小学校の通学路を対象とし、昨年度の緊急合同点検の結果をも

とに策定されており、本市における対策必要個所は亀山議員のご質問にありましたとおり４１カ

所となっております。 
 そのうちすべての対策が済んでいる対策済み個所が２１カ所でございまして、対策の一部が

済んでいる、または今後対策が行われる対策予定個所が２０個所となっています。 
 対策予定箇所における対策案には信号機や横断歩道の設置、歩道の整備など用地取得が必要

な対策もあるため、今後も地域や関係機関と連携・協力し、できる限り早期に対策を講じるよ

う取り組んでまいります。 
 次に今井区のパチンコ店出店地域は通学路になっているが、出店で通学の安全は守られるか

とのご指摘ですが、今回のパチンコ店出店に関しましては、関係者と利害関係者による話し合

いが困難な状況であることから、市では建設部を中心に開発行為が及ぼすと考えられる課題等

を整理するとともに、関係法令による基準をはじめ関係機関との協議や市の開発指導要綱によ

る技術基準等に沿って開発者に指導を行っております。 
 特に開発区域が通学路に面していることから、教育委員会では通学時に市道を横断しないで

済むような対策や境界ブロックでの歩車分離、グリーンベルトの塗布など児童の安全が確保さ

れるよう開発者に最大の努力を求めております。 
 次に通学路の安全確保という視点からパチンコ店出店をどう考えるかについてですが、通学

路の安全確保には信号機や横断歩道の設置、歩車道の分離、また境界明示、ドライバーへの注

意喚起など、あらゆる対策について幅広い検討が必要であると考えております。 
 そのため、いずれの開発行為におきましても、開発区域が通学路と接している場合は児童の

安全確保を最優先に考えた計画とするよう、開発者に強く望むものであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １６番、亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 ３つ目の質問の見解を答えていないような気がします。その通学路、または学校が近いとか

幼稚園が近いとか保育園が近いとか、そういう住宅地にパチンコ店が出店することに対しての

教育委員会の教育者としての見解を聞いておりますので、そのへんを明確に答弁してください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 亀山議員の再質問でございますが、答弁でもお答えしましたようにあらゆる開発行為につき

ましては関係法令等による基準、それから関係機関との協議等によりまして指導を行うととも

に市教委としては通学路における児童の安全が確保されるよう望むものでありまして、いかな

る開発行為に対しても、児童の安全が危険に晒されるようなことに対してはいかがなものかと

いうふうには考えております。事業者と特定するものではございません。 
 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） 
 富士見小のＰＴＡでは反対に向けて署名運動なんかもしておりました。それで富士見小のＰ

ＴＡとして、このことについて話があった当初だったと思いますけども、教育委員会と懇談、

話し合いを持っているはずですけども、その場では教育委員会としてはどのような見解を述べ

ているんでしょうか。 
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） 

 亀山議員の再質問にお答えします。 
 たしかに富士見小学校のＰＴＡの保護者の方々がお見えになりまして、パチンコ出店の計画

があると。ついては教育委員会はどのように考えるかという話がございましたので、当初はそ

ういう計画ということでありましたので、私どもといたしましては、もしそういうことが許可

された場合、これは学校の中、あるいは登下校を含めて子どもの命、安全確保が第一でありま

すので、そのことについては開発業者に強く求めていくということで保護者の方とも考え方が

一致をいたしました。また付け加えて言いますと昨日、富士見小学校ＰＴＡの会長、副会長さ

んはじめ何名かの保護者が見えまして、教育委員会に対していくつかの要望を出していったわ

けでありますが、再度富士見小学校ＰＴＡとして考えをまとめてきますということであります

ので、それを受けて私ども建設部とも話をしながら子どもの安全確保について、業者のほうに

も話をしていく、そういった用意でございます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 もう整地が進んでおりますので、このままできてしまうんだろうなということなんかも考え

ているところです。 
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 ほかの通学路の安全確保のことで、特に危険個所が多かったところが一宮西小学校の１５カ

所でありました。そのことについてお伺いしますが、この１５カ所の通学路を利用する児童の

人数がどのくらいなのか、すぐには答弁できないかもしれないですけども、利用している児童

の人数と、あとそれから総延長がどのくらいのキロ数になるのか把握しておりますでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 申し訳ありません、総延長、児童数ともちょっと数字を持ち合わせておりませんので、また

なるべく早急にお答えさせていただくようにいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 ぜひ調査して報告を求めたいと思います。 
 さらにこの１５カ所の危険個所に対してどういう対策をとるのかということも、この実施計

画には載っているところです。その１５カ所のうち、児童への指導強化とか児童への指導をす

るというのが１０カ所も出てくるんですよね。これって対策にもなっていない、大変お粗末な

対策だと思うんですけども、このことについて見解をお伺いしたいということと、それから早

急に、例えば側溝に蓋をするとか、そういうことはすぐできることですので早急にお願いした

いと思います。この児童の指導強化ということがどういうことなのか。私、大変お粗末な対策

だというふうに考えております。見解をお願いします。 
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） 

 ご承知のように通学路の改修といいますと、その地権者の皆さまのご協力、各地区のご協力

も含めまして、対応が図らなければならないというふうに考えておりますが、再度事業の計画

につきましては、県の計画に載っておりますので対応が未整備の部分については再度検討をさ

せていただきたいと思います。 
 それから児童の指導強化という面からいいますと、どうしてもそういう方法しかないという

ことであれば仕方ないんですが、別の方策、方法を再度検討いたしまして対応を図らせていた

だきます。 
 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） 
 それでも指導にかかる青信号の時間を長くしてほしいとか、そういうことなんかはすぐでき

るはずですので、やっぱり早急にすることはぜひ手をつけてほしいと思います。 
 答弁をお願いします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ただいまの件につきましての答弁を、堀内教育部長。 
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〇教育部長（堀内常雄君） 
 今、議員ご指摘のようになるべく早く残りの２０カ所についても再度、見直しを行う中で対

応をしてまいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議長の許可をいただきましたので一般質問をさせていただきますが、質問に入る前に自公政

権が憲法の三原則、国民主権、基本的人権、平和主義をことごとく踏みにじる秘密保護法を強

行したこと、怒りをもって糾弾したいと思います。隠し事があれば、その隠し事にこそ大事な

こと、本当なことが隠されているものです。真実を求め調査すること自体を罰するという秘密

保護法でございます。私はたとえ罰則がかけられようとも真実を求めてしっかり調べ、民主主

義、福祉、平和のために役立たせていく決意でございます。併せて憲法違反の秘密保護法の廃

棄のために奮闘する決意でございます。憲法を守り生かそう、まずこのことを笛吹市に、そし

て議員、市民の皆さまに呼びかけたいと思います。 
 さて質問に移ります。 
 みんなの頭の中を支配していると思われます、これまでの新自由主義的行財政改革、これに

ついて見直しを検討していただきたいということでございます。 
 現憲法のもとで地方自治はどこまで進んでいるか、現憲法において住民主権、団体自治を本

旨とする地方自治が明示されました。しかしその実現は困難でありました。まず第１は戦前か

ら国家による地域同一組織という市町村の位置づけ、それが戦後もある面で引き継がれ、多く

の地域有力者、議員、長に受け入れられてきました。いわゆる中央との太いパイプ役論でござ

います。戦後の貧困期および高度成長期に各市町村で国の資金を当てに箱物行政を競うという

時代でありました。私はこれをすべて否定するものではございません。その一部にはこの地域

をなんとかよくしていきたいという郷土愛が部分的にはあったことも事実でございます。 
 第２は現在の困難であります。グローバリズムのもとで地方のためにお金を出すのはもった

いない。要は弱肉強食だ、世の中すべて競争原理だ、こうした新自由主義のもとに地方自治は

晒されております。地方自治においては新自由主義に基づく、あるいは新自由主義を容認する

ニューパブリックマネジメントが流布されてきました。そのもとでの地方行革でございました。

合併推進は究極の地方行革でありました。合併前、私たちは県がつくったバラ色の合併協の財

政シミュレーションに対して、その誤りを指摘し、自主的に正しい財政シミュレーションをつ

くるように提案しました。合併後、私たちは地方交付税の合併算定替えや合併特例債など、い

わゆる合併優遇措置については、これは浪費してはいけない。合併優遇措置が切れる平成３２年

度以降、大変厳しい財政状況になることを見据え、そのときを乗り越えるための投資にまず充

てるべきだと主張したわけでございます。 
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 合併後の行財政政策の特徴はなんであったか。第１は合併特例債を有利な借金と位置づけ、

箱物行政を進めたことでございます。第２は官から民へという行財政改革でありました。その

結果はどうか。市民の負担が増え不便になり、地域の力がそがれました。財政的には合併優遇

措置終了後の危機が迫っております。 
 そうした認識を示した上で質問をしたいと思います。 
 この認識についての所見をまず伺いたいと思います。 
 ２つ目に正職員削減の結果、人件費が下がる一方で非常勤職員賃金、委託料、指定管理費な

ど物件費が著しく増えていることをどう考えるか、伺います。 
 ３つ目に市民の評判が悪い指定管理者導入施設というものが目立ちます。その問題と併せて

指定管理者にとっても投資ができず経営戦略が持てない、施設は使いっぱなしという、こうい

う矛盾がございます。この点についていかがお考えでしょうか。 
 ４つ目に支所機能の縮小で、旧町村や地域への対応力が極端に弱まったと思いますが、いか

がでしょうか。地域活力、地域福祉や防災面などますます地域が重要になっている折、支所の

弱体化は憂慮すべきことではないかと思いますがいかがでしょうか。 
 ５つ目に私は将来財政の危機意識のもと、下水道計画の変更、将来の経費削減のための本庁

舎建設の提案、根拠不明確な箱物建設計画の見直し、御坂浄水場計画の見直しなどの提案を行っ

てきました。しかし、当局の対応は極めて消極的だったと思います。平成３２年以降に予想さ

れる財政困難に対する危機意識が希薄ではないかと思われますが、この点はどのようにお考え

でしょうか。 
 以上で第１問目、１回目の質問を終わります。 

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） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、ただいま述べられたことへの認識に対しての所見を伺うとのことですが、まず国

の合併推進につきましては、国の行政改革の１つの施策でありますので、市としては見解を控

えさせていただきます。 
 次に箱物行政と合併特例債の件でありますが、ご承知のとおり合併特例債は合併自治体が発

行期間および発行額が限定された中で活用できる非常に財政的に有利な起債でありますが、合

併特例債に限らず借金により基盤整備を進めることは、将来的な財政運営の見地からも行財政

改革とは相反するものであると、十分認識しているところでもあります。 
 今後の活用としては、既存公共施設への対応などが中心となるものと考えておりますが、市

民の合意を得る中で、合併特例債を今後も活用してまいりたいと考えております。 
 次に官から民へという行財政改革でありますが、これまでの行財政改革大綱では、市民との

協働のまちづくりや民間活力の導入などが基本方針の１つとしており、策定中の次期大綱にお

いても引き継ぐものと考えております。 
 「協働」といいますとどうしても行政サービスの低下を考える方も多いと思いますが、市民

の皆さまに協働の意義や内容をより深く理解していただくことにより、地域主権の時代の中で、

より市民主役の行政が実現できるものと確信しているところであります。 
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 本来、行財政改革は期限や目的に捉われずに行政の効率的運営を図るため、不断に行うもの

と認識しているところでありますが、現実として本市においては普通交付税の一本算定化によ

る段階的減額が間近であり、財政規模の縮小という喫緊の課題により、歳出の削減を主体とし

た行財政改革となっている状況であります。 
 普通交付税が一本算定により交付されると、現在の行政運営形態のままでは健全な財政運営

が維持できなくなることは明らかであります。よって、今まで以上に行財政改革を加速しなが

ら推進していかなければならないと強く認識しているところであります。 
 次に正規職員削減の結果、人件費が下がる一方、物件費が増加していることをどう考えるか

についてですが、第１次および第２次行財政改革の取り組みの中で平成２４年度までに正規職

員を１３０名ほど削減し、５０億円近い人件費削減効果が得られております。 
 ご指摘のとおり、臨時職員の雇用や指定管理者制度導入などにより物件費は上昇しておりま

すが、トータルで考えれば経費削減につながっているものと考えております。 
 地方分権や権限委譲、住民ニーズの多様化が進む中で市が取り扱う業務量は増加の一途であ

りますが、合併特例期限を迎え今後地方交付税が大きく削減される状況にあり、職員定数の適

正化と組織・機構のスリム化、アウトソーシングの検討を同時に進めていかなければならない

と考えております。 
 次に指定管理者に関するご質問についてでございますが、民間活力によるサービス向上やコ

スト削減という観点から平成１８年度から導入を進めており、全体では２４年度までに約５億

円のコスト削減につながっております。 
 今後も個々の施設について、指定管理者制度の導入効果について検証を重ねてまいるととも

に、財政面では一定の効果が認められておりますので、指定管理者導入によるメリットが見込

めない施設を除き、制度の導入を進めてまいりたいと考えております。 
 次に支所機能の縮小による支所の弱体化は憂慮すべきではないかについてですが、支所の簡

素化によりサービスの低下を招くのではないか、地域の活性化に影響を及ぼすのではないかと

の懸念から、合併以降、はっきりとした方向性を導き出せない大きな課題であります。 
 ご指摘のとおり地域の活性化、福祉や防災面で支所が果たす役割が重要であることは私ども

も認識しているところであります。しかしながら今後、財政規模の縮小を余儀なくされること

を考えると、限られた職員数の中で地域の課題に対してしっかりとした対応ができる組織づく

りを検討していく必要があります。 
 ７町村が１つの市になったことの意義を考えながら、人口７万人の本市にふさわしい市役所

の組織機構と合わせ、支所で行うべき必要な事務事業を検討していかなければならないと考え

ております。 
 次に平成３２年度以降に予想される財政困難に対する危機意識が希薄ではないかとのご質問

ですが、はじめの質問の所見で述べさせていただきましたとおり、普通交付税が一本算定化さ

れると一般財源総額の減少による財政規模の縮小に伴い、財政運営が非常に厳しくなることは

明らかであり、今後さらに大胆な行財政改革が必要であると強く認識しています。 
 今後も健全財政の堅持を念頭に、必要不可欠な事業については、議員各位からのさまざまな

提案や提言に傾聴した上で、市民合意をいただきながら事業を行ってまいりたいと思います。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 まず５番目の財政問題に関してですけども、私は本当に大変な危機意識を持ってさまざまな

提案を行ってきました。ところがこの間の市の、前市長もそうなんですが、対応というのは、

箱物、大きいものを造るときは財政は健全だと言う。そしてしかし行革を進めるときは大変厳

しいと、こういうことで訳の分からないことを言っていたと。そしてこの点でやっぱり誰にで

も分かるのは財政シミュレーションを３２年以降、数年間の分までやはり条件をしっかり明示

しながら付けていけば、そのことが一番大事だということを言い続けてきたわけなんですが、

この点についての考えを伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 長期財政シミュレーションの早期策定というご質問でございますけども、以前にも長期財政

計画を出させていただいて、また長期財政計画につきましては、毎年度つくらせていただいて

おります。また皆さんのほうにもご説明をさせていただいているところでございますけども、

現在、行革につきましても第３次の行革大綱を策定中でございます。２５年度において策定を

するということで、現在進めているところでございますので、その中で財政シミュレーション、

いろいろなそこの考え方もそこに含まれて、その推計の仕方によってさまざま変わるところが

ございますけども、できるだけ今年度、財政シミュレーションのほうを行革と併せて出してい

きたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 市民も議員も当局自身も、この３２年以降の基金がどんなものかということを共通の認識で

いるのは財政シミュレーションしか、私、ないと思うんですよね。そういう点でやるというこ

とですから、ぜひそれを急いでいただきたいというふうに思います。 
 そして２つ目に合併市の支所に対する地方交付税の措置、なんらかの対応をしたいというこ

とが国においても出されておりますが、どの程度、国は本腰を入れていくのか、地域を大事に

していくのか、これは不明でございます。市として本格的にこのことに取り組んでいく、この

ことが重要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 ただいまの交付税の関係では最近、皆さん新聞紙上等でもお聞きになっていると思いますけ

ども、合併市に対してなかなか支所機能といいますか、市街地が分散しているという中でそこ

が新しい市になったからといって、その形態はなかなか変わらない。また非常に難しい問題で

あるということで、先ほど今日の質問の中で答弁させていただいたように、長崎県が呼びかけ
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まして協議会のほうをつくりました。その中で国のほうの要望もしておりますけども、そうい

う動き、また国会議員の中にもそのような動きが現在ございまして、その支所に対する交付税、

合併時にとって、非常に有利なものになるかと思いますけども、そんなことを考えているとい

う動きは現在ございません。ただ具体的に金額、それから実際に行われるのか、それはまだ明

らかではございませんけども、今後の課題ということは十分承知しているという中でございま

すので、減額を踏まえた中での合併市に対する特例的な措置をしていこうという動きでござい

ますので、あくまでも減額という中での想定でございますので、そこをどういうふうに捉えて

いくかというのは予算の問題、それから市としてどのようにその地域を考えていくかという部

分、またそれぞれ議論があろうかと思いますので重々そのへんを承知した中で今後、議論を重

ねていくべきではないかと、そのよ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） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ぜひ国の動向にかかわらず支所を強化していく、そして地域の要望にしっかり応えていく、

相談相手になっていく、これをやっていただきたいと思います。 
 この第１問目の最後に市長に伺うわけですけども、笛吹市においても合併以来、ニューパブ

リックマネジメントに基づく職員教育が長期にわたって行われてきました。市民を顧客と呼ん

だり、企業と自治体の違いを明らかにしないまま、民間に学べとも盛んに言われてきました。

行財政改革といえば、この間のニューパブリックマネジメントに基づく改革しか思いつかない

ような状況があります。憲法や地方自治の本旨に基づく行財政改革の道が忘れられようという

感が私にはするものでございます。 
 市長も代わって１年が経ちました。この間の行革の結果と問題点も明らかになりつつありま

す。そこで改めてこの間の行革の考え方および結果について、どう考えるか、検証と見直しが

必要と考えるか否か、市長の考えを伺いたいと思います。明確に答えろとは申しませんが、重

く受け止めて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） 

 渡辺議員の質問にお答えします。 
 地方自治はどうあるべきなのか、かなり重たい問いを私自身も自分自身に投げかけながら、

この１年間、行政運営を行ってきたつもりでございます。 
 地方自治というのは経営という形オンリーで捉えていいのだろうか、地方自治において支出

されるものはすべてコストというような形で捉えていいのだろうか、こういうようなことは私

自身もずいぶん自問自答してきておりますし、今も自問自答しているところでございます。 
 今後とも財政が一層厳しくなることは重々承知でございます。抽象的な言い方で申し訳ござ

いますせんけども、行政サービスを低下させないと。そしてこの厳しくなる財政との両立をど

う図っていくか、この点をまた議員の皆さまと一緒に考えていきたいと、こういうように思っ

ております。 
 以上です。 

 ６０ 



〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 第２問に移ります。 
 今のことと関連しますが、行革路線に基づく人事政策の見直しを求めるというものでござい

ますが、最初に職員とはということで改めて。 
 新しい公共論、実質「あれは市民の役割」「これは民間です」というふうに行政の役割の縮

小と特化および職員の削減になっているのではないかと思います。地方自治を形成する市民や

諸団体の外に市および職員を位置づける新しい公共論は、私は間違いだと思います。 
 私は市民主人公の地方自治において職員はそれに専念し、それを業としている人々である。

もっと言えば市外から来ている人もいますが、市民の中にあってこの地方自治形成の専任者、

専門家だというふうに考えております。この点について市長の所見を伺います。 
 南信州で行われている職員の地域担当制、こうしたものを検討する考えはないか伺います。 
 ２つ目に「民にできることは民に」「市民にできることは市民で」という理念によれば民に

できないことはたぶんないと思います。市・市職員に残る仕事は何か。この考え方のもと現場

や地域の願いが分からず、あるいはコンサル任せで過剰設計や現実に合わない夢物語計画が策

定されることが多いと思います。ボタンの掛け違いによる事業の空転、職員労働の空費、コス

ト増という事態が見受けられます。この問題については現在進行形の問題もございますので、

具体的な例は避けさせていただきますが、このことについての考えはいかがか伺いたいと思い

ます。 
 ３つ目に支所について、最初の質問とも関連しますが、正規職員の現場からの撤退で市の能

力、支所の能力は著しく低下していると思います。防災や介護など地域の役割、現場の役割は

ますます重視されて然るべきであると思います。市長の所見を伺います。 
 そして４つ目に、臨時職員についてです。 
 臨時職員は臨時の職に充てるものであります。しかしこの間、継続的な業務に脱法的に臨時

職員を採用し、今や非常勤職員が２００人以上、正職員の４割近くになってまいりました。た

くさんの脱法的臨時職員の解消は一朝一夕にはできないと私も思います。順次これを解消する

ために正職員化の道を広げるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
 また本来、臨時職員は正職員では賄いきれない臨時的な仕事に充てるものでございます。大

変貴重である一方、臨時職員は不安定な身分であります。したがって、時給は正職員以上であっ

て然るべきだと、考え方でいえばそうだと思います。しかし、せめて正職員なみの時給を目指

して改善を図るべきだと思うがいかがでしょうか。 
 以上で、２問目の１回目の質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、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、人事政策に関するご質問にお答えいたします。 
 はじめに地域担当制を検討する考えはとのご質問についてでございますけども、３つ目のご

質問の支所のあり方についてのご質問と関連していると考えておりますので、併せてお答えを
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させていただきます。 
 地域担当職員制度は、住民自治を支援する制度として全国的に配置する自治体が増えてきて

おります。本市におきましては、現在６地区にございます各支所がこれに近い役割を担ってお

り、７町村の合併によりまして成り立っているという本市の特性から旧町村ごとの出身である

職員が地域と行政をつなぐパイプ役という役割をこなしてくれていると、こういった面がござ

います。 
 したがいまして、この支所機能と職員個々のいわゆる地元愛などによりまして、地域要望等

に対する「分ける」「つなぐ」「補完する」等を行っていることが多い現状にあると認識してお

ります。 
 市民の皆さまと行政が一体となった協働のまちづくりというものが、今後のまちづくりの基

本方向であると考えております。 
 地域担当職員制度につきましては、協働のまちづくりの有効的な手段の１つであるというふ

うに考えております。今後の支所のあり方という大切かつ重要な組織としての方向性を含め、

市民の皆さまにとって、よりよい市役所を構築していくためにはどうすればよいのかと、組織

全体から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２つ目のご質問でございますけども、市役所の業務の進め方等につきまして、渡辺議員

から厳しいご指摘がございました。 
 市職員すなわち公務員は全体の奉仕者であり、住民福祉の増進のため憲法に基づき住民の人

権と暮らしを守ることを使命としております。政策目標を達成していく上では、その中心的な

役割を果たすのは市職員であります。 
 今後も職員が直接担うべき市民サービスを見極めて、事務事業の見直しや民間活力の活用等、

経営改革を進めていきますとともに、見直しにより確保した人員をより優先度の高い施策に振

り向けるなど、適正に管理していく必要があると考えております。 
 市民の皆さまとともにつくる笛吹市であり続けるよう各種計画等、市民目線を持ってしっか

り策定してまいりたいと考えております。 
 次に、臨時職員の待遇改善等についてのご質問にお答えいたします。 
 市民の皆さまへの行政サービスにつきましては近年、国・県からの権限委譲なども相まって

一層、多様化してきております。臨時職員につきましては、今後ますます多様化してきます業

務の一端を担っていただく必要な職と認識しており、市民の皆さまからのニーズに的確かつ迅

速にお応えしていくために、また雇用確保という面からも必要であり、その役割も高まってい

るものと認識しております。 
 雇用体系につきましては、全員が正規職員であればそれほどよいことはないわけであります

が、限られた財源の中、しかも厳しい財政状況も踏まえた中で、人件費につきましては抑制せ

ざるを得ない状況にあること、またさまざまな雇用形態が生じてきておりまして、これに対応

せざるを得ない状況にあることを、ぜひともご理解いただきたいと思っております。 
 また身分保障につきましては厚生年金保険、健康保険および雇用保険に加入をしておりまし

て、仮に超過勤務や休日等で勤務を行った場合には、正規職員と同様の割り増しした率を適用

することとなっております。当然、職務上および通勤途中においては公務災害補償の対象にも

なっております。 
 賃金の額につきましては、人事院勧告による率の改正があった場合や県の最低賃金の時間給
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などの見直し、また県内自治体の状況等を比較して決定しておりまして、他と比べても遜色な

いものと考えております。 
 しかし、いずれにいたしましても正規職員との格差があることは、これもまた事実でありま

す。地方公務員法の制限等もある中、今後とも臨時職員の待遇につきましては、県および近隣

自治体の動向等にも注意しながら、検討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） 
 まず今、地域担当制というお話しに積極的な検討をお約束していただきましたけども、支所

機能の中で本当にいろいろな職種を現場から引き離すということが続いてきました。飯田市な

どでは支所に支所長、公民館主事、保健師、ほか職員を若干名、置いております。そうした中

で支所長、公民館主事、保健師の配置で地域のたいがいの課題には対応できるという形が出て

います。こうした方式を検討する考えはないかどうか、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） 

 渡辺議員の再質問にお答えをさせていただきます。 
 支所機能につきましては、合併直後は５つの課がございまして、かなりの多くの業務を行っ

ておりましたけども、その後、職員数の減少等に伴いまして業務、事務量も勘案する中で本庁

での事務の集約等を踏まえながら支所も縮小してまいりまして、現在では課の数が１つ、ない

し２つということで今、行っております。 
 それで南信州の飯田市というところがご質問の通告にございましたので、少し調べさせてい

ただきましたけども、南信州の１０数町村の広域連合を組んでいるところですけども、地域担

当制を導入しておって、１５カ所ぐらいですか、地域にその自治振興センターというのがあっ

て、そこに本当に地域とのパイプ役、また住民自治を推進していくための地域担当職員がチー

ムというかグループで配置されているということで、非常に参考になります。地域担当制も全

国の自治体、いろいろ調べてみますとスタイルはさまざまで各地域の支所といいますか、そう

いったセンターに担当職員を配置する例と、また本庁で業務を持ちながら地域担当グループを

決めていて地域の中へ出向いていく、いろんなパターンがあるようです。地域のあり方、支所

のあり方、支所の事務組織というのは非常に大きな、また難しい課題でありまして、福祉や防

災面、本当に市民の皆さまの生活に直結する重要な課題であります。合併特例期間が終了する

地方交付税の一本算定が始まる時期がございますけども、その時点を視野に事務組織のあり方

の検討を行っております。その中で支所のあり方についても十分、市民の皆さまのご意見、地

域の声をお聞きする中で、また地域の皆さんともしっかり議論を踏まえ方向性を出していきた

いと、地域担当制についてもそういった中でぜひ検討していきたいというふうに考えています。 
 長くなりましたけども、再質問の答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 支所に関して機能を低下させ、全部中央へ集めてしまってということで、まさに支所に関し

ては角をためて牛を殺すの類い、そうしたことになってきたわけなんですが、ぜひこれをきちっ

としたものに変えていっていただきたいというふうに思います。 
 臨時職員ですけども、ここに募集要綱ですか、採用試験案内を持ってきたんですけども、年

齢制限が書いてあるんですね。一般行政職１は３０歳、２は２７歳、そして保育士については

なんと２４歳以下ということでございます。これでは例えば保育士の場合、４年生卒の保育士

がたまたま２年間、臨時職員などで正職員にならなければ、一生笛吹市の正職員としての保育

士にはなれないということです。これは社会正義に反しますし、市がこれでいいのかというこ

とを疑問感じるわけです。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。 
 臨時職員の採用というか、募集における年齢制限のことについてのご質問ですけども、労働

者の募集、あるいは採用については年齢要件につきまして、雇用対策法の一部改正、平成１９年

に行われまして、年齢要件については撤廃といいますか、年齢制限をしないような、禁止が盛

り込まれました。これは年齢に関わりなく均等な雇用機会を与えなければならないという精神

からでありますけども、その中には国家公務員、また地方公務員は適用除外ということがあり

ます。自治体でもこういった年齢制限を設けずに募集している自治体もございますけども、本

市の場合には組織の中の年齢構成ですとか、あるいは財政的なコストとかいろんなことを考え

た中で、現在では年齢制限を一応設けさせていただいて、募集等を行っております。ただ、あ

まり年齢制限が狭いというのはいかがなものかということですので、そういったものの緩和等

につきましては今後検討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） 
 一般の企業には適用されて公務員には適用されないということですが、それでは示しがつき

ません。官より始めようということがございます。そうしてください。 
 賃金の関係ですが、最低賃金もスズメの涙ほどですが毎年上がっております。臨時職員の給

与はいつ、いくら改善したのか伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 渡辺正秀議員の再質問にお答えいたします。 
 一般事務職の賃金につきましては現在、時給で８２６円ぐらいです。これは７時間１５分の

勤務時間になったときに時給が上がったということなんですけども、日給にすれば変わってい

ないというような状況であると思います。 
 いつというのは、今ちょっとはっきり思い出せませんので、またのちほど、賃金の形態が変
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わった時期、あるいは一般事務職だけではなくて、ほかの臨時職員の業務もありますので、そ

れらも含めてお示ししたいと考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 臨時職員２００名を超えております。市長はこの方々の要望、意見を聞いたことがあるか、

聞くために臨時職員との話し合いを持ったことがあるか、また今後話し合いを行う考えがある

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をいたします。 
 臨時職員の方については、地方公務員法の規定によりまして６カ月の任用と。１回は６カ月

を超えない範囲で更新ができるということですけども、長期の雇用契約というのは法的になか

なかできないわけでありますけども、また賃金等の待遇のこともあります。臨時職員の方には、

またいろんなご意見もお聞きする中、また契約を更新するときにはご本人の希望なんかも聞き

ながら、今はそういう方法で更新していくのが臨時職員本人のご意向に沿っているということ

で契約をしておりますけども、今後よりいろんなお声をいただく中で待遇改善を図っていけた

らと、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） 
 臨時職員、６カ月ということですが、実質的にはそれを繰り返し契約して、もう長い間、働

いている方もあるし、大変大きな役割を果たしている、そういう方々たくさんいらっしゃいま

す。ぜひそういう方々とのミーティング、こういうことも企画して、そして率直な意見やどう

いう役割を果たしていきたいか、そういう声もぜひ聞いていただきたいと思います。 
 最後に職員には市民の幸福実現、地方自治の専任者、専門家としての誇りを持ってよい仕事

をしてほしいと思います。また市長、市幹部職員はそういった位置づけを明確にして全職員を

鼓舞してほしいと思うのですが、ぜひ市長の決意、所見を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） 

 渡辺議員の質問に対して、お答えいたします。 
 私も常に公務員像といったようなことを問われれば全体の奉仕者、古い言葉でいえば滅私奉

公というような言葉もあえて使わせていただいております。そのくらい託された仕事というの

は重たいし、そしてまた実にやりがいのある仕事だというふうに私は思っております。 
 これからも引き続き、この考え方で幹部職員はもとより若い職員にも語りかけていきたいと

いうふうに考えております。 
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 以上で答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 ありがとうございました。時間ですので、これで終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 渡辺議員の関連質問を行います。主に臨時職員の件について、お伺いいたします。 
 先ほど渡辺議員は臨時職員が２００人ということを話しておりましたが、臨時職員が多いと

ころというのは主に出先が最も多いですよね。例えば特徴的なものなのが図書館の司書、それ

から保育所の保育士、それから給食調理員、この３つの職種が最も出先の中で臨時職員の多い

職場であります。今、即答できるかどうか分かりませんけども、図書館司書と、それから保育

所の保育士とそれから給食調理員について総数の中で、正職員と臨時職員の割合がどうなって

いるのか、現在。それはここ、例えば直近の中で割合が変化しているのか、増えているのか、

減っているのか、そのことが分かれば答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 亀山和子議員の関連質問にお答えいたします。 
 臨時職員のうち出先の組織等によります保育士、調理員、また図書館の司書等の正職員、臨

時職員の比率でありますけども、まず保育士につきましては正職員の比率が約５５％でありま

す。公立保育所の数が１４カ所ございますけども、徐々に指定管理の保育所が増えておりまし

て、来年度は指定管理５カ所ということになります。指定管理を除く公立の直営の保育所が９カ

所ということになりますので、比率といいますと正職員の比率は徐々に改善をしたいなという

ことでしつつあります。臨時職員の保育士さんについては今、人数的には横ばい状態でありま

す。それでは図書館司書と調理員については、総務課長のほうからお答えをさせていただきま

す。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 それでは調理員でございますけども、今、平成２４年現在でございますが、正職員が２７名、

これに対して臨時職員が６６名でございます。７割近い臨時職員のリストというようなことに

なろうかと思います。 
 それから図書館司書につきましては今、臨時職員が３２名おるわけですけども、正規職員に

ついては一般職の中で司書の資格を持った方が行っているということで、必ずしも司書の仕事

に専念しているわけではないということですので、今、ちょっとその支所の資格を持った正職

員の数が手元にございませんので、これについてはちょっとのちほどお答えをしたいと思いま
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す。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 たぶん図書館の司書についても、調理員と同じくらいの臨時職員の率になっているんではな

いかなというふうに考えています。保育士にしても司書についても調理員についても、圧倒的

に臨時職員が多くなっているわけです。臨時職員といいましても、正規の職員とまったく同じ

仕事をしていて、しかし身分だけは臨時職員ということであります。なかなかこれを正規の職

員にするということは大変なことだと思いますけども、ぜひとも臨時職員の雇用条件を、例え

ば有給の休暇を増やすとか、日給を上げるとか、そういうふうな方向で今後も検討していただ

きたいというふうに思います。そのことについて１点答弁していただきたいということと、そ

れから圧倒的に図書館の司書、臨時職が多くなっております。しかし図書館は午後９時まで開

館しておりますし、土曜日の１日、それから日曜日も開館しております。以前は、その開館時

間、まったく正規の職員がいなくて、臨時職員だけで開館していたという時代もありました。

とても容認できないことだというふうに思います。現在もそのような状況がまだ続いているの

か、答弁してください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 亀山和子議員の関連質問にお答えいたします。 
 １点目の臨時職員の改善の件のご質問ですけども、全体で今４割近い臨時職員数というのは

必ずしも最善の方法とは今、考えておりませんので、今後少しずつ努力をさせていただき、処

遇改善にも努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 もう１点につきまして、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 図書館についてのご質問にお答えしたいと思います。 
 現在、各図書館、スコレーセンターにおきましても極力職員がいる中で土曜日、日曜日、そ

れから夜間の業務についても当然、交代制で行っておりますが、なるべく時間外的なものにつ

いては正規の職員がいるような体制で交代を行いながら進めている状況ですが、ときには臨時

職員だけの場合もある状況です。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １６番、亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 どの時間帯に正職員がいるのか、正職員がいないのか、そういうことをやっぱり教育委員会

としてしっかりと把握するべきだと思います。まったく正規の職員がいないような状況で、臨

時職員だけがいるような状況で開館しているという状況を教育委員会ではどのように考えてい

るんですか。そんなような状況をよしとしているんですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
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〇教育部長（堀内常雄君） 
 当然、開館する限りは責任がございますので、でき得れば正規職員で対応したいと考えてお

りますが、なかなかそういう現実の中での状況が許しませんので臨時対応もやむなしというこ

とで進めています。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 さまざまなことがある中で臨時職員だけで開館して、全責任を臨時職員に負わせてそれもや

むなしというふうに考えるというのは、私は大変不適切だと考えております。すべてのところ

に正規職員を配置できないというのは、正規職員が少ないからですよね。正規職員を増やしな

がら、きちっと開館時間は正規職員を配置するということにしようとは思わないんですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 今、お話しましたように現状はそうでございますが、教育委員会としては正規の職員を配置

したいという中で要望も人給担当のほうへ出しているというような状況ですので、今の現状の

中では先ほどもお答えしましたように、本来的ではありませんが、やむを得ない状況でという

ことで進めています。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 では教育委員会の見解としては臨時職員だけで開館している状況はよしとしない、そういう

ことを改善していきたいというふうな見解を持っているということで、その方向に向けて教育

委員会としても努力するという、そういう理解でよろしいんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 今もお答えさせていただきましたように、そういう希望は持っておりまして、それに向けて

努力はしてまいりたいというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を１５時１５分からといたします。 
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休憩  午後 ３時０４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時１５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 次に１４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 通告に従いまして、一般質問をします。 
 １点目として、ごみのポイ捨ておよび不法投棄について。 
 笛吹市において道路沿いの草むらや河川に空き缶や空きビン、飲食物を包んでいた容器等が

捨てられている状況をよく目にします。また公園においても犬の糞やタバコの吸殻が捨てられ

ているなど、モラルの低下による光景が随所に見受けられます。 
 笛吹市では不法投棄の防止対策、犬の糞禁止看板などさまざまな対策や取り組みが行われて

いることは十分理解しているところでありますが、そこで以下の点について伺います。 
 １として、笛吹市環境基本計画にポイ捨て禁止条例の制定を視野に入れ、実効性を伴った防

止対策を検討とありますが、具体的にどのように検討されたのか伺います。 
 ２点目として、各地で５月３０日をごみゼロの日にする取り組みが実施されております。ま

た後期基本計画にごみ拾い運動、市民みんなでごみ拾い運動を行い、きれいな笛吹市をつくっ

ていきます。ごみのない地域は、おもてなしの心として観光客をお迎えすることにつながると

ともに心の安らぎを与えることとなります。ごみ拾いがごみを捨てない心の育成につながって

いきますと明記されています。この際、笛吹市の環境美化の目的で市民一斉のごみ拾い運動を

展開してはどうでしょうか、伺います。 
 ３点目として、ごみを捨てづらい環境づくりとして、どのような取り組みをされているか、

伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １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します。 
 はじめにポイ捨て禁止条例制定を視野に入れた防止対策がどのように検討されたのかについ

てですが、現状での法規制につきましては廃棄物の処理及び清掃に関する法律や笛吹市空き缶

等の散乱防止及び回収に関する条例において定めており、その範囲内で規制的法整備はできて

いるものと判断のもと、現段階では新たな条例制定より市民モラルに期待する取り組みにおも

むきをおいています。 
 県関係機関と連帯を図りながらパトロールの実施や空き地・農地等、雑草が繁茂しポイ捨て

しやすい状況をつくらないため、良好な状態で所有地を管理するよう持ち主に注意喚起を促す

などの方策をとるとともにポイ捨て防止看板の設置や広報誌での啓発活動にも努めております。 
 次に市民一斉のごみ拾い運動を展開してはどうかについてですが、現在、市では特定の地域、

範囲の清掃活動を自発的に行うアダプトプログラム制度により、多くの企業やグループが取り

組んでおります。 
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 また地域ごとの清掃活動を行っている行政区等が大半であり、市民の自分たちで自分たちの

地域の環境浄化に取り組んでいく活動は近年、強まってまいりました。 
 市民一斉のごみ拾い運動は、市民一体的な環境整備活動として啓発的意味合いは大きいもの

がありますが、特定の一日を決め環境活動を求めることより、最も多くの皆さまが参加できる

環境活動日をみずから決めていただき活動を行っていただくのが、効果的であると考えており

ます。 
 市では活動に対し、ごみ袋の調達や集めたごみの特別回収を行うなどの支援を行い、年間を

通じて美化活動が円滑に行うことができる体制を取っております。また、さらなる意識の高揚

のため５月３０日のごみゼロの日などに合わせ、全市的に啓発活動など意識の高揚につながる

活動も検討してまいります。 
 次に捨てづらい環境づくりの取り組みについてですが、ごみのポイ捨てを防止するためには

笛吹市総合計画後期基本計画にあります市民提案プロジェクト「やすらぎ作戦」にも掲げてあ

るように、市民と行政のパートナーシップのもと常に市内全域をきれいな環境に保つことが最

も有効的な手段であると思います。 
 このため市では前段の答弁でもお答えさせていただきましたとおり、今後も継続した地道な

市民環境活動の支援やモラル向上のためのポイ捨て予防活動に加え、児童生徒に対する環境教

育の実施等が必要であると考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 今の部長の答弁の中で、現段階では新たな条例制定よりも市民のモラルに対する取り組みを

していくというふうな、そういったことにおもむきをおくという答弁でしたけども、なかなか

今、車社会で通るにあたっては道路に何が落ちているかというのは、あまり見受けることはな

いんですけども、通学路を歩いてみますと空き缶やビンはもちろんのこと落ちています。その

ことによって、ただでさえ狭い通学路が子どもたちは本当に空き缶をサッカーボールのように

蹴って登校するのもときどき目にします。一番歩いてみて思ったことは、やっぱりタバコの吸

殻が圧倒的に多いんですね。それをやっぱり拾うというのは、なかなか歩いてみて、空き缶と

かは割に拾いやすいんですけども、タバコの吸殻を拾うということはかなりのエネルギーがい

りますし、そういったことから先ほど笛吹市の取り組みの中でぜひ笛吹市のタバコの吸殻およ

び空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例という中に、そこに笛吹タバコの吸殻というのを

ぜひ入れていただきたいと思っているんですけども、その点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 タバコのポイ捨て等につきましての禁止につきましては東京都千代田区、品川区などにはあ

るというように伺っております。千代田区等につきましては例えば昼間、１００万人近い社会

人口、夜間になると住んでおられるのは４万人程度ということで、社会構造なんかもだいぶ違っ

ておりまして、それを制定するまでにかなりいろいろな紆余曲折があったように聞いておりま
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す。そんな条例もある自治体、それから外国でも厳しい罰則などがあるということもあります。

ですけども、現段階の中ではやはりきれいな環境づくりと市民のモラルに期待するというのは

非常に、今適している状況ではないかというふうに考えております。ぜひそのへんで、もう少

し市民に訴えかける方策をとりまして、進めてまいりたいというように考えております。条例

等につきましては、時期を見ながらまた検討してまいるということでお答えとさせていただき

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 今の部長の答弁の中で、人口規模も違うという答弁もありましたし、今後の期待するという

中で人口とかはあまり関係なくて、先日も朝早い段階で、ちょっと５時過ぎに出かけることが

ありまして、車ででかけたときに本当に信号待ちしている車が、前の前の車でしたけども、運

転席から開けて、そのままごそっとタバコの吸殻を捨てている、そういう状況を見て本当に唖

然としました。そういった人たちが、こういった注意を警告する看板で通用するかなというふ

うに思ったんですね。ということはやっぱりある程度の、条例で厳しく取り締まるというか、

笛吹市には絶対に捨てられないぞということも必要だと思います。ましてや観光地でもありま

すし、たくさんの観光客の方も見えますので、その点はどうでしょうか。 
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） 

 笛吹市に入ってすぐにここの市ではこんな条例があるからというようなことは、今、議員が

おっしゃるとおり非常に厳しくすればいいんでしょうけども、やはりなかなか車で灰皿から捨

てるという方はなかなか特定できないということもございます。そんなことでは、運転してい

る方にそれぞれ意識を持たすという意味では非常に効果的ではないかと思いますけども、やは

り看板とか、それからあと今、暮らしている市民の方々の意識の高揚というようなことで対応

したいように今現在では考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ前向きにお願いしたいなというふうに思います。それからこの１２月号の広報ふえふき

に環境標語ということでたくさんの作品が発表されておりましたけども、今後こういった応募

作品をどのように市民の方に、広報以外に目で分かるためにどういった活用方法をされるのか、

お伺いしたいと思います。 
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） 

 いつも広報誌の中に環境通信というような欄もございますので、その中での紹介、それから

でき得れば旗などを作成できればいいんですけども、そのへんもまたちょっと検討させていた

だきますけども、そういうものでいつでも目につくような状況におきたいというふうには考え
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ております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひお金もかかりますけども、市民の方が通ったときにその旗が見えるような形で利用して

いただければ考えた方もありがたいかなというふうに思います。 
 それから先ほどの部長の答弁の中で、地域ごとに清掃活動を行っている行政区もたくさんあ

るんだよという答弁でしたけども、その内容とぜひそういった取り組みを行っている地区とか

団体とかを広報とかホームページに取り上げていただきながら、啓蒙活動に役立てるというの

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） 

 先ほど申し上げました中に、アダプトプログラムという活動がございます。これにつきまし

ては市内の会社ですとか、それから自治会の区単位、それから子どもクラブということで清掃

活動をしていただいております。２５年度ですと１２の団体が登録していただいておりまして、

３２０名ほどの方が活動されているということで、非常にこれは先進的に内外にも報告できる

事案ではないかと思っておりますので、先ほど申し上げましたような広報の中での特集の中へ、

その地区地区ごとの活動している団体を広報の中へ取り上げてあげるとか、そんなことで少し

でも皆さんの労に報いるということも考えていきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。それからごみゼロ運動ということで、本当に全国的にいろ

んな市が啓蒙活動として意識の高揚につながる活動で、部長は検討していくということでした

けども、具体的にどのように考えているのかということと本当に来年、笛吹市も誕生して１０周

年になります。ここでぜひ市民一斉ごみ拾いをして、きれいになって１０周年をお祝いするこ

とも１つの１０周年の区切りかなとも思います。それから数年前ですけども、一宮のふれあい

文化会館で長野県の小布施の町長が来られたときに、印象に残っている言葉として「今、そこ

に住んでいる人が、地元の人がここはいいところだなと実感しない限り観光客は来ませんよ」

ということが、本当にその言葉が今も心に残っています。そういった意味では来年１０周年で

す。ぜひ一度は市民一斉になってごみ拾いをして、１０周年のお祝いのひとつとして大掃除を

したらいかがかなと、再度お聞きします。 
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） 

 ごみ一斉のときに市内全域で活動ということでございますけども、本市にあります各種計画、

環境基本計画にいたしましても、そのような項目が盛り込まれております。そういう活動をす

れば非常に素晴らしい環境活動であるということは十分認識しております。今後どのような手

法により計画すれば多くの市民の皆さまが参加していただいて実現できるか、それから集まっ
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たごみの収集、運搬処理、どんなふうに対応すればよいかということもございますので、それ

らにつきましてはまたこちらの事務レベルでも検討させていただいて、前向きに考えていきた

いと思っております。ただ１０周年に間に合うかどうかちょっと分かりませんので、そのへん

は申し添えておきます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ごみゼロ運動ということで、市民一斉にごみ拾いをするにあたっては今、部長がおっしゃっ

たようにさまざまな課題もあるし、事務的なこともあると思います。予算もかかることですけ

ども、ここを１つの契機としてぜひ前向きに実施できるようなことをお願いします。 
 その中で最後に、本当に児童生徒に対する環境教育ももちろん大切ですけども、まずは本当

に私たち大人が子どもの手本とならなければ、子どもたちにとっていい環境ではないなという

ふうにつくづく登校班を一緒に歩いてみて感じました。そういった意味ではぜひ、さまざま提

言させていただきましたけども、実現できるようにより一層の努力をお願いします。 
 では２点目の質問に入らせていただきます。振り込め詐欺対策についてです。 
 警察署の発表によると、平成２５年上半期の振り込め詐欺の認知件数は前年に比べて約５割

増加し、被害総額は約４割増加し、被害総額は振り込め詐欺は１０９億円、そして特殊詐欺約

１０３億円と合わせて約２１２億円となっております。また年末になると、詐欺事件が増える

傾向にあります。近年その手口も悪質化かつ巧妙化しており、高齢者や女性を標的に従来のよ

うに金融機関を通じて振り込ませるものに加え、犯人がキャッシュカードや現金を直接自宅等

に取りにくる、振り込ませない振り込め詐欺が増加しているとのことです。親族の心情につけ

入り、子どもや孫を装って会社のお金を使い込んだ女性への示談金が必要だなどと、あらゆる

手口で長年かけて蓄えた老後資金等を一瞬にして奪い去る非道なことは、決して許されるもの

ではありません。これから何かと忙しい年末を迎え、こうした悪事を企てるものが動きを増し、

市民が事件に巻き込まれる可能性がより深まることが懸念されます。市民をこうした振り込め

詐欺から守り、高齢者をはじめ一人の被害も出さないために笛吹市は警察署をはじめ関係機関

と緊密な連携のもと協力し、これまで以上に防災対策の強化を進めていただきたく以下の点に

ついて伺います。 
 笛吹市の振り込め詐欺などの事件についてですが、近年の被害件数、また被害金額、そして

詐欺内容は。２として、振り込め詐欺関連の相談件数は何件だったでしょうか。 
 ２点目として、笛吹市で行っている振り込め詐欺防止対策はどうでしょうか。 
 ３番目として警察署、消防署、金融機関と連携して広報活動を行うために仕組みがあるかど

うか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 川村惠子議員の一般質問、振り込め詐欺対策にお答えいたします。 
 はじめに本市におけます振り込め詐欺の被害状況についてでありますが、近年の被害件数、
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被害金額、詐欺等の内容につきまして笛吹警察署生活安全課に伺いましたところ、本市の被害

状況は平成２４年が被害件数５件、被害金額は４９５万４千円、今年はこれまでに３件、３４８万

６，３４０円の被害がございました。詐欺の内容としましては今年度は還付金詐欺が２件、お

れおれ詐欺が１件となっております。 
 また振り込め詐欺関連の相談件数につきましては、今年はこれまでに２件の電話での相談が

ありました。いずれも不審な電話があったとのことで警察へ報告しますとともに、対応をお願

いしたところであります。 
 次に振り込め詐欺防止対策についてでありますが、今年２月号の広報ふえふきに笛吹署から

のお知らせとしまして、振り込め詐欺への注意とまた警察への相談の記事を掲載したところで

あります。また、防災行政放送を使用しての注意の呼びかけは、今年の４月から１１月までに

延べ１６回、市内全域への放送を行い被害の抑制に努めております。 
 次に警察署、金融機関と連携して広報活動を行うための仕組みについてでありますが、現在

は笛吹署管内での事案の発生や不審な電話などが確認された場合、警察署からの連絡を受けま

して防災行政放送で注意を呼び掛けております。 
 今後も多様化する振り込め詐欺に対しまして迅速に対応するため、警察署、金融機関と連携

しながら被害の抑制に努めてまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 さまざまな対策をとられているということですが、やっぱり狙われやすいのが女性とか高齢

者ということなんです。その中で、高齢者が集まっている場所でそういったことの注意を促す

ようなことをやられているのかどうか、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 振り込め詐欺にもいくつかの種類がありまして、特に高齢者の方が９５％を占めるというお

れおれ詐欺、最近では還付金詐欺というのがあり、やはり年齢６０歳以上の方が全体の９５％

を占めていると。警察署のホームページでものっておりますけども、そういった高齢者がお集

まりになるような機会、また女性の方もいろいろ被害にあっているわけでありまして、消費生

活研究会の定期総会ですとか、そういったところで講師を招いて被害防止の研修会なんかをす

るようなことをこれまでも行っております。 
 それから県の消費生活関係の部署からいろんな資料も提供されておりますので、そういった

ものも機会を捉えて配布をさせていただいたりして、被害防止に努めているという状況でござ

います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 県のほうからいただいた資料によりますと、去年の２４年度中で山梨県内で３６件、被害が

ありまして１億円を超えたということなんです。いろんな対策をしているにもかかわらず、年々

増えていくというのは、やっぱり自分は大丈夫とか、自分の親は大丈夫だというように思うと

いうことが１つの理由にされております。そういった中で犯人を撃退する方法の１つとして、

固定電話の留守番電話に常時しておけば振り込め詐欺もすぐに諦めて、それ以上のことは諦め

るという情報もありますので、そういった有効性も調べていただいて、効果があるというふう

に言われておりますので、笛吹市はそういう対応の１つとして市民に提供するお考えはあるか、

お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 振り込め詐欺対策として、最近では電話機に取り付けて自動録音装置といいますか、それが

設置されておりますと、録音されるということを電話してきた相手方が察知をして電話を切っ

てしまうと。それで未然に防止ができるというふうな、比較的有効な装置ということで、やは

り警視庁のホームページによりますと、東京都あたりは無料での貸し出しなんかが最近されて

いるということをお聞きしております。まだ本市につきましては、それの導入とか具体的なこ

とにはなっておりませんけども、有効な方法ということであればそのへんも検討させてもらい

ながら、また警察等とも情報交換をさせていただきたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ前向きに検討していただいて、留守番電話に設置するということは割にやりやすい対策

の１つではないかなと思いますので、ぜひまた皆さんに呼びかけていただきたいなと思います。 
 それから迷惑電話チェッカーという無料で貸し出している市もありますし、警視庁では撲滅

ソングという、「まさかの坂道」というのをパソコンで聞きましたけども、そういったことも

１つの方策かなと思っております。 
 今後、年末年始を迎えて何かと忙しい時期にもなりますが、この１２月として何か笛吹市と

して、対策としてこんなことをやるということがあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 特にこの年末でということは、まだ今のところ計画等はしておりませんけども、また警察等

からそういう情報が入った際には、迅速に防災無線等で市内全域に呼びかけて被害防止に努め

てまいりたいと、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） 

 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 よろしくお願いいたします。詐欺にあわない、被害にあわないためには、すぐに振り込まな

い、必ず誰かに相談する、家族であらかじめ合言葉を決めておくといったことも重要なことだ

と思っております。ちょっとした油断のすきに、そういった輩はつけ込んでくるなというふう

に思いました。そういった意味では本当にこの年末年始、家族とか地域とか金融関係などが一

体となって協力体制ももちろん求めていきたいと思いますし、一人で判断せずに必ずさっき言

いましたけども、誰かに相談する、日ごろから家族と話し合っておくことが最も大切です。と

にかく年末年始、油断を廃し、無事故で年末を過ごすことを願いながら、笛吹市に電話しても

誰ひとりとして引っ掛からないぞと犯人が思えるようなことを期待しまして、一般質問を終わ

ります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問させていただきます。

公明党の中川秀哉でございます。 
 はじめに去る１２月５日の日、私たち市議会公明党は笛吹市長を訪れまして、昨年に引き続

き笛吹市の来年度の予算編成における要望書を提出させていただきました。昨年の予算の中で

はこの４月から子どもの医療費の対象を中学校３年生まで押し上げていただく、また夏に学校

の通学路等、緊急な部分での調査を行っていただく等々、政策を推進していただいたことにま

ずもって敬意を表したいと思います。さらに今後、私ども公明党といたしましても市政発展と

市民生活向上のためによりいい政策をお届けして進めていただくよう願う次第でございます。 
 それでは、当議会におけます質問をさせていただきます。 
 市民生活を守る防災安全対策についてでございます。 
 国政において、公明党は大規模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する

中で、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。今、命を守る投資がわが地域でどのようになされてい

くのかにも注目されておる中、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て、市民生活を守る防災の安全対策についてどのように市が取り組ま

れるのか、大いに期待して以下市当局の見解を伺います。 
 １問目、災害時に共助機能を果たす防災隣り組、防災見守り隊など自主防災組織の結成と育

成支援を進めるとともに地域独自で定期的に防災訓練（消火訓練や救命救急訓練、避難訓練な

ど）を実施できるよう必要な支援策を求めたいと思いますが、ご見解をお伺いいたします。 
 ２としまして、これに合わせて市の指定避難所を利用した避難訓練というものが必要である

と考えております。これの実施について、お伺いいたします。 
 ３問目といたしまして、同じ行政区内でも笛吹川をまたぐ（特に東町や日の出、向田、小石
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和地区など）区民が橋を渡らずに避難できるような避難所指定が必要だと思います。また私も

市民相談の中でもそういったご相談をいただいているところでもございます。これについて、

どのようなご見解がいただけるか、お伺いいたします。 
 ４番目に、私の地元でもございます石和南小学校避難所周辺通路に緊急車両が通れるよう倒

壊や延焼の危険性が高い老朽建築物等の建て替えや耐震・耐火対策、空き家の除却、河川の暗

渠化、古木の撤去など密集住宅市街地でもございますこの東町でございますが、建築物の耐震

性向上や不燃領域の拡大に向けた対策など安全確保を求めたいと思いますが、ご見解をお伺い

いたします。 
 ５番目に、市の指定避難所周辺の防火水槽や消火栓の整備、また小型動力ポンプや消火栓、

排水栓とホースを簡単に接続できるスタンドパイプの導入など、密集住宅市街地における初期

消火率の向上することを求めますが、ご見解をお伺いいたします。 
 ６番目といたしまして、市の指定避難所周辺の安全設備を示した避難路の安全マップの作成

が必要と考えますが、この点についてお伺いいたします。 
 ７問目といたしまして、大規模災害により交通が途絶したときに協定を締結している事業者

の店舗（コンビニエンスストアやファミリーレストラン等）が可能な範囲で帰宅困難者への支

援を実施する災害時帰宅支援ステーションの一層の定着・普及を求めたいと思います。特に観

光の土地である笛吹市でございますので、一般者また旅行者等々が該当する可能性があります

ので、ぜひお願いしたいと思います。 
 ８問目に妊婦や子ども、また高齢者、障がい者など災害時の要援護者支援体制を抜本的に見

直して福祉避難所の増設や拡充も含めた避難支援体制を求めたいと思いますが、これについて

ご見解をお伺いいたします。 
 最後に９番目といたしまして、最近特に家族の一員となっております犬やネコなどペットを

同伴とした同行避難を可能にする避難所が、全国でも先進自治体で進んでいるというふうに聞

いております。この避難所の設置や避難所におけるペットの取り扱いの基準づくりなど飼養動

物の保護・収容の視点を取り入れた避難支援体制の整備を求めたいと思いますが、これについ

てお伺いいたします。 
 以上、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、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 中川秀哉議員の一般質問、市民生活を守る防災安全対策についてお答えをいたします。 
 はじめに自主防災組織への支援策についてでありますが、本市ではこれまでの取り組みの中

で地域住民による自主防災組織の活動の重要性を区長会、民生委員協議会、消防団等を通じて

広く周知いたしますとともに、活動の強化についてもお願いしてまいりました。 
 また地区で実施します防災研修会や防災訓練などの地域の自主的活動に対しましても、職員

の派遣や経費面において支援・指導をしてまいりました。 
 現状は行政区を単位とした取り組みが中心となっておりますが、隣組などの中規模、また小

規模な単位での自主防災組織の育成を図るとともに、引き続き自主防災活動を推進するための

支援・協力を進めてまいります。 
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 次に全市指定避難所を利用した避難訓練の早期実施についてでありますが、現在、笛吹市防

災訓練におきましては、行政区の役員さんによりまして一時避難所から指定避難所までの安全

な経路確認、また訓練参加者数の報告等の訓練を実施しております。 
 しかしながら指定避難所を実際に運営していくといったことを考えますと、より実践的な訓

練を行っていく必要がございます。今後、住民の方や関係機関との連携を図りながら指定避難

所における訓練実施に向けて検討してまいりたいと考えております。 
 次に避難所指定の取り組みについてですが、笛吹市地域防災計画におきまして市内に３５カ

所の避難所を指定しておりますが、笛吹川や金川など大きな河川を渡らなければ避難できない

地域が石和町以外にも何カ所かございます。災害時にはその状況や被災した場所により、近く

てより安全な避難所へ向かうことになると考えられます。現在、改訂中の笛吹市地域防災計画

の協議の中で状況に応じた避難所の対応を検討してまいりたいと考えております。 
 次に石和南小学校避難所周辺通路の安全確保についてでありますが、石和南小学校周辺通路

のように道幅の狭い道路は、少しの障害物により緊急車両の通行に支障をきたす恐れがありま

すので、都市計画法および建築基準法に準じた指導を行い安全確保を行ってまいります。 
 また個人所有の空き家等につきましては、所有者の責務によりまして安全確保の指導を徹底

していきますとともに、道路際の古木等につきましては関係部署と協議しながら対処していき

たいと考えております。 
 次に密集住宅市街地におけます初期消火率の向上についてですが、消火栓や防火水槽は火災

の初期消火に有効であり、順次整備を進めているところでありますので、引き続き整備を進め

てまいります。 
 なお、スタンドパイプにつきましては現在、消防団の消防車両に配備されておりますが、今

後、各地域の状況を見ながら必要に応じて増設を検討してまいりたいと考えております。 
 次に全市指定避難所周辺の安全設備を示した避難路安全マップの作成についてでありますが、

自主防災マップの整備につきましては防災対策の重要課題と捉えておりまして、市といたしま

しても自主防災組織が主体となって行うマップ作成を支援させていただいております。指定避

難所周辺の安全施設や避難路につきましても地区の自主防災マップへ表示する情報として、住

民に周知できる方法で作成を進めてまいります。 
 次に災害時帰宅支援ステーションの一層の定着・普及についてでありますが、災害時帰宅困

難者のための災害時帰宅支援ステーションにつきましては普及が進められておりまして、平成

２５年３月現在、山梨県は災害時における帰宅困難者支援に関する協定というのを日本フラン

チャイズチェーン協会加盟の１０社３９３店舗と締結しておりまして、災害時帰宅困難者の支

援を行うこととしております。 
 協定内容としましては帰宅困難者に対する水道水、トイレ等の提供、地図やラジオ等による

道路情報の提供などが主な協定内容であり、この協定によりまして、市が個別に協定を締結し

た場合と同等の効力を有するものとなっております。 
 本市におきましても県が行う協定に沿った中で対応いたしますとともに、必要に応じて市独

自の協定締結、こういったことも検討してまいりたいと思います。 
 次に福祉避難所の増設、拡充を含めた避難支援体制についてでありますが、災害時の福祉避

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。 
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 福祉避難所の増設・拡充につきましては、利用する方に専門的なケアが必要なことから市が

設置する福祉避難所とは別に市内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を促進しているところであります。昨年度までの協定締

結施設は２３施設でありまして、今年度新規に１７施設と協定締結するなど受入態勢の充実を

図っております。 
 また福祉避難所の運営につきましても災害時要援護者として乳幼児、妊産婦を追加し運営マ

ニュアルを見直し、有事に備えております。さらに内容の検証を行い、より具体的な内容にな

るよう検討をしております。 
 次に災害時の飼育動物の避難支援についてでありますが、環境省で定めております災害時に

おけるペットの救護対策ガイドラインや県が策定準備を進めております動物愛護管理推進計画、

ならびに笛吹市の防災応急対策計画等で具体的対策等の基準を設けておりますので、有事の際

には、その計画等をもとに避難場所の確保、それから飼料の調達・配布、また動物伝染病の防

止行動などの必要措置を講じてまいります。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 ご答弁ありがとうございました。それではいくつか質問をさせていただきたいと思いますが、

やはり避難をする際に一番重要なのは最終的にどこで自分たちは安全に休めるのかという場所

の確認が必要だろうということでございます。本当に今まで各公民館が避難所ということで各

行政区で消火、また救命の訓練を年１回やっておりますけども、やはり市の指定の避難所とい

うのは学校施設である。またその中でいざ、実際に災害にあったときにやはり必要だと思われ

ることが、普段からもそういうような体制が組めるということが重要ではないかなというふう

に思います。消防や、また関係の部局等々とぜひ連携をとっていただく中で、各行政区の皆さ

まとともに推進をしていただきたいと思います。これについて、協議会とかそういったものに

ついての立ち上げとか、そういうこと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） 

 中川秀哉議員の再質問にお答えいたします。 
 災害時にはまず自分の身の安全を確保しながら、一時避難所であります地区の公民館等へ避

難していただき、また地区の区長さん、また防災リーダーの指示によって３５カ所の指定避難

場所へ避難をしていただくと。 
 そういった中で、先ほども答弁で申し上げましたように役員さん方を対象とした訓練は今ま

でも行っておりますけども、実際、市民の皆さまに参加していただいての指定避難所での運営

訓練といいますか、そういったことはしてございませんので、より実践的に機能できるように

ということで、そういった訓練を今後考えてまいりたいと思います。 
 特に協議会といったものは考えておりませんけども、地区の自主防災会等にそのへんもお願

いしながら市でもそのへんの支援をしながらやっていきたいと、そんなふうに考えております。
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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す。これについてはぜひ例年というわけではなく、隔年でもそういう時

期をもった中で市民の皆さまへの周知徹底を含めた中で、随時進めていただければと思ってお

ります。 
 続きまして石和南小学校周辺の件でございますけども、これは期成同盟会でもございますと

おり渋川の一番上流にあたるところがわが東町の約３００メートルの場所でございますが、こ

こはすでに枯れておりまして、ほとんど水路としての機能を発揮していないと。さらに農業用

水としても、笛吹川からの流入は今はないという状況も伺っております。こういった中、また

小林公園以降、下流に向かっては別の水系から水が入っているということもお伺いしておりま

す。またさらに南側のほうでは、すでに古木が立っているということがありまして、普通車以

上、大型車がなかなか入りづらい状況にあるところが約２００メートルほどあるということも

ございます。先ほども古木の件についてもお話がございましたが、いざというときになると、

それが逆に倒れる、倒壊するとかということになって避難通路をふさいでしまうという可能性

もあるということも、これまでの地震や災害の中でも多々あることでもございます。ぜひこう

いった部分についても早急な対応をお願いしたいと思いますけども、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） 

 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。 
 指定避難場所であります石和南小学校周辺の通路、また河川の暗渠化の問題ですけども、河

川の暗渠化につきましては、その河川が一級河川ということで、以前からそういった要望もあっ

たようですので、のちほど建設部長のほうから答えていただきたいと思います。 
 それから南側というか東側というか、市道の道路から銀杏の木ですか、だいぶ古い古木が数

本ありまして、それにつきましては、もともとは石和南小学校の校庭の敷地にあった樹木で２本

ほど伐採した切り株も道路上に残っている状態ですけども、その後にフェンスの場所が、木の

内側に学校フェンスがあったということで、市道に巨木が立っているような状況ですけども、

それにつきましても学校の関係は教育委員会ですし、道路管理は建設部ですので古木につきま

しては、環境部局で先ほども答弁いたしましたように協議をさせていただきたいと思います。

十分に地元のご意見もお聞きしながらということです。 
 河川の暗渠化につきましては、建設部長のほうから説明を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） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 中川議員の再質問でありますけども、先ほど総務部長が言われたように北側の河川について

は渋川の県の一級河川でございます。一級河川というと河川法というものが適用になって、整
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備のほうも難しい部分もあるわけですけども、それは県の管理者と市のほうで協議すればいい

わけですけども、あくまでも大事なのは関係地権者をはじめ、皆さんの協力がないと整備もで

きないと。古木等についてもそうでありますけども、よく地域の方で密に協議をしていただき

まして、どんなような形で整備をしていくかということで関係者も協力してくれるということ

であれば、建設部としても進めていきたいと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。では次の質問に入らせていただきます。 
 先日の新聞紙上でも賑わいがあった事件でございますが、消火栓の部品が盗難にあうという

事態がありまして、市内でも３０何件かあったというふうに新聞紙上でもございました。まず

こういった対応につきまして、先にも確認させていただきましたが、すでに盗られたところが

いつ何時、また災害にあうか分からないということで随時対応していただいているというふう

に伺いましたけども、現在の状況をお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 消防の設備、消火栓ボックスの関係ですけども、本市におきましては１，８００カ所ほど消

火栓がございます。各消防の分団を通じて、各地域の一斉点検をしていただいておりますけど

も、まだ一部の分団から調査がまだ完了していないところがございますのですべてではござい

ませんけども、１，６７８カ所の点検を行いまして管槍、筒先ですけども、これが３０カ所。

それからボックスを、消火栓の水を開く開栓キーというような金属のハンドルのようなもので

すけども、それが２カ所。それからホースが１カ所、盗難にあったということで報告を受けて

おります。今後、あと残りの分団から報告があがってくれば、すべての状況がそろうわけです

けども、すでにそういった盗難にあったところについては各分団で予備の器具がありましたの

で、それを備え付けて緊急時に使えるように対応しているという状況であります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。早速の対応をしていただきまして、本当に市民の皆さんも安心して

いただけるんではないかなというふうに思いますが、今回の点検を踏まえた中で私自身も何件

か確認させていただいたところ、いわゆる格納ボックスもかなり老朽化している部分もあると

いうこともあります。１，８００カ所あるという中では、すでに字が見えないような、色もあ

せてしまったようなものもいくつか見受けられる中、また今後、そういう随時点検して改良し

ていただく。また中には今回の事件を通して、いわゆるキーまではいかないけども、例えば開

けた際に音が鳴るということで盗難防止をするというようなこともありますけども、そういっ
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た形についてはどのような対策をとられるか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 それでは、ご質問にお答えをさせていただきます。 
 格納ボックスの老朽化の部分については、今回の調査の中で特別ひどいようなものもおそら

くあがってきているんではないかと思いますし、あと先ほど言った盗難防止のための装置、鍵

を付けるだとか、開けたときに音が鳴るというようなものも県内のほかの市町村でも早速対応

したというような話も聞いております。それにつきましても今後、格納ボックスの回収という

か、更新の際に合わせて検討できればというふうに考えているところでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川秀哉君。 
〇１３番議員（中川秀哉君） 

 ぜひ、よろしくお願いいたします。 
 続きまして避難マップの件でございますけども、すでに各行政区等でもすでに始まったと伺っ

ておりますが、現状についてお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 避難マップ、あるいは自主防災マップの取り組みの状況でありますけども、市内に１３２の

行政区がございますが、平成２９年までに１００％の作成率を目指して、平成２５年度から取

り組みを始めたところですけども、今現在はまだ行政区、自主防災組織、１２の行政区でマッ

プの作成完了しております。今、また作成を始めた行政区もいくつかございますけども、今後、

市といたしましても作成についての要請をし、市としてもしっかりした支援というか、後押し

をさせていただいて作成率が高まるように努めてまいりたいと、こんなふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 先ほどのちょっと５番目のところで聞き漏らしたんですが、地域によっては旧町の時代です

ね、自宅の一画に耐震の水槽を付けていただいたというところがあるんですが、そこの上のモ

ルタルというんですかね、あの部分がこぼれて、これを直してほしいということで要望をいた

だいたんですが、これは市のほうでは対応できないという話をいただいたんですけども、そう

いった個所、どこにそういう消防の耐震水槽があるとか、新しいところと古いところとの差が

いくつもあると思うんですけども、そういった整備についてもぜひ市のほうで今回の点検も含

めてお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
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〇総務課長（雨宮寿男君） 
 消防施設の整備等につきましては、地域からの要望なども踏まえまして毎年実施をしている

ところでございますけども、先ほど言われたように市のほうでこの場所はできないというふう

なお話しですけども、内容について調査をさせていただきまして、そのへんの検討はしていき

たいと思います。当然、消防施設でございますから市が整備すべきものはしていかなければな

らないと考えておりますけども、内容等をちょっと詳しく調べさせていただきたいと思います。 
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。 
 では最後の質問でございますが、今、私も以前、質問をさせていただきました空き家の所有

に対する適正な維持管理の条例をということで質問をさせていただきましたが、今、各全国の

自治体の中で平成２２年の埼玉県所沢市を皮切りに、現在２４年の中では全国で１６都道府県、

全部で３１自治体が、この空き家の所有者に対する適正な維持管理を義務付ける条例というも

のを制定されて執行されているというふうに伺っております。 
 この流れの中にはやはり今、防災を含む、また景観も含む中で今、住んでいない住宅の管理

についても個々の所有者の範囲なんですけども、この所有者に対する意識付け、また勧告等々

ができるというものも含まれていると伺っております。さらに来年、２６年度の国交省の予算

要望の中で空き家の管理等の基盤強化の推進事業に対して、約５億円の予算を取ってするとい

うふうに聞いております。これもぜひ笛吹市も調査・研究のほうをお願いしたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 空き家条例に関するご質問でございますけども、議員が言われたように全国で３１市町村、

現在、条例を制定しているというような状況でございます。条例の内容につきましては環境的

な面とか、あるいは防犯、防災といった面でその内容によってはさまざまあるかと思いますけ

ども、内容につきましてはその地域の安全・安心といった部分でのものをつくっていかなけれ

ばならないということだろうと思います。 
 県内の状況を見ますと、今のところ作成をしているところはゼロということでございますけ

ども、国のそういった動向を考える中で県外でもいずれそういった動きが出てくるんではない

かと。また空き家等も年々増えていく状況ではないかということは、予測をされております。

地域のそういった安全面での確保といった面からも重要な課題であるというふうに捉えており

ますので、今後検討する中で条例制定といった部分も含めて検討していきたいと考えておりま

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。 
 以上で、質問を終わらせていただきます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を４時３５分からということで。 

休憩  午後 ４時２２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時３５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。 
 はじめに、子ども・子育て支援について質問いたします。 
 昨年８月の子ども・子育て関連３法の可決・成立、公布を受け、平成２７年度から本格的に

スタートする子ども・子育て支援新制度に関する取り組みや考え方を伺います。 
 まず新制度は１．質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供。２．保育の量的拡大・

確保（待機児童の解消、地域の保育を支援）。３．地域の子ども・子育て支援の充実という３つ

の目的を柱に子どもを産み育てやすい社会を目指して取り組まれるとされています。現状の本

市の子育て支援施策は、具体的にどのように変わるのかお示しください。 
 次に本市における子ども・子育て支援に関する市民ニーズは、どのように把握しているので

しょうか。ニーズ調査の実施経過についてその状況、また調査結果の検討方法や公表の考え方、

事業計画への反映はどのように行っているのか伺います。 
 次に今議会に上程されている条例案、本市の子ども・子育て会議の設置に向けて、この会議

の構成や役割についてどのように考え、本市の子ども・子育て支援における地域性や特色をど

のように盛り込んでいくのか。保育所、幼稚園、子ども園の関係者、保護者、父親も母親も含

めて、また公募を含めた市民など会議の委員、必要な方は広くいらっしゃると思いますが、考

えをお聞かせください。 
 次に現行の次世代育成支援行動計画に基づく取り組み状況について、その検証や評価をどの

ように行っているのか、お尋ねいたします。 
 そして、これまでの保・幼・小・中・高連携の取り組み状況とその成果についてもお聞かせ

ください。 
 次に平成２７年度からの新制度への移行に向けて、国の基本指針に基づき子ども・子育て支

援事業計画を策定することとされております。本市の計画策定に向けたスケジュールについて、

お伺いいたします。 
 最後に国は基本指針で子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項として、基本的な事
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項で関係部局等の相互の連携のほか、地域の実情に応じた施策として障害児施策の充実等など

を示していますが、これらについて本市の今後の方向性についてお聞かせください。 
 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。 
 子ども・子育て関連３法の趣旨は幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総

合的に推進するというものであります。 
 はじめに、本市の子育て支援策が具体的にどう変わるのかについてであります。 
 今回実施いたしました保護者に対するニーズ調査の結果等を勘案しまして、今後設置する笛

吹市子ども・子育て会議において検討していただき、平成２６年度中に策定いたします笛吹市

子ども・子育て支援事業計画の中で向こう５年間の具体的内容を定めることになっております。 
 次に市民ニーズの把握についてでありますが、本年１０月下旬から１１月上旬にかけまして

就学前児童の保護者２，３００人、小学生の保護者２，２００人を抽出の上、ニーズ調査を実

施しまして、現在結果の集計を進めているところです。調査結果がまとまったところで、結果

の概要については市のホームページ等で公表したいと考えています。 
 この調査の結果を踏まえまして市に必要とされる事業が何なのか、また需要とされる量がど

のくらいなのかを定めていくための資料として活用してまいります。 
 続いて、子ども・子育て会議についてであります。 
 本定例会に笛吹市子ども・子育て会議設置条例の制定について提案させていただいていると

ころであります。この会議は子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、

子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、その他市長が必要と認める者で組織しまして、

市民からの公募も考えております。 
 会議の役割は特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員を定めたり、計画を策定・

変更したり、さらに子ども・子育て支援に関する施策の実施状況について調査・審議すること

となります。 
 また地域性や特色をどう盛り込んでいくのかについてですが、条例案の中で、地域の子ども

および子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならないことを規定しております。委員の選

任などに十分配慮し、会議を運営してまいりたいと考えております。 
 次に次世代育成支援行動計画に基づく取り組み状況について、その検証や評価をどのように

行っているかについて、お答えをいたします。 
 毎年、年度末に事務事業マネジメントシートを活用し、事業の実施状況を事業ごとに点検・

評価し、問題・課題の改善に役立てています。子育て支援にかかる本市の特定１４項目の事業

については市のホームページで進捗状況・課題を年度ごとに公表をさせていただいております。 
 次に保・幼・小・中・高連携の取り組み状況、その成果についてであります。 
 これまでの主な取り組みといたしましては、保育士と小学校の教師が相互に保育や授業の参

観をしたり、中学校と笛吹高校の教師も相互に学校訪問や授業参観をしております。本年度に

おきましては、笛吹高校の教師による出前授業が春日居中学校３年生を対象に実施されました。
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また、小学校に就学する際に作成する個々の児童の様子を記録した児童保育要録の共通理解を

得るための取り組みも行っております。これらの取り組みを通じて保育士と教師の異業種間の

壁が取り払われ、同様な課題や悩みについて容易に意見交換ができるようになりました。その

中で、就学や進学時における子どもたちへの対応がスムーズに実施できるようになり、保育と

教育の両面で成果を上げております。 
 続いて、子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュールについてであります。 
 ニーズ調査の結果等をもとに子ども・子育て会議に随時諮りながら、諸事業等の量の見込み

を来年３月末に確保方策を６月末に県に報告する予定となっており、これらをまとめて１０月

ごろまでに計画案を策定し、２６年度末までに計画を確定させる予定であります。 
 最後になりますが、子ども・子育て支援事業計画の策定に関する本市の今後の方向性につい

て、お答えいたします。 
 新制度のもと質の高い幼児期の学校教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の提供の

ために子育てに関係する部署の連携、協働体制を強固にするとともに、円滑な事務の実施体制

についても検討してまいりたいと考えております。また、障害児など特別な支援が必要な子ど

もが円滑に幼児期の学校教育・保育等を利用できるよう、配慮しながら計画策定を進めてまい

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） 
 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、再質問させていただきます。 
 まず新制度に移行すると、そこで１３事業、新たなものを含めて想定されているというふう

に理解していますけども、現在１４の公立保育所、それから私立の保育所、私立の幼稚園とあ

るわけですけども、子ども園、今１園ありますが、これは公立で子ども園ということはお考え

になっているのかどうか、まずこの確認をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 答弁をさせていただきます。 
 現在、白紙の状態でございます。これにつきましても会議の中で十分に議論していただいて、

いい方向を出し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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 このニーズ調査と並行して、幼稚園の関係の団体でもそういった関連の調査をしています。

ただいま幼稚園にとっては非常に厳しい状況ということが、今年７月、９月の間に行われた調

査からも出されています。そうはいってもニーズとしては一時預かりのニーズが多いというこ

とで、市内の私立の幼稚園でも子ども園を開園しているところもございます。役割分担という
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のが大事なのかなというふうに思いますが、そういう意味ではニーズ調査、これを行って新た

な子ども・子育て支援事業をしていく際にその保育の質とか、それからそういった部分でのこ

の笛吹市の地域特性としてこういったサービスが求められているよというところ、こういった

部分がきっと延長保育、一時保育、そういったところの数量の上昇に表われているんではない

かなと思いますが、そのへんは次世代計画の実施状況からどんなふうな点が見えているのか、

ありましたらお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所所長。 
〇福祉事務所所長（鶴田一二美君） 

 志村議員の再質問にお答えいたします。 
 一時保育には、形態といたしまして非定型、緊急型、リフレッシュという３つがあります。

地域の特性でいいますと夏場の忙しいときなどには一時的に預けることができたり、またお母

さんたち保護者の就労に関する部分で、緊急一時的に預けるというような部分がだいぶ増えて

きました。こういう制度についても周知が徹底しているという意味で、ここ３年でだいぶ伸び

ているという状況です。 
 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） 
 今、ご答弁をいただいたように特に増えていると。それも指定管理の保育所も増えたという

ことで、そういった事業も機会が増えたということもあろうかと思います。そういう意味では

今後も就労状況といったことも変化していくだろうということが見込まれますので、この点は

非常に重要なところかなというふうに思っております。それから子ども・子育て会議について

は、公募の委員も入れていただけるということですけども、特に人数も２５名ということです

から、特に最初に申し上げましたが、父親、母親、特に保育子育て現場の方々、そういった方々

がおおぜい入っていただいて、特に市の事業に限らず、やはり民間の独自の事業をされている

方も多数いらっしゃいます。ぜひそういった現場の方々、多様なサービスの事業者の方を代表

している方、こういった方にも入っていただけたらと思います。いろいろこれまでに、すでに

設置されている自治体の条例等を見ましても、うちのようにある程度、基本的なことを盛り込

んでいる条例もあれば、中にはそういった教育、保育に関係するものを具体的に明示している

ところもありますし、あるいはそういった機関、組織が推薦するものというふうな規定をして

いるところもあります。そういう意味では、中に入っていただく方はできるだけ多用に、また

自治体によっては臨時委員なんていう形で、特に大きな課題があるときには、通常の委員のほ

かにも臨時委員を設けるというふうな事例をとっているところもあります。ぜひ運用の部分で

必要なところは修正しながら柔軟に進めていただきたいと思います。子育て会議に入っていた

だける方、ぜひ多用にということでお願いし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、山下保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（山下真弥君） 

 お答えをさせていただきます。 
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 子ども・子育て会議の委員の選定ということでございます。 
 ご指摘のとおりいろんな団体、部署、それからいろんな経験をお持ちの方、広く子どもから

生徒等に関わっている方を選定していきたいと考えております。ご指摘のとおり各種団体のトッ

プの方だけではなくて、本当に現場で苦労されている方々等々、それからこれから親になろう

とする方も含めまして、公募をかなり、２５名ということですので、公募も手を挙げていただ

ければ、かなりの部分が入れられるのかなと思いますので、広く募集をしながら選定をしてい

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） 
 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まして、あらかじめ延長させていただきます。 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 よろしくお願いします。 
 それから保・幼・小・中・高連携の取り組み状況、成果ということもご答弁いただいたわけ

ですけども、この連携を進めて何年か経ちますが、その中で見えてきた課題というようなもの

が表われてきたようなものがあるのかないのか、このへんのところ、あるいは教育委員会のほ

うからでも結構ですので、保・幼・小・中・高連携を進めてきた中で逆に見えてきた課題とい

うものがありましたら教えていただきたいんですが、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） 

 志村議員の再質問にお答えします。 
 見えてきた課題というよりも成果という点で、先に述べさせていただきます。 
 つい過日の土曜日、義務教育の振興会議というものを開催したわけでありますが、笛吹高校

の校長先生、あるいは保育所の園長先生等々が出てきておりまして、非常に今やっている保・

幼・小・中・高の連携について評価をしていただきました。特にあいさつ、聞き方、言葉づか

い、これは笛吹高校でも積極的に取り入れてくれまして、生徒会を中心にこの運動を展開して

いるということで、ただ課題といいますのはあまり時間がとれないということでありまして、

そのへんを今後どうしていくか。過日も新聞報道されましたが、笛吹高校の教師２名が春日居

中学校へ数学、理科の授業をやってもらったわけですが、これからは中学校の教員が高校へ行っ

て授業をしていくというようなことも考えております。 
 それから保育所、幼稚園との連携につきましては、これは非常にうまくいっているんではな

いかと。といいますのは、特に特別支援の教育に関わりまして事前にいろんな情報を交換する

ということで、小学校１年生のスタートが非常にうまくいっているというふうに思っておりま

す。こういう活動を今後も、保健福祉部とも連携をしながら積極的に進めていきたいというふ

うに思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 
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〇１２番議員（志村直毅君） 
 ありがとうございます。 
 本当にこれまではどうしても、その場その場、あるいは担当、それからなんというか組織と

いうふうな形で、さまざま取り組みは十分に行われてきてはいるものの、横の連携、あるいは

縦横を含めて、さまざま縦横無尽な連携というのがとれにくかったものが前向きに進んでいる

というふうに受け止めたいと思います。そういう意味では障がいのあるお子さん、あるいは障

害児者の関係については２問目のほうでもいたしますけども、特に発達障害の関係については

保・幼・小・中・高連携、非常に有効に機能をしていただけているのかなという思いもありま

すが、たださらに言えば、これは幼稚園というところは２園しかないのと私立ということで、

なかなか行政との接点がないわけですけども、やはり今後は役割分担ということを考えれば教

育保育、それからさまざま多様な子育て支援ニーズ、さらにそういった発達の障がいのあるお

子さんや家族の支援ということも大切になってまいります。そうすると必要になってくるのは、

そういった支援をする方、あるいはたくさん保育ニーズがあれば、そこには専門的な方を配置

するということも必要になってくるかと思います。その分野分野で適宜必要な対応をしていた

だきたいというふうに思うんですが、１点は次世代計画を今度、支援計画になるということで

ニーズ調査をされた際に、保育という部分で芦川の保育所のことについての質問が中に入って

いたかと思います。いろんな方がそのニーズ調査の質問項目が考えられたかと思いますけども、

いろんな考え方がある中で、やはりその２００人からの保育所もあれば、そういった保育所も

あるという中で、その保育のサービスという点からも、あるいはそういうかかる部分を看護師

や保健師といった方を配置して、保育所全体にそういう支援、サポートができるような形の保

育所、保育行政というのもあるかと思います。そういった部分が公立の良さでもあろうかなと。

もしできればですけども。そういった部分、次世代計画の考え方から新たな支援事業計画に向

かっていく中で、保育所の部分については、保健福祉部としても市としてもどういうように考

えていくか、ご見解があればお聞きしたいです。 
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） 

 再質問にお答えをします。 
 全体的な検討につきましては、子ども・子育て会議のほうで検討していただくということで

ございますが、芦川の保育所につきましては保護者等と緊密に連絡調整をしながら来年に向け

た要望等も聞いているところでございます。いずれにしましても、子どもさんが成長する中で

どのような保育環境がいいのか、そこを中心に柔軟に検討していきたいと考えております。さ

まざまな方法があろうかと思いますので、十分に検討した結果、子どもさんの保育状況を考え

て方向性を出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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 公共施設の再配置の問題もありますし、いずれにしても財政的な２７年度からの交付税の減

額という課題もあります。これは待ったなしというところもありますが、当然そうかといって、
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では来年からするよとか、やめるよとか簡単に言えるものでもないことも十分理解しています。

そういう意味では目標を示して、それに向かってどうやっていくかということを早急に打ち出

していくということも必要かなと思いますが、１問目の再質問、最後に障がい児などの特別な

支援が必要な子たちに対しての新事業計画の中で位置づけをきちんとしていくのか、盛り込ん

でいくというふうに理解してよろしいか、参酌基準の部分お願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 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） 
 ご指摘のとおり障がい児の保育等につきましても十分に検討させていただいて、計画の中に

盛り込んでいく、これは当然でございます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 よろしくお願いします。 
 では続いて、総合計画後期基本計画について伺います。 
 本市の総合計画後期基本計画は今年度改定され、来年度の予算編成および事業の実施によっ

て、いよいよ本格的に動き出しているものと思われます。そこで基本構想に定めた将来像の実

現のため、後期基本計画に掲げた２５本の施策の円滑な実施への期待を持ちつつ、地方交付税

の段階的な減少時代に突入する中での諸課題と対応策、後期基本計画とその達成目標の考え方

について質問いたします。 
 まず後期基本計画の達成目標の指標について前期計画の総括・評価を踏まえ、指標自体を変

更しているものが散見されますが、「人々の交流を盛んにする仕組みづくり」「もてなしの心が

あふれる観光地づくり」「桃・ぶどう日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくり」につい

て、どのような議論がなされたのか伺います。 
 次に災害に強い安全な備えづくりについて、行政区における自主防災マップ整備率を平成

２９年度に１００％とするために、市としての具体的な取り組み方法についてお聞かせくださ

い。 
 次に障がい者の自立を支援する環境づくりについて、相談支援事業における相談回数が平成

２９年度目標として５，６００件となっているわけですが、この相談の内容や件数の算定はど

のようなものと考えられているのか伺います。合わせて基幹相談支援センターを設置した場合

には、内容や件数も変動すると考えられているのかどうかお尋ねします。 
 最後に健全で安定した行財政基盤づくりにおける達成目標の将来負担比率、一般会計経常収

支比率の目標数値は、交付税減額を踏まえた財政運営を想定して設定されているのか伺います。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに後期基本計画の達成目標の指標を前期計画から変更しているものについて、どのよ

うな議論がなされたのかについてですが、後期基本計画については、施策ごとに部長と各担当

課長で構成された部会において検討された素案に、公募による市民ワークショップにおいて出

された意見を追加しながら、庁内策定本部において原案をつくり、総合計画審議会の審議を経

て策定されています。 
 ご質問の人々の交流を盛んにする仕組みづくりでは、前期の指標である都市農村農業体験交

流者数が目標を達成したため、交流の指標として芦川農産物直売所が過疎対策における都市農

村交流施設と位置づけられていることから、その来客数を新たに指標としたものです。 
 もてなしの心があふれる観光地づくりでは、まずは減少している観光客、宿泊客を回復させ

ること、笛吹市をもっと広くＰＲすることが最も重要であり、そのための各種事業を展開して

いることから観光客数、宿泊客数、フィルムコミッション誘致件数にしぼった指標を検討し、

設定いたしました。 
 また桃・ぶどう日本一を誇れる魅力的で安定的な農林業づくりでは、桃・ぶどう日本一の産

地を維持するためには、担い手となる農業者の育成や新規就農者の確保が第一であること、そ

れを農地流動化の推進や遊休農地の減少につなげていくことが必要であるとの検討がされ、担

い手や新規就農者の確保に重点を置いた指標といたしました。 
 森林整備では近年、企業･団体との協定による森林保全活動が普及し、成果をあげているこ

とに注目し、この数値を指標としています。 
 後期計画においては前期計画の検証を踏まえ、目標が達成されている前期の指標の取り扱い

や前期の指標を達成していくためには、さらに大きな枠組みを指標としていくことが必要では

ないかなどの検討が行われ、目標となる指標を設定しております。 
 次に自主防災マップ整備率１００％とするための具体的な取り組み方法についてですが、自

主防災マップは地域内での災害対応や防災に必要な施設や機材の位置や避難場所など、有事に

役立つ情報を地域住民に周知するためのツールであります。また、その作成に行政区や自主防

災組織の多くの住民が直接携わることで防災意識が一層高まり、地域防災活動が活発になるこ

とを目的としています。 
 現在１２地区で作成されておりますが、平成２９年度までにはすべての行政区において自主

防災マップが整備されることを目指し、今後も市では自主防災マップの作成方法や作業手順な

どを指導するとともに、整備にかかる物品などの経費を自主防災組織整備費補助金制度で補助

することにより、全地区での整備を進めてまいります。 
 次に障がい者の自立を支援する環境づくりについてですが、相談の内容は多岐にわたります

が、主なものは障がい者の福祉サービスについての相談、不安の解消や情緒安定の相談、権利

擁護に関する相談などが上位を占め家族や人間関係、健康、家計経済といった相談が続きます。

また１件の相談でも複数の相談内容になることが多く見られます。 
 相談件数の算定については平成２２年度４，８６３件、平成２３年度５，０６６件、平成２４年

度５，２４７件と年々伸びてきていることから、平成２３年度の実績値を基準に毎年度の増加

を見込む中で算定したものです。 
 障がい者の相談支援の拠点として総合相談窓口機能を持った基幹相談支援センターを設置し
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た場合の相談内容および件数の変動についてですが、センター設置後しばらくは相談内容およ

び件数に大きな変動はないものと思われますが、窓口が一本化されたことの周知が進み、基幹

相談支援センターが機能するようになるにつれて障がい当事者やその家族からの相談、さらに

サービス提供事業所などの関係機関からの相談が増加することが予測されます。 
 次に健全で安定した行財政基盤づくりにおける将来負担比率、経常収支比率の達成目標数値

についてですが、将来負担比率につきましては、本年６月に公表しました中期財政計画をもと

に目標値を設定しております。 
 計画の中で普通交付税が一本算定化され減少することを見込んで推計しておりますので、将

来負担比率の目標数値につきましては、交付税減額を見込んでおります。一方、経常収支比率

における目標値は平成２４年度の決算値をもとに設定した目標値であり、交付税の減額は見込

んではおりません。 
 経常一般財源である普通交付税が減額するとともに、現在の経常的経費を抑制しなければ比

率が高まることとなりますので、今後、健全な財政運営を維持していくためには行財政改革を

さらに推進し、経常的な歳出の抑制を図っていかなければならないとの観点から直近の平成２４年

度決算数値に基づき、目標数値を設定したところであります。 
 将来負担比率をはじめとする財政健全化４指標、ならびに経常収支比率は自治体の財政運営

の健全性を知る上で重要な指標であります。今後ともこれらの指標に注視し、健全な財政運営

に努めてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 １点確認ですが、後期計画の観光客の入り込み数と観光進行アクションプランの数字が、ア

クションプランは６％アップ、平成２７年度ということになっているんですが、ちょっと数字

が違うのかなと思うんですが、あとからつくった計画のほうでやや下方修正しているというこ

とでいいですか。 
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） 

 再質問にお答えします。 
 ご承知のとおり後期計画と観光アクションビジョン、それに基づくアクションプランでござ

いますけども、あとの計画のほう、総合計画のあとでできましたので、あとの計画の数字を優

先させていただければと思います。ただ、ここで総合計画が基本ですし、また観光面に対して

プラス面が出ております。富士山世界遺産、６月でございます。また東京オリンピックが２０２０年

に行われ、２０２７年にはリニアも走るということもございますので、そのことも鑑みながら、

できれば目標を上回るというようなことで取り組んでいきたいと思っておりますし、最近の状

況ですが、たしかに富士山効果は少しでございますが表れております。最近の旅館街はにぎわっ

ておりますので、少しながら明るい兆しが出ているのかなと思います。 
 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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 では後期計画のほうがあとでできたので、数字が増えているというふうに理解をしておりま

すので、もっと増えていただけることを願っていきたいと思います。 
 それから桃・ぶどう生産量の目標２万３千トン、これは内容的なものはどのように分析して

いますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 生産量の中には農協が把握するものと、農協が把握していないものがございますので、推測

する中で全量を見込むということで取り組んでいきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ２万３千トンのうち系統出荷、ＪＡはおよそ１万トンぐらいなので、それ以外の系統外の部

分も含めてどう笛吹ブランドを確立していくのかと、そういうところまで具体的に方向性を出

していっていただきたいなというふうに願っています。 
 それから基幹相談支援、これは相談件数、本当にこの件数でいいんでしょうか。 

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） 
 再質問にお答えいたします。 
 答弁でも先ほど答えましたように年々増えております。その伸び率でいっておりますので、

この数字で間違いございません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 この相談支援事業における相談回数というのが５，６００とあるんですけども、一つひとつ

の相談内容を積み重ねていくと、たぶん７千とか８千とか、１つの支援センターふえふき、例

えばそういった１カ所でもそういうふうな数になろうかと思います。ですので内容的な部分も

それなりに多様なニーズがあるという、相談があると。内容的なものの計画相談であったり、

通常のさまざまな生活相談であったりするわけですけども、この基幹相談支援センター設置に

向けて、さまざまそういった部分では現場の方のご意見を聞いて進めていただきたいなと思っ

ているんですが、具体的に２６年度、どんなふうな進め方になっていくんでしょうか。 
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） 
 再質問にお答えいたします。 
 これを今後、設置するにあたりまして、今、相談を業務しております２カ所の事業所、また

それぞれ家族会というのがありますので、それぞれの意見を聞きましてでき得るだけ早く家族

会の意見とすれば、少しでも早くというのが一番大きな望みのようですので、それに向けて検

討を進めております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 相談事業が内容も含めて、その生涯福祉のサービスの質の向上というところも非常に重要な

観点ですから、そういう意味ではその相談員の方がどのような対応をしているかということも

しっかりこのへんは検証をしながら進めていっていただきたいと思います。そのへんいかがで

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） 

 再質問にお答えいたします。 
 設置の仕方はいろいろ委託、直営とかございますが、今回の場合は市の責任という部分も考

えまして、直営でやりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 私もいくつかそういった現場の状況を勉強させていただきました。笛吹市の形がどういうふ

うになるにせよ、実態としてもしかしたら非常に進んでいるということも考えられます。そう

いう意味では当事者の方々のご意見を十分聞いていただいて、いい形でセンターの設置を進め

ていただけたらと思います。 
 以上、終わります。 

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） 
 答弁をさせていただきます。 
 ご指摘のとおり現在、家族会等を一緒につくっている地域技術支援協議会、これで十分に利

用者、事業所等の意見を聞きながら内容をどんなものにしたらいいのかという検討をさせてい

ただいて、その中で結果としてどんな形が一番ふさわしいのかというものを探っていきたい、

そんな状況でございます。 
 ２６年度の途中から、あるいは議論をもっとしていきたいということであれば２７年度から

かもしれませんけども、できるだけ早くよりよいものを立ち上げ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。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 １９番、大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の志村議員の総合計画ということで、この総合計画は市においては一番最上位、法律でい

うところの憲法のようなものですので、細かいことはまた逐次質問させていただきますが、大

きな総論部分、森の部分で、まず総合計画、これは出したから終わりではなくて、まさにスター

トということで、確実にこうする、本当に実現しなければいけないということで、例えば今あ

りましたけども、前期の、例えば宿泊数の部分ですけども、前期は宿泊、平成２４年までに１２８万

人という数字が出ているわけですけども、後期は８４万人で始まっている。まずこれが社会情

勢は分かるんですけども、スタートの年が８４万人。これは数値を見ますと平成２４年が９２と

いうことで、９２だとこれはもう逆に平成２９年、９０万人ですから、ではどうなるんだとい

うことになるわけで、長期的な見直し、中長期的な見直し、短期的な単年度の見直しというこ

とで、当然上方修正もあれば、下方修正をしないからこういう、ともすれば大きな１４２万、

８４万ということになるわけですけども、今見たいに５年のスパンで短く判断する部分、検証

する部分、端的に検証しなければならない部分、そこらへんの検証はどのようにお考えでしょ

うか、まず１点お願いします。 
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） 

 関連質問にお答えします。 
 今、たまたま観光客数のところで指摘があったんですが、総体の考え方だということでちょっ

と答弁させていただきますが、後期基本計画、本来、第一次笛吹市総合計画、１０年計画でご

ざいます。これは、基本構想は変わらず議会でご議決いただいたものになっています。それと

ここちょうど５年経過をいたしまして、残り５年の中で時代の変更とまた状況の変更等で今回、

６月に後期５年分の見直しをさせていただいたところです。ここに掲げております指標という

のは５年間の推移でございます。当然、これにぶら下がっているという表現はおかしいんです

けども、各種事務事業がございます。それについての１つの達成目標、そこにも１つございま

す。それについては３年のローリングをかけながら、毎年毎年見直していくというような、構

造的には二重三重のチェックで見直していくというようなシステムになっておりますので、今

の観光客数、これについても時代の流れであるとか、今回、先ほどオリンピックであるリニア

の開通であるというような、さまざまな社会的要因が加わってくると、毎年のローリングの中

で、見直しの数値の中で実施事業についてはまた当然、見直しの数値を使っていくような格好

になろうかと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 総合計画、市民の暮らしやすさの指標というのは、その場的なことでにぎわいとかそういう
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ことではなくて、この数値目標を達成することが１つの地域の活性化、また住んでいる人の暮

らしやすさの実現につながるということと、もう１つ、数値目標のほかに具体性を担保するた

めに関連個別計画、例えば観光ですと観光振興ビジョンですとか、いろいろ具体性ですか、例

えばすこやかで生き生きと暮らすであれば健康増進計画、いろいろな計画の中で市民の関与度

というものが非常に重要になるわけです。例えば、今の子育てのことだったら１５で少ないか

ら２５、例えばバイオマス、これは週に３人なんですよね。そういった部分で、ちょっと部局

の、市民の意見を聞く、裁量権といいましょうか、部局の判断が非常にまちまちであると。こ

れではいけないと思うんですよね。そこらへんの基本的に市民の意見を吸い上げるのがこの総

合計画で実現するということですから、当然、市民の意見を聞く窓口的な、そういった組織が

今言ったように、では何人なら、多ければいいものでもないし、逆にこのバイオマスも、こだ

わりますけども３人でいいのかと。十分な議論がなされたというけども、そこらへんの部局の

判断なのか。もっと広い意味での意見集約の場の機会というものを考えるべきだと思いますし、

裁量権の逸脱、部局によって違っていたら大変なことになるという考えがありますけども、そ

こらへんの見解はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 芦澤経営政策部長。 
〇経営政策部長（芦澤栄君） 

 関連質問にお答えします。 
 議員のおっしゃるとおりだと思います。結果としてはより、いわゆる現実に近いものとし、

そして市民が望む部分のものの指標というのが一番望ましいわけです。今回の冒頭の答弁の中

でお話をしましたとおり、今回の指標については昨年度、市民のワークショップの中で、いろ

いろ叩いた経緯がございます。ただ、それが完全かというとそうではありません。それとまた

市民のアンケート調査等々の指標も取り入れながら、作成をしております。 
 そういう手法を使いながらですが、やはり若干の各個別計画との乖離がこれは出る。当然、

時間的なタイムラグもございます。そのような意味合いの中から出ていますが、今、使ってお

る手法というのはそういうことです。それ以上の精度を上げていくという手法については、ちょっ

と作成の音頭は私どもでとっておりますが、ちょっと研究課題とさせていただきたいと思いま

す。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 総合計画を確実にするためには、毎年の事務事業の積み重ねが一番大事ではないかなという

部分で、市のほうも事務事業評価ということで、例えば平成２４年であれば夏までに、決算ま

でに評価されて、２５、２６年につなげなければいけないんですが、ともすればその２５年に

も２６年にもつながらない、自己満足的な事務事業評価で終わる。これは議会も単なる出され

たものをチェックではなくて、今、議会改革、基本条例の中で行政サイクルということを、単

なるチェックではなくて提言、また条例制定を目指す中で、もう少し事務事業評価を早くわれ

われに提示、また市民にも提示する、夏ぐらいまでに各種、７００、８００あるわけですけど

も、主立った総合計画の中で重要だと思われる部分は議会、また常任委員会に提示していただ
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きたいわけですけども、可及的速やかに、また提示いただける手法を１点、最後にお伺いした

いわけですけども。 
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） 

 現在、市で取り組んでおります事務事業評価、全体的に行政経営システムの中で事務事業も

取り組んでおりますけども、その内容について今、議員がおっしゃられたように議会の決算、

９月の決算審査等に、そこを生かした中で事業そのものをどういうふうにしていくか、発展的

なものも考えた中で活用できるんではないかということだと思います。それにつきましては事

務事業評価のマネジメントシートのつくり方、そういうものも実際、自己満足の世界だという

ように捉えられがちですけども、それぞれのシートの内容等も少し精査しながらつくり方等も

少し変えていかなければならないのかなと。あと目標の設定ですね、そのへんもしっかり捉え

た中でそういう、決算へも生かしていくということになれば、またその施策ごとに、事業ごと

に各内容についても十分、今以上に精査していけると思いますので、そのへん今後の活用とい

う面も考えて取り組んでいきたいというふうに捉えます。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 笛新会の岩沢でございます。就業のチャイムが鳴りましたけども、もう少し我慢していただ

いてお付き合いをお願いしたいと思います。 
 私は境川の地元ということもありまして、リニアの中央新幹線対策についてということで、

１問だけですけども質問をしたいと思います。 
 今年の９月に、リニア中央新幹線のルートが発表されました。笛吹市内では境川町の前間田

地区まで実験線が現在、建設をされております。上野原市から４２．８キロメートルの走行試

験が開始されていますけれども、営業線はその続きから境川町内の４地区を通過して、そして

甲府市大津町、これはリニアの甲府新駅できます。へと向かっていくわけですけども、境川町

はそれを横切る形で名古屋へ向かっていく、この沿線住民、自分たちの生活に大きな不安を抱

えております。沿線住民、境川町民の安全・安心を確保すべく、市当局は将来を見据えた対策

を講じなければならないと思います。以下、質問に移らせていただきます。 
 最初に実験線への地元対応についてということであります。私の地元原区の中に御坂のトン

ネル工事から出た土捨て場があります。現在もうトラックは出入りしておりません。完了しま

した。そこの跡地の利用ですけれども、これはもう３年近く前になりますが、横内知事を直接

お話した機会がございまして、あとはどうするんだ、地元は非常に心配しているということも

言ったわけですけども、もう少し待ってくれ、あと２、３年待ってくれ、もうあれから３年近

く経つわけですけども、地元としても次の平成２６年８月にはたぶんインターハイで自転車競
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技が境川の自転車競技場で行われます。これについては、そこの駐車場として使うという方向

にもなっておりますけども、またこの間の観光物産連盟の中では桃源郷の春祭りのバスの待避

所として使ったらどうだという案も出ていますけども、これはまだ全然確定はしておりません。 
 そういった中で境川町、あるいは地元の原区としてはもうあれから３年ですから、この活用

協議会、あるいは活用対策委員会といいますか、これは境川町の地域審議会、あるいは地元の

原区としてもやっていかなければならないと、こういう方向でおります。ただ県とすれば、そ

の前にその活用する、この案を出す前に外周道路をなんとか整備しますよというのを言ってい

るわけですけども、これは２５年度中に整備をされる予定でしたけどもこれも遅れております。 
 また地元としてはあの２１ヘクタールがちょうど馬のひづめみたいな、こういう蹄鉄みたい

な形をしていますので、そこの貫通道路というのが、これはもう原区としては本当に３０年、

４０年、ずっとしていた要望事項でありました。これも現在は用地交渉という段階に入ってお

ります。私も地権者の一人でありますけども、中心となってやっております。その進捗状況も

どうなっているのか。私も地元ですので、なんとか地権者の説得にあたっております。 
 そうした中でトラックが出入りした、その市道３３９号線ですね。ここの補修、わだちとか

ヒビ、これはもうひどいものがあります。ただ３３９号線が農道ではないと思うんですけれど

も、なんか一般道と違ってそこだけがすごくわだちがある。これはもう畑灌も二度ほど破裂し

ました。舗装がちょっと一般道と違うのかなと思うわけですけども、こういう地元としては、

いろんな要望事項があるわけです。そして農免道路ですけども、これは御坂から境川の土捨て

場まで行っています。土捨て場まで終わったあとはケイリンバイパスを通じて、また御坂のほ

うへ戻っていったわけですけども、この工事は完了しているわけですけども、機構あるいはＪ

Ｒ東海なんかの話を聞くと片面通行しかしていないんだから、片面だけ補修しますよというよ

うな話も聞いております。こういうことに関して、市としてもしっかりとした対応をしていか

なければならないと思うんですけども、そのへんについての見解もお伺いしたい。 
 また前間田地区は現在、実験線の最終のところになっております。ＪＲ東海は、あそこを変

電設備にするというのは、この間のアセスメントの評価書の説明会でもありました。ただＪＲ

東海に一言文句を言いたいのは、この評価書の中にもあそこは、変電施設は八代町米倉付近と

いうふうにこの中に、あそこは実際もう前間田ではないかと。そのくらい地元との感覚のずれ

が非常にあるわけですけども、特に５月９日の中で出たのは側道の日照の問題、冬は凍ります。

そして日照の、これは家屋だけではないです。今、農業被害についても結構、ＪＡふえふきも

やっておりますけども、そのときのコンサルト会社が私たちが調査しますと。私たちは国の資

格を持っておりますというようなことをはっきり言いました。でもその中の農家の人たちが、

ではあなた方、農家の被害、ブドウや桃の被害がちゃんと調べられるのかと言ったら、やはり

そこのときにはもう、その会社も黙ってしまいました。ちゃんと２、３年かけてＪＡふえふき

でやるといっていますけども、この被害もどうなるのか。こういう多くの課題が山積しており

ます。やはり市としては、この実験線への地元対応をしっかりしていかなければならないとい

う多くの課題があるわけですけども、そのご見解をお伺いしたいと思います。 
 次に境川町内に設置させる対策委員会、またならびに地元要望事項の対応についてでありま

す。リニアはこの間の前間田地区の説明の中でＪＲ東海ははっきり言いました。東海道新幹線

のこれはバイパス機能だよと。もう東海道新幹線が５０年経っております。１万以上の橋やト

ンネルがあると。ここもなんとか修理していかなければならない。そのためにはできるだけ早
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くリニアを名古屋までは通過させたいということを言っておりますけども、ただなかなかＪＲ

東海は出てこないです。県もやっぱり鉄道運輸機構と一緒に市も一緒になってやっていくべき

だと。９月に県のリニア局へ行ったときに、やはり県としても対策協会が地元にあったほうが

いいんではないかと。地元と一体となって対応すべきだということですけども、市としてもや

はり地元の対策委員会と一体となって対応すべきではないんですかと、そのことについてもお

伺いしたい。しっかりこれはやっていかなければならないと思うわけです。 
 ただ、境川については実験線と営業線がはっきりと分かれます。ここの違いというのがちょっ

と地元の人たちには理解できないんです。県あるいは機構、ＪＲ東海も実験線は実験をさせて

もらうんだから、地域振興にも協力するよという話をしています。営業線はそうではないのか

なと。このことについても市としては対応をしっかりやっていただきたい。そして地元の要望

事項ですけれども、いろいろあります。地元の要望事項については、地元の石橋地区がアンケー

トをとりました。特に病院ですね、診療所があります。ここに石橋地区の拡大図があります。

ちょっと見えるかどうか分かりませんが、ここに診療所があります。この線が１０メートル幅

です。ここから２２メートルの全部の用地買収、２２メートル、そこにもし側道が付くとすれ

ば診療所にかかります。これについては非常に地域としても、診療所の先生も非常に心配して

います。やはり地元とすれば、これは県やいろんなところで見える化というふうにいっており

ますけども、これは完璧なフードを立てていただきたいということもあります。しかし騒音、

振動、それから磁気ですか、そういうことが心配されるのは地元住民でなければこれは分から

ないと思います。そのことについてもしっかりと、市としては対応をしていかなければならな

いと思います。そのことについての見解もお伺いしたいと思います。 
 次にリニア担当の新しい部署を設置する必要があると思うわけですけども、当局の見解をと

いうことです。 
 平成２７年度から用地交渉が始まります。周辺整備、地元対策、また笛吹市の甲府市との境、

おそらく境川パーキングエリアからちょっと向こうまで笛吹市だと思います。パーキングエリ

アまでかかってくると思います。これは笛吹市内だと思います。やはり難しい面がいっぱい出

てくると思うので、私とすればできるだけ早く笛吹市の中にこの担当部署を新しく設置する方

向性がいいんではないかと思っておりますけども、そのへんの見解をお願いしたい。 
 特に西部地区、アルプス、中央、富士川は協議会を立ち上げまして、私たちはやはり隣が甲

府市ですから、甲府市はリニア担当部長がおります。ここもしっかりとした対応をしておりま

すので、やはり甲府市とよく連携をしていただいて、そのためにもリニア担当の新しい部署を

設置していただいて、両方で情報交換をしていったほうがいいんではないかと思うわけですけ

ども、当局の見解をお伺いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 岩沢正敏議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに現在、走行試験が行われている実験線への地元対応についてであります。 
 トンネル掘削に伴う残土処理場につきましては、所有者である山梨県に土地利用計画の内容
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等を早急に決定し、地元への説明を要望しているところであります。併せて、外周道路の整備

につきましては山梨県から鉄道運輸機構が工事の委託を受け、平成２６年１月ごろに工事業者

が決定しますので、地元説明会を開催する予定と聞いております。 
 また市では残土搬入路の舗装の打ち換えをはじめ、地元からの各種要望に対しまして山梨県、

ＪＲ東海、鉄道運輸機構へ強く働きかけているところでありますが、なかなか進まないのが現

状となっております。今後も、早急な対応を強く要望していきたいと考えております。 
 次に境川町内に設置されているリニア対策委員会、ならびに地元要望事項への対応およびリ

ニア担当の新しい部署を設置する必要があると思うがについて、合わせてお答えさせていただ

きます。 
 現在、環境影響評価準備書の縦覧が終了し、準備書に対する意見の概要書等を縦覧しており

ます。その後は公聴会等が開催され、国の認可後に事業が本格化すると予想されます。 
 今後、用地買収等が予定される中、地元の要望等に対応するためにも実験線と同様に営業線

においても担当窓口が必要と考えております。また同時に山梨県、関係市町とも連携をとって

いきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 地元の要望の中に、これは視察というのがあるわけです。というのは、乗るほうではないん

です。ＪＲ東海は乗るほうのことしか、おそらく乗る人たちのことしかおそらく考えていない

と思いますが、試乗させてくれという、それは要望もありますけども、この石橋の対策協議会

とすれば沿線住民ですから、５００キロで走っている、そのまわりの人たちがどういう生活を

しているのか、そちらのほうを見たいという視察の要望があるわけです。ＪＲ東海のいろいろ

なデータの中にすべて予測されますという答えしか、この間の説明会でも返ってきておりませ

ん。そして騒音、振動、磁気、電磁波ですか、単一的に騒音はこうです、あれはこうです、で

もそれが走行されるときには重なってくるわけですから、複合的な障害、そういうものを実際

に走っているところの近くで体験したい、こんなものかというのがあるわけです。そういう視

察を計画していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 岩沢議員の再質問であります現地視察についてでありますけども、過日テレビ報道等を私も

見たわけですけども、騒音あるいは磁場等の実験線が動いたときにどのくらいになるかという

ことで、現地のほうで報道機関、あるいは関係者だと思いますけども、やった経緯もございま

すので、それを踏まえて市といたしましてもＪＲ東海のほうへ乗車ではなくて、現地の実験線

が運行されている、その周辺において、どんな数値が観測されるか等々、現地視察について要

望して実現できるよう努力していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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） 
 次にこれは市長に答弁をお願いしたいわけですけども、これは環境影響評価手続きの流れで

すけども、これはコピーですけども、現在はこの準備書の意見書の提出、これは県民に意見書

の提出、いろんなことをやっていまして、環境の調査会をやっております。事業の実施はおそ

らくずっと先になると思います。国交大臣の認可がなければできないので、その前に技術審議

会とかもいろいろありまして、そこのところに市町村長の意見書というものを事業の実施前に

は２回ほど提出する機会があると思います。これはやはり今後の過程において、沿線住民の意

見というものをよく聞いていただいて、そしてこの意見書を提出していただきたいと思うわけ

ですけども、市長のお考えをお答え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） 

 お答えいたします。 
 ただいま、岩沢議員からリニアの地元でいかにいろんな課題があるか、課題が予測されるか

ということをるる説明をいただきました。しっかり腹に据えて意見書の提出にあたっては、地

元の皆さまの切実な要望等々を踏まえて対応してまいりたいと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 リニアの質問は今回初めてですけども、これからあと１０年後、開通までいろんなことが出

てくると思います。これから先もリニア対策についてはしっかりしていただきたいと思います。 
 以上で、一般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、岩沢正敏君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 リニアについての関連質問ということで、特に岩沢議員はリニアに対する地元対策というこ

とですけども、私のほうからはリニアの観光資源としての対策と取り組みということで、９月

定例会で笛新会の代表質問で海野議員からも質問をして、市長からも答弁をいただいておりま

すけども、産業観光部長にそれからの経過、しっかりしたリニアの観光資源としての対策と取

り組み、特にビューポイント、一本杉、あるいはふるさと公園等の今後の取り組み、今どうなっ

ているのか、今後どう取り組んでいくかというのをお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 関連質問にお答えさせていただきます。 
 先月ですか、リニアの実験線というか、主体でございますＪＲ東海の東京本社のほうに出向

きまして、バスが６０キロぐらいで走っても、いわゆる軌道内、落ちないような対策をする。
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それをできればビューポイントの工作物等に利用できないかということも含めながら、またリ

ニアが最終的に所有するであろう、機構が持っている土地がございます。そういったところに

ついて、協力しながら観光資源にできないかというお願いもしてまいりました。また同日、今、

県のリニア局のホームページから実験線の運行状況も分かるわけですが、実際何時に走るかと

いうことが分からないので、われわれもやはりただ待つのではなくて何時に走るとか、そういっ

たこともぜひ教えていただきたいということで、ＪＲ東海本社のほうへ行く中で、今後とも情

報をしっかり確認しながら、先ほどお話しにございましたビューポイントでございます花鳥の

一本杉、八代ふるさと公園について、予算面も考えながら新たな観光資源とできるように努力

していきたいと思っています。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 一番大切なのはやっぱりスピーディー感と大胆さ、いかにリニアを観光資源として活用して

いくかというのは経済団体、商工会、あるいは旅館、石和温泉観光協会等のいろんな意見を聞

きながら、これに笛吹市の花とか温泉とか桃、ブドウを組み合わせた商品をできるだけ早く作

成して、いかにそれを市長のトップセールスで売り込んでいくかというのも大変な課題だと思

うし、ここがチャンスだと思いますので、ぜひそのへんのところをしっかり市の将来の活性化

のためにもぜひ早めに、大胆に取り組んでいただきたいと思います。このへんの答弁をお願い

いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 先日、建設経済常任委員会で来年度のポスターということで選んでいただく中に、ご承知の

とおりリニアの絵を入れる中で、これはイメージですよという形で、今おっしゃられた売りで

あるリニアも入れながら商品化させていただきたいと思っておりますので、売るのは今でしょ

うということで頑張りたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 お諮りします。 
 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日の会議はここまでに留め、延会することに決定いたしました。 

 次の本会議は明日１１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。 
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 大変ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ５時５０分 
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再開  午前１０時０２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。 
 赤岡農業委員会会長から欠席の旨の届け出がありました。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 昨日に引き続き「一般質問」を行います。 

 それでは３番、荻野謙一君。 
〇３番議員（荻野謙一君） 

 おはようございます。 
 議長の許可を得ましたので、通告どおり２問の質問をさせていただきます。 
 まず１問目でございます。富士見地域・渋川排水機改修についての進捗状況をお伺いいたし

ます。 
 ９月定例議会でも質問させていただきました渋川排水機問題、あれから３カ月が経過いたし

ましたが、どのように進んでいるのかお伺いいたします。 
 近年は地球温暖化の影響でどこの国、どこの地域で大災害がいつ起きるか分からなくなって

います。つい最近ではフィリピンのレイラ島を中心とする台風３０号の大災害に見舞われ、多

くの犠牲者が出ました。わが国においても、伊豆諸島沖の大島でも台風２６号による大豪雨に

見舞われ、歴史上起きたことのない大雨、土石流の発生によりやはり多くの犠牲者と家を失い、

行き場をなくした島の人々が多く、今でもおられます。だからこそ災害が起きてからでは手遅

れだということです。 
 富士見地域のこの排水機改修問題は一日でも早く取り組んでいただき、これは富士見地域１万

１，５７９人の長年の願いでもあります。ぜひ行政当局は市民の声を聞き、一日も早い行動と

信頼ある行政運営を期待するところであります。 
 そこで質問に入ります。 
 県との対応はどこまで進められてきたか、またどこまで進んでいるのかお伺いいたします。 
 もし進んでいない状況である場合、何が進まない原因であるかお答えをお願いしたいと思い
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ます。 
 以上、１問目の質問でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 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、渋川排水機改修についてお答えいたします。 
 県との対応はどこまで進めてきたか、進んでいるのかについてでありますが、９月議会後も

山梨県と協議する中、現在、国へ平成２６年度の国庫補助事業として調査設計費を要望してい

るところであります。 
 なお、事業完成につきましては、平成２８年度を予定しているところであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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） 
 今の部長の答弁だと県との進捗状況もかなり進んでいると見受けられますが、ぜひこの問題

については富士見地域の４，６００戸の世帯の生命と安全がかかっている問題でございますの

で、ぜひ一日も早く実現するよう努力していただきたいと思います。 
 それでは、２問目の質問に入りたいと思います。 
 ２問目の質問、市税、ほか滞納問題は今後どうするのか、明確な対策は考えているのか市民

に示していただきたいと思います。 
 市民は希望のある笛吹市を描いて５町２村が合併いたしました。それから９年が経過し、今

はどうでしょうか。みんなで奏でる“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のハーモニーの夢はあ

るのでしょうか。市民すべては公明・公正・公平であるべきではないでしょうか。これからの

笛吹市がよくなるには避けて通れない重要な問題だと捉えております。 
 わが国経済は安倍政権のもと経済戦略、デフレ脱却を目的とし、アベノミクス経済政策によ

り景気回復の兆しも見えてきましたが、それは大手企業だけであって中小零細企業、特に地方

の中小零細企業には、まだまだ先の見えない状況が現実であります。山梨県においても大手企

業の撤退等が相次ぎ新規企業の参入、設備投資等も見込めない状況が現状です。 
 今はリニア中央新幹線の開通、富士山世界文化遺産登録、東京オリンピック等だけが期待さ

れているところであります。わが笛吹市の経済はどうでしょうか。日本一の桃、ブドウ、温泉、

観光でしょうか。少子高齢化社会の中、もっと若者が働ける場所、暮らしやすい環境、子ども

を育てやすい環境対策に積極的に取り組んでいただけることを期待いたします。 
 本市におかれる現在の財政状況は、まだまだそんなに最悪とは思われませんが、今をしっか

りと見極めないと近い将来、財政が厳しくなると考えられます。税収ひとつ取り上げても本市

の２４年度の税の徴収率は８２．４％、合併後９年間、山梨県下２７市町村で最下位を続けて

います。最も徴収率の悪い時期は７６％という徴収率、これはとても考えられないパーセント

でございます。これを当局はどのように考えるのでしょうか。誰に責任があるのでしょうか。

無責任な行政運営にあるのでしょうか。 
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 それでは質問に入ります。 
 合併後の不納欠損額、５年時効額の合計額、また滞納金額についてお伺いいたします。 
 ２問目、市税・国保税・他未納金問題はどのように捉えているか。 
 ３番目、これからの未納問題を今後どうしようと考えているのか具体的な対策をお伺いいた

します。 
 以上、質問です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 荻野謙一議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに合併後の不納欠損額、５年時効の合計額および滞納金額についてでありますが、合

併後の市税の不納欠損額は、平成１６年度から平成２４年度までの９年間の合計で約２２億５千

万円となっており、このうち５年時効により不納欠損とした額は約７億円であります。 
 平成２４年度末の税目ごとの滞納金額は市民税３億円、固定資産税９億４千万円、軽自動車

税２，２００万円、入湯税１，５００万円、都市計画税３，７００万円、合計で約１３億円と

なっております。 
 また、国民健康保険税につきましては合併以後の不納欠損額が約９億円、このうち５年時効

による不納欠損額は３億３千万円になりまして、平成２４年度末の滞納金額は約７億８千万円

となっております。 
 次に未納金問題をどのように捉えているかについてでありますが、市民の皆さまは地方公共

団体の行政サービスを平等に受けることのできる権利とともに、地方公共団体の共通の費用に

対する負担義務を負っておりますことはすでにご承知のとおりであり、自治体を運営する上で

の基本原則であります。市税等の未納は、この原則の公平性を著しく損なうものと認識してい

るところであります。 
 次に未納問題の今後の対策についてでありますが、滞納額の縮減につきましては、納税者の

方々に負担の公平性ということをご理解いただき、納期内に自主納付していただくことが重要

であると考えております。さまざまな機会を捉え、負担の公平性についてご理解いただけるよ

う努めているところでありますが、今後も引き続き重要項目として対応してまいります。 
 発生した滞納につきましては、滞納金額が大きくならないうちにきめ細かな財産調査を行い、

財産が発見された場合には差し押さえによる強制徴収を実施し、調査により支払い能力がない

と判断した場合は執行停止とし、支払い能力の回復がなかった場合には執行停止後３年で不納

欠損とするなど、法律に基づいた滞納整理を強化してまいります。 
 また、各債権間で差し押さえが競合することもありますので、各債権間での滞納整理を調整

する機能についても検討し、効果的な徴収体制整備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） 
 再質問を行います。 
 ３番、荻野謙一君。 
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〇３番議員（荻野謙一君） 
 今、るる説明がございましたけども、今年度２４年度の市税の累計滞納額１３億２，７００万

円、この中で市民税、これは法人税も含まれていると思いますが、市民税、固定資産税が９４％

を占めております。この中で私も見てびっくりしたのは軽自動車が２，３５１万円、これを平

均、軽自動車１台あたりの税率７，５００円で割っても３千台の税金が未納になっている。入

湯税で見ても１，５１０万円、これは入湯税１人当たり１５０円に換算しても１０万人の人数

の税金が滞納になっている。こういった問題を実際、どういうように今まで考えてきたのか、

どういう徴収方法をとって、これだけの大きな金額に膨らんだのか、そのへんをお伺いいたし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、荻原総務部長。 
〇総務部長（荻原明人君） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 市税の滞納額、特に軽自動車税、また入湯税のこれまでの対策等についてご質問をいただき

ましたけども、合併以降の滞納繰越の積み溜まったものが、先ほど議員からご指摘いただいた

ような金額となっているわけでありますけども、これまでも滞納額の減少、市税の収納につい

ては本当に収税課を設置し、また収税課以外にも部局横断的な収納率、対策本部を設置して市

役所を挙げて対策に努めてきたわけでありますけども、軽自動車税については先ほどご指摘い

ただいたような金額、また入湯税につきましては温泉、また旅館等を宿泊、また日帰り等でご

利用された皆さまから納めていただいたものが市のほうへ納められていないという、非常に残

念な状況であります。 
 市としてもしっかり取り組んではきたんですけども、こういった結果になっているというこ

とは取り組みが不足していたのかなと、足りなかったということで反省はしております。ただ、

この対策につきましては一気に収納率を上げる、また解消するということは非常に困難であり

まして、法に基づいて粛々と滞納対策、収納に努めていくと。こつこつとした積み重ねしかな

いというふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 市民税法人税、固定資産税がありますけども、市民税法人税が３億６００万円、固定資産税

が９億４，６００万円。この中で市民税、固定資産税、これは１社というか１人というか、と

いうので一番大きい金額はどのくらいあるんでしょうか。 
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） 

 荻野議員の再質問にお答えいたします。 
 固定資産税、また市民税の滞納者のうち高額なものを尋ねられたのかと思います。 
 特に固定資産税、市民税別々の資料は持ち合わせてございませんけれども、市税の高額滞納

者ということで３千万円以上という滞納が４件ございます。それから２千万円以上で４件、１千
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万円以上で６件ということで、３００万円以上の滞納ということでお答えをさせていただきま

すと、平成２５年の１１月末現在のデータですけども６４件、３００万円以上の滞納の件数が

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） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今年度の累計滞納額１３億２，７００万円、これは非常に笛吹市の予算の税収からいっても、

非常に大きいパーセンテージでございます。今後もぜひ収税課、大変だと思いますが、やはり

こういったものが入らないことには健全な行政運営ができないと思いますので、ぜひ努力して

いただきたいと思います。 
 それからこの国民保険の累計滞納額も今年２４年で７億８，６００万円、こういった大きな

滞納額、おそらく今まで市民の方は分からなくて住んでいるということだと思いますけども、

今後この国民健康保険も非常にいろいろと負担が大きくなって、国民保険も大きい問題になっ

てくると思いますけども、こういった国民健康保険はたぶん個人で払いたくても払えない人、

いろんな状況がございますが、今後この国民健康保険の徴収はどのように考えておりますか。 
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） 

 議員さんのご質問にお答えいたします。 
 おっしゃるとおり、国保につきましてもたくさんな金額が滞納となっておりますけども、現

在２名の方をお願いして、毎日毎日徴収ということで歩いていただいておることもあります。

あとは毎月毎月滞納者に対しての督促の通知等も発送するということで日々努力をしておりま

すけども、おっしゃるとおり生活に困窮している方等もございまして、なかなか思うようには

進まないという状況ですけども、今後ともそのようなことで努力して滞納整理にあたりたいと

思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ぜひ国民健康保険に対してもいろいろと個人の事情等はあると思いますけども、ぜひ努力し

ていただいて１００％近い目標を立てていただきたいと思います。 
 それから不納欠損額、合併後の不納欠損額がグラフになりますけども、今年度の不納欠損額

も４億９，９００万円という大枠な不納欠損をしております。合併以後にトータルいたします

と２２億５，４００万円という大きな不納欠損額、５年時効、県税も含まれているということ

でございますが、５億７，２００万円という、この両方で足しますと２８億２，７００万円と

いうこの大きな金額が不納欠損処理５年時効という問題になっております。これは山梨県にお

いても２７市町村、これは突出して笛吹市が大きな金額になっておりますけども、このへんの

捉えはどう考えているんでしょうか。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、荻原総務部長。 

〇総務部長（荻原明人君） 
 再質問にお答えいたします。 
 不納欠損額について、県内の状況との比較等も含めまして本市におきましては市税の収入済

額に対する割合として約３．８３％が不納欠損になっております。県内の市の平均が１．３４％

でありますので、県内の市の平均に比べますと不納欠損額となる額の割合が２．８７倍という

ことで、かなり多くなっております。これはやはり本市の滞納繰越額、滞納額が多いことから

起因しているというふうに思いますので、滞納額の縮減にさらなる努力をさせていただくこと

と、それから滞納繰越額を出さないようにということで、やはり現年度課税分のまず何しろ収

納を強化する。滞納分をつくらないことが専決ではないかということで、これも一気になかな

か解消できることではありませんけども、こつこつ積み重ねるということで取り組んでまいり

たいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 国民健康保険にしても合併以後９億３００万円、不納欠損額５年時効が３億３，３００万円、

トータル１２億３，６００万円という、やはりこの大きな不納欠損額でございます。やはり市

長もこういったいろんな目標を立てて、総合計画等もありますので、そういったものを遂行す

るにあたりましては、難しいことかもしれませんが税収を１００％近いとは言いませんけども、

県の税収率平均９１％、ぜひこれに近い数字、わが日本一の桃・ぶどうでございますが、徴収

率は日本一低いと言われないように、ぜひそのへんは行政当局も肝に銘じて強固な徴収を目指

していただきたいと思います。 
 市長にお伺いしますけども、この徴収率、笛吹市合併後、山梨県下一最下位を続けておりま

すが、山梨県下一最下位ということは山梨県の税収率は低いので、おそらく日本一低い税収率

といっても過言ではないかと思います。そのへん合併以前には笛吹市が最下位でしたけども、

芦川村が合併する前は芦川村は徴収率が山梨県一番でした。芦川村は合併以後、笛吹市と合併

して山梨県で最下位になったと。非常に芦川村の人はがっかりしているんではないかと思いま

す。その中で、ぜひ今後とも平均に近い徴収率、現年度は８２．４％、一番のところは９８．

２％という徴収率でございますので、ぜひその平均に近い徴収率を目標として市税の担当部署

に頑張っていただきたいと思います。 
 それから公共料金ですか、水道料金が合併以後９，４００万円が不納欠損で数字が出ており

ます。未納金額が累計で２億２，４００万円、下水道に対しては合併以後６，４００万円が不

納欠損額、累計で８，９００万円が未納累計額、繰り越しになっております。このへんに対し

てどのように考えているでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 議員の再質問にお答えします。 
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 金額的に多少のずれがありますが、徴収率においては上水道においては９４．５％、下水道

においては９６．２％の徴収率をもってもなおかつこの不納欠損および滞納額が生じておりま

す。総務部長が答弁しているように、滞納整理を調整する機能を持つ部署を創設するというよ

うな方向の中で、なお一層の徴収努力をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ただいまの市長に答弁ということでございますけども、そのへんを先に・・・。 
 では荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 今までの、当局の見解の中から市長にお伺いしますけども、今までのこの答弁を踏まえた中

で、トータルで市長はどのように捉えているかお伺いをいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 荻野議員の質問にお答えいたします。 
 まず非常に徴収率が低い、県下最低、ひょっとすると全国でもどうかと、こういう実態につ

きましては、本当に残念な状況だというふうに考えております。るる先ほど来、説明していま

すように改善努力を行っておりますので、一歩一歩ということでなかなか飛躍的な成果は見ら

れないかもしれませんけども、われわれとしてもいろいろ工夫をしながらしっかりと取り組ん

でまいりたいと思っております。 
 若干、言葉を添えれば誰しもが滞納ということを好き好んでやっている人も、企業もないと

思います。特にまた固定資産税といったようなところに着目すれば、厳しい経営実態というの

が横たわっているというふうに思います。ぜひ経営をしっかりと立て直して、一日も早く納税

ができるようにということを期待するところであります。 
 また市税、軽自動車税、国保といった滞納についていえば、やはり市民生活の厳しい実態も

目に浮かぶわけであります。こうした滞納者に対しては、やはりしっかりとわれわれとしても

寄り添っていろんな方途を探る、そういうような努力が必要ではなかろうかというふうに考え

ております。 
 いずれにしろ先ほど来、総務部長が申し述べておりますように法に沿って粛々と進めていく

と、このことも大切でございます。市の財政をしっかりと確立していくという上でも最重要な

課題というふうに認識しておりますので、しっかり取り組んでまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 時間もございませんが、最後にこういった問題に対して監査委員にお尋ねしますが、監査委

員としてどのような見解を捉えているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 古屋監査委員、よろしいでしょうか。 
 答弁を、古屋代表監査委員。 
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〇代表監査委員（古屋眞彦君） 
 突然、私のほうへきたわけでございますけども、例月検査の中で、先ほど水道局のほうから

話がありましたけども、徴収率について常時、厳しくチェックしておりまして、一緒にやって

おります下水道の例えば受益者負担金、このへんにつきましては法的な措置をもっと講ずるべ

きだという指摘をいたしております。 
 いずれにいたしましても市税、ならびに国保、水道料、すべて毎月厳しくチェックしており

ますので、今後は徴収率が多少なりとも向上するように努力をいたしております。 
 以上、お答えといたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 荻野謙一君。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 最後にお伺いしますけども、以前から言われています甲斐国分寺の不適正な補助金問題、１億

７千万円、これも・・・。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、荻野謙一君の時間は終了とさせていただきます。 
 一般質問を終了させていただきます。 

〇３番議員（荻野謙一君） 
 ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 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ございます。許可をいただきましたので、通告に基づいて１問目の質

問から入らせていただきます。 
 市内通学路の歩道整備等の安全確保問題についてということで、１問目を質問させていただ

きます。 
 １年前の春４月、京都府亀岡市で通学途中、不幸にも起きてしまった痛ましい子どもや保護

者の交通事故の悲劇に思いを馳せるとき、しっかりとした車歩道の分離対策を行っていかなく

ては子どもたち、また歩行者の安全が担保されません。 
 昨年、市内通学路の一斉点検を市はされましたが、市内のそれぞれの学区における危険個所

のチェック、その状況とそれに対する具体的な今後の対策をお聞かせ願いたいということで聞

くつもりでいましたが、昨日亀山議員のほうから同じような質問がございました。お答えがあ

りましたけども、数字がちょっと違っているところがありましたらお答えを願いたい。 
 また特に御坂町内、御坂西小学校の西側を南北に通る市道１－２８号線、これは金川原の下

の交差点から八千蔵交差点間の約１．８キロのその間にあっては幅員も狭く、朝夕の通勤時間

帯と相まって、子どもたちや近隣の住民、利用者はいつも危険な目にさらされております。 
 この市道は、下金川原線交差点北側から一宮の鷺堂の交差点のほうに向かっての道路ですが、
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これは県道の山梨笛吹線の連結した道路として主要地方道、白井甲州線、これは八千蔵の交差

点のところです。そこまでが幹線道路のごとく、通過交通が非常に多い状況です。またこの沿

道には大型車が出入りする企業や笛吹市御坂支所や銀行などがあるために、車の往来が特に多

い状況でございます。 
 沿道の地域住民にとっても、この市道は道路幅が狭くカーブのきついところもあり、また沿

線は御坂西小学校の通学路にもなっておりますが、一部歩道はあるものの日々危険を感じなが

ら、子どもたちは通学している状況にあります。 
 少子高齢化の時代、大切な宝物の子どもたちや生活弱者であります高齢者を交通事故からしっ

かりと守ってあげることが何よりも大切であると考えます。この通学路中、一部には段差のあ

る、しっかりとした歩道はあるんですけども、そのほかはほとんどが取って付けたような、し

かも雨水の排水のための傾斜、そんなところにペンキで塗っただけのグリーンベルト、それだ

けでは歩道とは言えません。 
 教育長も西小学校にいらっしゃったことがありますが、長年にわたりましてＰＴＡ、地域住

民、御坂町地域審議会より支所を通じまして、市に通学路としての安全確保、これを要望して

きましたが、いまだに改善されておりません。市の見解をお聞かせ願いたいと思います。よろ

しくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １問目の答弁を求めます。 
 答弁を、堀内教育部長。 

〇教育部長（堀内常雄君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 通学路の安全確保につきましては昨日、亀山議員の一般質問にもございましたとおり４１カ

所を実施いたしました。今年度につきましても１０月から１１月にかけ、小中学校における対

策必要個所２２カ所について関係者の立会いによりまして合同点検を実施し、警察署や道路管

理者からの技術的な助言を参考にして、対策案の作成を行ったところです。 
 今後は対策案の早期実現に向け、関係機関と連携・協力しながら実現できるところから順次、

対応してまいりたいと考えております。 
 次に御坂西小学校の通学路についてでございますが、八千蔵交差点につきましては県の改良

事業として平成２６年度に整備を予定しているところで、市道分につきましても交差点から

５０メートルの区間について、１．５メートルの路肩を歩道として利用できるよう拡幅整備を

予定しております。 
 また、金川原下から御坂西小学校までの区間につきましては、昨年１０月７日に緊急の合同

点検を行い、４つの対策案を作成いたしました。 
 対策案の１つ目としまして、一部区間における通学路変更の検討を行いました。その後、学

校と保護者とが協議した結果、防犯面での不安から当面は現状どおりとすることになったとの

報告を受けております。 
 ２つ目はグリーンベルトの塗り直しでございます。こちらにつきましては、平成２６年に予

定しております。 
 ３つ目としまして、溝蓋の修繕でございます。蓋のがたつきや欠けなどの修繕を昨年度にす

でに終えております。 
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 ４つ目としまして、歩道の整備となっております。市道１－２８号線については合併以前か

ら歩道整備の要望がある中で、一部区間における危険個所のカーブ修正や歩道整備を行ってま

いりました。加えまして、昨年１０月には夏目原・井之上・金川原の３区と御坂西小学校およ

び御坂西小学校のＰＴＡ、交通安全協会御坂支部の合同による歩道整備の要望書が市に提出さ

れておりまして、建設部御坂支所において地域役員と協議をしておりますが、沿線住民のご理

解を得るのに時間を要している状況にあります。 
 市教育委員会としましても、この区間の通学路が危険な個所であることは十分に認識してお

りまして、今後も３行政区を中心に行政や学校、各種団体等が連携･協力して、実現に向けた努

力を継続して行ってまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今、部長のほうから点検を今年もしたということで、御坂西小学校９カ所、いろんな要望が

出ていると思いますが、グリーンベルトを塗り直した、溝蓋を直した、そのような簡単な方法

だと子どもたちを私は守れないと思っています。 
 御坂西小学校はご存じのように、市内で最も児童数が多い小学校であります。一頃は７００人

近くの児童がいました。その数、今は５８２人を抱え、県下でも有数のマンモス小学校であり

ます。保護者が毎日、立哨指導を輪番で行いながら、子どもたちの安全に努力いただいている。

そんな中、そこの子どもたちが常に危険な状態で、毎日毎日を送っていると思うと胸が詰まり

ます。なんとかならないものかと常に考えております。 
 市内の危険個所の調査をしたのなら今度はアクションをしていくんですけども、先ほどみた

いな小さなアクションではなく、抜本的な歩道を造ってあげるということをお考えにはならな

いでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、堀内教育部長。 
〇教育部長（堀内常雄君） 

 神宮司議員の再質問にお答えいたします。 
 教育委員会といたしましても、今の現状がベストとは考えておりません。そうした中、歩道

の整備等につきましては、どうしても地域の地権者の皆さまのご協力などが拡幅につきまして

は必須の条件となります。そうした中で長年、この問題につきましては解決ができていないと

いうところで、なんとか市としましてもそこは今後、積極的に考えてまいりたいと思いますが、

以前にも増して地権者の皆さまにご協力をお願いしてまいりたいというふうに考えます。 
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） 

 それでは御坂西小学校の通学路の問題、一方は県道、一方は延長線上で、もう片方は八千蔵

交差点で県道に交差していますが、その間が市道なんです。分断されています。下金川原の交

差点から八千蔵までの間、県道を延長すれば県道から県道が分断することなくつながっていき
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ます。これは教育委員会のほうの問題ではないかもしれません。発想の転換をしていただきた

い。市道を県道に格上げすることを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 神宮司議員の再質問でありますけども、市道を県道にできないかという要望でありますけど

も、市道から県道にするには県の関係部局と協議をしなければなりませんけども、協議をする

中、県道には、終われば県と市で協議をすればできるわけですけども、先ほど教育部長も言い

ましたけども、県道にしてから歩道整備をするといっても関係者の協力がないと県にしても厳

しいではないかと考えております。市としてもあそこを神宮司議員が言うように両サイドに県

道があるわけですので、県道として結んで整備をしてもらえば考えておりますが、今後も県の

ほうへそのような要望等も行っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 建設部長のほうで県のほうとも交渉してもよいという話の中で答弁いただきまして、ありが

とうございました。格上げして県に幅員の拡幅、危険個所の減少とともに歩道整備の事業をし

ていただく、そういうことも可能だと思います。いずれにしてもこのような問題、今まで国か

ら県へ、県から市へということで先送りをしてきたこともありますが、どうか市としてもなん

とか知恵を出して、市の財政に少しでも影響を少なくしながら最良の結果をいただける努力を

市長とともに県のほうにもお願いをしていただきたい。市道から県道へ格上げをぜひそういう

決意を持っていただけないでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 神宮司議員の再質問ですけども、市の財政負担も楽になる、いろいろな面がありますけども、

市としても、現在も事務方としては県道にできないかということで協議をしておるところであ

りますけども、今後も粘り強く交渉して県道格上げにして整備のほうをお願いしていきたいと

いうふうに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 道路を今度拡幅とか、そういうふうにしていく分には先ほども申しましたように、いろんな

地権者の方、行政区、あるいは八千蔵まで含めまして４つの行政区の皆さん方の大変なご協力

をいただかなければならないと、そういうことでございますけども、とにかく大切な国の宝物

であります子どもたち、その子どもたちを交通事故から安全に守ってあげたい。そういった事

業です。戦後から今日の日本経済で大変苦労いただいた、またご高齢の市民の安全のためにも

ぜひここは前向きに検討して対応のほどをお願いしたいと思います。 
 新しく造る道路、農道整備等を最初からやる場合はいろんな計画を最初から盛り込みますか

ら、歩道整備は簡単にできます。それはそんなに難しくない。ところが長年使用されてきた道
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路、それに歩道を付けるということは大変難しい。大変不思議なことなんですけども、八千蔵

から小山城を通りまして、八代の高家に向かいます道路、ここは約１キロちょっとありますけ

ども、１軒も家がないのにしっかりした歩道が整備されています。非常に不思議です。何度も

言いますけども、大切な子どもたち、お年寄りを守るというのが市の役目であると思いますの

でよろしくお願いしたいと思います。何か重大なことが起こってからの対応では、行政はいけ

ません。後手後手でなく先へ先へと先手を打つ方法もありますので、歩道整備をしておいたな

ら大難が小難、小難が無難になるということもありますので、関係機関の努力を切にお願いい

たします。いま一度この問題、御坂西小の歩道の問題ではありません。市内のあちらこちらに

もありますので、市長の決意をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 市民の安全・安心をというのは私に限らず笛吹市の総合計画といいますか、重点施策に従来

から掲げられてきたというふうに考えておりますし、私も重点課題ということで位置づけてい

きたいと考えております。とりわけ子どもたちを危険から守る、これも本当に大事な課題だと

いうふうに考えています。本当は、理想は車道と歩道とがすべて分離されるというのが理想で

あります。私も一宮の浅間神社からずっと抜けてくる道をしばしば通りますけども、グリーン

ベルトは塗ってありますが、やはり私自身走っていて、子どもたちがもしたくさん歩いている

ときには、本当に危ないなと思っているところでございます。ただ、しかしながらあそこを拡

幅するとなると相当な時間がかかります。それはそれとして、時間がかかりながらも取り組ん

でいかなければならない課題なのかなとは思いますが、差し当たり毎日毎日、子どもさんたち

がその狭いグリーンベルト、一宮に限らず市内あちこちにありますが、歩いているわけであり

ます。この安全を日々守っていくということも今現在の課題でありますので、地域の皆さん、

そしてＰＴＡのお父さんお母さん方のさらなる協力をお願いして、しっかりと子どもたちを守

る、立哨等々、さらに強化できればというふうに考えて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） 

 誠意ある答弁をいただきまして、ありがとうございました。車歩道の分離ということからい

えば、今から２千年ほど前、イタリアのヴェスヴィオ火山の噴火によってポンペイの遺跡が埋

まってしまいました。その中を発掘して出てきたもの、それはなんだったのか。これは車歩道

が完全分離化してありました。当時は自動車がありませんけども、馬車とかの車と歩道の分離

がされておりました。これを見るにつけて、今２千年後の私たちが笛吹市でこんな話をしてい

るのは非常に情けない話だというふうに思っておりますので、ぜひ真剣に取り組んでほしいな

と思います。 
 続きまして２問目、新御坂トンネル天井版撤去に伴う通行止めに関する対策ということで質

問させていただきます。 
 昨年１２月２日、不幸にして起こってしまいました笹子トンネル天井板崩落事故を踏まえ、

本市と富士河口湖町を結ぶ幹線道路、国道１３７号線のトンネル板撤去工事を行うということ
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がマスコミで報じられております。不幸にして１年前、亡くなられました９名の尊い命に心か

らご冥福をお祈りさせていただくところでございます。 
 さて笹子トンネルを教訓としまして、県は愛宕トンネル、新御坂トンネルの天井板撤去を決

断いたしました。富士山麓と国中を結ぶ最短の動脈が約４０日にも及び全面通行止めとなる予

測であるとのことで、少なからず本市の観光や地域住民にとりまして、多大な影響があると考

えます。県が主管する工事ではありますけども、本市としてもその対策をしっかりと行うべき

と考えております。市のお考えをお聞かせ願います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ２問目の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 神宮司正人議員の一般質問にお答えいたします。 
 新御坂トンネルの天井板撤去工事は、山梨県が事業主体として計画しております。工事に関

しましては、山梨県の主催による新御坂トンネル天井板撤去工事連絡調整会議が平成２５年８月

２８日に設立され、現在までに３回の会議を開催し、笛吹市をはじめ郡内関係市町、警察、消

防、バス・トラックの各種協会等の代表者が参加し、協議を進めております。 
 主要幹線道路である新御坂トンネルの天井板撤去工事につきましては、観光や物流に非常に

大きな影響を及ぼすと予想されることからさまざまな要望が出されているため、市といたしま

しては、市内の商工および観光関係団体を対象に山梨県による事業説明会を１１月１１日に開

催いたしました。 
 参加者からは安全確保が第一であり、工事による影響を最小限に抑えるためには、できるだ

け観光シーズンを避けながら、早期に着工するよう意見・要望が出されました。 
 その後１１月２９日には山梨県議会開会にあたり、山梨県知事より平成２６年５月２６日か

ら６月３０日にかけ、全面通行止めによる工事を行うことが発表されました。笛吹市といたし

ましては、６月から桃の出荷やさくらんぼ狩りなどの観光シーズンに入り、これらへの影響を

より小さくするため工事開始を前倒しし、連休終了直後より着工していただけますよう山梨県

知事に要望する予定でおります。 
 また一般道以外の迂回路の確保のため、工事期間中における中央自動車道河口湖インターチェ

ンジと一宮御坂インターチェンジの区間の通行料の減免措置について、国会議員を通じて国土

交通省に要望いたしたところであります。併せて迂回路として使用が予想されます市内の道路

については通学時の安全確保、案内等の対応をしっかりしていただけるよう要望したところで

あります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 部長のほうから１１月１１日ごろ、商工会関係者に市内は説明されたということ、それと来

年の５月末から６月いっぱい、約４０日に及ぶ工事であると。そんなことがお答えになりまし

た。県で点検した危険な状況、笹子と同じような工法にて施工されていると思います。どのよ
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うな状況で危険と判断し、どのような危険個所があったのか。また今月、これから５月の工事

期間まで通行するのに危険性はないのか、お尋ねをいたします。 
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） 

 神宮司議員の再質問であります、新御坂トンネルの危険個所はどのくらいあったかというこ

とでありますけども、県の説明によりますと何カ所あったかということはちょっと今、資料等

がないわけですけども、すでに天井板が落ちるという状況ではないと。今現在、通行していて

も安全は確保されているという説明の中で、将来的に危険、落ちる可能性もあるという中で、

なるべく早く撤去の工事をしたいと。何カ所、どこに何があったという説明は、数はちょっと

分かりませんけども、すぐ危険が及ぶというものはないという説明の中で来年、２６年の５月

から撤去を始めたいという説明でありましたので、そのように理解しているわけです。よろし

くお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 県ではしっかり把握をしているんだと思います。市のほうも、もしできましたら県のほうか

らしっかりと入手して、それは地域の方たちに説明できるような状況をつくっておいてほしい

と思います。 
 大丈夫だと言いますけども、いつ落ちてくるか誰も分からない。そんな中、利用者は大変不

安な状況で利用しているんです。その間、通行者の安全確保、最大限保障されるように対策を

市としても県のほうに要望していただきたい。 
 また先日のマスコミ報道によりますと、富士河口湖町では県の説明会が開催されました。本

市にあっては地元への説明、先ほど商工会関係の方に説明会をしたということですが、どのよ

うになっていますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 神宮司議員の再質問の地元の説明会はどうなっているかということでありますけども、新御

坂トンネルにつきましては、ただ天井板があるということではなく、天井板の上には排水管、

あるいはケーブルラック等もあるように伺っております。そのへんの工事内容についても、はっ

きりし次第、地元へも説明会を開催して安全を図っていきたいというふうに考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 上にまだ電気の配線だ、水道だ、いろいろ乗っているというのは余計危ないというふうに今、

私は感じたところですけども、報道で地域住民、特に河口湖、それと接している御坂町上黒駒

地区の住民、観光業者、その方たちも私、聞いてみたんですけども、あまり説明がされていな

いというか、全然ないよというふうな回答をいただきました。非常に僕は心配しております。
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地元になんにも話がないのかなというふうに思っています。 
 それで新聞報道は換気ファンの製作に５カ月間かかるから、またシーズンオフ、あの地域は

凍結されるということで、５月末から６月になったというふうなお答えなんでしょうけども、

観光シーズンの幕開けであります５月、６月の末は７月になりますと、もうすぐ観光が始まり

ます。おまけに全面通行止めともなりますと、両市を生活道路として活用している地域の住民、

また学生、観光業者、あそこでもってほそぼそとやっている食堂の方とか、通過車両を相手に

していますが、その方たちにも大変な影響が及ぶということになります。 
 そんな中で、まだ先のことだから、５カ月、６カ月あるからということでしょうか。地域の

関係行政区には説明が全然やっていないわけです。いかがなものでしょうか。また市はどのよ

うな対策を説明にとるおつもりなのか、お聞かせ願いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 神宮司議員の再質問でありますけども、地域の方への説明というご質問でございますけども、

先ほども言いましたとおり早急に関係者を集めて説明会のほうを開いていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 できるだけ地域の方たちには説明を丁寧にしていきたいという回答であったと思いますので、

ぜひこれはよろしくお願いします。 
 旧御坂町といいますか、上黒駒地区の方たちは大変な影響を受ける、そういうふうに思って

います。笛吹市全体から眺めますと、あそこに住まわれている人たちの人口、非常にそんなに

多くはないんですけども、市の平地、こちらの平らのほうの方たちは迂回路、あそこを通りな

さい、こちらも通れますよということでもって非常にそれは行きやすいんですけども、地元で

通っている方たちは大変な思いをすると思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 一般通行車両、先ほども申しましたが、それを対象に営業されている方も地元にいっぱいい

らっしゃいます。その方たちの影響が少ないように、また通年型観光でもってあそこはトンネ

ルのすぐ下まで人家がございます。向こう側の河口湖のほうとは全然、ちょっと状況が違う。

向こうの方は迂回路をまわれますよね。ですから県ならびに本市では、上黒駒地区の行政区の

方たちに真摯に向かい合って、丁寧な説明を早急にしていただきたい、そして不安を払拭して

いただきたい、そんなふうにやられることをお願いしたいんですが、いつごろ、どんなふうに

計画をされますか、よろしくお願いします。 
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） 

 神宮司議員の再質問でありますけども、いつごろやるかということでありますけども、また

県とも協議をする中、早急に早ければ年内もあるかと思いますけども、１月早々にもやってい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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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） 
 年明けなんて言わないでできるだけ、もうマスコミで河口湖では説明会をした、要望書も聞

きました。いろいろ県にも私たちもいろいろ申し上げましたというようなことが映像でも流れ、

山日新聞の紙面でも、いろいろな報道がされております。そういう中でもって、できるだけ速

やかに地域の方たちの安全・安心を、気持ちをやわらげてほしいと、そんなふうに思いますの

で早急に説明会を開いてほしい、そんなことを要望させていただきまして私の一般質問を終わ

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、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） 
 今、神宮司議員の関連質問としまして、若彦のトンネルを迂回路とする案ということで、非

常に地元としまして心配をしている一人でもございます。ちょうど、もう７時半から８時過ぎ

になりますと、この前の通りだけでも相当の交通量がありまして、もう蛍見橋までずっとつな

がるという状況でございます。そこへもってきて、今度全面的にこちらを、ほとんど、全部で

はありませんでしょうけども、トンネルから上芦川を通って、そして半分以上がこちらへ通っ

てくるということで、ちょうど芦川からここまでは全部勾配のある道路でございます。現在で

も非常にスピードを出すところでもございます。竹居の住民とかに聞きますと、今度は困った

な、本当に交通量が今よりも増えてということで非常に心配しております。 
 今、部長が地元説明会を開催するということで、ぜひしていただくわけですけども、まだ、

ただ説明会だけでは地元の人は安心感が得られないと思います。これは八代芦川線で県道では

ございますけども、県の職員は峡東建設事務所でこの間も道路課のほうへ話をしまして、ぜひ

地元の意見をよく聞いて要望してくださいということを言われました。ですから仮設の信号を

付けたり、私は思うんですけども、その時間帯によっては朝の通勤、それから帰る時間のころ

はぜひ工事現場と同じように要所要所に交通監視員ですか、こうした人を配置して、とにかく

規定の速度を守るということ。それから市道との交差がいっぱいありますので、農作業もある

というときに、もうつながってしまえば隣の畑へ行くのにもトラックがいて軽トラが通れない

と。それも相当、時間がかかってしまうというようなことで、非常にそういった苦情が出てく

ると思います。ぜひ、そういったことで県のほうでは毎年ではないですけども、隔年で交通量

調査というのをしております。ですからどこの交差点で何台通ると、この時間には何台通ると

いうこともしておりますので、そちらの１７７号のこちらにくれば、当然そういったことを想

定してそのシミュレーションができると思いますので、そのへんをぜひ県のほうへ要望してい

けば、県のほうも言われればやると思います。言わないとやらないかもしれません。ですから、

そんなことで県の職員は、県からきている人はよく地元のことが分かりませんので、笛吹市の

本当に住民として市役所のほうでしっかりした、ここはこういうふうにしてくれ、ああしてく

れということを細かくシミュレーションして、要望すればやってくれると思います。ぜひこの

４０日間が無事故で、ここはものすごい車が通ると思いますけども、あとになっていい思い出
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になるように、ぜひそのへんを要望していただきたいと思いますけども、建設部長いかがでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 北嶋議員さんの関連質問でありますけども、迂回路について安全対策をということでありま

すけども、市といたしましても、冒頭の答弁でも言ったとおり安全確保、あるいは案内等をしっ

かりしてくださいという形で要望していきたいと考えていますので、今後も地元住民の方の意

見等も取り入れる中、今後も県のほうへ安全確保について要望していきたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋恒男君。 
〇１１番議員（北嶋恒男君） 

 ぜひよろしくお願いします。 
 ですけども、具体的にこういうことをしてほしいということを言わないと、ただ安全対策を

してくれと言っただけだとよく分かりませんので、アイデアを示してぜひ実行していただきた

いと思いますけども、よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はございますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 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、通告に従いまして質問させ

ていただきます。 
 地域振興促進助成事業についての質問であります。 
 笛吹市は合併をして来年で１０年目を迎えますが、７町村の合併ということでその間、事務

の調整や各種負担金などの統一、基盤整備と想像以上の莫大なエネルギーを費やしたことと思

います。 
 国でも合併のために通常の補助金より大変有利な制度として、市の借金ではありますが返済

時に元利償還の７０％を地方交付税で負担してくれるという、合併特例債を充てて事業をする

ことを認めております。 
 その合併特例債の中で地域住民の連帯の強化、または地域振興等のために５％の一般財源と

９５％の合併特例債を最高限度額４０億円以内、借り入れるができる地域振興基金を積み立て

ることも認めております。 
 笛吹市では地域振興基金条例を平成１８年だったと思いますが８月に制定し、合併前からの

基金８億円をもとにして平成１９年より特例債を４年間で、総額３６億８千万円の借り入れを

行い、平成２４年度決算では基金総額４８億円を保有しているとのことです。 
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 さらに平成１９年５月からは地域振興促進助成金交付要綱を定め、その基金の運用益を活用

して市民ボランティア団体やＮＰＯ法人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地域振興促進助成事業を行っているところであります。 
 市では各団体への助成事業ということで、毎年事業実績報告会を開催したり、市のホームペー

ジや広報紙、またよっちゃばる通信などにより市民にも公表しているところでもあります。各

地域ではなかなか助成金や補助金がなく事業ができなく、また困っていることもいろいろある

と思います。この助成事業で本当に喜んでいる地域もたくさんあると聞いております。地域の

コミュニティづくりに大きな成果を挙げています。そこで以下について、質問をさせていただ

きます。 
 平成１９年から助成金の交付を行っており、今までに交付した事業内容はどのような事業で

あるか。また事業別団体数と交付額は。それに助成金の上限額の１００万円を交付した事業は

どのような団体で、どのような事業か伺います。 
 また３年間の交付が限度となっておりますが、助成を行って大変よい結果が出ている事業は

どんな事業だったのか。また助成を受けたが事業が継続しなかった、また事業効果が見えなかっ

た事業はあったのか、お尋ねします。 
 毎年、事業報告会を開催していますが、３カ年間の交付期間のうちにそれぞれの団体が一度

くらいは報告会で発表するのか。また報告できない団体はどのような形で公表しているのか、

伺います。 
 申請応募のあった事業内容を審査するのはどのようなメンバーで、どのような審査で決定し

ているのかを伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 中村正彦議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに今までに交付した事業の内容と団体数、交付額、上限額１００万円を交付した事業

の内容と団体についてございますが、地域振興促進助成事業は地域づくりに寄与することを目

的に、それぞれの地域特性と創造性を生かしたまちづくりを進めることができるよう支援する

ためのものです。行政区などの地域自治組織をはじめボランティア団体、ＮＰＯ法人、市民活

動団体などの市民活動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

の助成事業となっております。 
 平成１９年度から交付いたしました事業団体数と助成金交付額についてですが、平成２５年

８月末日現在で延べ７１団体１５２件、約４，２３０万３千円となっております。 
 また事業内容ですが、地域自治組織においては地域防災マップづくりや地区文化祭、ＮＰＯ

関係では中学生育児体験講座や伝統芸能学習会、生涯学習関係では高齢者健康づくりや茶道教

室、地域伝統関係では文化財や地域伝統芸能の保存継承、ＰＴＡ関係では大人のあいさつ運動

や標語カレンダーの作成、ボランティア関係では文化財ガイド養成講座、災害ボラインティア

講座、地域活性化関係では地域の景観づくり、菊の散歩道やバラによる景観づくり、さらに音

楽による国際交流事業などとなっております。 
 上限額の１００万円を交付した団体は平成１９年度から平成２５年度までで７団体ありまし
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た。事業内容としては、地域活性化任意団体による文化伝承事業、福祉推進事業、まちづくり

活性化事業などとなっています。 
 次に結果の出ている事業、継続しなかった事業、事業効果の表れなかった事業などについて

でございますが、助成金の交付期間は同一事業継続期限が３年間となっておりますが、すべて

の団体に３年間助成金を交付するということではありません。 
 交付期間が１年ないし２年間で終了している団体もありますが、事業が継続しなかったとい

うことではなく、自主的に事業を継続していくことができたと考えております。 
 また、事業効果については毎年実績報告会を開催し報告していただいているため、すべての

事業で当初の目的を達成することができたと考えております。 
 次に事業報告会での事業内容の発表についてですが、地域振興促進助成事業の実績報告会は

毎年、助成金交付団体のすべてに参加していただき実施しております。 
 報告会における発表は、プロジェクターを使って事業内容を発表する方法と会場の掲示パネ

ルに模造紙などを使いまして、事業内容を掲示する２つの方法がございます。すべての団体か

ら発表していただいているところであります。 
 次に事業内容を審査するメンバーと審査基準についてですが、地域振興促進助成事業審査会

要領では、一般公募の市民委員と庁内委員をもって構成することになっております。市民委員

につきましては公募を実施いたしましたが該当者が見込めませんでしたので、現在は関係部課

長の庁内委員で構成し審査を実施しております。 
 なお、平成２６年度に向けて改めて市民委員の公募を予定しております。 
 審査基準、審査方法ですが団体審査として所在地、活動実績、非営利活動、事業審査として

公共補助金の重複、公開性等につきまして事務局で事前にチェックや指導を行っております。

審査会では助成金申請団体同席のもと申請事業の趣旨、内容、助成金の具体的な使途などの説

明を行ってもらったあと、審査員による質疑を行います。 
 審査員は団体の社会貢献性の審査と合わせ事業の目的、公益性、必要性、継続性、実効性、

資金および事業計画性等について審査し、各審査員の審査結果をもとに優、良、可、不可を判

断し、助成金の交付を決定しております。 
 今後も地域振興促進助成金交付要綱に基づき、適正な助成金交付を実施してまいりたいと考

えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行います。 
 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この事業審査会ですけども、今、庁内員６名で市民委員がいない

ということのようですけども、市にもいろんな審査会があります。また市役所内部だけの審査

会でよいのか、また要項で決まっているのなら毎年でもＰＲして公募する、それは絶対必要な

ことだとは思いますけども、そのへんはどのようにお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
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〇市民環境部長（前田一貴君） 
 議員のおっしゃるとおり、市民委員を毎年公募するべきだと思います。そこで今回、新たに

そのようなことも是正しなければいけないというような観点から、新年度からは市民委員も公

募いたしまして、できる限り多くの方の意見をいただくという形に整えたいと思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ぜひそういう方向で検討していただきたいと思います。 
 次に今年度対象交付決定事業が、たしか１３団体あったと思います。それぞれの事業が少な

い交付金で、それぞれの地域の活性化、歴史、文化の継続を謳い、地元に根を晴らした事業だ

と思います。その中で１つの事業に注目してみました。この事業について、いくつか再質問を

させていただきます。 
 最高額１００万円の交付を行っている芦川町で事業を行っている団体でありますけども、「限

界集落を存続集落へ」と謳った事業に興味を持ちました。私も芦川に足を運び、何人かの知人

に様子も伺いました。地域との連携は図られていないような気がいたしました。審査をする上

で問題点はなかったのか、お聞きします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまの再質問にお答えいたします。 
 芦川の地域の活性化、それから地域おこしということで企画をした団体がございます。その

審査にあたりましては該当者のところで説明をしていただいて、審査委員のほうで何項目か質

問いたしました。そのときに非常に金額が多いということでございますから、事業内容のほう

を詳しく話をいただいたわけであります。その中で地域のほうでいろんな食材を使うというこ

とがありますから、できるだけ地域の食材を使うということを１つの観点として考えていただ

きたいという点等々の話をいたしました。地域の中でのいろんな問題というのは、なかなか私

どものほうへは話が入ってきておりませんけども、そこではプレイベントといいますか、企画

をいたしまして、地域の方をお招きして一度、体験をしていただくということも考えたという

ことも中間ではございますけども、聞いておりますので適正に活動しているんではないかとい

うふうに考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 この団体はなんか３姉妹で行っていて、３代表制になっているようです。たまたま私の地元

ということで、近い人に聞きましたら生活実態が見えません。親は住んでいるようですが、こ

のようなことは問題になっていなかったでしょうか。 
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） 
 私ども申請の折に特に住所の確認といいますか、住民票とかは今まで付けておりませんでし

たから、そういうものでの確認はしておりません。また記載内容が御坂の住所等でございまし

たので、それら、確実にいるということで申請を受け付けておるということであります。 
 今後、住所等の確認につきましては、今申し上げましたような形で住民票の添付も１つの方

法ということで、これから改善し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） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 そのへんのところが、審査のときに一番大事なポイントの１つだと思います。市内在住の方々

にこれを決定するということで、１つの大事なポイントだと思いますので、気をつけていただ

きたい。 
 またここにもありますが、５月２６日、６月６日に新聞等にも掲載されておりました。私も

この新聞を読んだときにおもしろいことをするなという、芦川でこういう事業をしておもしろ

いことをするなという観点ともう１つは、私たちぐらいの年になりますと芦川でフランス料理、

それが今の若い人たち、また都会の人たちには癒しになるのかな、私たちの考え方だと、ああ

いう山村の中では本当にそこの地の山のもの、野菜、釜のものというものを食べたり、いただ

いたりするほうが癒し、いろんな活性化になるんではないかという、人それぞれの考え方はあ

ると思いますけども、私はそんなふうにちょっと捉えました。 
 また掲載されている内容が都内で暮らす姉妹とか、行政に頼らない地域おこしをするとかと

いうような報道となっておりますけども、またホームページも見ましたが１００万円の助成を

受けた地域振興促進助成事業だとは一言も触れていないんですよね。このへんの指導はどうなっ

ているのか、お尋ねします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまのご質問ですけども、新聞報道等に出ました記事には行政には頼らないということ

が書いてございます。それらにつきましては報道関係の方のご意見といいますか、内容でござ

いますので、私どもでうんぬんかんぬんは申し上げられませんけども、チラシとかにつきまし

てはできる限り、この地域促進活性化事業の助成金をいただいている事業ですよという明記を

していただくことは指導したいと考えております。 
 いろんな意味で芦川地区で高級な料理といいますか、ちょっと金額が高いですけども、そう

いうものを食べるという企画、それは若い感性でいいアイデアではないかということが審査会

の中では出ました。というのはそこの地域のものだけで料理を作りまして食べるというのも１つ

の案でございますが、今、都会の人たちはちょっと値はかかってしまうけども、いいものを食

べていい空気を吸っていい景色を見る、そういうことを求めているという方々もたくさんござ

います。そんな感性から、その団体は企画をしたというように捉えておりますので、そのへん

を理解して助成金を交付しております。 
 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） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 またこの中で会則等も、私も見させてもらいましたけども、構成員は８名と明記されており

ます。この８人の中には家族も含まれているように思いますし、また家族が監査役になってい

るということは、ちょっと理解が得られません。助成を受ける団体として市民への説明、また

公平性、透明性が確保できるかということは考えているでしょうか。 
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） 

 ただいまのご質問ですけども、ご指摘のように申請書の中には規約が書いてございます。構

成員等も決めがしてございます。その中からは家族が構成されているということも見受けられ

ますけども、監査役等につきましてはその団体のほかの事業も含めたものの監査というような

ことを考えておるというような捉え方をしております。この助成金事業そのものの監査につい

ては、また別角度で見るというのがいいんではないかと考えております。 
 市民への公表ということでございますけども、やはりこの事業が終わったあと、年度が終わっ

たあとになりますけども、助成金を受けた団体の一覧表、それから金額、それから報告会等で

発表していただく掲示パネルで計上していただく、そのような公表をいたしますので間違いな

く、その団体もしてくれるというふうに確信はしております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 今の部長の答弁の中で、この監査役についてほかへの事業ということも今ちょっとおっしゃっ

たわけですけども、どういう意味で言っているんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 うちのこの助成金に該当する事業以外のもの、例えばこの団体独自で考えているものがほか

にあると聞いておりますので、内容等につきましては詳しくは聞いておりませんから分かりま

せんが、ほかにもいろんな面でアピールするといいますか、事業を展開したいというふうに考

えているということで聞いております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 今の部長の答弁だと、ちょっと理解はできません。あくまでもこの地域振興促進助成事業と

いうことの中での監査役という位置づけだと思いますので、ほかの事業との連携の中で監査役

になっているから、そういうふうに捉えているというような今の言い方ですけども、ちょっと

そのへんは理解ができません。あくまでもこの市で交付している地域振興促進助成事業として
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の中での監査役という位置づけはどうだということです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまのご質問ですけども、その団体の監査役というのはその人しかございませんから、

うちの事業についてもほかのものについても同じように監査するわけですけども、そういうこ

とですから、うちの事業についてもその２名の方が監査するというのは間違いございません。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 ちょっと理解できません。親が監査役だというような、本当に一等親の一番近いところがと

いうのは一番、こういう事業に対してのまずいところだと私は指摘をします。これは今後この

ようなことがあってもいけないし、こういうことに対しては適正な処理を行っていただきたい。

またちょっと先ほどからの部長の答弁は全然、私も理解できませんし、ちょっと噛み合ってい

ないところがありますから、それはそれで置いといて次の質問へ入らせていただきます。 
 先ほども部長のほうから地元の食材をというようなこともありましたけども、実際にあそこ

の芦川地域、また市内の食材を使ってこの事業が行われているのか、確認はとれているでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまのご質問ですけども、芦川の食材につきましてはうちのほうで中間的に報告をいた

だいたものがございます。そのときに食材、それからほかの経費等についての内訳、それから

領収書等についてのコピー等もいただいておりまして、中にきちっと芦川の食材、それから笛

吹市内での食材ということで購入したもの等が付いておりますので、確認をしております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 この事業、年４回、またその４回を２日間ずつぐらいでやるような計画でそれに対して、交

付金最高額の１００万円、またその事業の、フランス料理ですか、ランチで４千円弱、またディ

ナーで６千円弱というようなホームページに値段が出ていますが、お金をいただいて、また助

成を１００万円いただいて、年４回、今年の１回は台風で駄目だったようですけども、そのへ

んはいかがでしょうか。４回で８日で１００万円の交付というのは、どんなふうにお考えでしょ

うか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、前田市民環境部長。 
〇市民環境部長（前田一貴君） 

 ただいまのご質問ですけども、お話しにありましたように年４回を計画しておる団体であり
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まして、５月、それから９月、それから１１月、それから今からということで計画されており

ます。金額等については非常に高いわけなんですけども、いろんな材料の購入等についての経

費、それから施設の使用料等の経費とのことで、申請書のほうには収支の計画書が載っており

ます。これから精算報告をしていただきまして、該当するもの、該当しないものということで

精査を行って必要でないものがあれば、それは除外するということで考えております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 私の知る限りでは、まだまだこの事業に対してはグレーな部分があります。このような団体

への助成金支出はいかがなものかとは考えますけども、笛吹市補助金等交付規則に反している

とするならばペナルティ等は考えているでしょうか。 
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） 

 今のご質問ですけども、交付金要綱に則していないといいますか、そういうものでは、まだ

私どもでは結論付けておりません。精算報告をいただいたあと、またいろんな監査も受けてお

りますので、それらをもとに精査する予定でおりますので、今現在では先ほど申しましたよう

に精算をしていただいて、実績報告を出していただいて、その中で必要経費、それから対象外

というような区分けをするということで考えておりますので、今議員さんがおっしゃったよう

な形での処理につきましては、今のところまだ考えておりません。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 中村正彦君。 

〇８番議員（中村正彦君） 
 この事業だけではありません。やっぱり事業を継続している中で市としてもその内容、途中

経過、いろんなものを把握した中でこういう事業は継続してもらいたい。またこの事業につい

ては、大変よい事業だと思っております。今後ともしっかり精査した中で地域の活性化の源と

して継続できることをお願いしまして、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。 
 ６番、梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 それでは、関連質問をさせていただきます。 
 補助金申請の助成金交付要綱の３条に申請が、市民が代表を努める団体ということで規定さ

れておりますが、先ほど中村議員が言ったとおり、近所の方に聞いても生活実態がないという

ことがありまして、そういう部分から見ると、この３条の規定には当てはまらないんではない

かと思いますが、生活実態がなくても該当するのか、お伺いしたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、前田市民環境部長。 

〇市民環境部長（前田一貴君） 
 ただいまのご質問ですけども、申請書を出していただいた方は笛吹市内の住所ということで

記載がございまして、その方の名前で申請をいただいております。生活実態といいますと、例

えばそのお宅へおうかがいするとか、地域まで出向いて周辺の様子を聞くとかということにな

りますので、今現在はそこまではしておりません。ですから最初の答弁でも申し上げましたけ

ども、今後は住民票等の提示もしていただくということも１つの防護策として考えております。 
 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） 
 テレビとか新聞の報道、私もテレビを見ましたが、たしか東京在住の３姉妹ということで報

道されているし、新聞でもそういう形で報道されていますが、そのへんはどのように考えてい

ますか。 
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） 

 ただいまのご質問ですけども、それぞれ３人の方が姉妹でおるところですけども、住所等に

つきましては笛吹市にお一方の方はずっとあるということを確認しておりますし、あとの方は

東京へ行った方もありますけども、またこちらへ戻ってくるということのようでございます。

そのようですので、３人とも都内のほうにということはちょっとうちのほうでは確認ができて

おりません。 
〇議長（前島敏彦君） 

 梶原清君。 
〇６番議員（梶原清君） 

 テレビの報道ですので、本人等に確認してテレビも報道していると思いますが、本人たちが

東京都内へ住んでいる３姉妹ということで報道していますので、居住実態がないという近所の

証言もありますので、住んでいない方に助成金を出しているということで私たちは理解してい

ますが、もしこれが事実とすれば当然返還をお願いしなければならないということです。 
 それから芦川の食材を使っているということで、芦川の直売所のほうも確認しましたが、直

売所では私たちは売らないよという証言もあったわけですが、部長は芦川とか地元の食材を使っ

ているということで、それは間違いないですか。 
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） 

 ただいまのご質問ですけども、芦川の食材、領収書等のコピーにつきましては芦川の町内の

方からの領収書等が添付されておりますので、それは間違いないというふうに考えております。 
 あといろんな意味で交付要綱等に適して、これは不適格だということが確認できた場合には

助成金の返還等も考えられるかなというふうには考えます。今のところまだそこまで精査して
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おりませんので、今しばらくお待ちいただければと思います。 
 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） 
 では補助金の、そのへんの最初の審査をよろしくお願いしたいと思いますが、この間の１１月

のときも本人のブログで東京からワゴン車へ山ほど荷物を持ってきたということで、このイベ

ントは食材だけのイベントでありまして、有料で経営をしていまして、シェフについても申請

者の、東京で農業法人をやっています同じグループの構成メンバーが２人とも関係するシェフ

でありまして、そういう一連の方が、私たちが言えば営業目的でやっているんではないかとい

うことで、有料でやっていますので、今回のこの補助金の交付要綱からとか、さっき言った営

利目的かという部分でいきますと私どもは不適格ではないかと思っていますが、ぜひよろしく

お願いいたします。 
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） 

 今お話しいただきましたように、きちっと精査をするという予定でおります。また要綱の中

にも補助金の対象になるもの、ならないもの、除外するものということも謳ってございますの

で、これらにきちっと照らし合わせまして、不適格なものは除外するということで考えており

ます。 
 貴重な財源をいただいて地域づくりに貢献するような事業でございますから、そのへんはき

ちっと今後、事務処理におきましても、それから団体とのお話しにつきましても合わせて迷惑

のかからないようにといいますか、不信を持たれないような状況をつくりあげていきたい、そ

んなふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 誠和会の古屋でございます。ただいま、議長の許可をいただきましたので、これから一般質

問をさせていただきます。 
 一般質問の最後ということで、途中でチャイムが鳴りますがしばらくお付き合いをお願いし

たいと思います。 
 私の今回の一般質問は、倉嶋市政の１年を振り返ってということで質問をいたします。 
 昨年の市長選挙では、大きな公約を掲げて２万３千人の市民の支持を得て当選をしました。

新市長に就任してから早くも１年が経過いたしました。市民の声の届く政治、市民から信頼さ

れる市政、それを基本姿勢に市民のご期待にお応えできるよう職員と一丸となり、公正で公平
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で透明性の高い市政を推進するとのことでした。また市役所の業務を見直して、合併前の市町

村時代の慣行を踏襲しているような部分も、人口７万人の市にふさわしい効率的・合理的な行

政スタイルを探求することが必要であるとの方針で取り組んでこられました。市長の職務は以

前、勤務していた農林水産省の官僚時代と比べると末端の地方自治体の首長としての自治体運

営は大きな違いがあると感じたと思います。 
 就任以来、職員の不祥事、副市長の辞任、海外出張などで日々さまざまな公務に追われて、

庁舎に戻ると机の上には山と詰まれた決裁と、本当に目まぐるしい毎日で激務の中でのあっと

いう間の１年ではなかったかと思います。その１年を振り返って以下、質問を行います。 
 まずはじめに市長就任後１年が経過する中で、市長としての率直の感想をお聞かせ願いたい

と思います。 
 ２番目に大型公共事業についてお聞きしますが、大型プロジェクトの中の多機能アリーナ、

砂原橋架け替え、石和駅周辺整備、バイオマスセンター建設、ふるさと公園整備、選挙公約で

大型施設整備構想のいったん凍結については、議員全員協議会では公約違反といわれても仕方

がないというような市長の発言もありました。本議会の一般質問の答弁では、表現が少し曖昧

なところが多かったように感じました。その大型プロジェクトと位置づけた事業については市

民の声、また議員の皆さまの声をお聞きしてその取り扱いを決めるとしたところですが、中止、

凍結、継続の各事業の進捗状況についてお聞きいたします。 
 ３番目に、選挙公約で掲げた事業についてお聞きします。 
 イとして選挙で訴えた公約では石和温泉、春日居温泉の特色を生かした温泉街づくりが喫緊

の課題であるため、地域活性化総合特区制度を活用するとのことでした。具体的なビジョンは

地域再生制度と行動改革特区制度を併用する中で、市内外の方々による検討会を立ち上げ、そ

の中で具体的事業やスケジュールについても検討していくとのことでしたが、６次産業化特産

品開発、クラインガルテン、グリーンツーリズムなどの新たな方向性を盛り込んだ笛吹農業ビ

ジョンの立案で実行する農業と温泉を生かした観光振興の検討会の結果と具体策の見通しをお

聞きしたいと思います。 
 ロとして、福祉政策は非常に幅広い問題ですので、昨日の一般質問の中にも子ども、子育て

に対する福祉問題が数多く出ましたので、私はここでは高齢者に対する福祉についてお尋ねし

ます。人口減少が予測されている中、高齢化率は右肩上がりで高齢福祉、介護問題は大きな行

政課題となっております。市では平成２４年度から実施している第２次地域福祉計画、障害者

基本計画、第３期障害福祉計画、第５期介護福祉事業計画、高齢者福祉計画など各種福祉計画

の具体的な施策の状況はどうなっているでしょうか、お聞きいたします。 
 また防災に対する質問も昨日の一般質問の中で数多く出て、その答弁もお聞きしております

が、市民の暮らしを守る活動を強化するともに自主防災組織の強化や地域避難所の整備、災害

に強い基盤整備など防災、減災対策に取り組むとされていました。東日本大震災で見直しがさ

れている地域防災計画をはじめとする市民を守る防災対策の具体的な施策は、どのようなもの

かお聞きいたします。 
 最後の４番目といたしまして、笛吹市の将来のまちづくりの方向性についてお聞きいたしま

す。 
 市長は、市の第１次笛吹市総合計画に基づいて進行している各施策は真に市民のための施策

といえるのか、その有効性を評価しつつ私の掲げる地域力一番の理念を反映させていく所存で
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あるとのことでした。今年４月１０日に日本一桃源郷宣言をし、それを市内外に発信したとこ

ろですが、来年合併１０周年を迎える節目にあたり笛吹市の将来のまちづくりの方向をどのよ

うにお考えか、お聞きしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、事前に通告をいただいております。この答弁はその通告に基づいて行わせていた

だきますので、議員のご質問の意図と必ずしも合致しないところがあるかもしれませんけれど

も、ご容赦をいただきたいと思います。 
 はじめに、就任後１年を経過する中で率直な感想をということであります。 
 ひと言で申し上げれば、議員も先ほどご指摘のように、まさにさまざまな激務の中で、あっ

という間の１年間であったというのが感想であります。この間、議員の皆さま方の叱咤激励、

ご指導を賜りながら業務を遂行してまいりました。率直に申しまして「何ができたかな」とい

う思いもございます。そしてまた、課題や問題点もそれなりには分かってきたつもりでござい

ます。 
 今後２年目に向けて私なりに整理した課題と、その上に立つ方向性を職員に、また議員の皆

さまに、また市民の皆さまにお示しをして、力強くまちづくりを進めていきたいとこのように

考えているところでございます。 
 次に、大型公共事業についての考えというご質問を頂戴しております。 
 はじめにいったん事業を凍結し、今後の方向性を検討してまいりましたバイオマスセンター

建設事業につきましては、今議会で何度も申し上げたとおり諸事情を勘案し、熟慮を重ねた結

果、中止することといたしました。 
 地方交付税が減っていく中、継続的に年間３，６００万円もの新たな財政負担をするに見合

う効果は期待できないと結論づけたところであります。センター建設予定地の地権者や関係す

る市民の皆さまには早急に説明会を開催し、ご理解を求めてまいりたいと考えております。 
 次に事業の進捗状況および事業を中止、もしくは停止した場合に生じる財政的な損失などさ

まざまな問題を検討した結果、推進するという選択した事業について申し述べます。 
 石和温泉駅、これにつきましては２７年３月の完成を目指し、仮駅舎の建設に着手したとこ

ろであります。砂原橋についてはすでに上部工架設工事を発注し来年７月の完成を、周辺取り

付け道路についても２７年度の完成を目指しているところであります。また、ふるさと公園の

拡張整備については、来年３月の竣工を予定しております。 
 いずれの事業についても進めていくと決めた事業でありますので、目標どおり速やかに完成

できるよう鋭意努力しているところであり、完成後はその施設を最大限活用してまいりたいと

考えております。 
 続いて選挙公約で掲げた事業のうち、農業と温泉を生かした観光振興についてであります。 
 果樹を中心とした農業と良質な温泉は、本市が全国に誇れる観光資源であります。これらを

笛吹ブランドとして確立し、さらに連携を密に相乗効果を高めることが観光地としての魅力の
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倍増につながるものと考えております。 
 本年４月１０日には日本一桃源郷宣言を行い、この日を笛吹市桃源郷の日と定めました。加

えて来年の観光パンフレットなどには、スマートフォンの画面にピンク一色に染まった日本一

桃源郷が再現できる技術を用いたＰＲも予定しております。 
 私が魅了された春の美しい桃源郷の風景を全国に発信し、この温泉郷へと導きたいとこのよ

うに考えております。 
 そのほか四季の花々や旬の果物、名所などを効率的に案内する旬の魅力体験バスやワイナリー

巡りなどの着地型観光、あるいはハウス桃の花見など農業と観光のタイアップ事業にも取り組

んでおります。さらに農業の高度化やクラインガルテン、グリーンツーリズムなどの導入につ

いても検討しているところであります。 
 農業、温泉、健康、医療、歴史、文化、これらを有機的に組み合わせ、笛吹観光の再構築を

図ってまいりたいと考えております。 
 次に、福祉に対する施策についてであります。 
 少子高齢化による人口減少、生活不安やストレス増大による自殺者の増加、経済不況や雇用

状況の悪化に伴う低所得者の増、生活保護世帯の増などが進行していく中、福祉の情報共有や

サービスの充実を図り子育て家庭や高齢者、障がい者を含めた誰もが安心して生活することが

できるよう支援しているところであります。 
 特に子育て支援につきましては、子どもの医療費の助成対象年齢をこれまでの小学６年生か

ら中学３年生にまで引き上げ、保護者の負担軽減を図ったところであります。また安心して預

けられる保育サービスの充実や放課後学童保育、児童センターなどの開設により子育て支援の

環境整備を推進しております。 
 今後も市民の皆さまが住み慣れた地域で安心して生活ができる環境整備、社会参加の機会や

情報共有の充実など、さらなる福祉の充実を図りたいと考えております。 
 次に、防災に対する施策についてであります。 
 将来高い確率で発生が想定されている東海地震など、大規模災害への備えが最も重要と考え

ております。想定される大規模地震等が起きた際に一人の犠牲者も出さないために、自主防災

組織の育成強化、建物の耐震化、有事の際にしっかり機能する実態に即した防災訓練の実施、

お年寄りや障がい者などの弱者対策に取り組んでまいりました。 
 また水害への対策として、浸水常習地区である境川町大坪地区に計画している調整池等の工

事は用地買収も完了し、平成２８年度の完成を目指しているところであり、河川整備につきま

しては、河川管理者である国により市内の笛吹川護岸の災害復旧工事、県により市内の平等川、

渋川等の整備や天川、金川等の砂防工事を実施しているところであります。併せて、河川の浚

渫や河床掘削等につきましても河川管理者に要望しているところであります。 
 さらには災害時の地域防災の中心的組織となる消防団活動の推進、消防車両、消防施設の更

新や災害時の備蓄品の整備などを進めるとともに消防本部消防無線のデジタル化の推進、芦川

町全域をはじめとする、土砂災害危険区域への防災無線戸別受信機の設置などを行ってまいり

ました。これからも市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを重要課題として、取り組んで

まいります。 
 次に、将来のまちづくりについてであります。 
 ４月に日本一桃源郷を宣言いたしました。この宣言には、本市の将来が四季の彩りに満ち人々
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の営みが栄え、憩いとやすらぎ、人々の笑顔が輝く理想郷となるよう努力していくとの思いを

込めております。 
 まちづくりの方向性としては、まず本市の基幹産業であります農業、観光の発展による地域

経済の活性化を目指します。 
 農業では果実の輸出などの販売戦略の構築、特産品開発などを支援し、観光面では外国人観

光者の誘客、広域連携の強化、温泉街の活性化を進めます。 
 市民の暮らしでは地域の人々が見守り、人々の善意が生きる安心して暮らせるまち、健康に

暮らしていけるまちづくり、自主防災組織の強化など災害に備えた安全なまち、暮らしいいま

ち笛吹への取り組みを進めます。 
 また本市の特色を生かし、縄文の昔から積み重ねてきた歴史のまちづくり、花いっぱいのま

ちづくりなど住みよい、訪れたい、住みたくなるまちづくりを目指してまいります。 
 将来のまちづくりの指針として、第一次笛吹市総合計画に示されています将来像「みんなで

奏でる にぎわい・やすらぎ・きらめきのハーモニー」の実現に向けて、市民主役の市政を大

切に、市民の皆さまとともに本市のまちづくりへの取り組み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） 
 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） 
 ただいま市長からるる細かく、いろいろ答弁をいただきましてありがとうございました。 
 その中で率直な感想を聞いたわけですが、特に市長、副市長が辞任してから以降の公務が非

常に激務であるということは、私たち議員もまた市の幹部職員も、それはみなが共通して思っ

ていることだと思います。そういう中で、合併当時は笛吹市も２人の副市長がいました。そう

いうことを鑑みて、ぜひ副市長を置く用意があるかどうかということをお尋ねします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 再質問に答弁いたします。 
 副市長を置く考えはあるかということのご質問でございます。 
 ご質問の中に２人制という言葉もございました。２人制うんぬんということはちょっと今、

考えていないというか、検討の外にあるということで、今、空席になっている副市長につきま

しては、埋めるべく努力をしているということを申し述べておきます。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 副市長を置く考えがあるとの答弁でございました。できるだけ早い時期にみんなに知らしめ

て承認を受けるような方を、適任者を設けてもらいたいと思います。そうすれば市長が今まで、

私たちの前でいろいろ答弁の中で不注意とか学習努力が欠けていたとか、そういうような発言

がたびたびありましたが、今度はそういうこともなくなるんではないかと思いますのでよろし
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くお願いします。 
 それからいろいろ大型事業については、昨日の一般質問の中で答えを聞いておりますので、

ただ１つ、私が心配になるのは砂原橋が新しくなっても、それに通ずる道が果たして早急にで

きるかどうかということと、それからもう１つ大型事業の中でふるさと公園、せっかく来年、

春からそれが使えるようになるわけですが、今、あそこの公園に行く説明というか、道を聞か

れた場合にどのように説明をしていいかというので、非常に私たち迷う部分があるんです。た

またま私は春日居町に住んでいまして、春日居の駅前で朝市等を毎月、第３日曜日やっている

わけですが、そこで下りた市内のお客さんが「リニアを見るにはどこがいいですか」というよ

うなそういう質問をされて、それからふるさと公園とか一本杉とか、そういう場所を説明する

んですが、なかなかどういうように説明していいかというのがよく分かりません。また行く道

もちょっと一宮御坂インターから下りていくと、どういう農免を通ってどういうように行った

らいいかということも地元の人でも分かりづらい部分がありますので、そういう部分もできる

だけ解消できるような方向をまた考えていただきたいと思います。 
 それから大型プロジェクトについては、その２点について再質問いたします。よろしくお願

いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 古屋議員の再質問であります砂原橋の架け替え工事が終わっても道路が整備されなければ、

供用開始ができないではないかというご心配のお話でありますが、今、砂原橋の架け替えにつ

きましては、先ほども答弁で市長が言いましたように上部工については来年７月には完成する。

２６年度には舗装、あるいは橋欄等を整備して、おおむね完成するに併せまして、取り付け道

路についても現在、用地交渉もしておるわけですけども、鋭意努力をして２６年度末には供用

開始ができるよう、今後も努力していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
 また、ふるさと公園等についての案内板等、俗に言うサインという部分でありますけども、

来年度サイン計画、実施計画等も立てていく中で案内板等も整備していくわけですけども、一

部、産業観光部でも現在もリニアへ見学する部分もありますけども、それについてもある程度

の見やすいものを設置して、今後対応していきたいというふうに考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 建設部長のほうからお話がございまして、特に来年は八代ふるさと公園が祭りのメイン会場

になりますので、今、担当と詰める中でちょっと交差点名、私、忘れてしまったんですが、高

家南か高家北かが、特に一宮御坂インター方面から行く際の交差点改良をされたんですが、赤

いポールが立っておりまして非常にまわりにくいところがございますので、そのへんも県へ要

請をしながら、公安もあろうかと思いますけども、そんなふうな形で今、検討に入っていると

ころでございます。おおむね境川町方面につきましては、農免へ入っていただければすぐに行

けると思います。一宮御坂方面からが一番危惧するところでございますので、なんとか森の下
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ですか、あそこから始まる道に案内をしながら交差点の左、ちょっと鋭角で曲がらなければな

らない部分がございますので、そこについて協議を重ねているところでございます。でき得る

限り早い時点で建設部と協力しながら、また新たなサインの設置に向けて努力していきたいと

思っております。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 よろしくお願いします。 
 それから６次産業について、ちょっとお尋ねします。 
 いろいろなところを視察に行ったりしてきましたが、非常にわが笛吹市の果樹地帯では６次

産業というのが難しい部分があると思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間産業観光部長。 
〇産業観光部長（風間和仁君） 

 議員おっしゃるとおり笛吹の特産品である桃、ブドウにつきましては生がおいしいので、な

かなか６次化でいう加工というのが難しいことは十分承知しております。ただ、私ども非常に

不思議に思うのが、有名パティシエがちょっと手を入れるだけで値段が変わってしまう。され

ど、そこに導くのにはお金という問題がございますので、一人逸品運動なんかを商工会でもし

ておりますけども、そういった流れの中で価格との折り合いがあろうかと思います。やはり春

日居の桃は単品で非常に高い金額が付きます。それにパティシエが手を入れて、値段がさらに

高くなったときに消費者に受け入れられるかどうかとそういったこともございますが、商工会

の女性部がバラジャムを作っておりますので、そういった、われわれがちょっと想定外という

と非常に怒られてしまいますが、普段気づかないものでも商品になるようなことがございます

ので桃、ブドウに限らず６次化というものについては、しっかり対応していきたいと思ってい

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
 以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（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。 
 次に福祉について、お尋ねします。 
 高齢者が増えて施設への待機者が多い中で介護福祉士の確保とか、それからケアマネージャー

はどうでしょうか。また国では８月ごろより予防給付の要支援１、２の認定対象者を介護保険

制度から移行することが検討されています。実施された場合、市の対応はどうなるでしょうか、

お尋ねします。 
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） 

 古屋始芳議員の再質問にお答えいたします。 
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 介護福祉士、またケアマネージャーの確保ということですが、それぞれの配置につきまして

は、事業所開設や運営するための直接的な要因ではありませんので、市で各事業所の人数とい

うものを把握しておりません。というか、できないという状況です。ただ、市で指定をしてお

ります地域密着型サービスの事業者が１０カ所ありまして、それにつきましては市のほうで７０名

という介護福祉士がいることが分かっております。ケアマネージャーについては、数の確保は

そちらのほうの報告等に入っておりませんので、把握ができておりません。 
 それからもう１点の介護支援１、２の今後の動向ということですが、最新の国の情報といた

しましては予防介護のうち訪問介護と通常介護のみを地域支援事業に移行させるという案が出

ております。国の方針はなかなか二転三転しておりまして定まっていないのですが、おそらく

このままでいくと平成２９年度末ぐらいにこのような形になるのではないかなと予想されてお

ります。市といたしましても要支援の１、２の対象者が予防給付から移行されましても対象者

に対しましてサービスの低下が起こらないように対応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） 
 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。 
 私の母親も要介護５というランクで今、施設に入っていますのでぜひそういう年寄りが増え

る中で、介護を必要とする人たちが増えますのでよろしくお願いしたいと思います。 
 防災について、ちょっとお聞きします。 
 いろいろと防災計画が出されている中、先日、富士山周辺の市町村で来年の秋ごろ、富士山

の噴火を想定して防災訓練を予定していると聞きますが、笛吹市ではどうでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 再質問にお答えいたします。 
 富士山が噴火した場合の本市の対応ということでございます。 
 富士山の噴火により起こり得る災害というのは溶岩流、火砕流、それから火山灰等の被害が

想定されておるところでございます。このうち溶岩流、火砕流については河口近くの富士吉田

ですとか富士宮、御殿場等の地域での被害が想定されるということで、本市には直接的な被害

が及ばないというところでございます。 
 火山灰につきましては、広い範囲での被害が想定される。日本では西から東へ吹く偏西風に

乗って首都圏、東京、神奈川、千葉などの広い範囲においても被害が想定をされているところ

でございます。当然、本市においても火山灰の被害は想定をされるところでございます。笛吹

市では現在、地域防災計画の見直しを行っているところでございまして、富士山が噴火をした

場合には山梨県全域での被害が想定をされるということで、気象台からの火災情報の伝達、降

灰の予測、住民への啓発などを今回の防災計画の見直しの中へ加え、実情に即した災害応急対

策の見直し、こういったものに対応していきたいと考えております。 
 具体的な避難訓練等につきましては、現在まだそこまでは検討してございませんけども、地

域防災計画ができ上がった折には、またそのへんの部分についても詳細に検討を加えていきた

 １３９ 



いと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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。 
 最後に笛吹市の将来の新しいまちづくりについて、昨日の答弁の中でも笛吹カラーで観光の

目玉をつくるとおっしゃっておりました。そういう中で、新しいものを企画するにはいろいろ

な調査、関係する予算がかかると思いますが、ぜひそういう部分で私も３月の議会までに期待

しておりますので、新しい予算をつくってそれらの検討を始めてもらいたいと思います。よろ

しくお願いします。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 古屋議員、答弁はよろしいですか。 
 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。 
 答弁の中でもお話をさせていただきましたように、売りたいものではなく売れるもの、いわ

ゆる市場調査を行っていきたいと思っています。また観光の目玉につきましても、こんなふう

なものがあったら訪れていただけますかというような具体的なことも今、検討しております。

いわゆる調査をすることによって、外からの目がございます。対象につきましては首都圏、山

梨県を含んだ東京都、関東の顧客を対象に調査をしていきたいということで、今、予算づけを

お願いしているところでございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、古屋始芳君の一般質問を終了いたします。 
 関連質問を許します。 
 ６番、梶原清君。 

〇６番議員（梶原清君） 
 時間を超過してすみません。 
 市長にちょっと伺いたいんですが、多機能アリーナの建設用地の地権者への説明会を３月の

定例会の席上、笛政クラブの上野議員からの質問で、地権者へ昨年の１２月と１月の２回、説

明会をしたあとの代表質問の中で、市長のほうから答弁で、今後も皆さま方に理解をいただけ

るよう説明会などを重ねてまいりますということで、市長のほうから答弁をいただいたんです

が、全協でも開催をしていないということですが、代表質問での答弁は今後も重ねていくとい

うことでございますので、市長そのへんがどういうお考えかということと、もう１つ、八千蔵・

高家地区の行政責任とされた地権者への説明会もまだ開催を聞いていないんですが、両関係の

地権者会、関係者に説明会をしているかどうか、市長から伺いたいと思います。この１点をお

願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、芦澤経営政策部長。 
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〇経営政策部長（芦澤栄君） 
 梶原議員の関連質問にお答えいたします。 
 まず多機能アリーナの用地につきましては今１月、２月ということなんですが、３月２８日

に地元の説明会を実施しております。むろん尊い用地を公共事業に提供していただいた地権者、

これには本当に感謝を申し上げるべきところです。ご案内のとおり、多機能アリーナが中止に

なりました。そこらの部分の中で、あそこは優良な農地でございますので、今から肥培管理し

ていく上で支障が出る分については補償、弁償ということはできないんだけども、今の制度の

中で精いっぱいのご協力はさせていただくということで、説明をさせていただいたところでご

ざいます。アリーナについては、そんな状況を報告させていただきました。 
 それと八千蔵・高家の地権者への説明、これまさに丸１年してございません。そもそも八千

蔵・高家の地権者会というのがまだ実は組織をされておりませんので、その八千蔵・高家で４市

で行う公共の事業を斟酌する検討委員会、これが組織をされております。それで先ごろの議会

のほうでも説明をさせていただきましたが、そこへ今、ストックヤード、これについても正式

にそこへこのストックヤードについて、地域としてどうなんでしょうということで上程させて

いただいたものではなくて、これについて４市でできるかどうかの検討を始めさせていただく

という通知というか、お願いをしたという程度で終わっております。それで地権者のほうでは

本当に新聞であるとか、議会の質問での情報しか今、入っておらないんです。その検討委員会

の代表の方には、今４市の協議がこんなようなところで、今こんなような格好で頓挫している

よというようなご説明はさせていただいておるところなんですが、いかような格好であっても

地権者を含めて地域に今の経過は説明していかなければならないなということで、ちょっと今、

事務レベルのほうでも知恵を絞っておるところでございます。経過を報告させていただきまし

て、関連の質問にお答え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。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りいたします。 
 明日１２日から１８日までは議案調査のため、休会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日から１８日までは休会とすることに決定いたしました。 
 次の本会議は１９日、午後２時３０分から再開いたします。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後１２時４０分 
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１．議 事 日 程（第４号） 
平成２５年１２月１９日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１２７号 笛吹市子ども・子育て会議設置条例の制定について 
日程第 ２ 議案第１２８号 笛吹市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関す

る条例等の一部改正について 
日程第 ３ 議案第１２９号 笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び笛吹市男

女共同参画推進条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第１３０号 笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第１３１号 笛吹市火災予防条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第１３２号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について 
日程第 ７ 議案第１３３号 平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第 ８ 議案第１３４号 平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第 ９ 議案第１３５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

２号）について 

日程第１０ 議案第１３６号 平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１１ 議案第１３７号 平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）

について 
日程第１２ 議案第１３８号 平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第１３ 議案第１３９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３号）について 

日程第１４ 議案第１４０号 変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事） 

日程第１５ 議案第１４１号 市道廃止について 

日程第１６ 議案第１４２号 市道認定について 

日程第１７ 請 願 第 ６ 号 高齢者への肺炎球菌ワクチンの公費助成を求める請願 

日程第１８ 請 願 第 ７ 号 山梨県に対して重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料

の維持を求める意見書を提出することを求める請願 

日程第１９ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙 

日程第２０ 同 意 第 ４ 号 教育委員会委員の任命について 
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日程第２１ 発 議 第 ５ 号 山梨県に対して重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料

の維持を求める意見書の提出について 
日程第２２ 閉会中の継続審査について 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 
 
 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
 ３番 荻 野 謙 一 ４番 古 屋 始 芳 
 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 １１番 北 嶋 恒 男 １２番 志 村 直 毅 
 １３番 中 川 秀 哉 １４番 川 村 惠 子 
 １５番 渡 邉 清 美 １６番 亀 山 和 子 
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再開  午後 ２時４２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

に申し添えます。 
 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。 
 本定例会の初日に行われました市長の行政報告に対する大綱質疑におきまして、上野稔議員

から出されました市長に対する抗議の申し出につきまして、その取り扱いを議長預かりとさせ

ていただきました。ついては、次のとおり私から市長に申し入れを行います。 
 このたびのバイオマスセンター建設の最終結論に関する新聞報道につきましては、今定例会

の一般質問として具体的に通告されたところであり、軽率にも開会日直前にその内容を漏らす

ということは、議員にとって遺憾に堪えないところであります。 
 また９月定例会の会期中にも市長みずからが自身の発言に対し、自責と反省の念を表したば

かりでありますので、倉嶋市長におかれましては再度、地方自治法における二元代表制の機能

と議会における質問の目的・意義をご理解され、発言のタイミングには十分ご配慮いただくよ

う強く申し入れるものでございます。 
 日程に入ります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   それでは日程第１ 議案第１２７号から日程第１６ 議案第１４２号までを一括議題といたしま

す。 
 本件につきましては今定例会初日の１２月６日に上程され、各常任委員会に審査を付託して

ありますので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会に付託してあります案件につきまして、総務常任委員長から審査の

結果についての報告を求めます。 
 総務常任委員会委員長、志村直毅君。 

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

します。 
 去る１２月６日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１３日なら

びに１６日の２日間の日程により委員会を開会し、全委員出席のもと関係当局の出席を求め審

査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 
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 総務部所管の補正予算案では、個人市民税の現年課税分の減額について調定額としてはどれ

くらい下がったのかとの質問に対し、今年度当初調定額は２９億２，８００万円の見込みであっ

たが３．４％程度の減額が見込まれるとの説明がありました。 
 また産業医報酬について、業務内容と委託料への支出科目の組み替えの理由はとの質問に対

し、産業医にお願いする内容が健康診断のほか精神疾患や外科等にも広がり、委嘱した笛吹中

央病院の医師を通じ、幅広い対応や電子メールでの相談対応などの新しい方法も取り入れてい

く中で役務的な側面もあると考え、県などにも確認し総合的に判断して委託料への組み替えと

したとの説明がありました。 
 これについて、条例で定めている報酬を委託料で支出することはできないので注意されたい。

便宜的過ぎるのではないかとの指摘があり、職員健診とは別に委託契約を結んでおり、健康管

理等に資するための判断なので理解願いたい。選任義務や条例の位置付けも含め、引き続き検

討を重ねていきたいとの説明がありました。 
 また消防施設関係について、変更による増額が多いが設計段階で現場を把握して工事費を算

出し、単年度で完了させるべきではとの質問に対し、しっかり設計した中で翌年度早い段階で

発注し年度内完了するよう取り組んでいきたいとの説明がありました。 
 そのほか本庁舎耐震改修建築本体工事の変更契約について、変更内容の確認のため設計監理

および施工業者立ち会いのもと、現地調査を行いました。 
 審査における質疑では耐震改修工事であり、十分な現場確認が必要であって現場等了承の上、

入札が行われていること、経費に改修や補強のための幅を見込んでいるとの聞き取り結果など

からも、安易な変更を認めることは問題ではないかとの質問に対し、施工に入ってからの不確

定な部分とのことで、全体工事の中の経費ということで認めている。応札業者は現場確認して

いると思うが、その確認までは行っていないとの説明がありました。 
 次に消防本部所管については、職員手当増額の内容はとの質問に対し、昨年同時期に比べ火

災は２０件増加しており、災害の発生や救急出場も増加しているためとの説明がありました。 
 また消防救急無線デジタル化等整備事業について、芦川地区の有線接続は地震災害等での切

断といった事態にはどのように対応するのか、安全面からは実働が重要なので費用対効果も大

事だが検討はされているかとの質問に対し、万一の場合は中継車を鳥坂トンネル付近に配備す

ることや支所に配備してある衛星電話での対応が可能と考えている。また、初期の検討段階で

は春日山からの中継も検討したが、費用面に加え電波の飛び過ぎによる近県への影響を考慮す

るようにとの総務省の指導も踏まえ有線としたとの説明がありました。 
 また高機能指令センター整備について、システムがダウンした場合、なんらかの理由により

使用不能となった場合の対応はとの質問に対し、システムは二重化されており問題ないと考え

ている、さらにそれ以上のトラブルへの対応も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、合併特例債から緊急防災・減災事業債への組み替えの内容

はとの質問に対し、合併特例債は事業費の９５％までの借り入れが可能だが、緊急防災・減災

事業債は事業費の１００％を借り入れ可能で、元利償還金返済に充当する後年度の交付税措置

７０％は同じであるため、より有利な起債方法を選択したとの説明がありました。 
 次に市民環境部所管については、みさかの湯厨房工事の内容はとの質問に対し、排気口出口

の扉の故障、フライヤーの不具合と換気対策、給湯器の経年劣化によるものとの説明がありま

した。これに対し、指定管理施設の保守管理では指定管理者がその契約の期間内に対応できな
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かったり、表面化しなかったりするケースも想定し、計画的に考えていく必要があるとの意見

が出されました。 
 次に請願審査では、継続審査としていた平成２５年請願第５号 所得税法第５６条廃止意見

書の提出を求める請願について、引き続き制度上の問題点や市内の実態等の調査・検討を行う

必要があることから、委員全員の賛成により継続審査といたしました。 
 また平成２５年請願第８号 新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書の採択を求める

請願については、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、軽減なら

びに低所得者対策等の考え方や方策について、さらに調査・検討の必要があるとの意見も出さ

れ、賛成多数により継続審査といたしました。 
 以上、総務常任委員会で審査されました主な内容について報告いたしました。 
 それでは、審査結果を申し上げます。 
 議案第１２８号 「笛吹市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一

部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１２９号 「笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例及び笛吹市男女共同参画推

進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１３１号 「笛吹市火災予防条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定。 
 議案第１３２号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３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１４０号 「変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事）」、賛成全員で

原案のとおり可決すべきものと決定。 
 なお審査結果の報告については以上のとおりですが可決すべきものとした議案第１４０号 「変

更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事）」に対しては付帯決議案が提案され、

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、以下ご報告申し上げます。 
 議案第１４０号 「変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事）」に対する付

帯決議 
 議案第１４０号 「変更契約の締結について（本庁舎耐震改修建築本体工事）」について審

査結果は可決すべきとするものの、笛吹市および設計業者ならびに施工業者に対し、以下のと

おり強く求めるものである。 
 本事業の施工において生じた変更契約の内容は本来計上しておくべきもの、設計段階で見込

んでおくべきもの、施工段階で市および設計監理者との協議によって対応することがより望ま

しいものが散見される。 
 改修は新築と異なり想定し得ない変更が生じることも理解できるが、積算の段階で経年劣化

や工法の想定、ならびに関係法令の改正による施工方法の変更などを十分に確認しなければな

らない。 
 本件の審査にあたり指摘された内容をもとに、次のとおり申し入れるので十分に留意された

い。 
 １．市および担当者においては適確に積算書類を確認し、責任の所在を明確にした中で業者

との協議を行うこと。また入札・契約手続きの段階から遺漏なき事務の執行に努め、安易

な変更を行わないようにすること。 
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 ２．設計監理および施工業者においては現場確認を十分に行い、公共事業の受注者として市

民への説明責任を果たし得る業務の遂行に努めなければならない。そのため、積算および

工法の検討にあたっては、多角的な観点からの検討および確認を重ねるよう、市は指導を

徹底すること。 
 以上、決議する。 
 平成２５年１２月１６日 

笛吹市議会 総務常任委員会 
 以上、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 この際、申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されております議案第１３２号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正

予算（第３号）」につきましては、各常任委員会に分割付託しておりますので３常任委員長の

報告終了後に討論および採決を行います。 
 それでは議案第１２８号、議案第１２９号および議案第１３１号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。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって議案第１２８号、議案第１２９号および議案第１３１号は原案のとおり可決されまし

た。 
 次に、議案第１４０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。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４０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の

結果についての報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それでは、ただいま議長より報告を求められましたので委員長報告をさせていただきます。 
 去る１２月６日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１３日およ

び１６日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 保健福祉部所管では、障害児通所支援事業において支援学校に通う児童が利用できる放課後

デイサービスの当初予算が５５０万円であったものが、年度途中で１，８４０万円もの補正予

算を盛ることになった原因は何かとの質問に対し、支援事業所が新たにできたことや定員の増

加により５０人から６０人が利用できるようになったとの説明がありました。 
 次に地域医療救護体制整備事業、いわゆる災害用医療資材等購入でございますが、どこにど

のような備品を納めておくのか詳しい説明を求めたところ、県から１０割補助、いわゆる満額

補助となり、災害時に備え高額で単独で購入できないものを整備していくことや医療用備品リ

ストについて説明がありました。保管場所としては当面、保健福祉センターと笛吹消防署の２カ

所に備えることにします。主な備品としては、救急医療セットやＬＥＤバルーン投光器などで

あります。医療救護所としては、各中学校校舎・体育館を指定しているとの説明がありました。 
 次に子ども・子育て会議設置条例の制定について、この条例の設置努力義務等は国からの指

導や法律に基づくもので、各自治体が条例を制定するのか。また３月の委員会内では、協議会

を設置すると答弁していたが、この会議にあたるのか。また保育所の定数・統廃合等、協議で

きるのかとの質問があり、答弁として国が地方版「子ども・子育て会議」を設置するよう求め

ている。協議会の設置は、この「子ども・子育て会議」と理解している。定数・統廃合も検討

可能である。また芦川の保育所の関係は、早急に対応していくとの説明がありました。 
 食物アレルギー対応調理員の役割について質問したところ、子どもの食物アレルギー患者数

は、毎年増加している実態がある。状態により医師の正確な診断に基づいての対応が求められ、

万が一症状が出たときの対策を決めておくことも必要となり、専門調理員の役目は重要である

との説明がありました。 
 市民環境部所管では、甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業の進捗状況についての説明があ

り、最新情報として現在は文化財調査が終了し、来年度当初から建設本体工事を本格的に実施

できるよう鋭意準備を進めている。一部の地域の中で、まだ理解が得られていないところには

細かい説明を重ねて理解が得られるよう進めていくとの説明がありました。 
 教育委員会所管では、石和中学校の新築工事進捗状況の説明に関連し、市内小中学校施設整

備の老朽化対策など、今後どのような構想を持っているのかとの質問があり、去る１０月に完

成した笛吹市公共施設白書をつぶさに検証する中で、学校の統廃合や長寿命化など地域住民か

らの意見なども総合的に勘案する中で考えていくとの説明がありました。 
 通学路注意喚起看板購入について、もっと増やしていくべきではないかとの質問に対し、予
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算の関係もあるが学校関係者、ＰＴＡ、警察、道路管理者、地域関係者などによる点検を行い、

適正場所や枚数について検討していくとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託審査を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１２７号 「笛吹市子ども・子育て会議設置条例の制定について」、賛成全員で原案

のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３２号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち教育厚生常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３３号 「平成２５年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３４号 「平成２５年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３５号 「平成２５年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 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） 
 以上で、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。 

 １８番、渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 議案第１３２号の審議について伺いますが、補正予算の中に御坂北保育所関係で指定管理の

内定をしているところから、職員の派遣をいただくということで１８０万円が盛られておりま

す。これについてはまだ議会の議決を経ていない、場合によってはこれは可決される場合も否

決される場合もあります。そういうところから保育士を事前に派遣をいただく、ならしを行っ

ていくという話を聞いておりますが、これは議会の議決前にそのような措置をとるということ

は、議会の議決が必ず得られるという前提に立ったものであって、議会の審議を無視するもの

であると同時にルール無視、条例違反という疑いが非常に濃いと思います。この点についてど

のような審議が行われたか、伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、北嶋委員長。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 渡辺正秀議員のご質問にお答えいたします。 

 教育厚生常任委員会におきまして、今述べられました御坂北保育所への指定管理者導入につ

いての報告が、以下のように保健福祉部長からご説明がございました。 

 ２６年度から正式に導入を決定するわけですが、保育所の性格上、指定管理者の導入に際し

ましては、急激な保育環境の変化による児童や保護者への影響を配慮しまして、スムーズに保

育が移行できるような措置を講ずる必要があるということで、この指定管理者の決定は当面、
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市の執行部において内定段階でありまして、審議会の上程は３月議会を予定するという説明が

ございました。 

 こうしたことから内定の段階ではありますが、事前に指定管理者に保育士の派遣を委託して

委託料として今、言いました１８０万円の予算を執行するということはやむを得ない措置であ

るということを認めたところであります。 

 以上で委員長の答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀議員、今の件はよろしいでしょうか。 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 今の報告をお聞きしますと、まさに議決前にこのための、スムーズに移行するための予算を

執行したいということでございまして、これは否決される可能性もあるわけでございまして、

そうした中ではやはり不適切だというふうにも考えられるわけでございますが、そしてこの問

題に関しては十分な議論が必要ではなかったか、そうした議会軽視、条例違反を許すことには

ならなかったということを私は感じるところでございます。ちょっと失礼しました、質問にな

りませんで申し訳ございませんでした。 

〇議長（前島敏彦君） 

 北嶋委員長。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 ただいまの渡辺議員の再質問といいますか、私も事後よく精査いたしましたところ、やはり

内定という段階で事業を執行するというのはルール上、思わしくないということで今後はこう

いうことを肝に銘じてルールどおりに、ぜひ前もってタイムリミットを決めて計画的に執行し

ていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに質疑はございませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３２号につきましては先ほど申し上げたと

おり各常任委員会に分割付託しております。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１２７号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 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。 
 お諮りいたします。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３３号および議案第１３４号を一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本２案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３３号および議案第１３４号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１３５号を議題とし、討論を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１３５号の採決を行います。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 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１３５号は原案のとおり可決されました。 
 次に建設経済常任委員会に付託してあります案件につきまして、建設経済常任委員長から審

査結果についての報告を求めます。 

 建設経済常任委員会委員長、海野利比古君。 

〇建設経済常任委員長（海野利比古君） 

 それではただいま議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
 去る１２月６日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１３日およ

び１６日の両日に全委員出席のもと、関係当局の出席を求め開会し審査いたしました。 
 審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
 まず産業観光部所管では、農林振興課の新規就農者支援事業についての質問に対し、今後も

新規の申請があれば対応を検討したい。また、市の広報や農業委員会と連携して周知を図るな

ど事業のＰＲを強化したいとの説明がありました。 
 観光商工課からは、来年の桃源郷春まつりの企画案について報告がありましたので、日本一

の桃源郷にふさわしいイベントとなるように、さらに創意工夫を凝らすようにお願いいたしま

した。 
 また、芦川支所から３年計画で進めてきた上芦川地域原風景復活保存事業が完成したとの報
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告を受けましたので、委員全員で現地視察を行いました。 
 建設部所管では、まちづくり整備課のサイン整備事業に対し、平成２５年度予算案の概要に

おける主要な事業の１つであり、景観はもとより観光面においても重要な施策であるので、可

及的速やかな実施を図るべきとの意見がありました。 
 また石和温泉駅周辺整備事業に対し、完成するまでは地域や各種団体から意見や要望が出さ

れると思うが、どのように対応するのかとの質問に対し、石和温泉駅周辺まちづくり検討委員

会を中心に予算の範囲の中で対応していきたいとの説明がありました。 
 公営企業部所管では、下水道維持管理事業のマンホールポンプの更新について説明を求めた

ところ、市内９１カ所にマンホールポンプが設置してあり、定期的に点検を行っている。市民

生活に影響が出ないように計画的に更新を行っていきたいとの説明がありました。 
 以上、本委員会に付託を受けました案件に関わる主な質疑・意見等の報告を終わります。 
 それでは、審査結果については次のとおりです。 
 議案第１３０号 「笛吹市定住促進住宅条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとお

り可決すべきものと決定。 
 議案第１３２号 「平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）のうち建設経済常任委

員会担当項目について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３６号 「平成２５年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第３号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３７号 「平成２５年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３８号 「平成２５年度笛吹市水道事業会計補正予算（第３号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１３９号 「平成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３号）

について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 議案第１４１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１４２号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定。 
 以上をもちまして、委員長報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、建設経済常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （ な し ） 

 質疑を終結します。 

 これより討論および採決を行いますが、議案第１３２号につきましては先ほど申し上げたと

おりであります。 
 それでは、議案第１３０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） 
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 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３６号から議案第１３９号までを一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本４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４案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３６号から議案第１３９号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１４１号および議案第１４２号を一括議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本２案件につきましては討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１４１号および議案第１４２号は原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１３２号を議題といたします。 
 議案第１３２号を議題とし、討論を行います。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 議案第１３２号 平成２５年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）についての反対討論を行

います。 
 反対の主な理由は、笛吹市立御坂北保育所への指定管理導入に伴う問題であります。今回の
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補正予算では指定管理導入に伴い、指定管理業者からの職員派遣に対する１８０万円の施設が

計上されております。これまでも市は公立保育所への指定管理導入を行っておりまして、今回

の御坂北保育所への導入で５つ目になります。特に春日居東保育所や石和第５保育所に至って

は市民の税金でピッカピッカに新築、建て替えしたとたんに市外の業者に指定管理に出してし

まいました。 
 私たち日本共産党は、公立保育所の果たすべき使命と保育の公的責任をしっかりと果たすた

めにも指定管理導入はすべきではないとずっと主張してまいりました。 
 市が公立保育所に指定管理制度を導入する主な目的といいますのは、財政負担の軽減と民間

活力の導入による保育サービスの向上にあります。たしかに指定管理導入の保育所は人気が高

まり、そして評判を呼んでおります。市も手放しで喜んでおります。でもそのことが何を意味

しているのか、市当局は気づいているのか、それとも気づいても気づかない振りをしているの

か分かりません。つまり保育所の運営にあたっては、保育単価制度により運営しております。

保育単価といいますのは、そこの保育所で１人の子どもを保育するにはどのくらいのお金がか

かるかというのが保育単価ですけども、この保育単価というのは公立も民間も一円と違いませ

ん。その中で民間保育所は保育の質の向上を目指して日々努力しておりますし、保護者や地域

の要望にしっかりと応えるよう、保育サービスの向上に努めながら保護者や地域の皆さんから

信頼され、そして支持を得られる保育所づくりに日々努力しております。 
 私は公立保育所にもそうした努力を求めたいと思います。指定管理を導入したとたんに人気

保育所になったということは、同じ条件のもとで運営しているにもかかわらず、公立保育所の

努力不足をみずから証明していることの表われではないでしょうか。手放しで喜んでいる場合

ではないと私は考えます。指定管理導入の前に、民間のように保護者や地域から信頼され、そ

して支持される保育所づくりになぜ努力しないのでしょうか。これ以上の指定管理導入には改

めて反対いたします。 
 さらに今回の１８０万円の予算計上にあたっては、大変不正常なやり方をされました。つま

り指定管理業者の指定にあたっては、議会の議決が必要であるにもかかわらず議決もせずに関

連予算が計上されてしまいました。これはまったく議会をないがしろにしたやり方ではないで

しょうか。子どものためだからというふうに弁明しておりましたけども、議会の審議や議決を

尊重するというならば、選択肢は１つであります。指定管理の導入をやめるか、１年先延ばし

しかないはずであります。議決事項でもあるにもかかわらず、議決の前に関連予算を計上する

ような、このような議会ないがしろのやり方に重ねて抗議しまして反対討論を終わります。 
〇議長（前島敏彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 （ な し ） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１３２号の採決を行います。 
 本案件に対する各常任委員長報告は、可決であります。 
 本案は、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 多 数 ） 
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 起立多数。 
 よって、議案第１３２号は原案のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第１７ 請願第６号および日程第１８ 請願第７号を一括議題といたします。 

 本案につきまして、審査を教育厚生常任委員会に付託いたしました。 
 審査の結果につきまして、教育厚生常任委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、北嶋恒男君。 

〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 
 それでは、請願等審査報告をいたします。 
 本委員会に付託されました請願は審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第１３３条

第１項の規定により報告いたします。 
 請願第６号 
 平成２５年１２月６日付託 
 「高齢者への肺炎球菌ワクチンの公費助成を求める請願」 
 採択すべきものと決定。 
 請願第７号 
 平成２５年１２月６日付託 
 「山梨県に対して重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料の維持を求める意見書を提出す

ることを求める請願」 
 不採択すべきものと決定。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 これより、請願第６号について委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 続いて、討論を行います。 
 請願第６号について、ありますか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第６号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長報告は、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６号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 
 次に請願第７号について、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 １６番、亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 請願第７号について、委員長に質問いたします。 
 審査結果では不採択すべきものと決定というふうな結果でありました。その不採択にすべき

ものとした、いろんな意見が出ていたと思うんですけども、どのような意見が出て不採択になっ

たのか、お伺いしたいと思います。 
 今、この重度心身障害者の医療制度については全国で実施しておりますけども、そのうち窓

口無料になっているのが２８都道府県でありまして全体の６０％であります。今、全国的な流

れといいますのは、窓口無料が全国的な流れではないかなと考えています。その中での山梨県

の今回のやり方というのは、時代の流れに逆行するようなやり方ではないかなと思いますし、

利用者にとっても大変不便をきたすものとなる可能性があるわけですけども、そのような中で

不採択の理由として、どのような意見が出ていたのかお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、北嶋委員長。 
〇教育厚生常任委員長（北嶋恒男君） 

 亀山和子議員のご質問にお答えをいたします。 
 今の重度心身障害者の窓口無料化の維持を求める請願でございますが、常任委員会の審査の

結果については反対４賛成２で否決されました。反対者の意見としましては、前から言われて

いますけども、国からのペナルティが県、市町村、合わせますと約８億円もあるということで

非常に山梨県全体としても財政負担になるということでございます。そのペナルティ分がいら

なくなれば、国のほうへ支払いをすることがなくなれば、ほかの福祉関係の予算にもまわるん

ではないかという意見が大勢でございました。 
 また全国では、窓口無料化を実施している都道府県はどのくらいあるのかという質問がござ

いましたけども、即答はできませんでしたけども、私が後日調べましたところ、今、亀山議員

からもおっしゃられましたように東京とか神奈川、大都市ですね、大阪、京都、北海道、約２８県

で実施しております。それからまた自動償還払いですね、今度、山梨県でもやろうというのが

６県。それから自動でない償還払いが１３県でございました。よって、都道府県の件数からい

けば約６割ですけども、人口割でいきますと都道府県、首都圏が大勢を占めておりますので、

全体の国民の利用する方の８割方は、こういった窓口無料化をされているということでござい

ます。そんなことになろうかと思います。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ただいまの件につきましては、亀山議員よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 質疑を終結します。 
 請願第７号の討論を行います。 
 まず本件を採択することについて、反対者の発言を許します。 
 （ な し ） 
 次に、本件を採択することに賛成者の発言を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 請願第７号について、採択すべきという立場から討論を行います。 
 委員会では不採択すべきものと決したということでございますが、ここの請願書にあるとお

り大変切実な問題でございます。障害が重度になればなるほど働くこともできず、経済的な困

難を抱えている。あとで償還払いにするという話であっても、障がい者に受診する２週間前に

申請に来させる。あるいは毎月利用者に対しては、役場へ出向く必要が生じると。こうしたこ

とでは本当に障がい者が十分な医療を受けることができないということが全国の経験でござい

ます。 
 今、なんでもかんでも自己責任だとか、あるいは競争原理だとか、あるいは受益者が負担す

べきだという議論で大変冷たい風潮があちこちに流れているわけです。しかし自治体におきま

しては必ずしもそれではよくないということ、憲法も国民が幸せに生きる権利を認めているわ

けです。かつての有名な言葉でございますけども、国がやらないならば自治体がまずやってい

く、そして国はそうすればあとから追いついてくるだろうということを言って医療費の無料化

等が大きく進んだ経験がございます。そういった点で本当にこの弱者に冷たい政治、やり方、

こういう風潮を正していくことが必要です。 
 先ほども出ましたけども、自治体は２８都道府県が現物給付と窓口無料ということになって

おります。そして山梨県は先例をつけてこれを実施した素晴らしい伝統を持った県でございま

した。ところがこれをほかで普及が進んでいる中で、なぜ山梨県はやめるのかということでご

ざいます。たしかにペナルティ、不当な圧力がかけられております。しかしそうやって冷たい

やり方を認めて、どんどんペナルティがあるから、補助がないからということで、後ずさりを

していったならば本当に弱者は生きていけない、憲法に書かれているとおりに幸せに生きてい

く権利は補償されない。私はそういう立場から、これは絶対に採択すべきものだというふうに

考えます。 
 以上で採択すべきという討論を終わりたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 １０番、野澤今朝幸君。 

〇１０番議員（野澤今朝幸君） 
 請願第７号 山梨県に対して重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料の維持を求める意見、

これに賛成の立場から討論します。 
 先ほど渡辺議員のほうからるるお話がありましたけれども、ペナルティをかけるという、こ

の国としての品位のなさ、私はこれに憤りを感じていて、こういう形で窓口無料化をさせない

というような国のあり方に対して批判すべきであって、これを認めるべきではないという、ペ

ナルティを認めた上で対応する、こういう方向は明らかに間違いである。福祉の立場からもそ

ういうふうに思います。 
 以上をもって、継続することに賛成の討論といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
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 請願第７号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、不採択であります。 
 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 多 数 ） 
 起立多数です。 
 よって、請願第７号は採択することに決しました。 
 のちほど日程を追加し、意見書の提出につきましては議題といたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第１９ 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙行います。 

 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定いたしました。 
 新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に宮川榮君、宮川武久君、宮川正夫君、宮

川良平君を指名いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議長が指名いたしました方を新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員の

当選人と定めることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 ただいま指名いたしました方が新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合議会議員に当選され

ました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 再開を４時といたします。 

休憩  午後 ３時４３分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時００分 
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、また教育厚生常任委員会副委員長から所定の賛同者とと
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もに１件の発議が提出されました。 
 お諮りいたします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議事日程のとおり日程を追加いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   これより日程第２０ 同意第４号を議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 それでは本日、追加提案させていただきます議案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 同意第４号 「教育委員会委員の任命について」であります。 
 任期満了となります教育委員会委員につきまして、相川幸夫氏を任命いたしたく地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでありま

す。 
 住所は笛吹市春日居町桑戸３０８番地。生年月日は昭和１８年１月２日、満７０歳。再任で

あります。 
 なお、経歴等は参考資料のとおりであります。 
 任期につきましては、平成２６年１月１日から４年間となります。 
 以上、追加提案いたしました議案につきまして、ご説明いたしました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長の説明が終わりました。 
 これより、同意第４号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りいたします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第４号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
 同意第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第４号の採決を行います。 
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 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第４号は原案のとおり同意することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第２１ 発議第５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。 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 発議第５号 
 平成２５年１２月１９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 神宮司正人 

賛同者 
笛吹市議会議員 志村直毅 
   〃    海野利比古 

 山梨県に対して重度心身障害者医療費助成制度の窓口無料の維持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 
 重度心身障害者医療費助成制度における窓口無料化は、子どもの医療費やひとり親世帯の医

療費に導入された全国に誇れる山梨県の制度の１つであります。県は現在の窓口無料を廃止し、

自動還付方式に変更しようとしている。自動還付方式では約３カ月経過しないとお金が戻らな

いため、精神的・金銭定にも大きな負担となります。 
 このようなことから、この制度を現行のまま継続する必要があることから意見書を提出する

ものであります。 
 意見書につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 お諮りします。 
 本案について質疑、討論および会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略した

いと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、発議第５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５号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
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 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数。 
 よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 
 追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第２２ 「閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より閉会中の継続審査の件が提出さ

れております。 
 お諮りします。 
 本件について、お手元に配布のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本件について各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） 
 閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 本定例市議会は、１２月６日から本日まで１４日間に及ぶ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、誠にありがとうございました。また本議会に上程いたしました提出案件のす

べてにつきまして、原案のとおりご議決・ご同意を賜りましたことに対しまして心より厚く御

礼を申し上げます。 
 今議会の席上ご答弁したとおり、新年度予算編成については限られた財源を有効的に活用す

るため、行政評価システムに基づいた事務事業の施策評価、検証を行い施策の優先度に即した

効果的・効率的活用ができるよう進めております。 
 厳しい財政状況の中、創意工夫とさらなる行財政改革の推進により選択と集中を基本的考え

としながら、第１次笛吹市総合計画に掲げる施策の着実な推進に努めてまいります。 
 また、市民の皆さまと語り合う場として市民ミーティングを先週１８日の八代総合会館、昨

日の境川総合会館で行いました。これから３月にかけて各地域で開催していく予定です。この

市民ミーティングでは、車座になって市民の皆さまと笛吹市の将来を語り合おうというもので、

私からも思いのたけをお話しさせていただくとともに、市民の皆さまからさまざまなご意見、

お考えなどを賜り、今後の市政発展に生かしてまいりたいと考えております。 
 ここで、この場をお借りして心温まる出来事をご報告させていただきます。 
 先月１８日、シニアカーで踏切内に閉じ込められたお年寄りを春日居小学校４、５年生の児

童７名が救助いたしました。昨日、ＪＲ関係者から子どもたちに感謝状が送られましたが、事

故を未然に防ぎ、人命救助を行った子どもたちの勇気に感動を覚えるとともに人助けの行動を

自然にできた子どもたちを笛吹市の誇りに思います。また改めて、人としての成長を担う学校

教育、地域、社会教育への関心を高めたところであります。 
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 さて新年に入りますと、各種行事が予定されております。 
 １月５日には、一宮桃の里スポーツ公園グラウンドにおいて桑原明団長以下、市内７分団に

よる９００名の団員が参加して、笛吹市消防団出初め式が盛大かつ厳粛な式典として挙行され

ます。消防団には地域防災、防犯を支えていただく柱の１つであるとともに地域住民のリーダー

として来年もよろしくお願いしたいと思います。 
 続いて１月１０日には、連合区長会長さんをはじめとする発起人の皆さまの呼びかけにより

平成２６年新春交歓会、ならびに受賞者祝賀会がホテル慶山において開催されます。市議会議

員の皆さま、各種行政委員、区長、消防団幹部役員のほかご出席の各種委員および団体代表の

皆さまとともに叙勲や大臣表彰、ならびに県政功績者表彰を受けられた方々への祝賀と平成

２６年の新春をお祝いしたいと思います。 
 １月１２日には市内７つの会場で成人式が開催され、約７５０名の若者が大人の仲間入りを

します。新成人の皆さまには桃源郷の笛吹市で産まれ育ってきたことを誇りの思い、地域社会

の一員であることを自覚されるとともに命の尊さや絆の大切さを改めて認識され、みずからが

社会をよりよい方向へ導いていくという志を持って行動していただくことを希望いたします。 
 １月３０日と２月の１カ月間、石和温泉旅館協同組合による冬花火が鵜飼橋上流において、

毎晩８時３０分より約６００発、打ち上げられます。 
 １月３０日が石和温泉の日であることから取り組まれるイベントでありますが、こうした四

季を通じた観光事業の取り組みにより、地域経済の一層の活性化につながることを願うところ

であり、石和温泉の日のＰＲにも努めてまいります。 
 来年は午年であります。人の気持ちがよく分かり、物事がうまくいく縁起のいい動物といわ

れております。来年の午年が市内の産業がにぎわう実り豊かな年になり、また市民が健康で安

心して暮らせる憩いとやすらぎの年になりますよう、職員とともに志を高く持ち市政運営に精

進してまいりたいと考えています。 
 師走も半ばを過ぎ、昨日は初雪となるなど寒気いよいよ厳しく、また何かと慌ただしい時期

を迎えます。議員各位におかれましてはくれぐれもご自愛いただき、ご家族ともども平成２６年

の新春をご健勝のうちに迎えられますようご祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。あ

りがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上をもちまして、平成２５年笛吹市議会第４回定例会を閉会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ４時１７分 
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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。 
 
 
 
 
 
        笛吹市議会議長 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。 
 
 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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