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開会  午後 １時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２４年笛吹市議会第４回定例会を開会いた

します。 
 開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。 
 去る１２月２日、日本の大動脈、中央自動車道、笹子トンネル上り線におきまして国内最大

のトンネル内天井板崩落事故が発生し、９名の尊い命が失われました。お亡くなりになられま

した方々に心よりご冥福をお祈り申し上げるとともに、負傷された皆さま方にお見舞いを申し

上げたいと思います。 
 二度とこのような悲惨な事故が起こらぬよう、原因究明を急いでいただきたいと思います。 
 １２月に入りまして数十年ぶりという師走の衆議院選挙が公示され、われわれ市民にとりま

しては消費税、ＴＰＰ、原発という３つの大きな争点の中、１２もの政党乱立、混沌とした国

政選挙でありますが長引く景気低迷の中、住民生活の不安は増すばかりであります。このよう

なときこそ、地方自治の一翼を担う地方議会は地域住民の生活および福祉の向上の実現のため、

最善の努力を議員各位とともに推し進めてまいりたいと思います。 
 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させていただきます。 
 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場合は地方自治法の規定により退場を命じますので念のために

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

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

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第７番 保坂利定君および 
 議席第８番 中村正彦君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から１２月１９日までの１３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） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会の会期は本日から１２月１９日までの１３日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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。 

 ありませんので、進めさせていただきます。 
 今定例会より教育委員長および教育長の交替によりまして早川公仁教育委員長、ならびに坂

本誠二郎教育長に説明員として出席をいただいておりますので、ご報告をさせていただきます。 
 次に監査委員より平成２４年８月から平成２４年１０月の例月出納検査の結果について報告

がありました。 
 お手元に配布してあります報告書により、ご承知ください。 
 本日までに受理した請願はお手元にお配りしました請願文書表のとおりで、教育厚生常任委

員会に付託いたします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いてはお手元に配布した活動報告のとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに日程第５ 議案第１１２号から日程第２７ 議案第１３４号

までの２３案件を一括議題といたします。 
 提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、倉嶋清次君。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 本日ここに平成２４年笛吹市議会第４回定例会の開会にあたり、提出いたしました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げるとともに行政運営の現状を申し述べ、議員各位ならび

に市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 
 まず、はじめに１２月２日に発生した中央自動車道のトンネル天井板崩落事故で亡くなられ

た方々のご冥福をお祈りするとともに、国および高速道路会社には市民の皆さまが抱いている

不安が解消されるよう、再発防止に向けた確実な対策を切望いたします。 
 また、石和温泉郷やゴルフ場など市内観光関連施設においても首都圏と結ぶ大動脈寸断の悪

影響が少なからず及んでいるとお聞きしており、一日も早い復旧が望まれるところであります。 
 さて、私が市長に就任してから、ほどなくひと月を迎えようとしております。市長という職

責の重さ、新たな仕事や人との出会いに毎日毎日が緊張の連続であり、瞬く間であったと感ず

るところであります。 
 さまざまな公務に追われ目まぐるしい日々でありますが、今現在笛吹市が進めている数多い

事業の現状把握に努め、特に懸案とされる事項について協議を重ねる中、どのように進めるべ

きであるのか、市にとって市民にとって最善な方策は何か探ってまいりました。 
 行政は強い継続性が求められるところであり、関係される方々、関心を抱く方々も数多くお

られる中、大型施設整備事業につきましては中止するのか、立ち止まるのか、続けるのか、い

ずれにいたしましても早急な判断が求められていると認識しております。のちほど、私の考え
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るところを申し述べさせていただきますが、それらの方向性につきまして丁寧に説明させてい

ただき、議員諸賢をはじめ市民の方々から広くご意見を頂戴したいと存じます。 
 現在、国においては衆議院議員選挙が公示され、原発政策のあり方、環太平洋連携協定（Ｔ

ＰＰ）交渉参加の是非、消費税増税といった日本の針路を左右する重要課題を争点として選挙

戦が繰り広げられ、来たる１６日には国民の判断が示されることとなります。 
 同じように笛吹市の将来の姿を左右する選挙となった先の市長選において、笛吹市民が下し

た選択は多機能アリーナを推進する荻野市政からの転換でありました。その信託には、できる

限り速やかに応えてまいる所存であり、併せて第１次笛吹市総合計画に基づいて進行している

各施策につきましても真に市民のための施策と言えるのか、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ございます。 
 それでは大型施設整備事業につきまして、私の考えと現在の状況をご報告申し上げます。 
 大型施設整備事業につきましてはいったん凍結し、皆さんと相談しながらその取り扱いを決

めると公約し、選挙期間を通じ、また選挙後も市民の皆さまの声をお聞きし、取り扱いの方向

を探ってまいりました。 
 その過程を通じ、最大の争点であった多機能アリーナ建設事業については、中止以外の選択

肢はないと表明したところであります。目下、事業の中止に向け、関係機関や業務委託先と協

議を行っております。 
 また、多機能アリーナ建設委員会につきましても先日、解散させていただき、地権者を含む

周辺の皆さまに対しましても昨日ご説明申し上げ、今後も引き続きご理解を求めてまいります。 
 今までご協力いただいた地権者をはじめ、建設委員会やワークショップの皆さまに感謝申し

上げるとともにいただいた貴重なご意見は、今後の市政運営の参考として活用してまいりたい

と考えております。 
 その他の事業につきましても現在の事業執行状況および進捗状況、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をはじめとする、さまざまな問題について詳細に検討させてい

ただくとともに、選挙期間中から市長就任後、今に至るまでの間にお聞きしたご意見・ご要望

も参考にさせていただきながら熟考してきたところであります。 
 以下、各事業ごとに報告させていただきます。 
 まず、砂原橋架け替え事業についてであります。 
 砂原橋の架け替え工事につきましては、現在、笛吹川左岸の橋脚３基の下部工および上部工

製作が完成しております。残りの橋脚３基のうち笛吹川右岸の橋脚２基、左岸側の橋脚１基に

つきましてもすでに契約を締結しており、今渇水期中に完成する予定であります。 
 砂原橋につきましては地元の関心は極めて強く、選挙期間中から事業の継続が強く要望され

てきたところであります。事業がここまで進んだ現状では事業を中止した場合は、これまでに

投じた経費がすべて無駄になるばかりでなく、補助金の返還に加えて橋の撤去費など市の財政

負担は莫大なものとなります。これらを考量いたしますと、事業の中止は選択し得ないという

判断に立たざるを得ないところでございます。 
 次に、石和温泉駅周辺整備事業についてであります。 
 現在、駅舎につきましては、南北自由通路を含めた実施設計をＪＲ東日本に委託しておりま

す。また、駅北側の国道１４０号とのアクセス道路工事につきましては、石和第５保育所に接

する区間を本年９月に発注しております。一方、全体計画に関しましては、国が補助金を交付
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する条件として事業期間を５年以内と定めていること、またＪＲ東日本が工事に必要な期間を

最短でも２年間としていることから、ＪＲ東日本との工事施工協定を来年４月までに締結する

ことが事業を継続する上での絶対的な条件となっております。 
 本来であれば今後、市民との対話の中で駅舎を整備するべきか、どのような駅舎がよいのか

などじっくり議論されることが望ましいと考えますが、石和温泉駅が笛吹市の玄関口として温

泉市街地の再生と魅力の向上を図る上で欠かすことのできないものであること、および事業期

間の条件が平成２６年度までであることに鑑み、今後も事業を推進し期限内の完成を目指す方

向で議会や市民の皆さまのご意見を伺いたいと考えております。 
 なお、事業の推進にあたりましては、ＪＲ東日本に委託している実施設計の内容の検証を進

める中で、見直しが可能な部分については極力コスト縮減を図り、適正な内容となるよう取り

組みたいと考えております。 
 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 現在、用地買収に向けての用地測量、補償調査を委託し作業を行っておりますが、都市計画

決定に向けて予定しておりました住民説明会につきましては、開催を取りやめにいたしました。

すでに委託した作業につきましてはだいぶ進行しておりますが、可能な段階で停止し今後の方

針を決めたいと考えております。 
 次に、ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 すでにすべての用地買収を終え、本年８月からは第１期工事として全体の９割以上となるエ

リアの造成工事を進めているところであります。また、本事業は平成２３年１１月１０日に土

地収用法上の事業認定を受けていることからも、県の指定文化財、岡・銚子塚古墳の復元整備

であることや桜の開花時期に見られる周辺道路の渋滞解消が期待されることに加えて、災害時

における飛行場外離着陸場として、交通結節機能を充実することとなる駐車場の整備等につき

ましても公益上の有用性が大きいものと認められるところでありますので、完成を目指し事業

を推進する方向で市民との対話を進めたいと考えております。 
 以上、各大型施設整備事業について申し述べさせていただきましたが、これを踏まえて１８日

から開催する市民ミーティングの場で、各事業の現在の状況と私の考えを説明させていただく

とともに、それに対する市民の皆さまからのご意見を承りたいと考えております。 
 その上で事業の進捗に応じて修正できるものは可能な限り見直すとともに不必要であると判

断したものは中止の措置をとりたいと考えております。議員各位をはじめ市民の皆さまのご理

解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。 
 続きまして市長就任後初めての定例会でもありますので、私の所信の一端を述べさせていた

だきます。 
 私は甲府盆地東部のこの地に桃源郷を見、桃源郷と思い定めて移り住みました。市長となっ

た現在、改めてここ笛吹市を文字どおりの桃源郷にしたいと願っているところであります。私

が抱いている桃源郷のイメージは、四季折々彩りに満ちた風光明媚な地であること。人々に生

業の憂いはなく、穏やかな笑顔を絶やすことがないこと。まちは静かではあるが活気があるこ

と等々、要するに理想的なむらであり、それは武者小路実篤が提唱した「新しき村」に通じる

のかもしれません。 
 よそから見ると誠にうらやましいまちであり、住んでみたくなるまちであります。住んでい

る人々が心から満足し自慢したくなるまちが実現できれば、そこには当然のように人が集まっ
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てきます。そのようなまちを志高く目指します。 
 そしてそのような桃源郷を実現するため、力を入れなければならないと考えておりますのが、

基幹産業である農業と観光の底上げであります。とりわけ笛吹市の中心市街地である石和・春

日居温泉の活性化は喫緊の課題であります。恒常的・安定的な集客、四季を通じての集客、そ

のためには新たな工夫が必要です。 
 幸いなことに石和・春日居温泉には他の温泉にはみられない十分な空間的な余裕があります。

この空間を活用し、まちを魅力あるものにするとともに、スポーツや医療・介護・健康等と結

びつけた温泉観光などあらゆる可能性を追求し、誘客につなげることが大事です。多くの関係

者と一緒に温泉街の活性化の方向を探りたいと考えております。 
 また、もう１つの基幹産業である農業の振興に関しましては、若者が喜んで就農できる農業

を目指し、通年型の農業、六次産業化に取り組んでまいります。さらに重視したいと考えてお

りますのは、歴史的な文化財の活用であります。この地は１万年前から居住が行われてきた地

域であり、古代には奈良などとも結び付きが強く、まさに歴史の宝庫であるといえます。史跡、

遺跡はもちろん中世、もしくはそれ以前に起源を持つ神社仏閣も多く、これらをもっと掘り起

こし、観光資源として活用すべきであると考えます。そして、これらの地域経済を底上げする

取り組みには、国の地域活性化総合特区制度を活用したいと考えているところであります。 
 次にもう１つ、重点的に取り組みたいと考えておりますのは市民の安全・安心を確保し、住

んでみたくなるまち笛吹づくりを進めることであります。民生委員やボランティアの皆さんの

力を借り、市民の暮しを守る活動を強化するとともに、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・減災対策に取り組みます。 
 また、まちを活性化する上では、子育て世代の定住を促進することも大切でありますので子

育て環境の整備として医療費無料化を中学生まで引き上げるとともに、魅力ある学校づくり等

について教育関係者との議論・検討を進めたいと考えております。特に通学路の安全確保は喫

緊の課題でありますので、優先的に取り組んでまいります。住んでいる人が心から満足し、自

慢したくなるまちが実現できれば、そこには当然のように人が集まってきます。そのようなま

ちを目指します。 
 そしてこれらの取り組みを進めていくためにも、行財政改革は待ったなしの課題であります。

さらなる行財政改革を推進するとともに、平成２６年度からスタートする第３次行財政改革大

綱の策定にも取り組んでまいります。これまで以上に市民の皆さまのさまざまな声に真摯に耳

を傾け、公平・公正・透明性の高い市政を推進します。また、市役所職員がその能力を最大限

発揮できるような効率的な業務運営に努めてまいります。 
 以上、私の所信の一端を述べさせていただきました。 
 現在、平成２５年度予算の編成作業に取り組んでいるところであり、財政事情の厳しい中で

の予算編成でありますが、私の思うところを織り込んでまいりたいと考えております。 
 続きまして、第１次笛吹市総合計画の施策体系に沿って主な事業のご説明させていただきま

す。 
 はじめに、市制施行８周年記念式典についてであります。 
 １０月１２日、スコレーセンターにおいて市制施行８周年記念式典を開催いたしました。式

典では第１４７回直木賞を受賞された石和町出身の作家 辻村深月さんに笛吹市第１号となる

市民栄誉賞を授与したほか功績者表彰、まちづくり表彰の授与を行うとともに、これまで市政
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運営にご尽力いただいた皆さま方に感謝状を贈呈いたしました。また、市のイメージキャラク

ターに指定されたフッキーの着ぐるみが完成し、ご出席の皆さま方に披露するとともにフッキー

に特別住民票を交付しました。フッキーは今後、笛吹市の魅力の発信や市民の交流などに広く

活躍していただきます。 
 次に（仮称）笛吹スマートインターチェンジ整備促進事業についてであります。 
 中央自動車道八代バス停付近に計画しております（仮称）笛吹スマートインターチェンジは、

本年４月に国土交通大臣より連結許可をいただき、今年度から調査測量、用地買収を行ってま

いります。 
 現在、地元地権者をはじめ関係者への説明会を開催しており、今後は用地測量に着手し、平

成２８年３月の供用開始を目標に山梨県をはじめ関係機関と整備に向けての協議、調整を進め

てまいります。 
 次に、観光振興についてであります。 
 秋から冬にかけての観光振興活動では、半年から１０カ月先を見据えた観光客の誘客活動に

重点を置き、すでに来年２月のハウス桃宴や石和温泉冬花火のお知らせ、そして８月の夏祭り

までの代表的なイベントや花・フルーツの情報を盛り込んだパンフレットを作成し、大手エー

ジェント等への誘客依頼活動を積極的に行っております。 
 また、笛吹市の物産の売り込みにつきましても、観光事業推進団体と協力しながら笛吹市特

産のヌーボー等の販売促進活動を行う中、１１月２日の深夜には山梨ヌーボーの解禁に合わせ、

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。このイベント

の認知度も毎年高まり、深夜にもかかわらず約５００名の県内外のワイン愛好者が集まり大好

評を博したところであります。 
 また１１月３日の大手新聞紙面首都圏版に今年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きま

した。 
 次に、就職ガイダンスについてであります。 
 １１月２９日に笛吹市として、今年度で４回目を数える就職ガイダンスを開催いたしました。

９月の県内有効求人倍率が０．６４倍と雇用情勢が厳しい中、雇用対策の一環として甲府公共

職業安定所をはじめ山梨労働局、山梨県労政雇用課にご指導をいただきながら実施したもので

あります。企業等設置ブースは２４を数え、一般・学生を合わせ６１名の求職者が参加し、延

べ８３名の面接が行われました。 
 一般企業による面談と合わせ、専門家による就職相談会も同時に実施するなどの取り組みに

より、この就職ガイダンスが市内の企業の人材確保と市民の就業機会の促進につながるものと

期待しております。 
 次に、消防広域化構想についてであります。 
 県内１０消防本部を一本部に統合する消防広域化構想について、第８回山梨県広域化推進協

議会が１１月２０日に開催されました。当初は財政負担の軽減と消防サービスの向上が可能と

のことで開始した協議でありましたが、結果的には市町村に今まで以上の財政負担が見込まれ

ることにより、協議の打ち切りと協議会の解散が提案され、全会一致で承認されました。 
 今後につきましては、新たに消防の広域化議論が起こることも考えられることから、各消防

本部とも協議会での課題であった職員の充足率について、一定の目標を定め充足率向上を目指
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すこととされたところであります。 
 次に、交通安全対策についてであります。 
 近年、高齢者の関わる交通事故が増加し、その防止が最重要課題となっていることから、本

市では市社会福祉協議会が各地の公民館で行う介護予防事業と連携し、高齢者向けの交通安全

教室を開催しております。また、１０月８日から２２日の１５日間に山梨県内で８件の交通死

亡事故が発生したため、１０月２３日から１１月１日の１０日間、県内に交通死亡事故多発警

報が発令されました。市では関係機関と協力して街頭啓発活動などの対策を実施し、交通事故

防止に努めたところであります。 
 次に、ごみの減量化推進と環境への取り組みについてであります。 
 ごみの発生抑制と分別排出および資源化の推進を図るため、環境教室の開催や行政区を中心

とした分別説明会を継続開催し、今年度もこれまでに２３回のごみ減量分別説明会を行ってお

ります。 
 引き続き、ごみの発生抑制と分別ルールの徹底に取り組んでまいります。 
 また、環境基本計画に示された環境指標の取り組み状況について、環境市民委員会、庁内推

進委員会、環境審議会に諮り、意見を付した結果をホームペ－ジに公表したところであります。 
 次に、笛吹市子どもすこやか医療費助成金支給事業の取り組みについてであります。 
 本市の子どもすこやか医療費助成金支給事業は、平成１６年から医療費の自己負担分を市が

助成することにより、子どものすこやかな成長と子育て世帯の経済的負担を軽減することを目

的として始まりました。 
 平成２３年４月には、対象年齢を小学校６年生までに拡大するとともに名称を乳幼児医療費

助成金支給事業から子どもすこやか医療費助成金支給事業に変更し、現在に至っております。 
 今回、多くの市民の皆さまからの要望また県内の他自治体の状況等に鑑み、平成２５年４月

から対象年齢を中学校３年生の満１５歳までに拡大することとし、今定例会に関係条例の一部

改正の上程を行うものであります。 
 次に、介護予防についてであります。 
 昨年度より実施しております介護予防講演会でありますが、今年度は開催回数を増やし、前

期と後期各７回、合計１４回を全地域７会場で開催いたしました。日本臨床心理研究所の所長

であり、認知症の音楽療法などで活躍中の松井紀和先生による講演と懐かしい歌のひととき、

さらにはかんたん体操を参加者の皆さまが実践いたしました。延べ９００人を超える参加され

た高齢者の皆さまの介護予防意識の向上に寄与したものと考えております。 
 次に、国民健康保険についてであります。 
 本年度の上半期の保険給付費は３億１，６００万円となり、前年度と比較して３％の伸びと

なっております。そうした中、ジェネリック医薬品の普及促進の一環としてジェネリック医薬

品を使った場合の差額通知書の発送を行うなど、医療費の抑制に取り組んでおります。 
 次に、小中学校教室空調設備設置事業であります。 
 石和西小学校他６校については９月に整備を終え、残りの石和南小学校他９校についても

１０月３０日に入札を行い、来年２月までの工期で現在、整備工事を行っております。また石

和中学校北館および給食棟改築事業につきましては実施設計の入札を１１月２０日に行い、業

者を決定いたしました。来年度からの改築工事に向けて取り組みを進めております。 
 次に、学校教育についてであります。 
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 通学路の安全確保につきましては、合同点検の実施が必要とされた５０の危険個所について

関係機関立会いによる合同点検を行い、危険個所ごとの地域の実情に応じ、必要な対策案を作

成したところであります。 
 現在、関係機関や保護者等のご理解とご協力を得る中で路面表示や注意看板の設置、通学路

の変更などのすぐにでも対応可能な対策案については２７カ所、３３対策をすでに実施してお

ります。 
 今後も実現可能な対策案から順次実施するとともに、すべての対策案が早期に実現されるよ

う関係機関に強く働きかけてまいります。 
 次に、国民文化祭についてであります。 
 第２８回国民文化祭 現代詩の祭典のプレイベントとして、１０月２７日、山梨県詩人会が

主催し、第２８回国民文化祭笛吹市実行委員会の共催により、「詩人・堀内幸枝のふるさとでひ

らく山梨の詩祭２０１２」が一宮の観光ブドウ園で開催されました。当日は講演をはじめ一宮

町文化協会、朗読部とコーラス部が一宮町出身の堀内幸枝さんの詩の朗読やコーラスで盛り上

げるなど、ブドウ棚の下で盛会に行うことができ、開催気運の醸成につながるイベントとなり

ました。 
 同じくプレイベントである第１６回笛吹市小学生・中学生俳句会についてでありますが、次

代を担う小学生・中学生に俳句文化の素晴らしさを学んでいただくことに願いを込めて俳句づ

くりを呼びかけており、今回は国内４５都道府県、国外ではエチオピアなどから昨年をはるか

に上回る６４８校、４万１，１６５句もの投句をいただきました。素直で感性豊かに表現され

た小・中学生の作品に深い感銘を受けたところであります。優秀作品につきましては、１２月

１６日に境川総合会館において表彰いたします。 
 今後も笛吹市の風土が生んだ伝統文化である俳句に小・中学生がなお一層親しみ、経験でき

るきっかけづくりの場として、この俳句会をさらに充実してまいります。 
 次に、市民講座およびスコレー大学についてであります。 
 「いつでも、どこでも、誰でも学べる環境づくり」を目標に好評をいただいている市民講座

では、特別講座を含む第１学期の２８講座に５６６名のご参加をいただきました。現在、開講

中の第２学期は３７講座に６２３名のご参加をいただいており、来年１月に開講する第３学期、

３３講座につきましても生徒募集など準備を進めているところであります。また年間をとおし

て長期に学べるスコレー大学につきましても、３講座に６３名の受講をいただいているところ

であります。 
 今後も市民の皆さまが生涯にわたり、自由にみずからテーマを選び、興味・関心があること

を必要なときに学ぶ生涯学習のきっかけとなるよう期待し、市民講座、スコレー大学や各地区

の特色を踏まえた地区講座等を提供してまいります。 
 次に、第９回笛吹市桃の里マラソン大会についてであります。 
 第１回実行委員会が開かれ、来年４月１４日、日曜日に開催することといたしました。御坂

町の一部地域も通過する２０．５キロメートルのコースは今回からハーフに延長し、市民に広

く親しまれる大会として県内外から多くの選手を迎えることとしております。 
 また、笛吹市桃の花第９回全国ゲートボール大会につきましても第１回実行委員会が開かれ、

来年４月１０日、１１日に御坂花鳥の里スポーツ広場を会場に全国から２００チームの参加を

目指して実施することといたしました。 
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 次に、市民協働の取り組みについてであります。 
 地域振興資金の運用益を活用した、地域振興促進事業および市民ボランティア・ＮＰＯ法人

助成事業につきましては、本年度は１１月末で２０団体に４８７万円の助成を行っております。

また、地域づくり支援事業として芦川地区を対象に芦川町まちづくりワークショップを開催い

たしました。そこに暮らす住民みずからが地域の魅力や課題について話し合い、地域の実情や

ニーズに応じた個性的で特色あるまちづくりを、主体的に行っていただくためのきっかけづく

りの場として、市の職員も含めて多くの住民の皆さまにご参加をいただいております。 
 次に、住基カード普及促進への取り組みについてであります。 
 多くの市民の方に住基カードをご利用いただくために１０月を普及促進強化月間と定め、本

市のキャラクターであるフッキーを登場させた啓蒙宣伝用のポケットティッシュの配布やすべ

ての日曜窓口開設日における住基カードの即日交付等を実施しました。 
 １０月末現在の住基カードの普及率は３１．１％、証明書自動交付機とコンビニ交付による

住民票の写し、印鑑証明書の利用率は４４．６％となっております。 
 今後も便利な住基カードのさらなる普及に努めてまいります。 
 次に、市役所本庁舎の耐震改修についてであります。 
 本庁舎は災害発生時には対策本部となり、防災拠点として機能を発揮するための高い耐震性

能が求められており、本庁舎耐震改修事業に取り組んでまいりましたが、ここで本庁舎耐震改

修、本庁舎新築の経済比較などの検証を早急に行い、来年度以降の事業の進め方を検討してま

いります。すでに着手しております南館は、総合窓口化を検討する中で現在改修を進めており、

完成した４階には、公営企業部が移動し執務を行っております。 
 引き続き平成２５年４月まで改修工事を行い、５月には南館と保健福祉センターにおいて住

民窓口部局を集中させ、窓口サービスの充実、向上を図りたいと考えております。改修工事中

は市民の皆さまに大変ご不便をお掛けしますがご理解・ご協力をお願いいたします。 
 次に、節電の取り組みについてであります。 
 昨年の東日本大震災以来、電力不足が懸念される中、平成２３年度夏期の節電対策として電

気使用量を前年同月比１５％削減することを目標として、施設内照明の消灯・間引き点灯、空

調機器の室温設定の徹底などの取り組みを実施してまいりました。 
 その結果、市公共施設の４月から９月の上半期電気使用量は平成２２年を基準とすると平成

２３年は１９．３％削減、平成２４年は１５．１％削減され、電気使用料金に対しても大きな

節電効果が表れております。冬期には再び暖房などで電力需要の増加が予想される季節となり

ますが、今後も各施設において節電への取り組みを引続き実践していきたいと考えております。 
 次に、平成２５年４月の市職員採用についてであります。 
 募集した職種は一般行政職、保健師、消防職でそのうち一般行政職では一般事務のほか情報

処理関係の試験職種を設けるとともに、昨年度に続き自己アピール枠と身体障がい者枠を設定

いたしました。 
 今年度の一次試験は９月１６日に学科試験、翌１７日に消防職の体力検査を行い、一般行政

職と保健師については１０月１３日に論文・討論試験を行いました。一次試験の受験者数は一

般行政職に７６名、保健師に６名、消防職に２９名の合計１１１名が受験し、１１月１日に一

次合格者２５名を発表いたしました。 
 １１月１３日の二次試験を経て１１月２２日に最終合格者１６名を発表いたしましたが、そ
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の内訳は一般行政職９名、保健師１名、消防職６名であります。 
 続きまして本日、提出をさせていただきました案件につきましてご説明申し上げます。 
 提出させていただいた案件は条例案１０件、補正予算案７件、その他案件６件、合わせて２３案

件でありますが、主なものにつきまして概略をご説明申し上げます。 
 はじめに、条例案についてでございます。 
 まず笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定についてであります。 
 地域主権一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準について定める必要が生じたものであります。 
 次に、笛吹市税条例の一部改正についてであります。 
 地方税法の一部改正ならびに市民税および固定資産税の前納報奨金制度の見直しに伴い、所

要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 次に、笛吹市子どもすこやか医療費助成金条例等の一部改正についてであります。 
 子どもの保健の向上および児童福祉の増進を図ることを目的に、子どもすこやか医療費の対

象年齢を満１５歳までに拡大することについて所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 次に、笛吹市立図書館条例の一部改正についてであります。 
 図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに意見を述べる機関としての図書館協議会

を設置するため、所要の改正を行う必要が生じたものであります。 
 次に、笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止についてであります。 
 山梨県老人医療費支給事業の廃止に伴う、山梨県老人医療費支給事業補助金交付要綱の一部

改正に鑑み、市事業の廃止について当該条例を廃止する必要が生じたものであります。 
 続きまして、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）でありますが、歳入歳出それぞれ２億３，

７００万円を追加し、総額を３３７億３，３００万円とさせていただくものです。また繰越明

許費の設定および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に

つきましてもお願いするものであります。 
 なお、今回ご提案いたします補正予算につきましては、歳入においては法人市民税の減額、

地方交付税および国・県支出金等の増額、歳出においては障害者自立支援給付事業および子ど

もすこやか医療費助成事業、ならびに石和保健福祉センター改修事業への増額等を中心に編成

させていただいたものであります。 
 まず、歳入の主なものといたしましては市税は法人市民税を３，５００万円減額し、地方交

付税は１億７，９００万円を追加するものであり、国庫支出金は障害者自立支援給付費負担金

が３，５００万円増額する一方、国民健康保険保険基盤安定負担金の４００万円減額などによ

り３，４００万円を追加し、市債は合併特例債および緊急防災・減災事業債で３，８００万円

を追加するものであります。 
 次に歳出に追加する主なものにつきましては、障害者自立支援給付事業７千万円、介護保険

特別会計繰出費１，７００万円、石和保健福祉センター改修事業３，９００万円、子どもすこ

やか医療費助成事業２，５００万円、農業振興費１，１００万円、学校給食調理施設整備事業

１，３００万円などであります。 
 次に、特別会計の補正予算案であります。 
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 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

の４会計につきまして、合計で９，５００万円の増額をお願いするものであります。 
 次に、公営企業会計の補正予算案であります。 
 笛吹市水道事業会計では、収益的収入及び支出において１千万円をそれぞれ増額し、総額を

１４億９，２００万円に、資本的収入及び支出において予算を組み替えるものであります。ま

た、笛吹市営春日居地区温泉給湯事業会計では、収益的支出において予算を組み替えるもので

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

してご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。 

 そのため、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。 

 （ 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１１２号から議案第１３４号までの２３案件について

は、お手元に配布いたしました議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託したいと思います。 

 以上で、本日の議事はすべて終了とさせていただきます。 

 次の本会議は１０日、午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

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

散会  午後 ２時２８分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

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

に願います。 
 また携帯電話の電源は切るか、マナーモードに設定をお願いします。 
 なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法の規定により退場を命じますので念のため

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

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

 今定例会では、１１名から１９問の通告がありました。 
 質問は通告順に行います。 
 質問については申し合わせ事項を順守され、簡単明瞭に願います。 
 また当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして議事進行に協力を願

います。 
 質問時間については１人１５分以内とし、関連質問については申し合わせのとおり同一会派

のみ５分間であります。通告者の質問がすべて終了したのちになりますので、ご承知を願いま

す。 
 それでは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、通学路の安全対策についてお伺いいたします。 
 本年４月２３日、京都府の亀岡市で軽自動車が集団登校中の児童・保護者の列に突っ込み３人

が死傷、７人が重軽傷を負うという悲惨な事故が発生しました。その後、各県で登下校時の児

童の死傷者が相次いで発生しました。 
 平成２４年版交通安全白書によると、昨年１年間の交通事故死者数は４，６１２名で１１年

連続で減少しており、交通戦争といわれたピーク時の１９７０年の１万６，７６５人の３割減

となりましたが、今なお負傷者数は８５万人を超え、交通戦争が終わっていないことを象徴し

ております。しかもこの交通事故死傷者数の中には、歩行中が占める割合が上昇しております。

交通事故死傷者の状態別で見ると２００７年以前は自動車乗車中が最多でありましたが、

２００８年以降は歩行中が自動車乗車中を上回る結果となっております。 
 公明党は２０年前から通学路の総点検を提唱し、子どもの命を守るために全力で取り組んで

まいりました。この亀岡市の事故を受け４月２６日、公明党政務調査会において通学路の安全
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対策プロジェクトチームを設置いたしました。このプロジェクトチームは、５月１６日に文部

科学大臣に対して通学路の安全対策の緊急提言を行いました。その結果、５月３０日には文部

科学省、国土交通省および警察庁が全国に通知を発し、公立のすべての小学校で緊急合同総点

検が実施されることとなり、６月２６日には通学路の安全対策に関わる有識者の懇談会も設置

されました。今回、求められている対応は官民の知恵を結集し、総合的な通学路の安全対策で

ございます。以下、次の点について質問させていただきます。 
 笛吹市においても通学路の緊急合同総点検が実施されましたが、この結果についてお伺いい

たします。 
 ２点目としまして、緊急合同総点検を点検のための点検に終わらせることなく、新たな施策

に対してそれをどのような対応をしていくのか、緊急にそれを図っていくべきではないかと考

えます。また、この通学路の安全対策の点検は継続的にしていかなければならないことであり

ますが、今後どのような形で継続していくのかお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに緊急合同総点検結果についてでありますが、通学路の安全対策につきましては本年

４月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者が発生する痛ましい事故が相次

いだことを受けまして、通学路における交通安全の確保が一層重要であることから、文部科学

省、国土交通省および警察庁の３省庁が連携し、通学路における緊急合同点検等実施要領が作

成されました。 
 これに基づき本市における合同点検は学校、保護者および関係行政区の立ち会いのもと、笛

吹警察署や峡東建設事務所さらに市の担当職員も出席し、小中学校から抽出された危険箇所

８９カ所、そのうち合同点検の必要な箇所５０カ所を７月２９日を皮切りに１０月１８日まで

の間、すべての箇所において合同点検を終了しております。 
 この結果、合同点検を実施したすべての危険箇所がなんらかの対策が必要となる対策必要箇

所とされ、１０３の対策案が作成されました。対策案として挙げられましたのは、通学路の変

更や児童生徒への指導強化、注意喚起看板、路面表示、グリーンベルトの設置等、比較的早期

に実現可能な対策から、横断歩道や信号機、歩道の設置など地権者や関係機関との協議を要し、

実現までに一定の時間が必要となる対策もありました。 
 また、対策案の関係機関別の内訳といたしましては警察が１３対策、県を含めた道路管理者

が７４対策、学校が１６対策となっております。 
 次に諸対策の迅速かつ計画的な実施についてでありますが、県や警察をはじめとする関係機

関のご理解をいただき、すでに３３の対策が講じられており、今年度中での実施予定が２６対

策、平成２５年度以降においての実施予定が４４対策となっております。 
 市といたしましても通学路の安全確保については最優先課題であると考えており、早急に対

策を講じるべきものとして、必要な予算について９月議会で補正予算を上程させていただいた

ところであります。本１２月定例議会においても同様に補正予算案のお願いをしているところ

でございます。また、平成２５年度当初予算の編成につきましても、実施予定とされている対
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策案が早期に実現できるよう取り組んでまいります。 
 なお、対策案の着実かつ計画的な実施のために国土交通省より平成２４年１１月１３日付け

文書にて実施する対策を明示した資料を作成し公表する旨の要請を受け、道路管理者である建

設部が、この１２月６日に市のホームページにて各小学校単位の公表を行ったところでござい

ます。 
 次に通学路の安全点検の継続的な取り組みについてでありますが、通学路の安全対策につき

ましては、文部科学省はもとより国土交通省や警察庁も最優先で取り組んでおります。また県

においても通学路の安全確保は最重要課題として捉え、国の動きに同調する形で優先的に取り

組んでいるところでございます。 
 本市といたしましても今年度実施した通学路の合同点検同様、地域住民や保護者、学校、道

路管理者および警察など関係者の立ち会いのもと、危険個所の把握と対策案に関する合意形成

がなされるように、来年度以降につきましても関係機関等のご理解とご協力を得ながら継続し

て実施していくと同時に、今後も対策案の早期実現に向け関係各機関に強く働きかけてまいり

たいと考えております。そして、市内の児童生徒が安心して通学できる環境づくりを進めてま

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） 
 １５番、渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 調査ですけども、子どもさんたちの目線というか、それを入れたほうがいいと思いますけど

も、この点についてお伺いいたします。 
 それと運転者としての目線、カーナビゲーターを使っての埼玉県などの実施の方法もありま

すけども、笛吹市として独自の何かそういったものがあったらお聞かせください。 
 あと条例の制定としまして、継続的にこれを制定していくということを条例化したらいいの

ではないかと思いますが、この点についてお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 子どもたちの目線での点検についてということでございますけども、貴重なご意見をありが

とうございます。たしかにそのとおり、私ども普通、実施するものについては大人の目線で、

高い位置からの目線で点検いたしますけども、特に低学年の実施については目線がだいぶ違い

ますから、そういったものにつきましてはまた新たに学校等の協力を得まして、子ども目線に

ついての点検を実施していきたいと思っております。 
 それから運転手からのカーナビ等でございますけども、たしかに運転手等、携帯電話等の使

用ということもありまして、子どもたちが一生懸命守っていましても運転手の目線というもの

がだいぶ違う部分もございますから、それにつきましては、また交通安全の観点のほうからご

指導をいただければありがたいと思います。 
 また条例等につきましてでございますけども、現在、私どものほうでは条例については検討

してございませんけども、いろんな意見をいただく中で先ほど答弁させていただきましたよう
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に関係機関、地域の皆さま、そういった皆さまと協議させていただきまして、これから調査・

研究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） 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 ２点目としまして、子どもの子育て環境整備についてお伺いいたします。 
 公明党のマニフェストで掲げました、中学３年生までの医療費窓口無料化が来年の４月から

実施されることになりまして、大きく子育て支援が進んでいくことと確信いたします。今後の

対策としましては、社会保障と税の一体改革の中の子ども子育て関連三法の成立、この法律は

公明党が強い主張で実現することができました。幼稚園、保育所、そして認定子ども園の拡充

など子育て環境の推進を図ることを目的としております。 
 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もので、主なポイン

トは１として認定子ども園制度の拡充。２として認定子ども園、保育所、幼稚園などの共通的

な給付、これは施設型給付および小規模保育の充実、またこれは地域型保育給付の創設。３と

して地域の子ども子育て支援の充実の３つであります。この新制度が本格的に動き出すのは早

ければ平成２７年度からですが、消費税率８％引き上げにあたる平成２６年度から本格実施に

あたる１年間は保育の需要と供給に基づく対策としまして、保育緊急確保事業、子ども子育て

支援法附則第１０条が行われることとなっております。笛吹市におかれましても、新制度へ早

く、そして円滑にしていくような万全の準備の必要性を感じます。そこで以下の点について、

質問させていただきます。 
 地方版子ども子育て支援会議の設置についてですが、国のほうは平成２５年４月から、これ

が設置されます。有識者、そして事業主代表、そして地方公共団体、労働者代表、子育て当事

者等がこのメンバーとなっていますが、この子育て支援の政策決定過程から子育て家庭のニー

ズがしっかり反映できるような仕組みになっております。子ども子育て支援法第７７条には、

この市町村においてこの子ども子育て会議を設置することの努力義務化がされておりますが、

子ども子育ての支援、この子ども子育て家庭のニーズを施策にしていくのは国だけではなく、

地方においても最も重要なことでございます。 
 そこで笛吹市におかれましても子育て家庭のニーズを一層反映できるよう、来年度はこの子

育て当事者を含めたメンバーの合議制機関の新たな創設も必要ではないかと考えます。 
 ２点目としまして事業計画の検討ですが、今回の子ども子育て支援法が成立したことにより、

すべての自治体でこの事業計画を策定しなければならないことになっております。事業計画策

定期日は５年、そしてこの事業計画の策定にあたっては国の基本指針に基づいて子育て家庭の

状況およびニーズをしっかり調査し、把握していくことが求められています。平成２７年度の

本格実施に向け、事業計画策定のためのニーズを調査していくためには、平成２６年にこの策

定を終わらせるためには、平成２５年度予算にこの調査費の計上をすることが必要となります

が、この点についてお伺いいたします。 
 次に支援体制としての準備組織の創設でありますが、この事業計画の策定および条例の制定

など関係部局において連携を取り合っていく大変膨大な準備が必要となります。そこで一刻も

早く、これに対しての準備期間を設置して取り組んでいくほうがいいのではないかと考えます。 
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 次にさまざまな利用者の人たちの支援でございますが、一体どのような方法になるのか。そ

して保育料は今後どうなるのか等々、利用者の人たちに早急に正しい情報を提供することが必

要だと思います。そして子ども子育て支援拠点において、身近なところで利用者の人たちが気

軽に相談できる体制も必要ではないかと思います。 
 最後に年少扶養控除排除に伴う幼稚園の就園奨励費の必要性を感じますが、この点につきま

して合わせて当局のご所見をお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 渡邉清美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに子ども子育て会議の設置についてでありますが、今年８月、社会保障と税の一体改

革の一環といたしまして子ども子育て関連新法が成立いたしました。この新たな制度は、すべ

ての子どもがすこやかに成長することを目指して、家庭、学校、地域、職域など社会のあらゆ

る人々が協力し、良質かつ適切な子育て支援を行うことを目的としたものでありまして、これ

まで国や県が主導してきた保育や子育て施策を、市町村が実施主体となりまして、施策全体に

責任を負う仕組みに変えるものとなっております。 
 新しい仕組みの導入につきましては国では平成２７年度、２０１５年度からを予定しており

ますが、それまでに市町村では保育や幼児教育などの窓口を一本化することや子育てに関する

住民ニーズを把握するための調査を行い、その結果を踏まえて保育や教育、子育て支援を向こ

う５年間でどう整備していくかをまとめた、子ども子育て支援事業計画を策定することになっ

ております。 
 このような背景の中で、市といたしましてはこれまでも保・幼・小・中・高連携会議などさ

まざまな機会に子育てに関わる会議を開催し、教育と子育てに関する連携を行っておりますが、

今回新たに導入されます仕組みの中で、子ども子育て支援事業計画を策定する過程におきまし

て、子育てに関わる多くの皆さまに関与していただくためにも、保育所・幼稚園・小学校関係

者、保護者・ＰＴＡ、また児童委員や学識経験者などの参画をいただき、仮称ではありますが

笛吹市子ども子育て会議の設置を検討していきたいと考えております。 
 次に事業計画策定に向けたニーズ調査のための経費計上についての取り組みと、それから準

備組織立ち上げについてでございますが、この子ども子育て支援事業につきましては保育所、

幼稚園、地域子育て支援拠点事業、また放課後児童クラブ、妊婦検診事業など担当が複数の部

署にわたるため、庁内の関係部署におきまして準備組織を設置し、連携を図りながら準備を進

めてまいりたいと考えております。 
 また、子育てに関するニーズにつきましては、これまでも笛吹市次世代育成支援行動計画策

定に伴う子育てニーズ調査や保育サービスに関する意向調査、また保護者からの意見などで把

握しておりましたが、今回、準備組織内におきまして新たに子ども子育て支援事業計画に沿っ

た具体的な調査内容、また調査方法を検討いたしまして、実施のための予算措置を講じていき

たいと考えております。 
 次に制度についての情報提供と子育てに対する支援体制づくりについてでありますが、まだ

国からは具体的な制度の詳細や財政支援策が示されたわけではありませんが、内容が明らかに
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なりましたら、早い段階で市民の皆さまに制度の内容につきまして、しっかりと情報を提供し

てまいります。 
 また、利用者などの相談に対しましては、担当課や支所の窓口対応のほか地域で子育ての相

談や親子で交流ができる児童センターや子育て支援センターおよび、保育所などにおきまして

も気軽に相談に応じられる体制を検討いたしまして、家庭や地域の子育て支援充実策を事業計

画に反映させていきたいと考えております。 
 次に年少扶養控除廃止に伴います、私立幼稚園就園奨励費補助金の問題についてであります

が、本市でも今回の年少扶養控除が廃止されたことによりまして市民税所得割税額が上がりま

して、前年と所得が変わらないのに補助対象外となったケースがみられました。現在、階層区

分の見直しを行っておりまして、平成２５年度からは従前どおり私立幼稚園就園奨励費補助の

対象となりますよう、補助金交付規則の改正に向けて進めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問はありますか。 
 渡邉清美君。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 学童保育の関係なんですけども、小学校３年生から小学校６年生まで受け入れということも

進めておりますが、その点についてお伺いいたします。 
 それと子どもさんが保育園へ行って、子どもさんが急に具合が悪くなったというときなんか

は、本当に登録していた人たちが、看護師の経験のある人たちやそういう人たちが保育園に行っ

てお母さんが来るまでの間みておくとか、そういう対応なんかもいろいろありますが、本市と

してもそんなようなことを考えているかどうか、その２点についてお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、鶴田福祉事務所長。 
〇福祉事務所長（鶴田一二美君） 

 渡邉清美議員の再質問にお答えいたします。 
 最初に言われました学童保育の年齢拡大の件なんですが、たしかに今回、可決されました子

育て関連３法案の中でも放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育の中で対象児童を１０歳

未満から小学生、また小学校にいる、また保護者の要件も就労だけでなく保護者の疾病や介護

などに該当するという部分で対象児童の拡大がたしかに検討されております。市といたしまし

てもまだ具体的にその内容について示されておりませんので、それが示されましたらしっかり

と対応し、子育ての環境に対して充実させていきたいと思っております。 
 次に子どもさんが急な病気、また保護者が仕事また急な用件で自宅で保育ができない、また

保育園に預けることができない、そのような場合のサポート体制といたしまして、市では今、

ファミリーサポートセンター事業と病児・病後児保育事業を実施しております。 
 最初のファミリーサポートセンターの事業につきましては、平成１９年からＮＰＯに依頼を

いたしまして、保護者の病気や短期就労また急な用件、それから子どもの都合によりというよ

うな場合には、子育てを援助してほしいという方と子育てを援助したいという方が登録制でお

りまして、今現在５０２名の方が登録をされております。２３年の実績では、その登録制を使っ

て１，１００件以上の実績を出しております。 



 ２８ 

 次に子ども自体が病気になった場合、どこで預けていいのかという場合ですけど、その場合

は病児・病後児保育ということで平成２２年度から実施されておりまして、小児科が設置され

ております。今は医療施設型の病児・病後児保育室に委託をしております。今、これも登録制

になっておりまして、１日約２千円でみていただけるということです。この利用も昨年の実績

としては３９０件ほど、もうすでに利用されているということです。しかし今は１点、病院と

いうそういう施設でしか事業が展開されておりませんので、今後は利用者のニーズを考えまし

て、できましたら市内の保育所にそのようなことのできるところを設置していけたらいいなと

いうことを検討したいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再々質問はありますか。 

〇１５番議員（渡邉清美君） 
 大変にありがとうございました。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、渡邉清美君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 渡邉清美議員の質問の中で、第１問目の通学路の安全対策について１点ご質問をさせていた

だきます。 
 今回の緊急措置の対策につきましては、かなりのスピードで総点検をしていただいたという

ことで大変感謝を申し上げます。またホームページでの公表等もありがとうございます。 
 今回ご質問をさせていただくのは、今回のこの緊急点検と通常の要望に対しての予算措置の

問題でございます。各地域また小中学校等々、通常でいろんな通学路の点検、その他をお願い

しているところでございますが、今回、緊急ということで前もってやっていただくわけですけ

ども、これと通常の部分との相違、また予算がダブるようなことのないように、また一般的な

部分は通常どおり、また緊急な部分はさらに拡充した予算措置をお願いしたいと思うんですけ

ど、その点についてはどういうような形になるんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 中川議員の関連質問でございますけども、通常の点検ということでございますけども、通常

の点検等の要望につきましては各地域からの、地域でいいますと区長さんを通しまして通学路

の点検、要望も併せて出していただいております。それはそれの予算として各関係部署で、建

設部あるいは市民環境部のほうでできるものはしていただける、私どものほうでできるものに

ついては、看板等については私どもで実施するということになっております。 
 また今回、実施いたしました合同点検等につきましては、先ほど答弁させていただきました

ように実施要領等が出まして、各省庁においての特別な補助事業となっております。こういっ

たものを活用させていただいて、そして今回の緊急合同点検については改良のほうを進めさせ
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ていただきます。通常については通常のとおり、各区長さん、またはＰＴＡ、学校と連携で要

望を挙げていただいて対応をさせていただきます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに。 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 通学路に関しての関連質問ですが、私もホームページをアップさせてくださった部分を見さ

せていただきました。その中でこと細かに点検をしてくださっているのがうかがえました。 
 先ほど渡邉議員からありましたように子ども目線でということで、区を言いますと私も坪井

区に、行政区に所属していまして、その中で坪井区に関しては６５名前後の子どもたちが通学

しているわけですね。その中でときどき一緒に通学路を点検ということと、安全ということで

一緒に通学をさせてもらっているんですが、その中でやっぱり季節によってもかなり危険度が

違うなということをすごく感じています。農繁期のときだったり、あとは雪が降って歩道が狭

くなったりというときもありますので、そういった点もぜひ、季節によっても違うということ

と、あと塀から庭木が出ているとか、子どもたちが傘をさしていく場合、本当に危険だなとい

うことをつくづく梅雨の時期に感じましたので、そういった点もまた点検をしていただいて、

子どもたちが安全に通学できるような形をとっていくということの、そういった点についての

答弁をよろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 川村惠子議員の関連質問でございますけども、季節によって通学路の状況が違うということ

でございますが、そのとおりでございます。夏には枝葉も出ておりますから見にくくなるのも

当然でございます。当然そういうところにつきましては子ども目線で、あるいは先ほど言った

運転手の目線でということで点検をさせていただき、学校のほうでも入学しましたら学校の先

生が付き添いまして、通学路のほうを指導しております。そういったところを考えまして、学

校のほうからも、そういったところも確実に点検していただくということを指導させていただ

きました。 
 また雪の話が出ましたけども、これは地域ごとにだいぶ違うかもしれませんけども、雪が降っ

た場合につきましては各地区において、または保護者の皆さんが自分の地先または全戸、地先

の部分については雪かきをしていただいたということが、昔という話をしてはいけないかもし

れませんがありました。 
 現在もそういったことも続けられておるところもございますけども、ぜひまた地域の皆さん

のそういった雪が降ったら、通学路だけではなく、通学路を中心とした自分の地先ぐらいは雪

かきをしていただければありがたいと思っております。そんなようなこともまた各区のほうに

お願いしながら、通学路の安全を確保させていただきます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
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 一般質問を続けます。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 それでは議長の許可をいただきましたので通告に従いまして、これより一般質問をさせてい

ただきます。１３番、中川秀哉でございます。 
 さて本定例会には２問、質問をさせていただくわけでございますが、１問目といたしまして

リース方式による防犯灯ＬＥＤ照明の導入について、ご質問させていただきます。 
 先進自治体の千葉県茂原市では平成２４年度事業といたしまして、市内にある７，４５０灯

の防犯灯、これは２０ワットの蛍光灯でございますが、すべてＬＥＤ化されました。この事業

の方式といたしましては、今回新たな方式として１０年間のリース方式とし、設置後はリース

業者から茂原市が貸借するものでありまして、１０年間のリース料は税込みが合計で約１億３，

２３５万６千円であります。これは約１灯当たり１万７，７６６円となるそうです。このメリッ

トといたしましては電気料金は１灯当たり月約１００円程度の削減ができること。また蛍光灯

に比べまして故障しにくく、また長寿命であること。さらには年間、茂原市として約２千件あっ

た修繕依頼にかかる労力の削減ができることなどが挙げられまして、この限られた資源の有効

活用ができると聞いております。またさらにはＬＥＤということで蛍光灯と比べますと虫が集

まりにくい、温度が上がらないということですね、虫がつきにくいという効果も出ていると聞

いております。 
 ちなみに茂原市では平成２３年度の防犯灯の電気料金が年間２，１９４万円、玉切れなどの

年間修繕費依頼が約２千件あって、修繕料が１，１８８万円と伺いました。このリース方式に

するとお解かりのとおり当然お安くなりまして、さらに職員の業務に対する修繕依頼などの年

間約１００時間超の作業時間がかかっていることにも、これは極端に少なくなると伺いました。 
 このほかの自治体といたしましては大阪府泉市や茨城県取手市、広島県府中市などでも同様

の防犯灯のＬＥＤ化について、リース方式を実現した模様でございます。 
 さて笛吹市におきましては、各行政区が防犯灯の電気料を負担している現状でございます。

市民や市内を訪れる観光のお客さまから私も耳にするところ、市街地の照明が暗くて危険な箇

所が多いという声を今回も多く聞いております。今後このリース方式を取り入れることにより

ましてＬＥＤ照明化をさらに導入いたしまして、安全・安心なまちとなることを強く求めます

けれども、以下の点について市当局の見解を伺います。 
 １番目といたしまして、市内全域の防犯灯総数はどのくらいであるか。 
 ２番目といたしまして、２３年度防犯灯の電気料金相当額はどのくらいか。 
 ３番目といたしまして、２３年度防犯灯の修繕依頼の数、また費用額はどのくらいか。 
 そして４番目といたしまして、防犯灯のＬＥＤ化に対する、見込まれるＣＯ２

〇議長（前島敏彦君） 

の削減量はど

のくらいか、以上１回目の質問といたします。 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 中川秀哉議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに防犯灯ＬＥＤ照明の導入についてでありますが、防犯灯は夜間の犯罪防止や歩行者
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の安全通行のために設置されております。市内には平成２３年度末の時点で７，９６５基の防

犯灯が設置されており、多くは２０ワットの蛍光灯を使用したものであります。このうち市が

直接管理しているものは、通学路や公共施設周辺などに設置された３９８基、残りは各行政区

に電気料のご負担など維持管理をお願いしております。 
 次に市で直接管理をしている防犯灯の電気料金についてでありますが、平成２３年度は約

１５２万円となっておりますが、東京電力の今回の電気料金の値上げによりまして平成２４年

度には約１９８万円に増えると見込んでおります。 
 次に防犯灯の修繕についてでありますが、市で７，９６５基の防犯灯すべてを対象に故障し

た灯器具の交換や老朽化して倒壊の恐れのある支柱の交換を行っており、平成２３年度の防犯

灯の修繕費用でありますが、３１カ所で約９２万円となっております。 
 なお、防犯灯など消耗品の交換は、各行政区にご負担をいただいております。 
 次に防犯灯のＬＥＤ化によるＣＯ２排出量の削減についてでありますが、２０ワットの蛍光

灯１基当たりのＣＯ２年間排出量が約５１．１キログラムなのに対し、ＬＥＤ防犯灯１基当た

りのＣＯ２年間排出量は約２２．２キログラムであり、市内全部の防犯灯をＬＥＤ化した場合

には年間約２３０トンのＣＯ２

 ご質問にあります茂原市では、市が所有する７，４５０基の防犯灯すべてを１０年間のリー

ス方式で、ＬＥＤ防犯灯に切り替えたとのことであります。これまでの７，４５０基の防犯灯

はすべて市が維持管理を行っており、電気料金については年間約２，２００万円、修繕費につ

きましては年間約１，１３５万円かかっておりました。 

排出量が削減されると見込まれます。 

 リースにかかる費用は１０年間で１億３，２５０万円、年間にすると１，３２５万円ですが、

ＬＥＤ化により電気料金約９００万円、修繕費約１，１００万円の削減が見込まれるとのこと

であります。 
 本市の防犯灯のすべてをＬＥＤ化するには、約２億４千万円ほどの費用がかかると見込んで

おります。本市は防犯灯の電気料金と維持管理を各行政区にご負担いただいており、直接管理

を行っていた茂原市とは状況が異なります。しかし防犯灯のＬＥＤ化はＣＯ２

 以上、答弁といたします。 

排出量や電気料

金、修繕費の削減というメリットがありますので、リース方式を導入している先進事例も参考

にしながら、今後、技術面の開発状況と価格動向を踏まえ、引き続き検討をしていきたいと考

えております。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を行う場合は、１問ずつでお願いしたいと思います。 
 １３番、中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 それでは、再質問をさせていただきます。 
 先ほどご答弁をいただきまして、７，９６５灯ということでございます。答弁にございまし

た、そのほとんどが各行政区が電気料を負担しているということもあります。この初期投資を

することによりまして、全体の使用料もかなり減ることも考えられますので、ぜひともこのリー

ス方式もご検討いただく中で早期の導入をお願いしたいと思いますが、今現在の状況でござい

ますが、笛吹市の防犯灯事業に対します事業計画につきまして改善策、また変更点などがあり

ましたらお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、河野市民環境部長。 

〇市民環境部長（河野修君） 
 中川議員の再質問でございますが、お答えいたします。 
 現在は各行政区から要望があがってまいりまして、年間、新設が約７０前後でございます。

それから先ほど答弁にもありましたように、修繕が３１基ほどの修繕ということで年間約７００万

円前後の費用をかけて防犯灯の設置事業をしております。 
 現在は先ほど申しましたように蛍光管２０ワットでございますが、やはりＬＥＤが現在のと

ころ、真下の照明については大変有効だということで、横に広がる場合がやや蛍光管より劣る

ということがございまして、まずそこらへんを調査・研究しながら導入に向けての検討をして

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） 
 中川秀哉君。 

〇１３番議員（中川秀哉君） 
 前向きなご答弁をいただきまして、ありがとうございます。ぜひとも早急な対策をお願いし

たいと思います。 
 それでは続きまして、２問目に移らせていただきます。 
 ２問目といたしまして、笛吹市小中学校における通学区域の見直し（学校選択制度）の導入

についてでございます。 
 この先進自治体の例を紹介させていただくわけでございますが、今回、私もかなりの市民の

ご相談をいただく中で、笛吹市も合併１０年を迎える中でさらにこの学校の通学区域について

もぜひお願いしたいというご要望をいただく中で、今回質問をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 
 まず先進自治体であります東京都多摩市では平成２４年４月に学校規模の適正化、子どもた

ちの安全確保、学校と地域の連携などの必要性から学校区域、学校選択制度の見直しを実施い

たしました。 
 主な見直しの内容としまして、平成２５年度から学校規模の適正化や通学上の安全確保など

を考慮して一部学校区域の見直し、また通学区域内の学校（指定校等）に就学することを基本

とし、従来からの学校選択制を見直して一定の基準に該当する場合にのみ就学する学校を変更

できる条件付き学校希望制に移行することを決めてあります。 
 また別の先進自治体である東京都清瀬市では通学区域について平成１４年の改正以来、現行

の通学区域が維持されてきておりましたけれども、新しい道路の整備や住宅開発等の環境の変

化により通学路の変化や調整区域が生じており、さらに学級編制に関する法改正などが実施さ

れ、小学１年生で３５人学級の導入が図られたことなどによりまして、現行の通学区域では望

ましい学校教育の提供が難しくなっているということから、本年通学区域見直し検討委員会を

設置し、現在通学区域の見直しを検討しているところだと伺っております。 
 さて笛吹市では合併して８年目を迎える中で、特に旧岡部地域や旧英地域をはじめとする小

学校に通うご家族の皆さまから、現行の通学区域の見直しを求める声を伺いました。さらに私

の母校でもあります石和中学校では現在、約７５０名というマンモス校となっておりますが子
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どもたちの今後の安全確保、また学校と地域の連携などの必要性から通学区域の見直しや学校

選択制の導入などを実施すべきと考えております。そのためにも合併１０年を目指しまして、

関係機関によります通学区域の見直し検討委員会の設置を強く求めますが、市当局の見解を伺

います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、坂本教育長。 

〇教育長（坂本誠二郎君） 
 中川秀哉議員の一般質問、通学区域の見直しについての質問にお答えいたします。 
 ご存じのように、わが国におきましては学校教育法施行令第５条により、子どもは教育委員

会が指定する学校に通学することが定められております。しかし平成９年、当時の文部省より

通学区域制度の弾力的運用についての通知が出され、対応が柔軟になりました。また平成１４年

には規制改革３カ年計画の閣議決定により学校選択制度の導入が推進された経緯がございます。 
 市区町村の学校選択制の導入につきましては平成１２年度に東京都品川区が実施し、同様に

広島県尾道市、東京都多摩市などが学校選択制を導入し、また東京都清瀬市が調整区域の見直

しを行う等、通学区域の弾力化を図ってきたところであります。 
 この学校選択制は、子どもに合った教育内容や教育方法を保護者の皆さんが選べたり、特色

ある学校づくりを行うことで学校全体の活性化が図れるなどメリットもありますが、学校と地

域との連携が希薄になることや震災時の児童生徒の保護者への早期引き渡し、通学上の安全確

保、さらには学校間格差が生じる等のデメリットも聞かれ、東京都江東区や多摩市さらには群

馬県前橋市など指定校通学に戻した例も散見されます。 
 そこで本市における学校選択制の導入につきましては、慎重にならざるを得ないのが現状で

あり、むしろ学校教育ビジョンの理念であります地域の子どもは地域で育てるという理念から

考えますと、学校選択制の導入につきましては今のところ考えておりません。 
 一方、通学区域の見直しにつきましては平成１８年９月、笛吹市立小中学校通学区域検討委

員会が設置され、１９年度にかけて合併後の市内小中学校の通学区域について検討していただ

き、市内の６カ所を調整区域として弾力的に扱うことが望ましい旨、答申がありました。 
 これを受け、市教育委員会では平成２０年度より御坂町成田地域と一宮町塩田の中央道以北

地域は弾力的に扱う、いわゆる調整区域として運用してきているところでございます。さらに

今後、石和町の旧岡部地区の中学校入学予定の生徒につきましても、この平成２５年度から指

定校を変更することができる調整区域として考えているところであり、就学に関しては、弾力

的な運用を実施してきているところであります。折しも県教育委員会では、小中学校の１学級

の児童生徒数を３５人学級に進行させていく計画であります。 
 本市における今後の通学区域の見直しにつきましても合併後８年、通学区域検討委員会での

検討から５年が経過していることを踏まえ、今後も学校、保護者、地域からの要望や意見をお

聞きし、必要に応じ検討委員会を設置する等、通学区域制度について考えてまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を許します。 
 １３番、中川秀哉君。 
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〇１３番議員（中川秀哉君） 
 前向きなご答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。 
 さて現状を見ますと、先ほど渡邉議員からの通学路の中での質問があったかと思うんですが、

放課後の児童に対する中で特に一宮の地区ですと児童館が中心地にあると。そうするとほかの

学校からいったん家に戻って、それから児童館まで行くまでの交通の長さとか、そういった部

分で親御さんが、かなりご心配をされているというケースもあります。また、くどいようです

けど御坂地区でも上方部の東小へ通う生徒さんも、西小のほうにまた戻ってくると、かなりの

距離と時間がかかるというようなこともあります。 
 幸い、教育長も言われております石和でも、富士見小、石和西小での放課後子ども教室を実

施されている例を含めますと各学校の中で使用した、空き教室を利用したそういった学習が今

後また求められるんではないかというふうに考えますけれども、この地区に関する拡充を求め

たいと思うんですが、その点についてご見解を伺いたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 中川議員の再質問でございますけども、一宮地区については学童保育の場所が１カ所だとい

うことで、その学校ごとに放課後子どもプランというような状況についてということだと思い

ますけども、今現在、石和地区の富士見小学校、石和西小学校においては放課後子どもプラン

というものを設置されて、活用されております。 
 ただ、この各校ごとにいうことでございますけども、諸条件がございまして、まず学校に空

き教室があるかということもまず第１の条件としてございます。また、この子どもプランにつ

きましては、入れない子どもたちが子どもプランにくるわけでございますけども、低学年につ

きましては、保護者の皆さまのお迎えが必要だと。要は集団登校から離れますから、保護者の

皆さんにお手数をかけて迎えにきてもらわなければならないと、こういうようなことがござい

ます。 
 ですから保護者の皆さまのご意見もいただいたり、また学校の空き教室の活用ということで

ございますから、現在この一宮地区については空き教室がございませんから、今すぐというわ

けにはいきませんので、これからそういうところにつきましても、国の補助金等をもらってお

りますから、そういったものを活用できるかどうかはまた考え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） 
 再々質問。 
 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けども、早急なるご検討

をいただきたいと思います。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
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 （ 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ございます。 
 いよいよ総選挙真っ只中、ある意味では盛り上がっておりますが、今回どの党が政権に就こ

うとも失われた２０年といわれる日本経済の負の循環を断ち切ることが最大の課題であること

は疑う余地もありません。単なる屋号化、政策の焼き直し化でなく政策の総動員が求められ、

この八方塞がりの会議に一刻の猶予もありません。 
 そして日本の政治の一番の欠点は歩みが遅すぎること。よくスピード感がないといわれます

が、本当のスピードとリーダーシップが重要であり、地方分権、地域主権もこの観点から考え

るべきであります。 
 倉嶋市長におかれましても地方自治体としてのビジョン、リーダーシップ、スピード感を熱

望するとともに、市長が学生時代を送られたキャンパスで、かのクラーク博士は言われました

ボーイズ ビー アンビシャス、少年よ大志を抱け、どうか市長も合併して３期目に向け、シ

チズン ビー アンビシャス、昨日の全協でも言われました桃源郷で高い志を持っていただき、

市民とともに歩める大きな志を発信していただきたく思うことを強く求めながら、市長の生の

声、考え方にはじめて触れる方も多くいらっしゃると思います。市長ご自身のお考えを分かり

やすくお話いただくことを強く求めまして、質問させていただきます。 
 まず、倉嶋市長の新市長としての市民の関心の非常に高い今後の市政運営、まちづくりの具

体的な方針・方策、基本姿勢についてお伺いします。 
 市長も私ども議員もこのたびの選挙で選ばれ、二元代表制の一翼を担う議会としましても市

民生活向上のため緊張感を持ち続け、しっかりとした議論とチェックと政策提言、市民の皆さ

まへより多く情報発信し、市民負託に応える質の高い議会を目指してまいりたいと存じます。 
 そして執行部と議会とはよく車の両輪に例えられますが、常にいかなる状況でも同じスピー

ドで走るのではなく、加速すべきところは加速し、必要であればブレーキを踏む、今後極めて

重要となる今後４年、市長とともに進むべき方向性と状況を的確に判断してまいる所存であり

ます。 
 笛吹市も合併して８年経過してまいり、市民生活全般にわたり課題は山積しております。今

回の選挙は大型建設事業に関しては市民の皆さまの判断は重く受け止めますが、その後の動向

とさらなる判断、一方で一般会計、特別会計、企業会計を合わせ約５５０億円の市の予算とそ

の有効活用策、福祉、教育、医療、地域産業の発展、生活インフラ整備など市民サービスの隅々

までの向上、市民から信頼される市政実現に向けて何に力点、キーワードを置いていくのかお

聞かせください。 
 私ども議員も市民の皆さまも市長自身の笛吹市の思い、諸課題に対する構想力と実現力、就

任後はじめて、そしてまた新年度予算編成を迎える、この大変重要な時期、今定例会に注目す

るところであります。 
 選挙の際の公約であります資料パンフレットでは、ごく限られたスペースで地域力一番と記

されておりますが、総論・各論にわたり十分議論・把握いたす時間、機会がなかったのも事実
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でございます。また長期的に取り組まなければならない課題、一刻の猶予も許されない課題、

継続性が決して中断されることのないよう、議会・市民と情報を共有してまいりたい、それら

基本姿勢についてお聞かせください。 
 次に市民生活、行政サービスの向上に向け過去８年間、なかんずく今年度までの５年間は地

方自治体、いわゆるすべての市において地方自治法で最上位計画である総合計画を策定し、そ

の中の基本構想は議会における議決義務があり、本市においても総合計画に則った市民生活全

般にわたる２８の諸施策の基本計画が、さらに数値目標を設定された中で事業遂行されてまい

りました。それに基づき予算編成がなされ、達成・未達成の事務事業評価がなされ、一連のマ

ネジメントサイクル、ＰＤＣＡ、プラン・ドゥ・チェック・アクションが軌道に乗ってきたと

ころでございます。 
 ２０１１年５月の地方自治法改正で議決義務は撤廃されましたが、総合計画はこれから少子

高齢化や財政難に対応した自治体を考える上で、地方分権、地域主権の流れも加速する中でま

すます期待が高まっております。笛吹市においても来年度、平成２５年度４月から総合計画の

後期計画を迎える中で総合計画の必要性、検証をはじめ計画を具体的にまちづくりに生かして

成果を出していく必要性・継続性を提案していく中で、これから後期５年に向けた進捗状況と

市長のお考え、大型建設事業の方向性も踏まえた中での新年度予算編成への取り組みについて

お聞かせください。 
 また地域力一番を標榜される中で、健全財政と行政改革および事業の優先順位を決めて費用

対効果を精査すると明記されております。施策全般を遂行する上で最上位計画であります総合

計画との整合性、行財政改革も現状を把握された上での優先順位、費用対効果に対して今後ど

のような方針を打ち出されていくのかをお伺いいたしまして、１問目の質問とさせていただき

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、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。 
 はじめに市民から信頼される市政実現に向けたキーワード、基本姿勢についてであります。 
 大久保議員には、私に対して出身校の少年よ大志を抱けという言葉を引いて温かいお励まし

の言葉をいただきました。私もこのまちにやってきたのは桃源郷らしい、本当にここは日本の

桃源郷だということを思い、ここに移住をしてきたわけでございます。そういう意味では１つ

の地域のイメージとしての、私のキーワードが桃源郷と言えるのではないかと思っております。

志高くその理想に向かって市政を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 
 もう１つ、選挙期間中もキャッチフレーズに掲げてまいりました言葉が地域力一番、これも

私の今後の市政運営のキーワードの１つになろうかというふうに考えております。地域力とは

笛吹市が持つ地域の特性、優れた特質、農業、温泉、自然などこれを十分に生かす、さらに潜

在的な要素の掘り起こし、これらと融合することにより相乗効果を生み出し、地域の活性化に

つなげていくこと。そして住民が主体的に関わり共助により信頼と安全の絆が結ばれ、防災、

福祉、教育などに生かされる、いわば地域力の結集、このように考えております。 
 一方、私の市政に対する基本姿勢につきましては、真に必要な住民サービスの水準を確保し
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ながら引き続き健全で安定した財政基盤の構築に努め、行財政改革を着実に実行し、さらなる

事業の選択と集中、ならびに歳出の抑制を徹底してまいりたいと存じます。さらに情報を積極

的に公開する透明な市政、公正・公平な市政を築くために旧来のしがらみに左右されない客観

的な判断に基づく市政運営を推進していくこととしております。 
 具体的な方法の１つとして、今月から各町の会場において市民ミーティングを開催し、市民

の皆さまと対話を繰り返しながら、市民目線での市政が実現できるよう鋭意努力を重ね、市民

の皆さまとともに笛吹市をつくってまいる所存でございます。 
 次に、笛吹市総合計画に対する取り組みについてであります。 
 総合計画につきましてはまちづくりに計画性を示し、自治体の効果的運営を図る上でも重要

なものと認識しております。また、まちの将来像や長期目標を定めることは住民や企業・団体

に対し公共的行動目標と手段を示すこととなり、そしてそのための理解と協力を得ることは協

働のまちづくりにつながるものと考えております。 
 平成２０年３月に策定された基本構想につきましては総合計画審議会、市民ワークショップ、

地域審議会などの多くの市民の皆さまの声をいただきながら地方自治法に基づき、議会での議

決を経て策定されたものであり、本市の特性や時代の潮流を踏まえる中で策定された市政推進

の最上位計画として、今後も尊重していく所存であります。 
 また、基本構想における将来像を達成するための施策の展開方向を示した基本計画の策定に

つきましては前期５年間の検証を行い、市民ワークショップなど市民の声を反映する中で基本

構想をより具現化するための後期５年間のまちづくり計画として、市政運営のキーワードとし

てお示しした先ほどの地域力一番の考え方を加え、策定を進めてまいります。 
 また、総合計画と整合性のある行財政改革のための優先順位、費用対効果に対する今後の方

針につきましては事務事業評価システムをもとに客観的な評価を加え、選択と集中を基本的考

えとし、限られた財源の中、市民にとって真に必要な事業とは何かを追求し、市政運営を進め

てまいります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再質問を許します。 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 総論的な、マクロ的な見地からお話をしていただきましたけども、まず市長の今まで進んで

きた部分のどこを改めて、どこを継続しなければならないかという原点ですね、叩き台に関し

て、ちょっと１点、お伺いしますけども、当然、大型建設事業で地域力一番ということで、景

気も非常に逼迫しております、地域経済が。可及的速やかに対策を打たなければいけない、市

政方針を進めなければならない部分と、中長期的にじっくり話を聞いて市民の意見を反映しな

ければならない中で、新年度予算、本当に必要なものを自治体経営という言葉が出ているよう

に、メリハリをつけて市政推進を進めていかなければならないとは思いますけども、そこらへ

んを短期的に効果を表すべき部分、中長期的に議論していく部分、メリハリの効いた事業市政

推進、予算編成、ここらへんを１点お伺いしたいんですけど。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、倉嶋市長。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 大久保俊雄議員の再質問にお答えいたします。 
 ご質問の趣旨は、今すぐ取り組まなければならない課題、そして中長期的に取り組んでいく

課題について、明確に仕分けをした上でことにあたるべきだと、このように承りました。 
 現在、来年度、平成２５年度の予算編成作業を実施しております。私はその中で特に緊急な

課題として考えておりますのは市民の安心・安全を守ると、こういう課題でございます。先ほ

ど来、通学路の安全の問題がございました。これにつきましては、私も特に担当部局のほうに

重点的に取り組むようにということで指示をしたところでございます。 
 また先ほど来の議論にあります子育ての充実の問題、まちづくりを考えていく上で子どもた

ちの元気な声、これが鳴り響くようなまちづくりを私は目指すべきであるし、また子育て世代

のお父さんやお母さんが地域の中でしっかりと地域を支えていく、そのような方向が望ましい

というふうに考えておりますので、短期的というか中期的な課題になるかもしれませんけども、

そういった世代の定住促進ということも大きなテーマではないかというふうに考えております。 
 次に地域づくりの面からでありますが、これは喫緊の課題であり、かつ中長期的な課題であ

るというふうに私は考えているのが笛吹市中心市街地の石和・春日居温泉、この活性化の問題

でございます。データ的にも観光入込客の相当の落ち込みが出ております。本当に放っておけ

ない課題であるというふうに考えております。 
 なかなか名案がありませんけども、観光関係の皆さま方、商工会の皆さま方と意見を交わし、

緊急にできることはなんでもやるということで、取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 
 さらに中長期的な話になりますと、私は提唱しているというか導入を検討している地域活性

化総合特区制度、これにのせて笛吹市のまちづくり、長期的な展望をしっかりとみんなでつく

り上げて、それに向かってこの制度を生かして進めていきたい、その中心に座るのがやはり温

泉街の活性化、そして２つ目の柱は農業をしっかりとさらに元気なものにしていく。さらに文

化財、史跡等々、まだ発掘されていない、そういったようなものもしっかりと観光資源的に位

置づけて、これらを連携させていくような、そういう方向でまちづくりを考えていきたい、そ

れを総合特区制度にのせてやっていきたいというふうに考えております。 
 なお、先ほども答弁いたしましたけども、行財政改革、これにつきましても中長期的な展望

をしっかりと踏まえて議論を進めていきたいというふうに考えております。 
 以上で、再質問に対する答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 再々質問。 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 総合計画ですか、これは市民と行政がさらに掘り下げて、まちづくりを考える機会にすべき

だと思います。例えば有識者を踏まえて、策定委員会を中心として市民の皆さん、議員、いろ

んな方がまちづくりを反映する笛吹パターン、こういうものを提唱すべきだと私は考える中で、

広範囲の市民参加の機会を設定することを考える中で、そこはいかがでしょうか、総合計画に

市民の意見を反映させる手法というのをお伺いしたいと思います。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 大久保俊雄議員の再々質問にお答えいたします。 
 まちづくりを今後考えていく上で、市民の声、これを幅広く取り入れていくということが私

は一番大事な課題だというふうに考えておりますので、ただいまのご意見、私もまったくの同

意見でございますので、その方向で進めていきたいというふうに思っております。 
 同時にまた幅広いというのは、よそからの目線、私もこちらで生まれ育った人間ではござい

ませんので、やはりこちらに生まれ育った人とは多少、自分の目線が違うなというふうに感じ

ているところは多々ございますので、例えば今後の観光地づくりなどに関しては、観光地とし

ての笛吹市をどのようによその方、われわれが来てほしいと思う東京の方、若い方、高齢者の

方、あるいは旅行業者の皆さん、そういったような皆さんの意見も大いに聞いて参考にしてい

く、こういう見地も大事なことだというふうに私自身考えておりますので付け加えさせていた

だきたいと思います。 
 以上、再質問に対する答弁といたします。 

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） 
 総合計画は今さら申すまでもなく基本構想、基本計画、実施計画、達成目標数値も数字に出

ながら、今まで進めた中でいろいろ、例えばその個別関連計画で、都市計画マスタープランで

すとか、これもこの８年で観光推進ビジョンと、いろいろ男女共同参画にしてもそうですし、

ここらへんの今まで築き上げたビジョン、計画をどのように発展させるのか、ちょっと１点お

伺いしたいんですけど。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 大変、これまでの８年間で数多くの行政計画がつくられてきております。これまでの計画づ

くりにあたられた皆さんの大変なご努力に改めて敬意を表するところでございます。 
 すべてをつぶさにチェックしているわけではございませんけども、今後よくしっかりと中身

を精査いたしまして、発展させるべきところは発展させていくという、発展の方向でプラス思

考で、ひとつ私としてはそれぞれの計画について考えていきたいな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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 たしかに地域の独自性を考える中で、この計画プランというものはつくる一方で、そのあと

検証がなされない傾向があるような気がするんですよね。もう１つ、やはり笛吹市において部

局横断的な計画ではなくて作戦、ミッションといいましょうか、こういったものをいくつか考
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えていただきたい、必要であるということで、例えば地産地消ミッションとか、計画作戦とい

うことで、やはりきれいごとを言ってもしょうがないんです。われわれの実生活が豊かになる

のは、本をつくるだけではなくて、市民生活に直接直結するような姿勢が必要であるというこ

とで、例えば地域産業の地産地消も、地産地消の活性化、農業生産額をいかに増やしていくか。

学校給食もそうですし、ありとあらゆる部門を１つの知恵袋として集結しなければならない。

今、市長もおっしゃった観光施策も単に担当部局ではなくて、広域的な見地、農林業振興、ま

た遊休農地、こういった部分で必要だと思いますけども、子育て支援もそうですし、６５歳以

上のシルバー世代の暮らしやすさ実現にもいろいろな部局を越えて、私は担当部で、セクト主

義とよく言われるんですけども、なかなか連携がとれない。たしかに大事です、行政の仕事と

しては。そういう部分で部局横断的な市民の目線での市政推進、これをどうお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（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。 
 予算配分につきましても、また今回の総合計画につきましても今まで２８施策があったわけ

ですが、それぞれ所管する部長さんがおりまして、その下には課長さんがいる中で、部局横断

的に施策枠配分というような形で予算も計上しておりますし、今回の施策につきましても２８あっ

たものが２５になったということは、３．１１等の時代のニーズ等を受けながらやっておりま

すので、そのへんは今後もしっかり対応させていただきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の予算編成の話が出ましたので、枠配分予算、使いきり予算を廃止するという方向で今ま

できたわけですけども、予算編成に関して特筆すべき方策はあるんでしょうか。このへんをちょっ

とお伺いしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 今、使いきり予算うんぬんということがございました。私も長いこと役人をやっておりまし

て、使いきり予算みたいなことはある種の弊害が多いということで、それらをやめて、しっか

り経営的な感覚で予算を使っていくということは、これは１つ、大事なことかなというふうに

思っておりますので、そういったことについてはしっかり踏襲をし、また改善すべき点がもし

あれば改善するということで取り組んで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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 いろいろ限られた時間ではありましたけども、市長のマクロ的な、総論的なお話もお伺いで
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きまして、議会としてもこれからもありとあらゆる角度から議論してまいりたいということで、

続きまして２問目、本市の基幹産業である観光施策について伺います。 
 わが国の経済指標、景気動向も先日、ついに悪化に下方修正されました。デフレ消費マイン

ドの低迷をはじめ、どん底であります。加えて過日発生した中央道、笹子トンネル内の崩落事

故により宿泊客、観光客のキャンセルも相次いでおります。市長の公約でもあります温泉、果

実、スポーツ、医療、介護を結びつけた誘客を推進すると過日の定例会初日におっしゃいまし

た。机上の空論だけではなく、確実に観光消費額とリピーターを民間とタッグを組んで増やし

続ける具体策、なかんずく温泉、自然、農業を活用する観光政策についてお考えをお伺いする

とともに地域活性化総合特区に対して、実現に向けた大きな構想とスケジュールについて、お

示しください。 
 また観光立市である本市にとりまして、より実効性のある誘客に結び付けるための観光施策

を展開していく上で何を継続し、何を改善していくべきであるとお考えか、お聞かせください。

さらに本市には観光物産連盟、各地観光協会、商工会、観光部会、石和温泉旅館組合、ＪＡな

ど観光農業団体が数多く存在する中で、１年を通して賑やかな笛吹市の実現に向けて、関係団

体、市民の声をいかに市政に反映させていくのかお伺いし、２問目の質問とさせていただきま

す。お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、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。 
 はじめに温泉・自然・農業を活用する観光戦略の考え方についてであります。 
 これも先ほど来、少し述べてまいりましたけども、繰り返しになるかもしれませんが、まず

この笛吹市には素晴らしい温泉の質とお湯の量が豊富な温泉、石和・春日居温泉郷、さらには

山梨百名山が９つあります。日本一の生産量を誇る大果実郷、それから歴史的に価値のある多

くの文化財など潜在的な観光資源は数限りなくございます。またそれにも増して大切な資源は

そこに住む住民の皆さまであり、営む生活の中に存在するというふうに考えております。 
 今の観光の形態は、かつての物見遊山的な観光、団体旅行から体験や交流、イベント参加と

いった人とのつながりを求めた、人間性豊かな味わいを追求するものへと大きく変わってまい

りました。 
 今後の取り組みといたしましては、今まで独自な活動を行ってきた多業種の連携や観光関連

組織の横のつながりを重視しながら、相乗的効果が期待できる具現的な施策を構築するため、

皆さま方の生のお知恵を借り、日本一の桃・ブドウの生産地と温泉をつなげた誘客活動を行っ

てまいります。 
 次に地域活性化総合特区の実現に向けた構想とスケジュールについてでありますが、地域活

性化総合特区は、政府の新成長戦略の７つの分野から２６の指定地域が発表されました。各指

定地域の特長には産業集積の優位性、自然環境、事業達成の確実性などが高いことなどさまざ

まな条件や綿密な計画が示された地域が指定されております。 
 例えば札幌市のように国内外の映画ロケができるように規制緩和を求め、観光産業等への波

及効果を期待したものや、産官学民連携による自立した都市経営を特区としたもの、観光、農
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業、まちづくり等による活性化策を方針に掲げたものなど、さまざまなものが指定されており

ます。 
 笛吹市において現段階では具体的な提案や必要な取り組み、事業案を明確にお示しできる段

階には至っておりませんけれども、先ほど来申し上げていますように全国に誇る石和・春日居

温泉を核の資源と位置づけ、果実や花卉栽培等の農業、商工業のつながり、自然を有効に結び

つけることを重要な要素とし、首都圏から近郊にありながら自然がたくさん残る、そのような

地域的利点も踏まえた地域経済の活性化と観光客の増大につながる要素づくりに、今後とも取

り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、実効性のある誘客に結び付けるための観光施策の推進と改善策についてであります。 
 誘客を促す取り組みといたしましては、各種観光関連団体と協力しながら年間安定した誘客

が図れるような、さまざまな取り組みを行っています。 
 春の桃の花祭り、夏の鵜飼、大文字焼き、花火大会、秋のぶどうエキスポ事業等、各種のイ

ベントの実施による誘客効果は大きく、今後も中身に検討を加えながら継続していく必要があ

ると考えております。 
 また、各種媒体を使った宣伝活動やエージェントへの直接の情報提供なども並行して行わな

くてはならないものであります。さらに観光活動を行っているさまざまな団体への助成につき

ましても事業の適正化や執行状況について精査しながら、必要な予算措置を行うと同時に新た

な観光戦略については今後多くの観光関係者の皆さまのご意見をいただき、透明性のある事業

展開を行うことに努め、見直しや改善を図り、より多くの観光客の誘客につながる事業を行っ

てまいりたいと考えております。 
 最後になりますが、１年を通じて賑やかな笛吹市の実現に向けてについてでありますが、ご

指摘のように年間を通して観光客が本市を訪れ、今以上に賑やかなまちをつくっていく、この

ためには、やはり核となる石和・春日居温泉郷が観光客に強く印象に残り、心に残るようなま

ちづくりを図っていくとともに、産官学民一体となったオール笛吹で各事業の展開や宣伝活動、

市民の皆さまのおもてなしの心溢れた地域づくりなどを進めていかなくてはならないと考えて

おります。 
 このため、各地区で開催する市民ミーティングを手始めに市民の皆さまのご意見をお聞かせ

いただき、また各地区の観光協会、商工団体、農協などさまざまな団体との意見交換を行い、

市民協働で作成した観光振興施策を具現化した観光振興アクションプランと照らし合わせ、年

間を通じておもてなしの心溢れる観光地づくりや、周辺市町村と連携して観光客の心に残り、

また訪れたいと思ってもらえるような、そのような観光地づくり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） 
 ２問目の再質問を行います。 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 やはり自主財源とか笛吹市にはいろんな施策を実現するには観光消費額を増やす中で、やは

り笛吹市観光物産連盟は市長が代表されるということで、観光協会、いろいろ数多の団体があ

る中で、もっと実現すべき要素というのはやはり事業のすみ分けではなくて、通年型の１月か

ら、来年から冬花火、ハウスの桃から通年型の事業、広域イベントのさらなるＰＲと観光団体、
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関係団体ですか、いいアイデアが数多あるんですね。いろいろ。１つの施策に反映すればとい

う中で、なかなかこの助成ですとか事業反映に結びつかないのがやはり官民一緒に、おもてな

しですとかいろいろ、例えば旅館関係者もおもてなし、あるいはタクシー乗務員もおもてなし

で徹底して、今、われわれ民間も頑張っています。そういう部分、プラスアルファをサポート

の部分で、市の助成、新たな事業展開が必要だと思いますけども、ここらへんどのようにお考

えでしょうか。いいアイデアに対して、さらなる積極的な助成、観光施策反映をお願いしたい

わけですけども、そのお考えを。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 観光関係、観光物産連盟をはじめ旅館協同組合、それから商工会も含めた中で数多くの関係

諸団体との連携を図ることが必要と考えております。その中でやはり観光については年間を通

じての観光戦略、この中には冬の冬花火から、それから春には一面に咲き誇る桃の花まつり、

夏の鵜飼い、あるいは花火大会に始まり秋のぶどうエキスポということで、さまざまな年間を

通じた観光戦略を図っております。 
 このためのＰＲ、それからまず迎える市民の皆さんをはじめ関係団体がおもてなしの心をもっ

ての迎え入れ、これも最重要課題と考えております。それに対する予算配分についても予算交

付団体の適正な執行状況について、つぶさに内容確認する中で来年度の予算反映、観光戦略に

結びつけた予算反映を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。 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 倉嶋市長の公約の中にも、市内の宿泊施設を活用するために観光周辺地と連携し、新たな笛

吹観光ルートを作成、県内外に情報発信すると大きく謳われている中で、ひとつやはり広域的

な観光施策というのはこれから非常に重要だと思うわけで、例えば近隣のワインなんかのツアー

ですか、今年は民間のエージェントがした中で行政の規模といいましょうか、広域的なワイン、

桃の花あたりはもうちょっとこの近隣の自治体で連携した中での予算措置、活性化に結びつけ

る必要があるかと思います。なかなかこの桃の花の、例えば春のあれも市外へ出てしまうとな

かなか施策反映されない、予算措置がとれないということで、広域的な見地からやはり要望が

多い中で、今後どうお考えでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 観光関係になりますが、周辺との連携を図る中での観光戦略になろうかと思います。これに

ついては本市を中心とする近隣、甲府、山梨、甲州を合わせた４市の連携ということで観光戦

略を図っております。特にワイン関係についてはワインツーリズム、県で行っておりますが、

これについても本市のワインの工場から、あるいは甲州市のワイン工場といった観光ルートを
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つくる中で大変人気を博しているところであります。 
 とにもかくにもそれぞれが持つそれぞれの特色がある観光がありますので、その中で一番集

客力の多い石和温泉、これをお泊まりの拠点としていただいて紅葉の見学、あるいはワインを

楽しむ、そういった戦略的なものについては今後も積極的に働きかけを行ってまいりたいと考

えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 いろいろ観光振興に関してビジョン、計画をまた新たにと言いますけども、これは平成２２年

３月に笛吹市観光振興ビジョンということで、今、お答えになったような部分も、やはり総論

的にインバウンドうんぬんから始まって、こういう部分がある中で、新たな計画、ここらへん

のもとにあるものをどんなようにしていくのか、政策ですね、同じことの焼き直しではなくて、

新たにそういう部分、お話を伺いたいんですけど。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ご案内のとおり観光振興ビジョンの作成、それから実行動計画に基づく観光振興アクション

プランということで策定がすでに済んでおります。このプランに基づいてさまざまな展開を図っ

てきたわけですが、当然観光は生き物でございます。その都度の情報、それからニーズに沿っ

た中で基本的なベースは崩しませんが、それに対応するべく計画については順次内容の再検討

を加えながら進めてまいりた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） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 やはり直結、観光関連産業、いろんな雇用にしてもそうですし、税収アップもこれ一番大事

な部分で、これは総合計画ですか、例えば２０年度からはじまって宿泊客数が平成２４年度に

は１３２万人という数字が出ているわけですけども、実態は９０万人を切っているんですかね。

目標の５割減というような状況、やはり自治体間競争、観光地間競争を生き抜く必要がある中

で、確実に自治体間競争を生き抜くには何が必要なのか、できましたら最後に倉嶋市長の思い

と申しましょうか、自治体間競争、観光地間競争を生き抜くためには何が必要なのか、意気込

みを最後お伺いできればと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 先ほど来、観光振興ビジョンというものが引用されております。私も読ませていただきまし

た。市民の皆さまの英知が集まったビジョンかなというふうに思っております。ただ、そこに

は直接は出ていないんでしょうけども、やはり笛吹市観光が直面している問題をしっかりと掘
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り下げ、分析するといったことが必要なのかなというふうに思って観光振興ビジョンを読ませ

ていただきました。そういう点で申し上げますと、やっぱり問題点が元に戻るんですけど、石

和・春日居の温泉の活性化、それがやはり喫緊の課題です。ここがしっかりと力強く、お客さ

んを誘客していただかないと、本当にほかの全国の観光地、あるいは県内のほかの観光地の中

に埋没しかねないという危機感を私自身も持っております。問題点、課題等々、るるここで述

べるつもりはございませんけども、大久保議員はじめ関係する団体の皆さんとも率直に議論し、

ご指摘のような、まさに地域間競争に打ち勝てる、そういう力強い笛吹市、観光地としての笛

吹市をつくっていきたいというふうに考えております。今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 大久保俊雄君。 

〇１９番議員（大久保俊雄君） 
 今の市長のいろいろ多面的にご提案をいただきました。われわれも施策提言、議論を今後と

もしてまいる所存でございます。 
 以上をもちまして、質問といたします。ありがとうございました。 

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

〇１２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村直毅でございます。大久保議員の一般質問への関連質問をさせていただき

ます。 
 観光振興策についての市長の見解ということで、これまでの観光振興施策が十分ではなかっ

たということもあるとお考えになっているものと思います。また市の観光が直面している問題

をきちんと見つめていくことは必要という認識もお持ちになっているものと受け止めました。

その中で観光振興においては、市長は公約の中で県外の人たちからは「一宮町の桃の花」、「石

和町の温泉」という呼ばれ方をされ、笛吹市の観光ビジョンも旧町村単位のままであると述べ

られています。本市の観光ビジョンは市の観光行政の基本構想を示したもので、観光振興ビジョ

ンの中にも今後の観光行政の基本的な姿勢を市民全員で共有化することにより、市民一丸となっ

て観光振興を推し進めることを目的として策定しています。つまりは市民の市民による市民の

ための観光ビジョンですと明記されています。そして議会でもビジョンの策定に対し質疑等も

行い、全市的な観光振興を図っていくために策定されてきたものと認識をしております。さら

に市長は市民の皆さまが旧町村ではなく、笛吹市を一番に考えなければ、市外への情報発信も

できないと。住んでみたいまち、訪ねてみたいまちへの具体的な方針として述べられておりま

した。 
 そこで大久保議員の一般質問の中でも答弁で明確にされていなかった部分、なぜ市長の言う

ところの市外の方や市民の皆さまからは旧町村単位で捉えられているのか、その原因について

どのようにお考えになっているのか、お答えをお願いします。 
 またビジョンが旧町村単位のままというご認識は、どういった点を指してお感じになってい
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ることなのか。これは問題意識としてお持ちの部分がそのまま、改善への糸口につながること

なのかもしれませんので、ご答弁をお願いします。 
 以上、関連質問として２点についてお尋ねいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 最後にビジョンが旧町村単位で語られるうんぬんというご質問がございましたけども、私は

そのような認識は持っておりませんし、そのような発言をした覚えはございませんので、まず

最初にそこは申し上げておきます。 
 結局のところ、まだまだ笛吹市というのを、市がまだまだ全国に発信されていないのかなと

いうことがございます。なかなか旧町村の壁といいますか、意識というのは払拭されないとい

うのが１つ、現状としてあることは間違いございません。それがいい面もあるのかもしれませ

んし、また全国にうって出るときにマイナスになるような、そういうような部分もあるのかも

しれません。いずれにしろ笛吹市という、この合併して８年になる市が全国にしっかりと認知

されていくということは、非常に大事なことだというふうに思っておりますので、そのことに

ついてはしっかりと私自身、全国に発信していく、どういう方法があるのか、いろんな知恵を

集めて取り組んで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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 旧町村単位のままという認識はお持ちではないということでしたが、市長のほうで発行され

ました公約集、あるいは配布された資料にはそのように明記されておりました。またご確認い

ただければと思います。 
 それから観光ビジョンにはグリーンツーリズムやＭＩＣＥ、マイスですね、この推進も明記

されています。マイスはこれだけ宿泊インフラのある山梨の宿 笛吹市としては大いに進めて

いく必要がある観光施策の１つだと私は思っております。多機能アリーナを中止にすればマイ

ス戦略についても代替案を示す中で、市民の皆さまや観光事業者をはじめ関係の皆さまにもご

理解を得ていかれる必要があると思います。この点についてのお考えと、それから先ほどアク

ションプランと照らし合わせてというふうな答弁もされていましたし、部長のほうからもプラ

ンに基づいて内容の再検討を加えながらと答弁されていましたが、これも公約で観光戦略ビジョ

ンを策定するというふうに言明されておりました。この点について、新たに策定することでは

ないということでいいのかどうか、あるいはするのであれば、どのようなスケジュールでどの

ような方法で策定していくお考えなのか、お願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 観光戦略ビジョンという部分についてのみ、私のほうから答弁させていただきます。 
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 先ほども申し上げましたように、観光振興ビジョン、大変皆さま方の英知の結集だというふ

うに私は感じておりますけども、先ほどちょっと申しましたように今の笛吹観光のどういった

ようなところに問題があるのか、いわゆる現状を分析、問題の把握、そういったようなことを

まずしっかりやっていきたいなと。その上でまさに戦略、戦術、そこをしっかりと見定めて、

できる限りその場的にならないような、そういうビジョン、展望をつくっていきたいというふ

うに考えております。現行の振興ビジョンを発展させるという観点で取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 今後の観光に対する取り組みということでお答えさせていただきますが、あくまでも基本構

想であります観光振興ビジョンがございます。先ほどの答弁と重複しますが、実行動計画のア

クションプラン、これについてはなお発展する意味合いでの観光戦略取り組み、これを積極的

にいろんな多方面多業種のご意見をお聞きする中で、施策に反映させていきたいと考えており

ます。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 マイスの代替案はあるか、これだけ最後お聞きしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 マイスについても企業との観光誘致に事業をもってきてということになりますが、われわれ

すでに２年ほど前から企業、石和温泉にお泊り、あるいは活用いただく企業、積極的な誘致も

行っております。そういったものについては内容の検討は必要になろうかと思いますが、やは

り積極的な誘致活動については進めてまいりたい、こんなふうに考えています。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに関連質問は。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 行政改革について、お尋ねいたします。 
 平成２２年度から２５年度までの４年間に集中的に取り組むとしている中で、小さな市役所

づくりに向けた改革についてお聞きします。 
 改革では１０年後のあるべき市役所に向けて、組織、機構および定員を見直すこととしてお

りますが、平成２３年４月には職員数は６５０、目標年次の平成２６年の４月には６１７人と

しております。この職員定数の適正化は計画的に、順調に職員定数を消化しているのかをお伺

いします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 お答えします。 
 目標どおり順調にいっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 組織機構の簡素化、支所機能見直しについては支所を簡素化する改革案でありますけども、

本庁舎の耐震計画と合わせて総合窓口化、ワンストップ化を検討中とのことでありますけども、

耐震工事終了後の支所機能の簡素化はどのように考えているのかをお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 お答えします。 
 耐震化は平成２６年５月、現計画では終了する予定でございます。その計画の中では総合計

画、総合窓口化はその時点で完全に終えたい、今のところでは終えたいというところでござい

ました。来年の５月の連休からは市民サービス系を南館の１階、２階のほうに集中することで

第１段階を終えて、その翌年以降に支所も含めた総合窓口化を検討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） 
 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。 
 再開を午後１時３０分からとさせていただきます。 

休憩  午前１１時５９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 倉嶋市長のほうから発言の申し出が出ましたので、倉嶋市長お願いいたします。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 それでは、この場でご報告事項を報告させていただきます。 
 ただいま、山梨県知事宛てにトンネル事故に関する要望書を提出してまいりました。そのこ

とについてのご報告でございます。 
 中身につきましては特に新御坂トンネル、こちらは事故のあった笹子トンネルと同様の方式

でございますので、徹底した安全点検をお願いしたい。また笛吹市内にある県が管理する、そ

の他のトンネルにつきましても徹底した安全点検を早急に実施願いたいと、こういう趣旨の要

望書でございます。 
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 ただいま昼休みの時間を利用して峡東建設事務所長を通じ、山梨県知事に要望書を提出して

まいりました。 
 以上、ご報告いたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 一般質問を続けます。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 笛新会の神宮司正人です。許可をいただきましたので、質問させていただきます。 
 倉嶋新市長、ご就任誠におめでとうございます。 
 市長とはおよそ２年ほど前から市民の声を届ける会の副代表、また私は会を支える事務局員

としてお互いに叱咤激励をし、また時として議論を尽くしてまいりました立場であり、今回は

議場内においてお互いそれぞれ置かれた立ち位置こそ違え、お互いに市民目線で市民に向いた

活動ができ得ることに対しまして、誠に喜ばしく感慨の至りでございます。 
 さて市長が当選以来、大型プロジェクトのうち今回の選挙の最大の争点でありました多機能

アリーナの建設については、選挙結果にて明確な民意として示されたものとして受け止め、建

設中止以外の選択肢はないと考えて、折に触れて報道等を通じてコメントされてこられました。 
 今回の定例議会の冒頭におかれましても、所信表明の中にありましたが多機能アリーナの建

設事業およびバイオマスセンター建設事業の二大事業の中止を選択された新市長に対し、私だ

けでなく市民の大多数は心からの賛辞を送っておられることと思います。 
 昨年の１１月、大型施設多機能アリーナについて、その建設計画については住民投票にて決

めてほしいと。１万２，４００有余の笛吹市民からの直接請求署名があったにもかかわらず、

時の市長は住民投票は不要との意見書を付して議会に提出。議会では市長と同じ考えとして住

民投票を否決いたしました。 
 それから１年を経過して、今回の市長・市議同時選挙において市民の大多数の審判はその住

民投票を完全に無視した市長、市議会に明確な意思表示を行った結果が如実に表われた選挙で

あったと確信したところでございます。 
 国政においてもまさに衆議院選挙の真っ只中にありますが、国の財政そのものがないまま消

費税アップや赤字国債の発行、老人医療費の負担増を余儀なくされるような時勢の中、合併特

例債をどんどん使い、わが市さえよければとの考えで大型プロジェクトを推進することは大い

に危険であると言わざるを得ません。 
 その理由の第１として特例債は市長、すべてご存じのように完璧に担保補償されたものでは

ないこと。第２は特例債を活用して、すべての事業を行った場合、維持管理費の問題が重く市

民の上に圧し掛かってくることと合わせ、その費用対効果が明確に示せなかったことでありま

した。そこで市長および関係部署にお伺いをさせていただきます。 
 多機能アリーナ建設、砂原橋架け替え工事、バイオマスセンターの建設、石和温泉駅周辺整

備、八代ふるさと公園拡張整備事業、以上の５大プロジェクトに対する市長のお考えをもう一

度、再確認させていただきたいと思います。そしてそれぞれの進捗状況、それと今後の対応、

またその予算の今日までの執行状況と今後の取り組み等について、関係部署からご説明をいた

だきたくお願いをいたします。よろしくお願いいたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 神宮司正人議員の一般質問、大型プロジェクトに対する今後の取り組みについてにお答えい

たします。 
 るる、これまでもこれに関しては申し上げてきたところでございますけども、まず冒頭申し

上げたいのは多機能アリーナ、これに関しましては中止以外の選択肢はないということを表明

してまいりました。その他の事業につきましては、本来であれば一度立ち止まり、現在の事業

執行状況、その検証に努めながら議会や皆さまのご意見もお聞きする中で熟考し、取り扱いの

方向を検討していくべきであると考えております。 
 しかしながら事業を中止、もしくは停止した場合に生じる財政的な損失など想定されるさま

ざまな諸問題についても詳細に検討する必要がございます。 
 まずは本市の将来を見据え、可能な限りお聞きしたご意見を参考にしながら、場合によって

は苦渋の判断をしなければならないのが現状であり、方向性が見えたものから皆さまのご理解

を賜わりたいと願う所存であります。 
 以下、各事業ごとにご説明させていただきます。 
 はじめに砂原橋架け替えおよび周辺道路整備事業についてでありますが、現在、橋脚６基の

うち３基と上部工製作は完成しております。残りの３基の橋脚につきましても本年度発注済み

であり、今渇水期間中に完成する予定となっております。 
 また、取り付け道路を含めた周辺道路の整備につきましては、関係地権者のご理解を得なが

ら進めているところであります。 
 本事業は国庫補助金および合併特例債を活用し進めている事業であり、中止した場合にはこ

れまで投じた経費がすべて無駄になるばかりでなく、補助金を返還することになり、それに加

え、もとの橋と建設済みの橋脚を残すことについて、河川管理者の同意を得ることが困難であ

ることを考えると撤去費も合わせて市の財政負担は莫大なものとなるため、事業の中止は選択

しえないという判断に立たざるを得ないところでございます。 
 次に石和温泉駅周辺整備事業についてでありますが、現在、駅舎につきましては南北自由通

路を含めた実施設計をＪＲ東日本に委託しております。また、駅北側の国道１４０号とのアク

セス道路工事につきましては、石和第５保育所に接する区間を本年９月に発注しております。 
 一方、全体計画に関しましては国が補助金を交付する条件として、事業期間を５年以内と定

めていること、またＪＲ東日本が工事に必要な期間を最短でも２年間としていることから、Ｊ

Ｒ東日本との工事施工協定の締結期限を来年の４月とすることが事業を継続する上での絶対的

な条件となっております。 
 これに加え、本事業は石和温泉駅が笛吹市の玄関口として湯果の郷の核となる温泉市街地の

再生と魅力の向上を図る上で欠かすことのできないものであることに鑑み、今後も平成２６年

度までの事業期間内の完成を目指して、事業を推進する方向で議会や市民の皆さまのご意見を

伺いたいと考えております。 
 なお、今後の事業の推進にあたりましては、ＪＲ東日本に委託している実施設計の内容の検

証を進める中で、見直しが可能な部分については極力コスト縮減を図り、適正な内容となるよ

う取り組んでまいります。 
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 次に、バイオマスセンター建設事業についてであります。 
 これまで議会をはじめ、地元地権者等のさまざまなご意見をいただく中で協議・検討を行っ

てきたところであります。バイオマスセンターの運営につきましては、何より市民の皆さまの

ご理解およびご協力が不可欠と考えております。 
 今後、可能な段階で停止をし、市民ミーティングなど市民の皆さまのご意見をお伺いする中

で方向性を決めてまいります。 
 次に、八代ふるさと公園拡張整備事業についてであります。 
 事業の進捗状況につきましてはすでにすべての用地買収を終え、事業区域内に残っている家

屋につきましても代替地へ移転後、撤去されることとなっております。一方、工事につきまし

ては、本年８月に第１期工事として全体の９割以上となるエリアの造成工事と東側エリアの施

設整備工事を一括で発注したところであり、未発注の工事は西側エリアにおける駐車場等の施

設整備工と植栽工事となっております。 
 なお、発注済みの工事につきましては、明許繰越をした平成２３年度の国からの交付金を充

当しており、今年度中の完成が必要となっている状況でもあります。このため、本事業が平成

２３年１１月１０日に土地収用法上の事業認定を受けた、公益上の有用性が大きいものである

ことも考え合わせ、本工事の継続はやむを得ないものと捉えております。また今後、発注を予

定している工事につきましても、完成を目指して事業を推進する方向で市民の皆さまとの対話

を進めてまいりたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 お答えを市長のほうからいただきましたが、それぞれの予算の執行状況等、関係各部署のほ

うから説明をいただけますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 神宮司議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 まず私の所管する部署では、多機能アリーナについて事業を進めているところでございます

が、今回、市長が就任するにあたりまして多機能アリーナについては中止ということですので、

今現在３つの委託契約が委託してございまして、１２月をめどに期間の変更および今、出来高

でどのくらい進んでいるかということがございますので、その内容を詰めながら契約金額の変

更について、今、業者と打ちとめるところでございます。さらに委託事業につきましては、お

おむね１億５千万円ぐらいはかかっております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 私のほうからはバイオマスセンター建設について、ご説明を申し上げます。 
 このセンター建設については平成１９年にバイオマスタウン構想の策定から始まり、バイオ
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マスタウンの事業化計画等々の委託がすでに完了しております。今現在、３本の委託業務が事

業中となっておりますが、今までの事業費、総額になりますが約７，５００万円になります。

現在、委託業務が中途のものについては最も現実的な方法とすると受注者との協議になります

が変更契約をする中で金額の軽減を図る、これが最も現実的と考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 大型事業の５つのうちの３つが建設部で所管しているわけですけども、まずは砂原橋および

周辺道路整備事業でありますけども、全体的な事業費につきましては、皆さまもご存じのとお

り４０億円であります。そのうちここには国庫補助事業が２つ入っておりまして、道整備交付

金事業、また社会資本整備総合交付金、おのおの国庫が２つ入っていまして、道整備交付金に

つきましては補助率が５０％、社会資本整備につきましては５５％ということになっておりま

して、現在のところ砂原橋につきましては、２４年度までを含みますけども、総額で約１８億

円ほど歳出しております。そのうち補助が９億円、合併特例債が８億円、残りが一般財源で今

現在、執行のほうをしております。 
 次にふるさと公園でありますけども、総事業費が約５億円を見込んでおりまして、そのうち

社会資本整備事業で取り組んでおりますので５５％、国庫を約２億３千万円ほど、また合併特

例債を２億６千万円、残りが一般財源という形で財源のほうを確保する中、現在、事業のほう

が進んでおります。 
 最後になりますが、駅周辺整備事業でありますけども、これにつきましてもご存じのとおり

総額３９億５千万円の事業でありますけども、そのうち第５保育所の整備あるいは下水道、上

水道等の整備あるいはアクセス道路という中で事業を進めているわけですけれども、保育所は

補助事業ではありませんけども、まちづくり整備交付金という補助事業を取り入れて全体の事

業費の約４０％を充てて、ただいま事業執行をしております。 
 ご質問の全体事業費で個別にどうかということでありますけども、ただいま執行している基

本設計が３千万円、道路用地が１億５千万円、また下水道の工事あるいは測量に要した経費と

いうことで３，５００万円等々あるわけですけども、詳細的に、またのちほどでよろしければ

細かい資料をお渡ししたいと考えておりますが、よろしくお願いします。 
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） 

 それぞれの事業等の進捗状況、それから今までの予算執行、今後の取り組み等が明示された

と思います。中止の事業もありますが、いずれにせよ今日まですでに行ってきてしまっている

特例債の活用事業等を合わせると、総額２００億円もの尊い国税や市民の税を使用するわけで

すから、今後取り組む予定の事業については、少しでもわが愛する日本の国のため、また本市

のためにも減額できるものは減額する努力を関係部署においては精いっぱい行っていただきた

く要望をいたします。そのことが市長が訴えてきました税金は賢く使いましょうの実現であり、

支持していただいた多くの有権者への回答であると考えております。 
 砂原橋架け替え工事事業については、平成２７年の３月の使用開始の予定でございますが、
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橋の両サイドの右岸、左岸、その取り付け道路の計画はできるだけ住宅地等は避け、経費負担

のかからない計画としていただくよう要望をいたします。 
 続いて石和温泉駅の周辺整備事業については、この計画は設計変更は今から可能でしょうか。 

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ですけども、駅周辺整備の内容の変更でありますけども、基本設計にお

いて本体に、駅舎については本体に関する基本構想については、先ほど市長が答弁したとおり

２年間工事がかかると。最終２６年度が完成目標という中で、基本的には変更ができないと考

えております。 
 なお、詳細の部分について経費等を落とす中で修正等を考えて、今後取り組んでいきたいと

考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 今回の橋上駅舎の構造、これはＪＲ主導の特殊発注方式ということでありますので、予定で

いけば特別な構造変更ですとか、設計変更はかなり難しいのかもしれません。特例債の延長期

限、それを踏まえましてそれも無理だということですが、総額２５億円からの建設費等、しっ

かりと検証をしながら、少しでもかかる費用を抑える努力を関係部署には求めたいと思います。 
 上をみればきりがありません。コンパクトではあっても使いやすく、しかも安価で利用する

身体的弱者にもやさしい、そんな駅舎をしっかりとした専門的識者の意見、知恵等を取り入れ

て検証をしていただきたいと思います。まず建設費を抑える努力をするお考えはあるのか、な

いのか、お尋ねさせていただきます。 
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建設費の減額というご質問ですけども、先ほど言ったように本体の構

造変更というのは無理ですので、詳細、できる範囲の中で可能な限り減額に努めてまいりたい

と考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神宮司正人君。 
〇２番議員（神宮司正人君） 

 仕分け材等のことをぜひ検討していただくとかして、少しでも減額してほしいというふうに

思っています。以前、身の丈にあったものというふうに言っておられた方もおりましたが、ま

さにそのとおりでありまして、いったん物を造ってしまえば、最低２０年３０年が経ちますと、

それからはランニングコストばかりではなくメンテナンスのつけも必ずまわってきます。建設

費のうち、わずか数％がＪＲの支出金ということに対して、その設計から発言権までほとんど

がＪＲ主導ではなかなか大変だと思います。総額２５億円ほどかかる事業に対して、われわれ

市側の意向や要望、発言を取り入れていただくことをしていかなくては、建設費はどんどん膨
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らんでいくだけであります。 
 少しでも専門職、専門の識者の方とか意見を取り入れて建設費削減に取り組むことが大切と

考えますので、市長のほうはいかがでしょうか、お考えをお聞かせ願いますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 何度も担当部長のほうからもお話ししてあるとおり、基本的な構造部分につきましては、な

かなか動かし難いところでございますけども、使いやすい駅舎、コンパクトな駅舎、そういう

ものを目指して極力、経費の縮減には努力してまいる所存でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ありがとうございました。できるだけそのように要望いたします。 
 維持管理のためのランニングコストは、そんなに大したことではないというふうに思われる

方もいるかもしれませんが、時としてはそれは建設費を上回る、そういう場合もあるというこ

とをよく頭に入れてほしいと思います。 
 不幸にして起こってしまった先の笹子トンネルの事故、お亡くなりになられました方々のご

冥福を心よりお祈りを申し上げますとともに、一日も早い幹線動脈であります中央道の再開通

を望むところでございますが、事故を踏まえて専門家の皆さんは老朽化と維持管理の時代に入っ

たと発言されております。われわれも旧町村にあって今、不要な施設はないだろうか、調査を

行って地域の了解をいただきながら、対応していくことが維持管理の面からも今後は大事であ

ると考えております。 
 駅舎にありましても、金をかけて駅舎を造れば人がくる、これからはもうそんな時代では決

してありません。できるだけ、お金をかけない駅舎とすることに心掛けていただきたいと思い

ます。 
 次にバイオマスセンターの建設事業については、建設停止を市長のほうから明言されました

ので了解をいたしますが、特例債を使ってなんでもかんでも市でやる。ゆくゆく手をこまねい

たら民間指定管理者に業務を委託する。そんな安易な考えで、市は事業を行うべきではないと

考えています。本来、民間でできることは民間で、市がそれが市民のためになるということで

あったらサポートしていく。それがお互いにとって、絶対有利なはずでございます。 
 八代ふるさと公園拡張整備事業についてですが、すべての計画の中で最終の整備であるとの

ことでありますので理解はできますけども、春の桜や桃の花の時期だけではなく、四季折々に

多くの市内外の方々が訪れ憩えるような活用方法も、ただ造るだけではなく検討していただき

たい。仏つくって魂入れずにならないようにぜひお願いをいたしたいと思います。 
 本来、政治は弱者への配慮が根本であるべきです。われらが誇る甲州のかつての武将、武田

信玄公はまさに人は石垣 人は城うんぬんと常に民衆に思いを馳せ、堅固な城は１つとして構

築せず甲州枡の開発、度重なる河川の氾濫から民の暮らしを守るため信玄堤の構築等々、常に

民を大切に政治を司り、甲州が日本に誇れる思いやりと政治力を兼ね備えた武将であったんで
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す。 
 少子高齢化時代が予測よりはるかに急進展する今の世の中にあって、生活弱者である子ども

や高齢者に多大な負担を強いることは、決してあってはならないと考えています。そんな政治

はいかなる理由があれ、決して許されるべきものではありません。 
 いまや世界中も日本の国も大変な時勢のときに、信玄公のような民衆に思いを馳せ、しっか

りとした考えのもと、冷静にして決断は素早く、堂々と市民の市民による市民のための市民の

政治が実現されるよう、常に市民目線でことにある政治を市長とともに共有してまいりたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いをいたします。 
 教育、子育てのできない世界は未来のない世界でしかありません。昨今のニュースを見ると

き、次代を担う世代をしっかりと教育することに真剣に取り組む必要が大事であります。教育

と子育てがしっかりできる体制の確立を市のほうにはお願いをいたします。 
 年金は下がり、医療費は上がり、電気料も上がる。老老介護をしなければ施設にも入れない、

そんな現実がわが町にもいっぱいあることを市は真剣に考えるべきであります。特例債を使っ

ての施設建設だけではなく、安心して老後が送れ、若い世代は安心して働きに行ける、そんな

まちであってほしいと考えております。 
 ３．１１以降、アリーナは避難施設に使えると前市長はことあるごとに言っていましたが、

ことが起きたとき高齢者、要介護者は地域の公民館、あるいは集会所さえ遠いのです。むしろ

大型施設の建設より補助金を徐々にカットし続け、老朽化し始めてきている地域施設でありま

す公民館ですとか、そういう施設の整備ならびに救急車、消防車でさえ、いまだに入れぬ道路

整備等を推し進めるべきであると考えています。 
 今般、議会では議会改革と称して何を行ったか。議員定数を２４人から２１人に削減した。

私はむしろ定数削減は市民の声がその分、行き届かなくなると考えています。それよりも議員

報酬、できたら市長さんの報酬も削減としたらどうでしょうか。たまにはおおぜいの市民が傍

聴できるような休日議会を開催するとか、できましたら議員報酬は日当制ですとか、そのほか

いろいろ考えがあると思いますけども、声ばかりでなく議会の質を上げる努力を行うべきであ

ると私は考えています。 
 以上、申し述べさせていただいて私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 一言、神宮司議員に申し上げます。 
 議場内では意見を言うのではなく、質問をするように今後はお願いしたいと思います。 
 以上で、神宮司正人君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 笛新会の保坂でありますけども、神宮司議員の一般質問に基づきまして２点ほどお伺いした

いと思います。 
 市長の基本姿勢は市民の声が届く政治、市民から信頼される政治が基本姿勢であります。そ

こで今回の大型プロジェクトの進むべき方法、あるいは進捗状況等を踏まえて市民に説明する

機会が市民ミーティング、あるいはホームページ等々のお考えでありますけども、今、市民が
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一番関心を持っているのは大型事業を含めた市長の今後の市政方針、まちづくりの方向性を市

民は一番お聞きしたいという希望が多いと思いますけども、市民ミーティングだけではなんか

物足りないような感じがいたしますけれども、できれば広報という手段がありますけども、広

報の特集号を組むなりして、市長のまちづくりの方針あるいは大規模事業の方向性、進捗状況、

それに市の中長期財政計画等を踏まえた特集号を組むなりして、広く市民に今後のまちづくり

の方針を示す考えがおありになるかどうか、これが１点。 
 もう１点は・・・。 

〇議長（前島敏彦君） 
 保坂議員に申し上げます。 
 １問ずつにお願いしたいと思います。 
 ただいまの質問に対しまして、倉嶋市長、答弁をお願いします。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 お答えいたします。 
 近く１８日から開催いたします市民ミーティング、これは大型プロジェクトに関する市民ミー

ティングというふうに謳ってはおりますけども、できるだけその他の市政の課題についても幅

広く議論できる場であってほしいというふうに考えて、私自身もその場で今まで申し述べてき

たことの繰り返しになるかもしれませんけれども、まちづくりの考え方、基本的な考え方みた

いなものはお話をして、市民の皆さまからご意見をいただきたいというふうに思っております。 
 また当然のことでありますけども、今回は６カ所ほど準備して市民ミーティングを計画して

おりますが、これで終わりということでは決してありませんので、もっとできるならばきめ細

かな規模で、ミーティングというのか、どのような名称にするかはまだ考えていませんけども、

とにかく市民の人と膝を交えて議論をするという場は、数多く設定していきたいというふうに

考えております。 
 また広報誌の問題、これはご質問の趣旨は大型事業、あるいはまちづくり、そういったよう

なことでテーマを絞って特集号を組んだらどうかということでございました。広報誌のあり方

についても私ももう少しよく勉強してみたいと思っておりますし、今のご提案の趣旨について

は十分に踏まえて検討していきたいというふうに思っております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ７番、保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 ２点目ですけども、今、第１次総合計画、これは平成１９年の１２月定例会で議決をいたし

ました。市政運営の上での最上位計画、これは基本構想１０年、その下に基本計画、平成２０年

から２４年、前期計画、これを検証して２５年以降の後期計画を立てたと。その下にいろんな

実施計画があるということですけども、この後期計画の中へ市長の今後のまちづくりの基本的

な考え方をぜひ盛り込んでいただきたいということと、この総合計画には計画的なタイトル、

要するに市民に親しまれやすいようにサブタイトル、「賑わい・きらめき・やすらぎ みんな

で奏でるハーモニー」と、これは盛んに前の市長を含めて使っていたんですけども、倉嶋市長

は選挙中のキャッチフレーズを含めて地域力が一番という考えがありますけれども、今後、こ

のサブタイトル、「賑わい・きらめき・やすらぎ みんなで奏でるハーモニー」を、これを継
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続していくのか、あるいは修正していく考えはあるのか、お聞きをしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を・・・。 
 （「暫時休憩。」の声） 
 暫時休憩とさせていただきます。 

休憩  午後 ２時０８分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時２５分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開をいたします。 
 先ほどの動議につきまして、議長として午前中、関連質問、注意すべき質問もありました。

今回は検討すべきかもしれませんが、今後の課題としまして保坂議員の意見を関連といたしま

す。今後、検討していきますので今後の質問については、注意をお願いしたいと思います。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 保坂議員の関連質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 まず総合計画というのはご覧になったかもしれませんけども、こんなふうな形で出しており

まして、基本構想また基本計画というものでつくられております。今回ご質問のことは基本構

想になる部分だと思いますので、これについては倉嶋市長就任来、このことについては変えな

い、継続してやっていきますということをいただいておりますので、このまま生かしていただ

きたいと思います。それは先ほどご質問の中にございましたように、当時、議会の議決を得る

中で、この基本構想については策定をさせていただきましたので、そのような形で進めさせて

いただきたいと思います。 
 ただ、基本計画につきましては先ほど来、説明をさせていただいておりますように、２８の

施策を２５に変えていくというような形で取り組んでいきたいと思っておりますし、その２５の

施策の中に倉嶋市長の、これからの総合特区の話が出ておりますことも加味して計画づくりを

進めていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問等は。 
 （ な し ） 
 関連質問を終結します。 
 次に１番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 笛新会の神澤敏美です。よろしくお願いいたします。 
 質問に入る前に、このたびの笹子トンネルの崩落事故により亡くなられた９名の方に心から

哀悼の意を表したいと思います。 
 さて、このたびの笛吹市長選においては市民の声が届き、倉嶋市政が誕生いたしました。こ

れもひとえに２年間の市民活動の中で信念を持って市民の声を聞き、市民の代表者として市民

の声が届いたものと確信いたします。 
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 ５大プロジェクト凍結を掲げ市長の立場に立った今日、各事業を早急にまた厳格に精査し、

中止・見直し・継続を市民に早く説明していかなければなりません。これからの４年間、市民

の声を聞き、市民７万２千余名の生命の安全と財産を守り、健全なる財政運営と市民サービス

を執行していくものと認識いたします。 
 私も一議会議員として、行政のチェック機関として住民、地域の声を聞き、是々非々で議会

活動していく所存でございます。市長の所信表明で多機能アリーナ建設は中止と明言されまし

た。市民の納得する声明となりました。そこで伺います。 
 市長の公約の基本姿勢に笛吹市の産業資源である農業、温泉、自然を融合した地域活性化総

合特区を導入し申請すると明言されましたが、導入に向けて施策の概要を伺います。 
 １点目、現在、疲弊している石和温泉郷復興の施策。 
 ２点目、石和温泉駅南側と北側の活性化施策。 
 ３点目、日本一を誇る農産物の有効活用計画等、概要をお聞きしたいと思います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 神澤敏美議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに疲弊している石和温泉郷の復興・復活の施策についてであります。 
 現在、石和・春日居温泉郷を訪れる観光客数および宿泊者数は、長引く景気低迷等による経

済状況により、多くの観光客が訪れたころの統計数値と比較すると大きな減少傾向にあります。

この現状を打開していくためには、観光関係者の皆さまが現状への危機感を十分認識しながら、

独自のアイデアと思いやりのあるサービスに徹して、観光客へ対応することが不可欠であると

考えております。 
 その上に立って市の取り組む姿勢も再度見直しながら全国に誇れる素晴らしい自然と果実、

温泉などの資源を総合的かつより効果的に活用する方法により、笛吹市全域においての観光客

誘致につながる具体的施策の展開を図っていく必要があると考えております。 
 このためには観光関連組織の連携をより強固にし、現場で活動している皆さまの生の声を具

体的施策に取り入れながら、日本一の桃・ブドウの生産地と温泉をつなげた相乗的な誘客活動

を行ってまいります。 
 次に、石和温泉駅の南側と北側の活性化についてであります。 
 石和温泉駅周辺は、基盤整備の立ち遅れから観光都市笛吹市の玄関口としての機能を十分に

発揮していないことが課題となっておりました。このため駅南側におきましては区画道路、公

園等の公共施設を整備し、環境のよい健全かつ良好な市街地の造成を図る目的で、平成４年度

から土地区画整理事業に着手し、平成２２年度には整備が完了したところであります。 
 また駅北側につきましては南側との連絡通路もなく、駅に隣接しているにもかかわらず土地

の有効利用が進まない状況であるため、南北自由通路や国道１４０号とのアクセス道路の整備

に併せ、築７５年の老朽化した駅舎の改築を行うこととしてまいりました。 
 駅舎につきましては、先ほどの神宮司議員への答弁のとおり２６年度内の完成を目指してい

きたいと考えております。 
 次に、日本一を誇る農産物の有効活用計画についてのご質問です。 
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 ご質問の有効活用ということにつきましては、さまざまな考え方があると思いますけども、

基本的に戦略的な販売の促進であると考えております。合併以降もそれぞれの地域の販売体制

が残っており、笛吹市としてのスケールメリットが十分生かせていないのが現状であります。 
 今後、市とＪＡが一体となり生産・販売体制を練り、笛吹ブランドを確立し市場評価を高め

ていく必要があります。生産体制の取り組みにつきましては、八代地区などの共選所の統一や

商品の規格や資材の統一を図ってまいりました。また御坂地区においては光センサーの導入に

際し、施設整備補助金制度により支援し、高位平準化の促進を図ってまいりました。販路拡大

につきましてはＪＡとともに東京・大阪・名古屋など大消費地でのＰＲやキャンペーンを行い、

海外へも市長トップセールスとして輸出の促進を図っておりました。 
 今後もこのような取り組みを継続し、笛吹ブランドの確立を図り、日本一を誇る農産物の有

効活用に結びつけてまいりたいと考えております。 
 以上、答弁させていただきましたとおり、本市が有するあらゆる資源を生かし、石和温泉駅

周辺整備や石和・春日居温泉郷の活性化、農産物の有効活用も網羅した温泉と農業のコラボレー

ションを図り、観光客が一番に訪ねてみたい、住んでみたくなるまちを目指した笛吹市ならで

はの地域活性化総合特区の素案づくりに今後、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） 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ありがとうございます。 
 この笛吹市の将来を考えるとき、魅力ある活性化事業であります。即急に各種団体との連携

を図り、特区化に向け最善策を実現していただきたいと思います。その特区に各地域に既存す

るスポーツ施設の充実を図り、各種スポーツ大会の誘致により観光促進事業、また笛吹市内に

育まれた古きよき文化遺産、神社、仏閣等、四季折々の伝承芸能を活用し、農産物の流通、観

光誘致も特区化に組み込まれないものかお聞きしておきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず活性化事業の連携でございますが、当然ながら笛吹市には素晴らしい、それぞれの特性

を持ったものがございます。こういったものを最大限に活用する中での活性化を取り組むこと

で地域の向上性を図っていく、これが大きな目的になろうかと思います。 
 またスポーツ大会等の誘致についても現在、春先に行われます全国のゲートボール大会をは

じめ、ソフトボール大会ですとかいろんな大きな、お泊りをいただくイベントが現在も開催さ

れております。 
 また笛吹が持つ文化遺産、伝統芸能、こういったものをメインとする取り組みについても積

極的な誘客活動に結び付けていきたい、こんなふうに考えております。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 
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〇１番議員（神澤敏美君） 
 それから、石和温泉駅南側と北側の活性化に再質問をいたします。 
 現在、ＪＡふえふき岡部支所で石和温泉駅舎建設事業に伴い、駅周辺の活性化に委員会を設

置し積極的に検討しておりますが、市の計画策定に沿った企画立案が必要となっております。

農業団体と行政が情報を密にし指導し、活力ある駅周辺開発にならなければならないと思いま

すが、お聞きいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ご案内のとおり駅周辺の活性化については今現在、岡部農協が隣接しております。駅の改修

に伴って、当然ながら南口、北口についても駅の活性化、また総合的な考えを持たなければと

思っております。これについては農協等との協議も、もちろんあろうかと思います。行政につ

いても積極的に関与する中で、総合的に目指す方向性をとりまとめる中で内容検討をさらに重

ねてまいりた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） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ぜひ、農業団体と打ち合わせ等は密にしていただきたいと思います。 
 次に２点目といたしまして、春日居地域を踏まえ学童の安全・安心な通学路の確立と各地域

の生活基盤整備について伺います。 
 学童の生命を守るのは、行政の責務であると考えます。笛吹市内では農耕地と市街地が入り

乱れ、父兄は子どもたちの通学に心配を隠し切れないのが現状でございます。安全な通学路が

廃路となったり、住民の活用道路が通学路となった個所もございます。河川の改修と溝蓋の取

り付けにより安心・安全な通学路の確立が不可欠でございますが、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、仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 神澤敏美議員の一般質問、学童の安全・安心な通学路の確立と各地域の生活基盤整備につい

てお答えいたします。 
 児童生徒を取り巻く環境、とりわけ通学路の安全確保に関しましては市教育委員会といたし

ましても、交通安全に関する環境の悪化を大変、憂慮しているところでございます。また通学

時の安全が確保され、安心できる環境の中で児童生徒が通学できることは、保護者はもとより

地域の願いでもあります。 
 さて、先ほど渡邉清美議員のご質問でお答えしたとおり、本年４月以降、通学途中の痛まし

い事故が相次いで発生したことを受けて、例年実施しております通学路の安全点検を発展、か

つ拡充させるものとなる合同点検を実施してまいりました。 
 その中でも通学路の道幅が狭い、歩道がない、または側溝に蓋がなく転落の恐れがあるなど

の理由から溝蓋の設置等を対策として望まれる危険個所もありましたので、関係機関と協議し
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ております。 
 現在、地域の生活基盤整備につきましては、市内の各行政区長さまに地区の要望を取りまと

めていただき、地区要望として提出していただいております。併せて整備に必要な用地等が関

係する場合には、関係地権者等の同意書を添付していただいております。提出していただいた

要望書により年度当初に各支所と現地確認等を行い、また協議した上で整備を進めております。 
 このような状況の中、河川、道路の未完成地域が多いとのご指摘ですが、関係地権者の同意

が得られない等により、整備が進まない個所も見受けられます。各地区の区長さまをはじめ、

住民の皆さまの協力を得る中で整備を進めたいと考えております。 
 また通学路につきましては、平成２５年度より国庫補助事業である社会資本整備総合交付金

の重点項目として位置付けられおり、関係者と協議し積極的に整備していきたいと考えており

ます。 
 今後も引き続き学校や保護者、地域に加え、関係機関と連携・協力をする中で危険個所ごと

の危険度や緊急性などを踏まえるとともに、地域の実情を勘案しながら通学路の安全が確保で

きる対策を進めてまいります。 
 以上で、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １番、神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 丁寧な答弁をありがとうございます。これから質問しようと思ったことも答えていただきま

して、春日居町においては中学校は西部、そして小学校は東部と、中に中央線が入って分断さ

れているのが現状でございます。国道、県道、市道とも学童が通学するのに支障を本当に来た

しております。接触する場面も多々ありますが、石和町、八代町には学童に配慮された点滅的

な信号がございます。春日居町においても何度も区長からの申請をしておると思いますけども、

どうしても認可されず却下されてきました。どうか新しい市政の中で、学童の生命を守るため

に春日居町においても学童、あるいは車道の中で点滅の信号ができないものか、お尋ねいたし

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 神澤議員の再質問でございますけども、先ほど来、答弁させていただいていますように今回

の合同点検につきましては警察、それから県、それぞれの立場の皆さまが積極的に取り組んで

いただきました。おかげさまをもちまして、そういったところも今、神澤議員がおっしゃった

ところにつきましても、合同点検という中で確認させていただいております。その場所等につ

きましては今、私は把握してございませんけども、今回の合同点検につきましては警察におき

ましても積極的な取り組みをさせておりますけども、信号、横断歩道等につきましては警察、

公安委員会の認可が必要でございます。また改めまして、関係部署を通じてそういったところ

の点検、それから要望につきましては積極的に取り入れていきたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 



 ６２ 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 ぜひお願いいたします。 
 地域生活基盤整備において、今、各支所にはどうしても権限がない。各地域にはどうしても

地域の要望を聞ける場所が住民から取り除かれている。中央集権といいますか、細かいことで

も全部本所のほうに持っていかないと認可できない、そんな事態がここ数年続いております。

その中で来年度当初からには各支所の充実を図り、２００万円ぐらいは支所の権限の中で精査

し、そしてその工事がよろしいかどうかを支所に任せる権限を与える。そういうものに取り組

んでつくづくいただきたいなと思いますけども、その点をお伺いしておきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 神澤議員、今の質問に対しては学童の交通安全に対してのということですね。 
 斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 神澤議員の再質問ですけども、各支所のほうへ予算をもって通学路等の整備をという形であ

りますけども、現在、各支所のほうには予算はありませんけども、建設部といたしましては整

備に向けて、各支所の職員の方々が一番、事情を知っているという中で、年度当初に職員と協

議する、あるいは現地を見てまわる、そんな中で優先順位を付けて今現在やっております。 
 今後についてもまた予算を配分できてやってもらえば私たちも助かるわけですけども、予算

の中身については、よその関係部局も関係してきますけども、現在もやっているように、各支

所の職員等々の意見を聞きながら現地を歩きながら精査をする中、やっていきたいと考えてお

ります。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 神澤敏美君。 

〇１番議員（神澤敏美君） 
 どうもありがとうございました。ぜひ、今、新しくなる、迎えた市政の中で住民の声を届け

るというのが本線であるかと思います。その中で地域の支所を大いに活用して、そしてその声

が本所のほうに速やかに届くようなことを行政として推進していただきたく思い、一般質問を

終わります。ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、神澤敏美君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず、就学援助の充実と教育施設の改善について伺います。 
 就学援助制度は、義務教育は無償と定めている憲法２６条などに基づいて小中学生のいる家

庭に学用品費や入学準備金、給食費、医療費などを補助する制度でありまして、昨今の不況や
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貧困を反映して、受給者は年々増えているのが現状であります。 
 しかし、その中でも政府は２００５年度からはいわゆる三位一体の改革によって、それまで

は国庫補助の対象になっておりました準要保護者に対する就学援助費が一般財源化されてしま

いました。そのことによって、全国的には準要保護者への就学援助を廃止したりとか、切り下

げを行った自治体も少なからず見られました。しかし、本市ではそのような状況の中にあって

も、一般財源化によってもこれまでどおりの制度を維持し続けていることに対しては評価した

いというふうに考えております。 
 さて、文科省は２０１０年度から就学援助の対象品目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会

費を新たに加えました。しかし、全国的には３項目すべてを実施している自治体は大変少ない

現状でありまして、文科省では十分な調査はしておりませんけども、ある団体のアンケート調

査ではすでに実施している自治体がわずか１２．１％、検討中というのが２４．２％というこ

とでありました。本市では３項目のうち、伺ったところによりますとクラブ活動費を支給して

いるということであります。要保護、準要保護ともに３項目を支給するよう求めますけども見

解を伺います。 
 次に、学校グラウンドの散水施設について伺います。 
 市内には１９の小中学校がありますけども、グラウンドの散水施設のない学校が４校となっ

ております。３校ではなくて４校でありました。４校の内訳は一宮南小、一宮北小、芦川小学

校、そして浅川中学校であります。ほこり対策や暑さ対策、また近隣住民への対策として早急

にこの散水施設設置するよう求めますが、答弁をお願いします。 
 次に、社会教育施設のトイレの改修を求める件について伺います。 
 市内旧町村にある社会教育施設の中には建築年度が古い建物がありまして、そうした建物に

は洋式トイレがないとか、または少ないとかそういう施設も見受けられます。学校教育施設で

は洋式トイレの設置が進められてきましたけども、社会教育施設のトイレの改修はほとんど進

んでいないのが現状であります。特に高齢の人が利用する場合に、利便性に大変不便を来たし

ているところであります。 
 国文祭が行われることによって、石和スコレーセンターのトイレの改修は補助金などで行わ

れることになっておりますけども、その他のところでもぜひとも計画的に実施するよう求めま

す。 
 以上、１問目の質問といたします。 

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

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに就学援助の充実についてでありますが、日本国憲法第２６条は義務教育はこれを無

償とすると規定し、公立小中学校では授業料は徴収せず教科書も無償給与されております。ま

た授業で使用する教材等の経費も本来は設置者が負担して整備すべきものですが、実態といた

しましては教材費や給食食材費、校外学習費などの一部が受益者負担の考えから保護者負担と

なっております。 
 そこで学校教育法第１９条は市町村に対し、経済的理由によって就学困難と認められる学齢
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児童生徒の保護者に対して、必要な援助を与えなければならないと規定しているところでござ

います。 
 現在の経済状況を反映し、就学援助を申請し認定される児童生徒数は年々増えており、平成

１７年度５９５人、４，３６６万円に対し平成２３年度は９１５人、７，２０５万円と増加傾

向にあるのが現状であります。 
 就学援助制度につきましては、亀山議員からのご質問のように平成２２年度から要保護児童

生徒援助費補助金の要綱が改正され、補助対象費目にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費が

追加されましたが、平成２３年２月の調査では対象児童生徒数が年々増加していることや市の

財政負担が増加していること。さらにＰＴＡが任意団体であることや各学校によってＰＴＡ活

動の内容や会費に大きな違いがあることなどの理由から、これら３費目について拡大して援助

している市町村は県内にはないようでございます。 
 このような状況の中、本市におきましてはクラブ活動や生徒会活動にかかる経費的な部分を

学校教育課の小中学校費や各学校の学校予算に計上し、間接的に児童生徒の活動を支援するよ

う予算化が図られている状況であり、さまざまな面でいわゆる保護者負担の軽減を図っている

ところであります。 
 今後もさらに保護者や地域の皆さまの声に耳を傾けながら、できるだけ保護者負担を軽減で

きるよう、引き続き努力してまいりたいと考えております。 
 また亀山議員ご指摘の３費目につきましても調査・検討してまいりたいと考えております。 
 次に学校校庭の散水施設についてでありますが、以前の調査資料では未整備校は一宮南小学

校、一宮北小学校、浅川中学校の３校でありましたが、今回、再調査した結果、一宮南小学校

と一宮北小学校は、簡易的な移動式散水施設が整備されていることが判明いたしました。その

結果、まったく未整備の学校は芦川小学校と浅川中学校の２校になりますので、今後、学校の

利用状況、用水の確保などを検討する中で年次的な整備を検討していきたいと考えております。 
 次に社会教育施設のトイレの洋式トイレへの改善についてでありますが、新しい施設やここ

数年で改修されました施設、例えば学びの杜みさか、いちのみや桃の里ふれあい文化館、芦川

やすらぎの里などは洋式トイレが主体となっておりますが、その他の施設については和式トイ

レが主体でございます。主要な施設の１、２カ所は洋式トイレが設置されているという状況と

なっております。この中でスコレーセンターにつきましては、９月議会の補正予算で洋式トイ

レへの改修を計画し１階を４カ所、２階を２カ所、計６カ所を洋式トイレに改修する工事を進

めているところでございます。 
 今後は社会教育施設の全体的な改修計画を考慮しながら、年次的な改修を検討してまいりた

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） 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 ただいま部長の答弁で、３費目については調査・検討していきたいというふうに答弁をいた

だきました。そこで伺いますけども、この新たに加わったこの３項目、笛吹市ではどのくらい

の金額になっているか、ご存じでしょうか。もし、把握しているようであればお願いします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 仲澤教育部長。 

〇教育部長（仲澤和朗君） 
 亀山議員の再質問でございますけども、実際に支給した場合のことでございましょうか。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 現在、どの程度徴収しているかということです。どのくらいの金額を各学校で徴収している

かということです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 亀山議員の再質問でございますけども、総体的な金額につきましては承知してございません

けども、各学校でのＰＴＡ会費とか小学校のＰＴＡ会費、それから中学校のＰＴＡ会費等のお

のおのの金額については資料として持っておりますけども、生徒会費につきましては学校によっ

ては徴収していない部分もございます。総体的な金額につきましては大変すみませんが、ちょっ

と承知しておりません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 私は３費目について、ぜひとも支給してほしいということを通告してありましたので、でき

るなら保護者がどのくらいの金額を払っているのか、そのこともぜひここで答弁をしていただ

ければというふうに思っておりました。 
 ホームページを見ますと、国の基準でいいますと例えば小学校ではこの３費目の合計が、こ

れは平均的なところですけども、年間１万３６０円ということでありました。中学校ではその

３費目の合計が年間３万８，１５０円ということでありました。もしこの３費目を準要保護世

帯に支給しますと今、小学校では準要保護者が４７５人、中学校では３４７人ということであ

りました。この中学校、小学生の子どもたちに３費目、支給したとすると私の試算では新たに

支出するのが１，８１５万９，０５０円です。そこで伺いますけども、この２０１０年から始

まったこの３費目の支給についてどうするのかということは、教育委員会としては財政課の話

し合いなんか行われたんでしょうか、伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 亀山議員の再質問でございますけども、たしかに３費目をすべて支給した場合につきまして

は１，８００万円、私どものほうでも概算で計算しております。財政当局とは相談をしており

ませんけども、今現在、先ほど答弁させていただきましたように、部活動費につきましてはそ

れぞれの単位で部活動の有効な活動ができるようにということで、おのおのの学校に予算、ま

たは市の教育委員会といたしましても参加料、あるいは子どもたちが参加する移動手段のバス

代等につきましては、私どものほうで計上させていただいております。 
 以上で、答弁とさせていただいております。 
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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） 
 それでは、財政課長に伺いたいと思います。 
 先ほども申し上げましたけども、この就学援助の費用については準要保護者については先ほ

ども述べましたけども補助金ではなく、一般財源化されております。今回の新たに加わった３項

目についても、やはり一般財源化されているというふうな実情があると思います。 
 そこで、文科省は２０１１年８月に準要保護世帯の交付税措置を導入したということを、そ

のような内容の通知を出しているということでありますけども、財政課のほうではこの通知の

ことは把握されていたでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 亀山議員の再質問でございますけども、私の範囲では現在、把握しておりませんでした。改

めて内容について確認をしてまいりたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 そのような通知を出した趣旨ということについては、文科省のほうでも周知徹底をしなくて

はいけないというふうに考えておりますけども、さらに財政課長に伺います。この準要保護世

帯の３項目支給について、基準財政需要額にも組み込まれておりまして、一般財源化されてい

るということであります。そのような財政事情の中で、財政課長としてこの支給についてどの

ように考えるのか伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 成島財政課長。 
〇財政課長（成島敦志君） 

 再質問にお答えいたします。 
 その制度の内容を確認させていただいて、またその財源措置等のさらに確認をさせていただ

いた中で今後の検討課題として捉えていきたいと思います。 
 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） 
 たしかに一般財源化されてしまうと、この金額がどのくらい交付税として措置されているの

かということはなかなか分からないことでありますけども、しかし一般財源化されているとい

うことを文科省では言っているわけですから、ぜひともこれを支給の方向で教育委員会とも話

していただきたいというふうに思いますので、今後の予定についてどのように考えるのか伺い

ます。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 成島財政課長。 

〇財政課長（成島敦志君） 
 お答えいたします。 
 現在、財政課を中心といたしまして２５年度の予算編成作業を進めている状況でございます。

また、これは予算の見積もり等を行っているところでございますけども、その内容等をさらに

確認をした中で一般財源化されているという部分がございますので、また市としての方針等を

しっかり捉えた中で、２５年度の予算編成に向けていかなければならないというふうに考えて

おりますので、今後の内容の検討状況等を見た中で２５年度の予算へ反映すべきものはしてい

きたいというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今、財政課長が答弁いたしましたけども、ぜひともその支給に向けて前向きに検討をお願い

したいと思います。 
 ２つ目に、散水栓について伺います。 
 残るは浅川中学と芦川中学校ということでありました。それで現在、設置されている学校の

中で使用している水の種類といいますのは、地下水やプールの水や畑灌の水や水道水など各学

校においてさまざまですけども、保護者の話によりますと特にプール水も上水道の一部だと思

うんですけども、プール水も含めて上水道を使っているところでは、水道料金がかさむという

ことを理由になかなか散水を制限されることもあるということも聞いております。教育委員会

としてせっかく散水施設を付けていながら、そのような制限があるというような実態などはつ

かんでいるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 亀山議員の再質問でございますけども、散水施設における散水が、施設があるにもかかわら

ず使っていないというような内容だと思いますけども、教育委員会といたしましてはそういっ

た内容につきましては承知しておりません。せっかくある施設でございますから、またその散

水施設につきましては、長い時間を散水するものではないと思います。ほこりを抑え、または

暑さを抑え、近隣周辺の住民の皆さまへの影響もございますから、それはあるものにつきまし

ては十分使っていただいて結構だと思います。 
 なお、議員がおっしゃるように水源につきましてはいろいろあります。上水、それから畑灌

等、また地下水等もございますから、今、お話を聞きますとそういった経費節減で学校のほう

でも努力をしていただいたのかもしれませんけども、それにつきましては校長会等がございま

すから、必要なときについては使っていただけるような指導を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。 
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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） 
 昨今は大変、予算管理が厳しくて電気料を節約するとか水道料を節約するとかというところ

なんかも各学校では大変、神経を使っているようであります。ですので必要なときにはやっぱ

り水道料がかさむかもしれないけども、必要なときにはきちっと散水して、子どもたちの健康

や地域住民への配慮などもきちんとしていただけるような、そういう指導を委員会として各学

校にまとめていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 
 次に、住宅リフォーム助成制度について伺います。 
 住宅リフォーム助成制度といいますのは、地域住民が住宅のリフォームを行った場合にその

経費の一部を自治体が助成することによって、住宅の改善を容易にして、そして住民の住環境

をより良好にするということと、一方では仕事おこしで特に市内の中小零細業者の振興も図る

ものでありまして、地域経済活性化にもつながるものであります。 
 全国の自治体、今１，７８９ありますけども、そのうちのおよそ３分の１にあたる５３３自

治体が現在この制度を実施しております。県内では市川三郷町や韮崎市をはじめとして、最近

では甲府市が実施することを明らかにしたところであります。 
 実施している自治体がこの８年間で６倍と飛躍的に増えておりますけども、やっぱりこの増

えているところからみましても、この制度が地域経済活性化に大きな成果を挙げているという

ことの表れではないかというふうに考えております。 
 ２０１２年度の住宅リフォーム市場というのは、およそ６兆円になるというふうに推計され

ておりますし、２０２０年には２０兆円に達すると政府の成長戦略で位置づけているところで

す。さらに大手のハウスメーカーの売り上げでも、リフォーム市場は伸び続けているのが現状

であります。そういう現状でありますから、市内でもリフォーム需要は大変高いものと思われ

ます。そこで以下、質問をします。 
 この制度を実施している全国の自治体の経験からも不況の折、特に中小零細業者に仕事がま

わって地域経済活性化に大きな効果があるというふうに報じられております。このような経済

効果を市としてどのように認識するのか、伺います。 
 ２つ目として市として実施する予定、考えはあるのか伺います。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、斉藤建設部長。 

〇建設部長（斉藤寿君） 
 亀山和子議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、この制度の実施により生まれる経済効果をどのように認識しているかについてで

ありますが、近年一部自治体においては住宅リフォーム制度を創設し、住宅投資による地域経

済の活性化を図るとともに既存住宅の増改築・リフォームにより、住民が安全・安心で快適な

生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援する施策が展開されております。全国での助成交

付団体の状況は平成２４年８月現在、４６都道府県４９１の市区町村で助成しております。 
 このうち山梨県内で耐震化を伴わない助成制度を実施している市町村は韮崎市、上野原市、

市川三郷町の３市町で、リフォームに要した費用の１０％で１０万円を限度に助成しており、
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市町村単独費等で対応している状況であります。 
 経済効果につきましては景気低迷で住宅新築の需要が減退する中、工事を地元事業者に限定

することにより、地域経済の活性化につながるものとの認識を持っております。 
 次に笛吹市で実施する予定、考えはあるかについてでありますが、住宅リフォームにつきま

しては現在のところ、国や山梨県においても助成制度がない状況となっております。このこと

からも既存住宅のリフォームにつきましての経済効果は認識しておりますが、市の厳しい財政

状況を勘案しますと、単なるリフォームへの助成より木造住宅の耐震化対策につきまして市民

の命と安全を守る上で重要な施策として推進しているところであります。 
 東海地震は必ず起こるといわれており、笛吹市にあっては藤の木愛川断層・曽根丘陵断層を

抱え、最大震度７が予想されております。笛吹市耐震改修促進計画の推計では、本市の主たる

居住を目的とした住宅は約２万９，４００戸で、そのうち耐震改修が必要とされる同住宅は１万

１，６００戸と推定されております。 
 このような状況を踏まえ、住宅リフォーム等を行う際はまず耐震改修を含む工事を実施し、

より安全でより安心な住宅を増やすことが喫緊の課題であると捉え、今後も地震対策の一環と

して木造住宅の耐震化に積極的に取り組んでまいります。 
 なお、笛吹市における現在の耐震化の補助制度は、木造住宅の耐震改修に対する補助ととも

に耐震化建て替えに対しても補助しております。この耐震化建て替え事業につきましては、県

による補助事業が平成２３年度をもって打ち切られる中、県内では本市を含め３市町のみで耐

震化の促進を図るため、補助を継続して実施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） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 今の部長の答弁では、経済活性化の面からどうなのかということについては、それはこの制

度を実施することによって、地域経済の活性化につながるものと認識しているというような答

弁でありました。それでお伺いしたいのですが、今、本市では耐震化計画で耐震事業をやって

いるということでありました。 
 そこで伺いますが、この耐震化事業における経済効果がどのくらいあるのかということにつ

いて伺います。２３年度の決算で、補助金が何件で補助金の合計がいくらで、そしてそれにか

かった総費用がいくらなのかということを伺います。 
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） 

 亀山議員の再質問ですけども、耐震化による経済効果といわれたと認識しておるわけですけ

ども、事業が個人から業者のほうへ仕事がいけばそれだけ活性化が図られると。事業主といい

ますか、建物の所有者については市のほうから補助金がいって、一部、経費も削減されるとい

う中で、経済効果はあるんではないかというふうに認識していますけども、２つ目の質問の実

績ということでありますけども、ちょっと金額的には分かりませんけども、件数でお答えをさ

せていただきます。 
 平成２３年度までの耐震建て替え事業につきましては３６件、耐震改修事業につきましては
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２２件、あと１つ、耐震のシェルター事業があるわけですけども、２３年度までの実績として

は５８件でございます。 
 なお、付け加えさせていただきますと本年度、現在のところ耐震改修につきましては９件、

耐震の改修事業につきましては３件、また耐震診断事業につきましては６０件の耐震診断をさ

せていただいております。金額については、手元に資料がございませんから分かりませんけど

も、以上の形で現在までの耐震改修の件数を報告させていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 私はこの制度をぜひ実施してほしいというふうに求めるのは、地域経済の活性化を目指して

この制度を実施してほしいということを求めております。ですので、もう少し例えば補助金を

出して耐震化事業をすることによって、経済の活性化にもつながっているという答弁であるな

らば補助金をいくら出して、市からいくら出したらどのくらいの事業になったのか、例えば１億

円の事業になったのか、それが全部、市内の業者が請け負っているのかというところまで少し、

もし分かれば答弁してほしいというふうに私は思うんですけども。 
〇議長（前島敏彦君） 

 斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 再質問でありますけども、先ほど来、全体の総額的にはちょっとつかんでおりませんから、

またあれですけども、補助率について説明をさせていただきます。 
 耐震の改修の補助金でありますけども、仮に１２０万円、上限ですけども１２０万円以上の

事業をしたときに個人の負担は３分の１の４０万円であります。残りの３分の２のうち県が３分

の１、４０万円、国と市が６分の１の２０万円であります。また建て替えについてであります

けども上限が４０万円であります。事業費については１２０万円以上で、最高４０万円という

ことで、これは先ほども答弁で申したとおり昨年度までは県の補助金もあったわけですけども、

現在は仮に１４０万円の補助金の対象の場合、個人が８０万円、残りの６分の１と６分の１、

２０万円ずつが国と市が負担しているということで実施をしております。 
 先ほど、実施件数を掛ければすぐ数字が出てくるかとは思いますけども、全体の金額につい

ては資料が手元にありませんので控えさせていただきますけども、以上、答弁とさせていただ

きます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 この耐震化事業が市の地域経済活性化に貢献しているということであるならば、そのへんの

資料をのちほどでもいいですので出していただきたいので、市内の業者がどのくらい関わって

いるのかということも含めて出していただきたいというふうには考えます。 
 今、先ほど申しましたけども、ある経済研究所によりますと、このリフォーム市場はおよそ

年間６兆円というふうにいわれております。６兆円を人口で割って、ここの笛吹市に単純に当

てはめるということにもいきませんけども、しかしそれにしてもこの６兆円を人口割で割って、
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この笛吹市に当てはめるなら、およそやはり２０億円か３０億円の市場になるのではないかと

いうふうに私は推察をしております。これを助成して市内業者に仕事をまわしたら、大きな経

済効果が期待できないだろうかというふうに考えておりますけども、そのへんのところをもう

１回、答弁をお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 再質問でありますけども、今現在、市ではリフォームの補助金を出していないわけですけど

も、県内の市町村によりますと耐震改修とリフォームをくっ付けた中で補助を出しているとい

うような制度を実施している団体もあるわけですので、そのへんも参考事例とする中で今後、

検討をさせていただきたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 最後に伺いますけども、市長は今日の午前中のいろんな答弁でも観光の活性化対策というこ

とを掲げております。それで、その市長が掲げる温泉街の活性化についてですけども、外から

観光客を呼んで来ていただいて、それを活性化させるということも大変大事なことです。しか

し、やっぱり市民が潤って市内経済がどういうふうに活性化できるのかということも大変大事

でありますし、そのことは温泉街の活性化とまったく矛盾しないはずであります。むしろ大き

く後押しする大きな作用を及ぼすものではないかというふうに考えているんですけども、その

視点からこの制度の導入についてどう考えるのか、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 先ほど来、観光地の活性化ということでるる述べさせていただきました。こういう言い方を

する方がおります。いい観光地はそこに住んでいる方が生き生きと暮らしている、そういう場

所であると。まず住んでいる人が本当にここに住んでよかった、そういう表情をしているとこ

ろがいい観光地なんだとこういうふうな言葉、私も噛みしめております。今の亀山議員の言葉

もまさにそれに相通ずるということで、そうした視点で今後、施策を進めていきたいというふ

うに思っております。 
 なお、住宅リフォームという個別の問題に関して、ここで私の立場から即答は避けさせてい

ただきますけども、しかしいずれにせよ地域の活性化のために地域の業者の皆さんに税金を還

元するというか、こうしたような事業を地元の皆さんにしっかり担っていただくということは

大事なことだというふうに考えておりまして、今後ともそういうようなことは地域のためにな

るんであれば、一生懸命努力してまいりたいというふうに考えております。 
 以上で答弁を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、亀山和子君の一般質問を終了します。 
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 関連質問を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ２つ目の亀山議員の質問に対する関連質問をまず行いますけども、今回の質問の趣旨は耐震

化の問題ではなくて、地域経済の活性化ということだったわけですが、それにしても１万１，

６００戸、耐震化が必要な中で毎年わずかな数ということですが、活性化の視点から見ると経

済、この事業によって潤う業者というのはほんのわずかだなという感想を持ちました。それに

対して、まさにこの住宅リフォーム制度というのは、あまねく地域の中小の業者まで含めて仕

事がまわってくる、ご近所の改修工事をやるということで、その点では施主も、それから地域

業者も、それからまわりまわって税金が増えていくという点では、必ずしも補助額のとおり負

担が増えるというものではないということをちょっと強調しておきたいと思いますが、その点

についてご見解をまず伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 斉藤建設部長。 
〇建設部長（斉藤寿君） 

 渡辺議員の関連質問でありますけども、リフォームをすれば経済活性化につながるというこ

とも私自身も理解はするわけですけども、市の取り組みとしてはいずれくるであろう東海地震、

あるいは東南海地震等に備えて、住んでいて安全・安心が持てる住宅に修理をしていただきた

いというふうな考えでおりますのでよろしくお願いします。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 市長の先ほどの答弁もございましたので、積極的な検討をお願いします。 
 それから第１問目の関係でございますが、プールの水も夏中、替えないというようなことで

殺菌剤のために皮膚が荒れて、なかなか弱い子はプールにも入れないというような状況もあり

ます。散水も経費節減で減らすということの話を聞いておりますが、それに関して、では一番

高い上水を使った場合、水のコストはどれだけ増えるのかということで公営企業部長にちょっ

とお聞きしたいわけですけども、今、水道は供給可能量に比べてどんどんこの供給量が減って

いるという節水志向もありまして、減っているということで、そうした中で例えば１立米まい

たとしたら、全体のコストアップはどのくらいか。人件費とか原水費とかは増えないわけです

から、せいぜい電気代と薬品代ぐらいのところだと思いますが、もし分かりましたら例えば１立

米いくらぐらいかかるのか教えていただきたい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、松岡公営企業部長。 
〇公営企業部長（松岡利明君） 

 渡辺議員の関連質問にお答えします。 
 平成２３年度決算ベースでありますが、給水原価１７１円かかっております。１７１円かか

りまして、おっしゃるとおり動力費と薬品費で約８．８％を占めておりますので、掛けますと

約１５円、あと人件費等をおっしゃるように抜いて約１５円で済むんではなかろうかというふ
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うに思います。金額的には１５円。 
 以上、答弁とします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 せっかくある施設ですので、まわりの近所にも迷惑をかけずに、また子どもたちも快適な状

態でグラウンドを使えるように、あるいはプールが使えるように、そしてそれを使うことによっ

て１立米当たり１５円、トータルでは増えるだけだと。公営企業部にお金が入って、今度、基

本財政のほうからの繰入金が減るということを考えますと１５円、１立米当たり増えるという

ことですが、そのへん理解して、ただ学校の水道料の負担は増えるわけですから、財政のほう

でもそのへんは十分見積もった予算設定をしていただきたいと思うんですが、そういうことを

勘案していただけるかどうかということを財政にお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 学校は１９校ございまして、校長先生がおりますので校長先生の判断でやられております。

その中で水をまかなければならないときはしっかりまいていただいていると思いますけども、

先ほど公営企業部長のほうから話がございましたように、１５円ということでございますけど

も、そのへんはしっかり確認をしながら進めていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 ここで、教育施設ということで社会教育施設も含めてグラウンド状況を考えてみますと合併

したあと、各市町村の中心的なグラウンドで今まであったところが、今、合併してそうではな

くなったと、各地域のグラウンドだということでかなり放置されている状況というのはあるわ

けなんですね。私の地元でも、八代の中央スポーツ広場、この間もゲートボール大会があった

わけなんですけども、会場として適切かどうかということで、だいぶ議論があって問題がある

というけども、やむなくやったというような話も聞いておるわけなんですが、こういうところ

の管理も高齢化していて、終わったあとローラーを引くということもなかなか大変な状況の中

で、やはり基本的な整備については十分その状況を見まして、検討していっていただきたいと

思うんですが、その点についていかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 渡辺議員の関連質問でございますが、旧町村にございます中央スポーツ広場等の管理につい

てでございます。 
 基本的には使ったものは整備していただくというのが基本でございます。当然、利用団体の

皆さんにつきましては登録していただいておりまして、使ったあとにつきましてはグラウンド

整備をしていただいているというように承知しております。とは申しましても、今、渡辺議員
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がおっしゃったように雨等の雨水が流れたあと、しっかりと整備していなくてというような状

況だと思います。われわれにつきましても、そういった細かいことにつきましても指定管理お

よび直営でやっている場合につきましては、教育委員会といたしましてもしっかりそのへんを

整備させていただきたいと思います。 
 とは申しましても、夏の草が生える時期につきましてはなかなか管理ができないという部分

もございますけども、それにつきましては指定管理者等にもきちっと指導させていただきたい

と思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 よろしくお願いします。 
 それから最後に今、芝生のグラウンドが特に各地で作られて、また求められているわけなん

ですけど、学校でもぜひそういう方向を目指していただきたいんですけども、お金はもちろん

かかることですので、１つのモデル事業として社会教育施設のグラウンド、あるいは学校施設

でまずもって芝生グラウンドの検討をはじめていただきたいと思うんですが、その点はいかが

でしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 渡辺議員の関連質問でございますけども、芝生化ということでございますけども、モデル校

というのが実は一宮西小学校に１校ございます。これは小学校にあったテニスコートの部分で

ございますけれども、それがフットサルにちょうど、広さ的にはいいサイズの広場でございま

すけども、その部分につきましては事業として芝生化させていただいています。もちろん芝生

になりますと管理が大変、厳しいものがございますけども、学校のほう、あるいはＰＴＡの皆

さんにご協力いただきまして管理されております。そういった状況を見まして、それから全校

をと、または全施設を芝生化というのはなかなか難しいわけでございますけども、改めて協議

をさせていただきたいと思います。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 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３時５０分から。 

休憩  午後 ３時３９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時５０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 一般質問を続けます。 
 １８番、渡辺正秀君。 
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〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 日本共産党の渡辺正秀でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。 
 原発、消費税、ＴＰＰ、不況対策、貧困と格差、それらをひっくるめて日本の進路を問う衆

議院選挙が戦われております。これらはいずれも市民の安全、暮らし、教育、農業経営、そし

て人間関係や、さらに市政に直接関わってくる問題となっております。私どもは反ＴＰＰ、貧

困対策、内需主導型経済対策、いずれにおいても本物の提案を示し躍進してまいりたいと、頑

張ってまいりたいと思っております。 
 さて質問に入りたいと思いますが、その前に倉嶋新市長誕生、本当におめでとうございます。

市民の声がまっすぐ届く新しい市政実現の先頭に立っていただきたいと思います。 
 第１の質問は、合併財政優遇措置に関する基本認識についてであります。 
 ご存じのとおり、合併１６年後には基準財政需要額が２７億円から３０億円減額されます。

地方交付税がそれだけ減らされます。その予算規模で笛吹市はやっていきなさいということに

なります。そのときに借金返済額が大きくなったり、あるいは箱物の維持管理費が増えるよう

なことになれば当然、福祉、暮らし、教育、市民生活にまわすお金がなくなってしまう、こう

いうことを私、心配しているわけでございます。 
 しかしこの間、合併特例債、大型事業ラッシュの感がありました。そのもとには合併特例措

置について合併の優遇措置、おいしい飴という安易で誤った認識があったのではないでしょう

か。例えて言えば景気の悪い会社の社長が、この先、給料を減額することになりますよと。そ

の代わり一時金をあげます。会社の高級外車を安くローンで売ってあげますよと、このように

言われているのと同じようなものではないかと思います。これを買う人はたぶんいないと思い

ます。これを買ったら経費が増え、家族はまともに飯も食えない。子どもを学校にもやれない

ということにもなりかねません。経費のかかる高級外車でなく、普通車を軽自動車に替えると

いうような対策が正解でしょう。要は合併特例債は優遇措置ではなくて、地方交付税減額期に

対処するための準備資金とでも捉えるべきではないでしょうか。そう考えれば、合併特例債を

使う原則は財政的に見れば、おのずと明らかになるのではないでしょうか。 
 第１は、将来の経費を減らすための投資とすべきです。例えばメンテナンスに多額を要する

旧式のシステムを更新して経費節減を図る。これは私どもも一生懸命言い続けてきまして、そ

して今、進んでいるところではないかと思います。 
 それから例えば本庁、４つの館に分かれておりますけども、長い先のことを考えれば暗澹た

る気分になります。本来ならばスリムで機能的な本庁をつくるというようなこと、これが財政

的な面で見ても経費を減らすということになると思うわけでございます。 
 そして第２は、どうしても必要なものはこれは仕方がない、つくります。例えばこの間、主

張して実現しました教室へのクーラーの設置とか防災対策、例えば芦川地区の防災無線、屋内

受信機の復活、これらは当然、必要なこと、どうしても必要なことだと思います。 
 第３は夢の実現のため、将来を見つめて必要な投資を行うということではありますが、これ

は特に費用対効果、将来の見通し、市民合意に配慮しなくてはならないと思います。このこと

が大変不足していた、そして市民の意思を無視したからこそ、この多機能アリーナ反対、世論

が大きく高まったんではないかと思います。このような原則が必要ではないかと思います。 
 こうした原則の提案というのは、新庁舎建設構想が出された際、また６大プロジェクトが提
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案された際、前市長に質問したことですが明確な答えはありませんでして、そして十分に配慮

していただけませんでした。新市長におかれましては、明確な答弁をお願いいたします。よろ

しくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに普通交付税の減少に向かう準備のための財政措置が合併算定替えであり、合併特例

債だと考えるべきではないかという点についてであります。 
 議員ご指摘のとおり、普通交付税の合併算定替えによる交付および合併特例債の発行につき

ましては、国の合併した自治体への財政的配慮であると考えております。合併した自治体は合

併に要する臨時的経費が発生するばかりでなく、合併特例期間内に合併町村間の行政サービス

の一元平準化、ならびに公共的施設の整備についても均衡を図っていかなければならず、これ

らの取り組みには実際に多額の経費を要しているところであります。 
 合併特例期間は合併年度とその後１０年間でありますが、決して長い期間とは言えません。

国の財政措置のあるこの期間を有効に活用し、新市の体制基盤づくりを行っていかなければな

らないと考えております。 
 次に、合併特例債の使い方には原則が必要ではないかについてであります。 
 渡辺議員より将来の経費削減のための投資、どうしても必要なものをつくる、夢の実現のた

めの投資、この３項目に該当するものに合併特例債を充当するという原則を設けるべきではな

いかとの提案でありますが、たしかにその３項目は重要なことであり、またこのような原則を

設けることは間違いではないと考えるところであります。 
 ただ言わずもがなとは思いますが、合併特例債の施設整備への活用につきましては、新市建

設計画に基づく事業のうち合併町村の一体性の速やかな確立を図るため、または均衡ある発展

に資するために行う公共的施設の整備事業、もしくは合併町村の建設を総合的かつ効果的に推

進するための公共的施設の統合整備事業と定められております。 
 このことを基本といたしまして、笛吹市の基本構想および基本計画である第１次総合計画に

掲げる各種施策、取り組みの中で費用対効果を熟慮した上で効率的に合併特例債を活用し、将

来像の実現に向けたまちづくりを進めていくことが最も重要なことであり、かつ原則であると

考えております。 
 もちろん各種施策の実施においては市民の皆さまの声をお聞きし、合意をいただく中で事業

執行していくことは言うまでもございません。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 合併特例債の趣旨については今、言われたとおりでございますが、特に財政面から見たとき

には、この特例措置の終わったあとの厳しい状態、ここを見据えて、やはり私の先ほど提起し

たような問題をしっかり踏まえて、そして将来の財政運営、市民生活に大変な負担を強いるこ
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とのないような、慎重な対応を心からお願いしたいと思います。 
 そしてこの具体的な中身ということでございますが、先ほど例えばということで言いました

けども、庁舎について今、耐震改修が進んでいるわけですが、耐震改修をすれば６０年も建物

はもつというふうに説明を受けているわけですが、６０年もああいう状態で続けていく、しか

もあの河川の脇、しかも交通の面からも非常に難のある場所ですね。これは新庁舎建設のとき

にすでに指摘されたことでございますけども、こういう状態が将来にわたって続くということ

は、やはり大変大きな問題だと思います。そしてこの耐震改修で６０年間もこれがもつんだと

いうことで、これが進められるときに、十分な新庁舎の将来構想というものが論議されたのか

どうなのかということが問題なわけです。私どもも、その構想がある程度、出た昨年の９月で

す。即断、私もできずに１２月の議会および３月の議会にはすでに予算が出されて、そのとき

は反対討論もしたりしたわけなんですけども、大変急で職員の間でも十分な議論がされていな

かったと聞いておりますが、この点はいかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 再質問にお答えをいたします。 
 前市長のもと耐震化を進めるべきなのか、新庁舎をどこかに求めていくのか議論があったと

思いますけども、議会の中でも耐震化を選択するということで決まっていくという方向でわれ

われも理解をし、その方向で進めてきたわけですけども、今考えてみれば、渡辺議員から十分

に議論をしたのかという指摘がありましたけども、そういう点での不十分さがあったかという

ことになるかもしれません。現在、本庁舎は最終段階にきておりまして、本庁の耐震化を済ま

せることによって完了すると、２６年の５月には完了するという段階にきております。 
 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） 
 十分な検討をしないと、この他の大型事業と同じようにどうすべきかという結論も出ないと

思うんですが、やはりこれは庁舎問題というのは笛吹市百年の計といわず６０年の計というこ

とになりますので、十分にそのへんで市民の合意とそれから職員の中でも十分な検討を進めて

いって、どういう決断になろうともそれを検討して、十分な検証を行っていただきたいという

ふうに思います。 
 防災対策の関係でも先ほど言いましたけど、芦川地区の防災無線屋内受信機の復活、これは

８億円も防災無線にかけておいて、わずかな金額でこれができるのに不便をこのまま強いて、

大変危険な状態を放置するということになりますので、この点について急いで対策を立ててい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 防災無線につきましては、デジタル整備が２３年度をもって完了したところでございます。

その際、芦川の個別受信機についての議論もなかったわけではないと思います。撤去するにつ
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いては、芦川地域の全域に放送が行き渡るように子局も何本か増設をしたという中で個別受信

機については、芦川全域に防災無線の放送が行き渡るということで撤去させていただいたとい

う経過があります。ただし、昨年の台風の折にまだアナログの個別受信機があったということ

で、避難勧告を出すことができたということから考えてみれば個別受信機の必要性というのも

認識はしているということでございます。 
 今後につきましては芦川だけということになりますと、やはり笛吹市全体で考えてみると不

公平感というものがございますので、合併前に芦川以外にも個別受信機が設置されていた地域

もございますので、そういったものを総合的に検討する中で、今後の対策を考えていきたいと

いうふうに思っています。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 高いお金をかけてデジタル化して、そして前より不便になったと。そして特にあそこの芦川

においては、芦川が濁流で大変な流れになれば、戸を開けておいてもとても音は聞こえないわ

けですよね。今、立て付けがよくなっているから、ほかの地域でも屋内受信機がほしいという

こともございますが、実情がまったく違うわけです。そういう点で万が一、やはり大変な事故

が起こってからでは遅いということで早急に対策を立てていただきたい、お願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 雨宮総務課長。 
〇総務課長（雨宮寿男君） 

 たしかに渡辺議員のおっしゃるとおり、降水量とかをとってみましても芦川地域においては、

こちらの東の地域と比べて降水量も多いということで、大雨が降った際のそういうごう音とい

うんですか、そういったものは他の地域と違うというようなことも十分認識はしております。

それらも踏まえて総合的に検討させていただきたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 命が大切です。よろしくお願いします。次の質問に移ります。 
 農業振興策を問うということで、私たちは多くの農業関係者との懇談、農業シンポジウムの

開催、独自の検討を経て平成８年５月に笛吹市農業施策についての提案をまとめて提案しまし

た。その柱の１つ、新規就農者支援制度については一部実現いたしました。これらの推進を求

め、かつその発展を求めて以下、質問をします。 
 １つは市の総合的な農業施策を改めて検討し、確立する考えはあるかどうかということでご

ざいます。私どもが提案した１つのきっかけの中には、市の農業振興行動計画というのがござ

いましたが、これはすべて法人化に夢を託すかのような、キーワードは農業の法人化というと

ころにあったと私は読んだわけですが、笛吹市の実情を考えるとそれだけではないということ

で、笛吹市の現実に照らした形での提案をしたわけです。そうした中で改めて総合的な農業施

策を検討し、確立する考えはあるかどうか伺います。 
 それから２つ目に、笛吹市の農業の維持発展のための最重要課題は農業後継者の確保育成だ
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と思います。支援金制度の拡充とともに総合的な支援政策が必要と思いますが、この点につい

てのお考えを伺いたい。 
 さらに農業後継者が育てば農業の新たな展開、経営形態、営農内容は農業者自身が決めてい

く、基本的にはそこが中心になって決めていくことです。これに対して行政が経営形態等、こ

れからの農業についてこと細かく図面を用意して指図するようなことは、これはちょっと間違

いではないかというふうに思うわけでございます。そういう点での後継者対策、それから農業

政策をどういう理念で、考え方でつくっていくのかということについて伺いたいと思います。 
 ３つ目にＴＰＰの交渉参加について、議会、それから農業委員会、農協などは反対という立

場を明確にしました。そういう中で前市長は賛成をしてきました。前農業委員会会長は前市長

に対しても、この場で足並みをそろえてＴＰＰに反対してほしいということを強くお願いした

経過もございます。市長はＴＰＰ交渉参加について賛成か反対か、この点についての見解を伺

いたいと思います。 
 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） 
 渡辺正秀議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに市の総合的な農業施策の検討、確立についてでありますが、当市においてはこれま

でもさまざまな農業施策を実施してまいりました。他の市町村に例のない新規就農者支援制度

や援農支援システムの確立などを行ったところでございます。 
 今後でありますが、ＪＡふえふきの営農支援センターや農業技術向上を図る援農支援センター

等と連携しながら、営農相談や農業情報のワンストップ窓口化など農業の振興を図るべく行動

計画の見直しを含め、関係機関等と協議しながら内容を検討してまいりたいと考えております。 
 次に、農業後継者確保等の支援策についてであります。 
 現在の農業後継者支援につきましては、平成２２年度より新規就農農業後継者支援事業を行っ

ているところであります。また新たに平成２４年度からはＩターン、Ｕターンの新規就農者を

対象とした支援事業を開始したところであります。 
 いずれも開始してまもない制度ですので、今後は農業技術講習会や国・県の事業の紹介およ

び将来の農業経営などの相談会等の支援に取り組み充実を図ってまいりたいと考えております。 
 次にＴＰＰ交渉参加についてでありますが、本市の基幹産業である果樹生産については外国

からの安い輸入果物と競合し、厳しい状況になると考えております。このため、今後の農業振

興策としては桃・ぶどう日本一の郷 笛吹市として、今まで以上により高品質でなおかつ安全・

安心な果物を消費者に提供することで、輸入果物との差別化を図り体力のある農業振興を図っ

ていきたいと、このように考えております。 
 ただしかしながらＴＰＰに関しまして総合的に考慮いたしますと、私はＴＰＰは単なる農業

問題のみならず国家主権に関わる部分、国家のあり方、国民生活それぞれ異なる中での問題と

いうようなことも考慮しますと、現時点においては交渉参加については反対の立場をとりたい

と考えております。 
 以上、答弁といたします。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 各種の個別の農業施策等ございますが、総合的な農業施策という点では平成１７年でしたか、

農業振興行動計画以降はないわけでございまして、そういう点では新たなものを策定する要因

もあると思いますけども、その際にやはりまたさまざまな提言、あるいは意見を述べさせてい

ただくと思います。ぜひともこの農業施策、きっちり確立していただきたいということを最後

にお願いし、かつそういう予定があるかどうかということを伺いたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 おっしゃられたとおり、平成１８年に策定した笛吹市農業振興行動計画がございます。かな

り時も経っております。現状の農業のニーズに見合う中で、行動計画の見直しを含めて関係機

関、農協等々になろうかと思いますが、関係機関と協議を重ねる中で内容の検討を行い、速や

かに行動計画策定に結び付けていきたい、こんなふうに考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 渡辺正秀君。 
〇１８番議員（渡辺正秀君） 

 繰り返しになりますが、その際にまた具体的な意見も述べ提案も行っていきたいと思います。 
 それでは私の質問を終わります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、渡辺正秀君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 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。 
 渡辺議員は本庁４館分散状態からスリムで機能的な本庁をつくることとか、それから本庁舎

の耐震改修のことにも触れておりました。そこで伺うのですが、今議会の初日に市長は所信表

明として冊子を出しております。その中で市役所本庁舎の耐震改修についてという項目があり

まして、その中には本庁舎耐震改修事業に取り組んできたが、ここで本庁舎耐震改修、本庁舎

新築の経済比較などの検証を早急に行って、来年度以降の事業の進め方を考えたいというふう

に議会初日、述べておりました。 
 今までの荻野市長は本庁舎新築というところはまったく視野にありませんでしたけども、こ

れが所信表明によりますと改修するのか、それとも新築もあり得るよということだというふう

に思うんですけども、そういう解釈の仕方でよろしいんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 関連質問にお答えします。 
 今ご指摘のとおり新庁舎建設、これからする場合と、それから今計画をしてきて、今、途中
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になっておりますが、耐震化を今後、最後まで仕上げるという場合の比較を、できるだけ正確

に早急に進めている段階でございます。 
 例えば新庁舎をつくる場合には、これまで合併特例債、今年度も入れまして１０億円ぐらい

の合併特例債を返還しなければならないというようなこととか、それから上野原の建設コスト

を計算して、本庁舎の場合には議場も合わせて土地を確保して、議場も一体化したものをつく

る場合には４０数億円かかるとか、いろいろ検討を重ねているところでございます。 
 こういうものを比較しながら、これまでかけてきた耐震化の費用、最後でまとめますと大体

１５億円になりますけども、この１５億円で仕上げるのがいいのか。それとも１０億円の特例

債を返しながら、４０数億円の新庁舎を建てたほうがいいのか。このへんを議員の皆さん、そ

れから市民の皆さんに説明できる資料を十分つくりながら早急にご意見を伺いながら、方向性

を出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） 
 １６番、亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 そうすると市役所内では具体的に両者を比較しながら結論を出していくという方向で、具体

的にもう動きが始まっているということでよろしいんですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 そうご理解ください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 亀山和子君。 
〇１６番議員（亀山和子君） 

 そうすると、先ほどの説明ですと本庁舎の耐震改修が終わるのが２６年度ということであり

ました。そうすると工事が終わるのが２６年度ですから、始まるのがもうかなり前ですよね。

そうすると早くそれこそ結論を出さないと、もうどんどん工事が進んでしまうということにな

りますけども、大体めどとしてはいつごろまでにこの比較検証を行いながら、いつまでに結論

を出すという予定でいるんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 来年、平成２５年の連休には今の本庁舎を空けることになります。４分割で事務を執行して

いくという段階になります。工事をするとすればそれからになりますので、２５年度の当初予

算に耐震化の工事をするとすれば、当初予算に計上していきたいと。そのために年明けぐらい

には判断をしなければならないというふうに考えています。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 
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〇１６番議員（亀山和子君） 
 そうしますと大変短い間に重要な決断をするということになるわけですけども、例えば市民

ミーティングを開きながらということもあるかと思いますけども、あまりにも突然なことでは

ないかというふうに危惧もされるわけですよね。だからそのへんのところをどういうふうにク

リアしていくのかというところが、大変やっぱり懸念するところなんです。 
〇議長（前島敏彦君） 

 山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 市民ミーティング等、いろんな意見が出されるかなというふうに思います。例えばそこで当

初予算に盛っておいても、もう少し議論が必要ではないかということになれば、またその先へ

延ばしていくことも可能だというふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 亀山和子君。 

〇１６番議員（亀山和子君） 
 市民のサービスへの利便性から考えると、本庁機能があちこちに、３つも４つも分散してい

るよりも１つのところにあるというのが市民のサービスの利便性から考えれば、大変いいこと

ではないかというふうには考えますけども、いったん前市政では新庁舎の建築はまったく視野

になかったというところですので、そのへんのところは慎重にやっていただきたいなというふ

うには考えています。 
 もう１つ、関連をさせていただきます。 
 合併特例債の使い方についてどうなのかということで、渡辺議員のほうから質問があったと

ころです。合併特例債事業の５大事業については、市長のほうからいろんな方針が出されたと

ころでありますけども、たしかその合併特例債事業の中に御坂、八千蔵のストックヤード建設

のことも合併特例債事業の中に入っているのかなというふうに私は認識しているんですけども、

そのことについて４市共同でということなんですけども、新しい市政になってこのストックヤー

ド建設について、どのような方針で望むのかお伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 大型建設事業の中には、八千蔵は入っておりません。どのようなことでということですが、

先日、全員協議会の中でも県知事のほうにストックヤードの整備をよろしくお願いしますとい

うことで要請をしたところでございます。それは甲府の市長をはじめ、もちろん笛吹の市長、

４市の市長で要望書を挙げたところでございます。具体的な回答については、まだ返ってきて

おりません。そんな状況でございます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 関連質問を終わります。 
 一般質問を続けます。 
 １４番、川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 通告に従い、質問をします。 
 まずはじめに福祉の充実について、２点伺います。 
 １点目として、介護マークの導入について伺います。 
 高齢化の進展に伴って、認知症の高齢者も増加していると聞いております。認知症になって

も、施設などでなく家族やヘルパーの介護の力を借りて地域の中で生活されている方も少なく

ありません。 
 こうした中、認知症の方の介護は他の人から見ると介護をしていることが分かりにくいため、

家族が介護をしながら外出する際に誤解を受けたり、不審者扱いされる場合もあるようです。

最近では高齢者同士の介護、いわゆる老老介護も増えておりますが、例えば認知症のおばあさ

んの介護をするおじいさんが外出先でトイレの介助をしたり、下着等を購入するときなど他人

から疑いの目で見られるなど、本当に困るといった声も聞いております。 
 こうした家族の声に応えるための方策として、介護中であることが一目で分かるマークの入っ

たカードを胸に下げることにより、周囲の方に介護中であることを知らせることができれば、

住み慣れた地域で安心して生活していく上で効果的な施策ではないかと思います。介護しやす

い環境づくりの一環として、介護マークを導入してはいかがと考えますが、見解を伺います。 
 ２点目として、軽中度難聴児への補聴器購入費助成について。 
 現在の制度においては両耳の聴力レベルが７０デシベル以上のもの、あるいは片方の聴力レ

ベルが９０デシベル以上で、もう片方の聴力がレベル５０デシベル以上のものと規定され、判

定基準に該当いたしますと身体障害者手帳の交付が行われ、補聴器を１割負担で購入すること

ができます。しかし、それ以下だと全額自己負担で購入しなければなりません。軽度といわれ

る２５デシベルから４０デシベルまでは、小声だとやや聞き取りにくい。４０デシベルから７０デ

シベルだと普通の会話の聞き取りが困難だといわれております。音として聞こえていても言葉

として明瞭に聞こえないため、実際はコミュニケーションがうまく取れなかったり、学校の授

業についていけないなど、さまざまな問題が生じています。その改善策として補聴器が有効と

されています。難聴のお子さんを養育している保護者の多くは通常、若年層です。補聴器の購

入は大きな経済負担となることから、購入の時期を逸してしまうこともあると聞いております。

まさしく制度の狭間で苦しまれている状況であり、未来ある子どもたちになんとかできないも

のかと強く感じています。補聴器購入費助成について、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、荻原保健福祉部長。 

〇保健福祉部長（荻原明人君） 
 川村惠子議員の一般質問、福祉の充実についてお答えいたします。 
 はじめに介護マークの導入についてでありますが、高齢化の進展とともにひとり暮らしの高

齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、老老介護世帯の増加も深刻な社会問題となっており

ます。また、高齢化による要介護認定者や認知症の方も増加している状況でございます。こう

したことから川村議員のご指摘のとおり、介護しやすい環境づくりが必要と考えております。 
 このような中で介護を在宅で行っている方も多く、特に男性介護者が女性用品の購入時や公

共施設におけるトイレへの付き添いなどの際、誤解や偏見を持たれることが少なくないことか
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ら、静岡県では平成２３年４月より介護する方が介護中であることを周囲の人に理解してもら

えるよう全国で初の介護マークを作成し、静岡県内で配布する取り組みが行われております。 
 また平成２３年１２月には厚生労働省から各都道府県をとおして、管内市町村への介護マー

クの周知依頼がされております。本市におきましては、現在のところ介護家族等からの要望は

直接には聞いておりませんが、少しでも周囲から気づきや思いやりなどを持ってもらえるよう

な、介護しやすい環境をつくれるよう実施に向けまして前向きに検討してまいりたいと考えて

おります。 
 なお、介護マークの導入につきましては、県全体での取り組みが望ましいと思われますので

今後、県への働き掛けも行っていきたいと考えております。 
 次に軽度・中度難聴児童への補聴器購入費助成についてでありますが、聴覚障がい者への補

聴器の支給は、身体障害者福祉法により両耳での聴力が７０デシベル以上、または一方の耳の

聴力レベルが９０デシベル以上で他の耳が５０デシベル以上の方を聴覚障がい者と認定し、身

体障害者手帳が交付されており、補装具として支給される補聴器については医師の意見書によ

り必要性を認め障害者自立支援法に基づき、補装具としての支給機器の範囲で給付されており

ます。 
 ご質問の軽度および中度の難聴につきましては、２６デシベル以上７０デシベル未満と分類

されておりまして、身体障害手帳交付対象外となりますので、手帳交付を受けずに補聴器を使

用されている方もおりますが、その場合には自費での購入となっております。 
 児童の場合、成長過程での聞こえの支障は教育現場などにも影響を与えますことから補聴器

の使用を医師等から指示される場合もあると聞いております。 
 現在、児童の聞こえに関して具体的な補聴器の相談を受けてはおりませんが、幼少期におい

ては言語やコミュニケーション能力の習得に、また学齢期におきましては教育の場での学習機

会の確保に大変重要なものと認識をしております。 
 市内の小学校におきましては難聴学級を設置して対応している児童がいるほか、保育所にも

補聴器を使用している園児がおります。これらの児童の中には一方の耳の聴力低下により手帳

の対象とならないレベルであって、自己購入により補聴器の使用をしている児童もあると伺っ

ております。 
 補聴器につきましては、その方の必要とする機能等によりさまざまな種類がありますが、補

装具の基準額におきましては４万３，２００円から１３万７千円と幅がありまして、耐用年数

は５年となっております。 
 今後、補聴器の必要が認められる方についての支援のあり方を研究し、発達や成長と教育の

支援という側面から検討をしてまいりたいと思います。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 介護マークに対しての再質問なんですけども、今、老老介護も増えておりますが、その中で

息子さんが両親を介護しているという事例もたくさん聞いております。なかなか親を介護する

場合は、男性は地域社会とのつながりがなくて、誰かに助けを求めるということが苦手な方も

多いため、どうしても介護をしている場合、孤立してしまいがちになりますけども、地域包括
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支援センターのほうに男性が介護をしている方に、困りごとでどのような内容が寄せられてい

るか、お聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 地域包括支援センターに寄せられる困りごと、相談等で男性介護者から特にどんなふうなこ

とが寄せられているかというご質問でありますけども、介護マークにつきましての直接のご相

談はございませんけども、主に介護の仕方についての相談が多く寄せられております。具体的

なその内容といたしましては排泄時の対応ですとか、あるいは閉じこもりの防止、それから入

浴時の介助の仕方、また物忘れに対する対処方法といったことが多く寄せられている内容であ

ります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 さまざまな男性介護の方からの悩みを打ち明けている中で、市のほうでは、行政のほうでは

そういった男性介護に対するなんか支援策とか講座とかがありましたら教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村議員の再質問にお答えいたします。 
 男性の介護者に対する介護教室、そういうことですけども、特に男性介護者のみということ

はしておりませんけども、家族介護教室とかそういった機会を捉えて、男性介護者の方にもそ

ういった介護の仕方等を習得していただいております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 分かりました。それから介護マークを県のほうも働きかけるということなんですが、そういっ

た地域の皆さんに介護中ですよということを分かっていただくために、どういった方策をされ

るのか教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 介護マークを、前向きに取り組ませていただきたいと思いますけども、導入した場合でもや

はり地域や商店、またスーパーとか事業所、周囲の方に理解してもらわないと介護マークを導

入した効果が少ないわけですので、ＰＲが大変重要であるというふうに考えております。した

がいまして、導入した場合は広報やホームページ等での周知はもちろんでありますけども、や
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はりポスター等を作成して、市内の公共施設をはじめスーパーや商店、また事業所等にも掲示

してもらえるようなお願いをして、より一層、周囲からの理解を深めていくように努めてまい

りたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ介護者にとって住みやすい、また介護される人、する人にとって住みやすい地域になる

ように、またよろしくお願いしたいと思います。 
 それから軽中度難聴児ですけども、現在１８歳未満で聴覚障害者として身体障害者手帳を受

けておられる児童生徒は、市内には何名ぐらいいらっしゃいますか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、市内で１８歳未満の児童ということでお答えをさせていただきます。 
 聴覚の障害者として身体障害者手帳を受けておられる児童が８名おります。２名の方は、ま

だ極めて低年齢ですので、就学している児童および生徒にしてみますと８名のうち６名という

ことであります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 育児するにあたって的確に早く、そういう障害があるということを見つけ出すには今後、新

生児の聴覚検査体制とか充実、早期発見、療育体制の充実によって聴覚障害児の健全な発達を

支援し、保護者の子育てや就学に対する不安感の解消を図っていくために、今もいろんな施策

があると思いますけども、また今後どのように支援していくのかお尋ねします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 川村惠子議員の再質問にお答えいたします。 
 難聴をお持ちの方の新生児の聴覚検査、また市の支援体制等についてのご質問かと思います

けども、新生児の聴覚検査につきましてはその重要性が認識されておりまして、平成２０年か

らは県内すべての産婦人科で体制が整備されまして、出産後７日以内、あるいは出産後、退院

までの間に新生児の聴覚検査が行われております。任意の検査ということでありますけども、

受診率は９０％を超える受診率となっております。県のまとめによりますと、約１％の割合で

再検査の子どもさんがいるというふうな状況であります。 
 市といたしましての支援体制ですけども、母子健康手帳を発行する際には聴覚検査の結果を

記入する用紙も手帳へ貼付して一緒にお渡しして、そういった母子健康手帳の記録から確認を

する。あるいは赤ちゃん訪問の際にも確認をする。新生児聴覚検査で異常があった場合には医
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療機関から大抵の場合には市のほうへ連絡が入りまして、精密検査の受診指導ですとか、ある

いは保護者の不安解消に向けた、継続した相談を担当の保健師が行っております。また必要に

応じまして精密検査が必要な場合には、医療機関との連絡もとりまして治療方針等の確認も行っ

ていると。また赤ちゃん訪問後も４カ月検診、あるいは１０カ月検診等もありますけども、そ

ういった中で受診状況の確認も行っていると。それから１歳６カ月検診、あるいは３歳児検診

もございますけども、その際には言葉を発する発語検査、そういった検査も行っておりまして、

聞こえが悪いというふうな疑いがある場合には、公費で精密検査を行うような体制になってお

ります。 
 笛吹市では年間に子どもさんが、約６００人くらい出生数があるんですけども、毎年１人か

２人の再検査が出るということで、今年も１月から現在までで２人が再検査を受けて保健師さ

んが経過観察中というふうな子どもさんもいるようです。 
 今後どのように支援していくかということですけども、これまで行っております聴覚検査を

受けての市の支援体制をさらに強化をしながら、県の小児難聴ネットワークといったところと

の連携、それから必要に応じては県立聾学校で実施しております聞こえと言葉の相談支援とい

うところへも紹介をするようなことも行っていきたいというふうに考えております。少し長く

なりましたけども、答弁とさせていただきます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 川村惠子君。 
〇１４番議員（川村惠子君） 

 今、部長の答弁を聞かせていただいて、手厚く支援を行っている状況がよく分かりました。

その障害者手帳を持っていない方の補聴器の購入なんですけども、全国的には県が補助金を出

したりとか、市のほうでも独自でやっていることがありますけども、今後、県への働きかけと

してどういった方法をとるか教えてください。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 再質問にお答えいたします。 
 中度、軽度の難聴児童への補聴器の購入助成に対して県への働きかけについてどうかという

ご質問ですけども、県内では今年の４月から富士川町で初めて、この助成制度を実施しており

ます。まだ県からの助成制度が山梨県ではございませんので、町単独事業ということになって

おります。ですから本市におきましても市町村単独ということになるわけですけども、他の県

ではやはり先進的な取り組みをしている自治体がございますけども、やはり県において助成制

度が創設されて、そのもとで市町村も歩調を合わせて助成制度を行っているというところが多

くあるわけですので、市長会などを通じまして働きかけをしていただけるように要望してまい

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） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 ぜひ県に強力に働きかけていただきたいと思いますし、そういった狭間で大変な思いをして
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いる人たちもおおぜいいらっしゃいますので、そういった方たちにやっぱり手を差し伸べる意

味では、各町村ごとの支援が大事かなというふうに思っておりますので、ぜひ前向きに補助制

度とかができるように検討していただければと思います。 
 それでは、２点目の質問に移らせていただきます。災害時ホームページ代理掲載について。 
 東日本大震災をきっかけに、災害情報の発信機能の確保が重要なテーマになっています。役

所が甚大な被害を受けた際にホームページの更新用サーバーも使用不能になる可能性もあり、

そうした非常時に住民への情報発信手段が断たれることを防ぐ有効な手段として、今、注目さ

れているのが災害時に遠隔地の自治体にホームページを代理掲載してもらう仕組みであります。

実際に昨年の３．１１、東日本大震災の際、甚大な被害を被った岩手県、宮城県、福島県の各

市町村のウエブサイトは発災直後からサーバー、通信機器、通信回線の損壊やアクセス急増の

影響で閲覧できない状態が続きました。 
 そのような状況の中、被災地の１つである宮城県大崎市では平成１２年に姉妹都市の締結を

結んだ北海道の当別町との連携、協力により震災当日から当別町のウエブサイトに大崎市災害

情報ページを開設してもらい、被害の状況、避難所の情報、ライフラインに関する情報を途絶

えることなく毎日、発信し続けることができました。 
 現在、多くの自治体では周辺の市町村が同じシステムを共有したり、同じ施設を共同で用い

たり、相互に連携する対策を講じていますが、東日本大震災のように被災地域は広域にわたる

と近隣自治体の間ではお互いを助け合える状況ではなく、的確な情報発信が困難になり兼ねま

せん。大規模災害ではむしろ離れた自治体のほうが頼りになる可能性が高く、姉妹都市、友好

都市など遠隔地でありながら、定期的に人が行き来して交流を深めている自治体と災害時の協

定を整えることが重要であることは、今回の震災で得た教訓の１つであります。そこで災害情

報の発信機能の充実・強化を図るため、ホームページの代理掲載の取り組みについて市の考え

を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁の前に申し上げます。 
 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
 ただいま、５時になります。議事の都合により、時間延長いたします。 
 答弁を、風間経営政策部長。 

〇経営政策部長（風間和仁君） 
 川村惠子議員の一般質問にお答えいたします。 
 ホームページの代理掲載につきましては、東日本大震災をきっかけに市役所機能のマヒに備

える有効な手段として注目されております。市でも導入について検討する必要があると考えて

おります。 
 しかし、ライフラインが機能しなくなるほどの大規模な災害が発生した場合、本市の情報を

代理掲載先へ伝えることができない事態も想定されます。導入につきましては、それらの課題

も踏まえた中で検討をしていきたいと考えております。 
 なお、当市では本年度からツイッターおよびフェイスブックの公式ページを開設し、情報伝

達手段の拡張に努めているところでございます。これらは市のホームページ用サーバーが使え

なくなったとしても、インターネットにつながるパソコンとかスマートフォンといったものが

あれば情報発信が可能となります。非常に有効な情報伝達手段であります。有事の際、市民の
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皆さまに正確な情報発信が迅速にできますよう今後も情報伝達手段の確保に努めてまいります。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １４番、川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 笛吹市においては公共機関との災害協定を結ばれていますけども、震災以後、全国的に遠隔

地での災害協定を結んでおりますけども、そういった遠隔地とのホームページの代理掲載とい

うことを考えてはいないのかどうかをお聞きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 考えております。されど自治体では直接、市の施設の中にサーバーがあるところもございま

すし、またデータセンターという安全なところにおいているところもございますので、そういっ

た面も踏まえながら遠隔地にある自治体と協議を重ねていきたいと思っております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 川村惠子君。 

〇１４番議員（川村惠子君） 
 今の部長の答弁の中で近くにあるというふうにおっしゃいましたけども、この提案はあくま

でも遠隔地との交流の中でホームページの代理掲載ということですので、せっかく遠隔地で今

回の、全国の鵜飼いサミットで、６市とやっておりますので、そういった意味もありますので、

ぜひその点を今現在、そういうふうにやっているところの市町村の状況も検索というか調べて

いただく中で、鵜飼いサミットでやっているところとの協定を結んではいかがかなというふう

に私は思いますが、その点について。 
〇議長（前島敏彦君） 

 風間経営政策部長。 
〇経営政策部長（風間和仁君） 

 ご承知のとおり、鵜飼いサミットで災害協定を結んでおりますが、そのへんも踏まえた中で

どこがベストかということも考えた上で対応していきたいと思います。先ほどお話ししました

ように、それぞれの市はデータセンターというところに依頼しています。そのデータセンター

というのはたまたま、今、笛吹市でもサーバーが置いてあるところがございますけども、財務

会計等、固有のシステムについては共同で利用しておりまして、その財務会計のサーバーは市

にないんです。今、世の流れとしまして所有から使用へという流れがございます。いわゆる自

己管理をする場合と業者さんにそこのサーバーを使わせていただくような流れがございますの

で、それは個人情報等が少ない場合については、自前で管理をしなくてもそういった安全なと

ころに置くような手法がございますので、そのへんも含めた中で災害協定をしたところと協議

を進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） 
 川村惠子君。 
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〇１４番議員（川村惠子君） 
 安心・安全という部分と、あとはいかに市に何かがあったときに市民の皆さんに情報が的確

に、多くの方にいち早く伝わることで混乱を招くということも大いにありますので、そういっ

た面でいち早く検討していただき、導入に向けてすることを願いまして一般質問を終わります。

ありがとうございました。 
〇議長（前島敏彦君） 

 以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 お諮りします。 
 本日の会議はここまでに留め、延会したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日の会議はここまでに留め延会することに決定しました。 
 次の本会議は明日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。 
 ご苦労さまでした。 

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

延会  午後 ４時５５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 

 おはようございます。 
 ただいまの出席議員は２１名であります。 
 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
 本日、傍聴と撮影の申請があり、これを許可しましたので報告をいたします。 
 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。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 「一般質問」を１２月１０日、昨日に引き続き行います。 

 それでは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。初めての質問になりますので、よろしくお願いいたします。 
 私は笛吹市の果樹の農業振興についてということでお伺いをいたします。 
 昨日の神澤議員、また渡辺議員の質問の中にも農業振興ということにつきましてありました。

私は果樹について、皆さま方のご意見また質問をしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
 まず最初に桃・ぶどう日本一の郷、これは笛吹市のいろいろな封筒の中にも書いてあります。

表書きに桃・ぶどう日本一、そして温泉の郷、笛吹市の基幹産業の１つであるというのがこの

農業、それから観光、この２つは間違いなく基幹産業であります。この笛吹市の日本一の郷を

維持するために、現状はどうなっているのか。その収穫量と栽培面積の現状、そしてまた、こ

れからの将来、どのように推移していくのか。そのことについて、お伺いをいたします。 
 また、現状で共選出荷と個選出荷の構成比はどのようになっているのか。これも分かる範囲

で結構ですので、お答えをしていただきたい。私たちの地元境川でも過去には１０何億円とい

う売り上げがありましたけども、だんだんと農業人口の減少に従い、そしてＪＡ系統出荷が少

なくなり、個選出荷が非常に多くなっております。この構成比というものを市として把握して

いるかどうか、お伺いをいたします。 
 この果樹の今、現状におきましては長期のデフレ、それから果物の需要の減少、これによっ

て低価格が非常に進んでおります。このような状況の中で、私たちは桃・ぶどう日本一の郷を

維持していく必要があると思います。その大きな出荷量の中で、個選出荷の方々が非常に多く

なっているような気がいたします。この人たちに対しての情報伝達手段が今までは、６月まで

は防災無線によって、私たちの境川も非常に広く伝わっていました。ところが６月以降、これ

については、もう使えなくなりました。それに代わる手段として農協のメール、営農情報、い

ろいろな販売の状況、いろいろなことがメールで今、出荷者に伝えられております。しかし今、
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農業というのは老齢化が非常に進んでおります。この人たちがこのごろ言っていることは、私

たちがちょっとできないようになってしまった。情報が入らなくなってしまった。メールが使

えればという人たちも結構おります。防災無線はこの法律上、難しい面があるとは思いますけ

ども、少なくとも重要なときには使えるような体制をとっていって、老人たちの営農活動に少

しでも役立てていただきたいと思っております。 
 そして技術的な面としてブドウの簡易雨よけハウス、今年は、２４年度はブドウは非常にい

い作柄でした。高温乾燥が続きまして文句のない年というのが、この峡東地区の人たちの意見

です。しかし去年、一昨年、ベト病あるいは晩腐病として雨が多い年は非常に難しい年であり

ます。ブドウは笛吹市も日本一の産地であります。このままこの技術的なことが解決できなけ

れば、ブドウ栽培は非常に難しくなるんではないかと思っております。 
 簡易雨よけ栽培、これが絶対に必要になると私は思っております。これに対して市として全

面的なバックアップができないのかどうか、お伺いをいたします。 
 そして桃、現在、ＪＡふえふき管内では八代、御坂、境川、そしてフルーツ山梨の管内では

春日居、糖度センサーが入っております。しかし、一大産地である一宮に今のところ１つもあ

りません。桃というのは、私も作っておりますけども、色と形だけで判断するというのは非常

に難しい面があります。やはり糖度センサーを入れることによって一大産地の一宮、また石和

地区にも岡部地区、石和地区、富士見地区がありますけども、この糖度センサーが入っており

ません。桃はやはり糖度センサーで測って、しっかりと笛吹のブランドを維持していくことが

重要だと考えます。まず一宮地区へ入れていただいて、これが急がれるべきではないかと思い

ます。ご意見、所見をお伺いいたします。 
 次に担い手対策として、今、笛吹市の新規就農者、どのくらいいるでしょうか。新規就農者

というのは、学校を卒業してそのまま入る学卒の人もいります。Ｉターン、Ｕターン、そして

定年を迎えた退職者、定年帰農者、いろいろいると思います。特に多いのはこうしたＩターン、

Ｕターン、定年帰農者による職を離れた、前の職と離れて農業に就く離職者就農者だと思いま

す。こういう人たちも貴重な戦力ではありますけども、新規就農者として将来的に笛吹市はど

のように予想されるのか、お伺いをいたします。 
 しかし、この新規就農者、退職就農者、離職者就農者、そういう人たちは兼業でやっている

方々が多いと思います。現状の笛吹市の中で、公務員を辞めて農業をしだす、あるいは会社を

辞めて入る、そして定年を迎えて農業をする。この人たちがすぐに、今まで違う職業でやって

いてすぐに果樹栽培ができるとは思いません。なんらかの形で兼業の農家として、休みの日あ

るいはそういうときにやっている人たちが多いと思います。この兼業農家の人たちの育成指導

も重要ではないかと思われますけども、そういうことについての計画は市としては考えている

のでしょうか。そこもお伺いをしたいと思います。 
 果樹農業にとって大切なのは木づくり、土づくり、人づくりだと思います。人づくり、これ

はやはり担い手として重要な対策として、人づくりは大切だと思います。今ある援農支援セン

ター、この施設をもっともっと拡充していろんな就農者を増やすような方法でいっていただく

ことはできないでしょうか。また、もっと大切なのは専業の中核農家でありますけれども、こ

れはまた別の機会にお伺いをしたいと思います。 
 次に農地の鳥獣害被害、これは最近、増加しているように思えるわけですけれども、この状

況を市として把握しているのでしょうか。また鳥獣害被害に対してはイノシシ、カラス、シカ
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等が最近特に多い、また困っている地域もたくさんあるように聞いております。これは耕作放

棄地との関連があるのではないかと思います。この耕作放棄地の有効利用、農地以外への転用、

そのようなことで耕作放棄地を減らしていくことはできないでしょうか。 
 しかし、この耕作放棄地というのは、地形による地域間格差というのが非常にあると思いま

す。特に耕作放棄地が多いのはデータにもこの環境基本計画にもありますけども、境川、その

次が御坂、その次が八代です。これはやはり地形による大きな差が出ていると思います。特に

境川では急傾斜地と、それから谷、いくつもあります。境川から向こうはやはり曽根丘陵地帯

ですので、いくつもの谷があり、傾斜地があり、いろいろな地形が混ざっております。一宮、

御坂、こちらのほうは扇状地ですので、非常になだらかな斜面、果樹栽培にとっては非常にい

いとは思いますけども、耕作放棄地が多いのはどうしても境川、御坂、八代、この地形による

大きな格差があるように思います。この放棄地の有効利用、特に山付きですね。この緑の計画

の中にも景観作物、あるいは里山、山林、竹林に戻したらどうかというのが書いてありますけ

れども、あの谷、あるいは傾斜地では桃、ブドウを作れないという状況にあると思います。 
 このようなことで農地以外への利用、今、境川ではいろいろな形で谷を埋める事業が進んで

おりますけども、このようなことが考えられないでしょうか。 
 そのほかオリジナル品種いろいろありますけれども、これはまたのちの機会にしたいと思い

ます。 
 以上、雑駁ではありますけども、笛吹市の果樹振興について何点かお伺いいたします。よろ

しくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 当局の答弁を求めます。 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 ご苦労さまでございます。 
 岩沢正敏議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに桃、ブドウの収穫量と栽培面積の現状と将来予想についてであります。 
 ２０１０年農林業センサスによる栽培面積は桃１，４０５ヘクタール、ブドウ８８４ヘクター

ルでございます。収穫量については市町村別の統計が行われておりませんので、あくまでも推

計値となりますが、桃については約２万４千トン、ブドウについては約１万４千トンでありま

す。 
 前回の２００５年農林業センサスと比較いたしますと桃の栽培面積はやや減少傾向、収穫量

はやや増加。ブドウについては栽培面積、収穫量ともに減少であります。この原因といたしま

しては、ブドウから桃への栽培の変更が見られることおよび農家の高齢化と後継者不足にある

と考えられます。 
 将来的にも減少傾向は続くとは予想されますが、現状維持を目標に農業振興を図ってまいり

たいと考えております。 
 次に共選出荷と個選出荷の構成比でありますが、農林業センサスからの収穫量の推計値とＪ

Ａからの取扱量の実績数値を比較する方法で計算しますと、共選出荷の取扱量は収穫量に対し

約４６％になっております。現在は意欲的な若手中核農家や農業生産法人等が個人出荷を行っ

ており、共選出荷が減る一因になっていると考えられます。 
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 市といたしましても、安全で安定的に出荷できる魅力ある集出荷体制の構築をＪＡに働きか

けてまいります。 
 次に個別出荷者への情報伝達についてでありますが、本年６月から防災行政無線のデジタル

化に伴う国からの指導により農業情報の伝達ができなくなりました。このことからＪＡでは組

合員への情報伝達を登録制度による携帯電話、またパソコンへのメールに切り替えたところで

あります。また、希望する地区については地区放送による情報伝達を行っており、積極的な利

用を図られているところであります。 
 次に技術的な面についてでありますが、ブドウの簡易雨よけハウスの整備につきましては、

認定農業者向けのスーパーＬ資金の活用による無利子化、経営体育成支援事業による補助等の

支援策を行い普及してまいります。 
 また、一宮地区への光センサー選果機の整備につきましては現在、一宮南地区の共選所を第

６統合共選場に統合し、透過式光センサー選果機の導入に向けて国への補助金申請等の準備を

行っており、来年度の収穫期に間に合うよう整備を進めております。 
 続きまして担い手対策として、新規就農者の将来予想についてでありますが、現在３０歳未

満の農業後継者３５名に新規就農農業後継者支援金を支給しております。また４５歳未満の新

規就農者支援金制度には２名より申請があり、国の青年就農支援金には１６名が予定されてお

ります。このように市、国、県の支援策により新規就農者が今後も増加し、担い手になるよう

支援はしてまいりたいと考えています。 
 次に兼業農家の育成指導の計画についてでありますが、現時点においての特別な計画につい

てはございません。援農支援センターによる農業技術研修や援農派遣などにより農作業の手助

け等、充実を図ってまいりたいと考えております。 
 続きまして、農地の鳥獣被害についてであります。 
 平成２３年度においては市内全域で被害面積８８２アール、被害金額は約３千万円に及んで

おります。また、本年のイノシシ等の捕獲頭数は大幅に増えております。このため狩猟免許取

得補助をはじめ電気柵の整備、また捕獲檻の整備等を行い被害減少に努めております。鳥獣被

害の原因の１つである耕作放棄地の有効利用につきましては、農地利用集積事業を活用すると

ともに認定農業者や農業生産法人への集積を図り、農業委員会と連携を図りながら耕作放棄地

の有効利用を図ってまいりたいと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 ただいま、一宮地区への糖度センサーへの整備が国のほうからの内示待ちということで進ん

でいるという話がありました。市とすればこれは補助金、あるいはいろいろな形で援助するこ

とになると思いますけどもどのくらいの予算を予定しているのでしょうか、お伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 再質問でありますが、一宮の光センサー導入については国からの補助制度が５割、２分の１に

なります。総事業費の１０％、１割については整備補助金に基づいて市の単独補助が１割とい
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うことになります。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 その前に共選出荷と個選出荷の構成比で、ＪＡのほうの出荷量から割り出して４６％という

お答えがありました。残りの５４％は個選出荷、この人たちは個人の出荷あり、個人の５、６人

の組合あり、そして法人があり、そして出荷業者による出荷もあると思います。いろいろな個

人組合が各地にいろいろあると思いますけども、そのような組合の数、あるいはそういう法人

の数、できれば数人でやっているような個人組合、そういう数あたりは掌握しているのでしょ

うか、ちょっとお伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 法人関係については今現在、私どもで把握している法人は１９法人ございます。それから数

名で行っている、これも法人といえるかどうか分かりませんが、小規模な個選体制というもの

についてはそこまでの把握はできておりませんが、いずれにせよ５４％についてはなんらかの

個人販売体制ということで非常に大きな割合になりますので、今後、笛吹のブランドというこ

とでさらに共選出荷、安全・安心なものが供給できるという、その体制強化に努めてまいりた

いと考えております。 
 以上になります。 

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。 
 保坂利定君。 

〇７番議員（保坂利定君） 
 笛新会の保坂ですけども、岩沢議員の一般質問に基づきまして関連質問を行います。 
 特に鳥獣害対策ですけれども、イノシシ、カラス、シカ、最近多いということを耳にします

けども、２３年度実績でイノシシ、クマ等の捕獲の実績、それとシカの対策が非常に大変難し

い状況がありますので、シカに対する対策は今どのような状況かということと、非常に鳥獣害

対策は猟友会に頼るところも多いと思いますので、その猟友会に対する補助等々についてお聞

きしたいと思います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 まず捕獲頭数になります。イノシシがダントツに多いわけですが、ちなみに昨年度は１７頭。

本年度、２４年度については今現在になりますが８２頭ということで大幅に増えております。

シカについては昨年度１匹もなかったわけなんですが、現在３１頭。これも大幅な増加が見ら

れます。サルについても、昨年度までほんのわずかでございましたが、現在捕獲頭数５頭とい

うことで、いずれにしても今年度、前年度を上回る大幅な増となっております。これが捕獲頭
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数の実績になります。 
 それから先ほど答弁で言ったように、被害面積についても８８２ヘクタールということで面

積そのものについては、それほどの前年との影響差はないわけですが、いずれにせよ頭数、出

没頭数は増えているということになります。特にシカについては昨年度０頭が３１頭というこ

とで、この対策としては従前から行っているイノシシの柵があるわけなんですが、高さが１メー

トル５０ぐらいということで、シカだと容易に上を越えてくるということなので、今現在はか

さ上げをすることによってイノシシ、それからシカについても侵入を防ぐというかさ上げ方式

をとっております。 
 それから猟友会への補助については通年と変わりませんが、新たに猟友会の免許取得等につ

いてそれぞれ個人的な経費がかかることから、こういった鳥獣害被害を鑑みて免許取得につい

ての補助制度、これを新たに今年度、取ったところであります。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ほかに関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 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。 
 冒頭１２月２日の中央道上り線、笹子トンネル天井板崩落事故により亡くなられた方々に謹

んで哀悼の意を表し、負傷された方の一日も早いご回復をお祈り申し上げます。 
 また物流、観光、ビジネス、さらには防災等、多面的な機能と役割を持つ大動脈である中央

道の万全な安全対策と早期の復旧を願ってやみません。公共施設はもとより私たちの日常生活

や仕事、経済活動などにとって必要な社会インフラの維持更新は、持続可能な社会環境を維持

していくためにも必要不可欠な課題であり、人口減少、高齢化時代には拡張から縮小へという

選択肢も必要となってきます。これは大きなインフラのみならず身近な地域の施設や道路、上

下水道など市民生活に関わるインフラも同様であり、経営的な観点からの企画・運営・利活用、

すなわちファシリティーマネジメントは行政経営にとっても必須の課題であります。 
 将来の変化を見据え、山梨県そして本市の立地・環境を有効に生かした観光・環境・健康都

市、農業・教育協働立市笛吹市のまちづくりに向けて、議会の一員として市民の皆さまととも

に全力で２期目の議員活動に取り組んでいくことをお誓い申し上げながら質問に入ります。 
 はじめに、市政運営の具体的な方針について伺います。 
 このたびの市長選挙において地域力一番を掲げ市長に当選され、市政運営の方向性について、

この定例会初日に大型事業についての考え方と所信の一端がお示しされました。そこで市長の

市政に対する基本的な認識を明示していただき、大型事業への対応をはじめ市政運営における

市長の具体的な方針について伺います。 
 まず合併後８年、躍動するふれあい文化都市笛吹市の創造に向けて、取り組んできたこれま

での笛吹市政に対して、市長はどのように評価されているでしょうか。前市政の掲げたオンリー
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ワン都市と地域力一番との違いおよび共通点があるとすれば、どのようなものと考えているで

しょうか、お聞かせください。 
 次に今後、７回の市民ミーティングが予定されていますが、大型プロジェクト５事業につい

て、その方向性を改めて検討することになれば、当初予算編成や事業の進行管理にも影響があ

るものと思います。このことについての見解と対応策をお伺いします。 
 次に大型事業について、市長は多機能アリーナ建設いったん凍結を公約に掲げ、先の臨時会

でも本定例会においても凍結ではなく中止以外の選択肢はないと所信表明されました。凍結し

て再検討するのと中止するのとでは意味合いが異なり、さまざまな観点から多機能アリーナ建

設事業や他の大型事業に関心を寄せた市民に対し、今後の事業展開について具体的な方針を示

し、説明責任を果たして理解を得ていく必要があることは論を待ちません。仮に変更や中止と

いう場合には、事業が目指した目的を達成するための代替案も示すべきではないかと考えます

が答弁をお願いします。 
 次に市政運営の大きなテーマの１つでもある行財政改革について、市長が公約の中で医療、

福祉などの住民サービスを低下させることのないよう事業の見直しを行い、健全な財政への転

換を図りますとしていますが、本市の財政状態について健全ではないという認識なのでしょう

か。また見直しや精査の方法についても、具体的にお聞かせください。 
 最後にこれからの地方自治体行政のあり方についての市長のご見解と、それを具体化してい

くために何が必要と考えるか、ご見解をお伺いします。 
 以上、１問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １問目の答弁を、倉嶋市長。 

〇市長（倉嶋清次君） 
 志村直毅議員の一般質問にお答えいたします。 
 はじめに、これまでの笛吹市政に対しての評価は。またオンリーワン都市と地域力一番との

違いおよび共通点はという点についてであります。 
 躍動するふれあい文化都市が、これまで掲げられております。これは笛吹市の誕生に向けた

合併協議の中で策定した新市建設計画に謳われている、にぎわい・やすらぎ・きらめきの３つ

の理念に沿い建設を目指した新市の将来像であると、このように理解しております。 
 またそのまちづくりの理念、これを第１次笛吹市総合計画で具現化し、その目指す将来像に

ついてオンリーワン都市と表現したのではないかと、このように理解しております。 
 このようなことから、本総合計画は笛吹市民の議論を踏まえてつくられたものであり、それ

に沿って取り組んできたこれまでの笛吹市政に対しては、大いに評価するところでございます。 
 オンリーワン都市が意味するまちづくりは、地域に蓄積された資源や地域の独自性を生かし

たまちづくりということであるとすれば、その理念には共鳴する部分が多いと感じるところで

あります。 
 私が掲げた地域力一番についてでありますが、地域力とは地域の持つ可能性やその可能性を

実現する力といった概念で、さまざまな要素からなる総合力と考えております。 
 笛吹市には潜在的な力があるという意味での地域力でもあり、目標に向かって実現する力も

地域力と表現されます。また実現して蓄えられたものも地域力であると考えています。また地

域力一番の一番とは、その地域力をフルに発揮して地域づくりを進める際の目標としてシンボ
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リックに一番と表現したものであり、単純に日本一を目指すといった意味で用いたわけではご

ざいません。 
 オンリーワン都市の意味するところを正確に理解しているわけではございませんけれども、

総合計画で目指しているまちづくりを見ておりますと、私の掲げた地域力一番と重なるところ

も多いのではないかと感じております。 
 次に大型プロジェクトの方向性を改めて検討することになれば、当初予算編成や事業の進行

管理にも影響があるのではないかについてであります。 
 志村議員ご指摘のとおりであります。見直しの進め方によっては、市の財政に大きな負担を

強いることになりかねませんので、適切に見極めて対応してまいりたいと考えております。 
 次に今後の事業展開について具体的な方針を示し、説明責任を果たし理解を得ていく必要が

ある。変更や中止という場合には代替案も示すべきではないかについてでありますが、当然な

がら市民の皆さまに対しましては、各大型事業の現状と今後の見通しについて説明責任を果た

していく必要がありますので、市民ミーティング等を通じて丁寧に説明し、理解を得るよう努

めてまいりたいと考えております。 
 また、代替案を示すべきではというご指摘についてでありますが、現在の市政は第１次笛吹

市総合計画に基づいて進んでおります。その計画で目指す将来像を実現する上において、多機

能アリーナがどうしても必要であると、このようには必ずしも考えておりません。また市民の

皆さまの多くもそのように考えたというふうに理解しております。 
 次に本市の財政状態について健全ではないという認識か、また見直しや精査の具体的な方法

はについてでありますが、市が平成２１年度に公表した１０年間の長期財政推計を見る限りで

は健全性に欠けると考えております。 
 今後、合併特例期間の終了に伴う交付税の縮小や扶助費の増加等による財政への影響を考え

ますと、引き続き行財政改革の推進が不可欠であります。財政の健全性の確保に向け、事務事

業の精査や見直しにより歳出の削減に努める一方、歳入面では観光と農業のコラボレーション

を推進するなど、産業の活性化に取り組み市税の増収などによる歳入確保に努めてまいりたい

と考えております。 
 次にこれからの地方自治体行政のあり方についての見解と、それを具体化していくために何

が必要と考えるかについてでありますが、今、地方自治体行政における最大の課題は厳しさを

増す財政であります。このため、さらなる行財政改革に取り組み、歳出削減、自主財源の確保

など財政力を強化し、健全財政を維持していくことが求められております。また、昨今は自治

体間における競争の時代であり、その競争に生き残るための行政運営が必要であると認識して

おります。そのためには地域の皆さまに積極的に市政に参加していただき、協力・協働による

施策を進めるとともに民間の資金や能力を活用した事業の展開、周辺自治体との広域的連携に

よる行政の効率化など、組織のスリム化やサービス向上を図ることが必要であります。 
 加えまして歴史的な文化財や地域の景観、桃・ブドウに代表される産物や石和・春日居温泉

郷など地域の持つ素晴らしい資源を自由な発想で最大限活用し、外に向かって「笛吹」という

ブランドの認知度を向上させ、浸透させていくことも重要であります。 
 地域に眠る資源を掘り起こし地域の持つ力を引き出し高めることで、活力のある魅力的なま

ち、市民の安全・安心な暮らしを守るまちづくりを進め、来てよかった、住んでよかったと実

感できる地域づくり、住んでみたくなるまち笛吹づくりを進めることであると考えております。 
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 以上、答弁といたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １２番、志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 それでは、再質問を行います。 
 まず代替案としては、総合計画の目指す将来像について多機能アリーナがどうしても必要と

は思わないというようなご答弁でしたけれども、ということで代替案がないということでよろ

しいですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ご答弁いたします。 
 現在のところ、アリーナに代わるものとしての代替案については、私の考えの中では白紙で

ございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 バイオマスセンター建設については、委託業務を止めて議会の意見や市民ミーティングを通

じて再検討していきたいということで、これは凍結して再検討ということだと理解しています

けども、１２月８日付けの新聞記事ではバイオマス施設が中止というふうに書いてありました。

これは市民への地権者からすれば凍結でも再検討でもなく、中止と受け止めをすると思われる

わけですけども、この記事のとおりという認識でよろしいですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ご答弁いたします。 
 バイオマスセンターにつきましては特に凍結しなければならないとか、直ちに何かを止めな

ければいけないと、こういうようなプロセスは必要ありませんので、ある意味じっくりと時間

をかけて議論することも可能ではございます。ただ、現在まで私がいろいろ知見を得て考えて

きたことからいたしますと、あのようなバイオマスセンターを建設する必然性というのは薄い

のではないかというふうに、私自身の腹としてはそのように考えておりますので、先だっての

全員協議会の際にもそのように申し上げたところでございます。 
 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） 
 私もそのように認識しておりますが、新聞記事は間違いということでよろしいですか。 

〇議長（前島敏彦君） 
 倉嶋市長。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 新聞記事の内容、つぶさに私、思い出せませんのでなんとも申し上げるわけにはいきません

けども、私の考えは先ほど申し上げたとおりでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 新聞記事ではバイオマス施設も中止と、こんなふうに見出しが大きく出ているわけです。こ

れは大型事業が凍結して再検討というような公約であったわけですから、こういうふうな新聞

記事ですと、非常に地権者あるいは関係住民の方が心配をされるということを考えているわけ

ですけども、そういった部分で市長の思いと新聞記事が異なるということであれば、新聞社に

対してもなんらかの意思表示をして然るべきと思いますが、その点についてはいかがお考えで

すか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 ご答弁いたします。 
 新聞は新聞なりに考えて、判断してあのような見出しで出されたんだというふうに思ってお

りますので、私は私なりのスタンスで今後、丁寧に市民の皆さまに説明をして、この問題につ

いての取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 １２番、志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 市民ミーティングでも新聞記事とややお考えは異なっているということは、きちんと説明し

ていただきたいなというふうに思います。 
 またバイオマスセンター以外の部分についても、公約は果たせないものというようなことに

なろうかと思います。こうした結果になったことについては現在、国政選挙も行われています

けども、選挙のときにはインパクトのあることを掲げて、実際には事業内容についてのご認識

が不足していた部分もあったのではないかというふうに思うわけです。生ごみ処理が計画どお

りできないということになれば、境川の中間処理施設にも当然、影響する。アリーナを中止す

ると表明されていますが、凍結して再検討の余地もない。体育施設、文化施設の整備要望は合

併前からある。事業内容も、そういう意味ではよくご理解されていたのかどうか分からない。

代替案の検討もしていない。このような状態で、市政運営の舵取りを不安に感じられるという

ふうには思われないでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 凍結して市民の皆さま、議会の皆さまのご意見を承ってということに関連しまして、いろい

ろご批判があることは私自身しっかり受け止め、丁寧にご説明をしてまいりたいというふうに

思っております。 
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 いずれにしろ市民の市の財政負担、そういった側面から検討した上での大型プロジェクトの

取り扱いについての私の表明でございますので、繰り返しにはなりますけども市民の皆さまに

は丁寧にご説明して、理解を得るように努めてまいりたいというふうに考えております。 
 また代替案等々の問題のご指摘でございますが、これも繰り返しになりますけども、先ほど

ご答弁もしたとおり、総合計画にきちんと書き込まれていることについては粛々と推進してい

くということで市民の皆さまの期待に応えていきたいというふうに考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 総合計画に掲げた将来像を実現していくための方法の１つとして大型事業もあったかと思い

ます。地権者への説明、アリーナについては６日に行ったとのことで引き続き説明も地権者の

方にもされていくということですが、バイオマスセンターの地元の市民の方、地権者の方々へ

の説明はいつ行うんでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 バイオマスセンターの地権者への説明に関しては、今のところまだ日程は決めてはございま

せん。 
〇議長（前島敏彦君） 

 志村直毅君。 
〇１２番議員（志村直毅君） 

 私も関係の方からお叱りも受けています。できるだけ早くそういったことも対応していただ

きたい、こんなふうな思いもあります。 
 また、財政の健全性のご認識について健全でないというような、先ほどご答弁だったかと思

います。昨日、大久保議員への答弁では引き続き健全で安定した財政基盤を維持していくとご

答弁されていますけど、この点についてもう一度ご認識を伺います。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 繰り返しになります。ここに手元にございますけども、笛吹市長期財政推計、３１年度まで

を見通したものを見る限り、実質公債費比率の３１年度の数字１８．２％、あるいは扶助費の

推移等を見る限り、これはよくチェックをしないといけない財政の状況にあるなというふうな

認識でございます。しっかりと見直し、精査をして健全な筋道に持っていきたいというふうに

考えておるところでございます。 
 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） 
 長期財政推計も３．１１、東日本大震災の発災前につくられて、その後、私たちには示され

ていないものでもあります。そういうこともあるんですけども、これまではその長期財政推計
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で実質公債費比率がいったんは１８％を超える場合もあるわけですけども、これについてもこ

れまでは市政の中でこれでも大丈夫なんだというようなご説明をされてきたわけです。答弁と

いうか、今のお伺いしたご認識と、なかなかその整合性が取れないところがあって、これから

ちょっと心配なところもあるわけですけれども、特にそういった意味では財政の推計も、中期

財政計画もしっかりと毎年見直しをする中で、やはりこれは進めていかなければならないなと

こんなふうに思っています。 
 そしてまた石和温泉、春日居温泉郷に先ほど来、温泉と農業のコラボレーションというよう

なこともありまして、市政運営の大きな課題の１つとして観光の振興、温泉街の活性化、中心

商店街の活性化ということも言われておりました。石和温泉、春日居温泉郷は空間的余裕があ

るということで、活性化策を検討していきたいというふうにも言われていたわけですけども、

これは用地の取得も含めたなんらかの整備をするということを意味しているのかどうか、大型

事業の代替案ということとは違うのか、そこらへんのところをお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えします。 
 石和温泉、春日居温泉の持つ有利性というか、今後の発展性ということを私も全国の温泉街

を知っているわけではございませんけども、１つ特徴的なものはかなり平地に広がっていると

いう点、マイナス面もたしかにあります。東西２．５キロにも及ぶ、だだっ広さというのがな

かなか町の温泉街を形成していくというのでは、マイナスになっているのかなというふうに思

いますが、なんとかそういうことも逆手にとれないだろうかと。とりわけ空間的にまだまだ余

裕があるように私は思いますので、そういったところを観光関係者のほうに投げかけていると

ころでございます。その空間をどういうふうに生かしていくかということについて、別に私が

何かの施設を造るということを今現在、考えているわけではございませんけれども、１つテー

マとして皆さんと一緒に考えていきたい、そういう意味で申し上げているところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ここの点は前向きに受け止めさせていただいて、ぜひ温泉街の活性化に向けて、例えば足湯

広場のまわりをもう少し整備していくとか、そういった具体的なことも含めた検討をぜひ早急

に取り組んでいっていただけたらと、また提案もしていきたいと思います。 
 そして自治体行政のあり方について、ご見解もいただきました。具体的に取り組んでいきた

いというようなことについてもお伺いをしましたけども、１点、私がそこに付け加えさせてい

ただくならば、やはり信頼を醸成して情報公開を進めていくという、このことが非常に重要だ

というふうに思います。そういう意味では市長は、これまでにもブログやフェイスブックなど

もされているようなこともお聞きしていますから、こういったことで情報発信をしていくとい

うようなことのお考えはないのか、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
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〇市長（倉嶋清次君） 
 ご答弁いたします。 
 フェイスブックも一応、私はもっておりますけども、以前ちょっと書き過ぎたということも

あってご批判を受けたので、私自身も最近少しいわば筆が鈍っております。余談でありますけ

ども、うちの家内に志村議員とお友だちになってみたいということもちょっと聞きまして、ぜ

ひ家内はお友だちになりたいというふうに言っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
 いずれにしろ情報発信ということは大切なことなので、これからしっかりと市のホームペー

ジ、あるいは観光関係のホームページなど、しっかり私自身もチェックして全国に本当に発信

できる、いいものにしていきたいというふうに思いますので、ぜひこれからもご意見をよろし

くお願いしたいと思います。 
 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） 
 市民ミーティングそれからいろんな形で、市長への手紙もありますし、さまざま情報公開、

情報発信、信頼を築いていく方法はあるわけですけども、インターネットの１つよいところは

そこの会場に行かなくても市民の方々も情報を得ることができる、発信することができる、対

話ができるとこういうことでありますので、ぜひ市政運営の中にもそういったことを前向きに

取り入れていっていただきたいということも期待しております。 
 そうは言いましても、選挙公約で掲げられた主張やご認識にはいささか問題点もあったこと、

果たせないものも少なくないこと。結果として浅慮的な内容もあったのではないかなというこ

とも質疑の中で明らかになったかと思います。もちろん議論は大いに行い、情念で政治を行わ

ない。すべては市民福祉向上のための市政運営に議会と行政がいかに汗をかいていくか、これ

を取り組んでいくかということに心を砕いていけることを願いながら２問目の質問に移ります。 
 本市では安全・安心のための備えづくりとして各種事業を行っておりますが、市民生活の安

全・安心を自助・共助・公助の観点から考え、役割分担と事業の機能的な実施によって成果の

向上につなげていくことが重要であると考えます。 
 また行財政改革や施策評価・事業評価の視点からは、成果指標の設定やＰＤＣＡサイクルに

も配慮した防犯まちづくりを進めていく必要があると考えます。 
 そこで以下、お伺いします。 
 青色防犯パトロールカー事業について、犯罪の未然防止と不法投棄の巡回監視が主要な目的

ですが、具体的に青パトによって犯罪の防止や不法投棄の発見、投棄抑制に対する成果はどの

ように判断しているか、お聞かせください。 
 次に市役所職員の方は救急救命講習を受講されているとお聞きしておりますが、青色防犯パ

トロールカーにＡＥＤを搭載し、嘱託職員の方にも救急救命講習を受講していただき、緊急時

の対応を可能とするお考えはあるでしょうか。 
 次に持ち運びのできるＡＥＤをストックしておいて、安全・安心のための備えづくり施策と

して関係する市民環境部や保健福祉部、建設部等の職員の方が地域や高齢者の訪問時などに携

帯することも考えてはいかがでしょうか。 
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 最後に不特定多数の利用者が想定される図書館や文化・体育施設等、公共施設の防犯体制や

備えはどのようになっているでしょうか。また、防犯カメラの設置等を検討するお考えはある

でしょうか。 
 以上、２問目の質問といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 当局の答弁を求めます。 
 山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 ご苦労さまです。 
 はじめに青色防犯パトロールカーによる犯罪の防止や不法投棄の発見、投棄抑制に対する成

果はどのように判断しているのかについてであります。 
 今年４月以降、これまでに不審者情報９件が寄せられ、該当地域を重点的にパトロールする

などの対応を行っております。また、警察署により自転車泥棒が増加しているとの情報をいた

だきますと、駅周辺など発生が多い地域の巡回を増やすなどの犯罪防止に取り組んでもおりま

す。また不法投棄はゴミなどが捨てられたままの状態が長く続きますと、次々に投棄が繰り返

されますので、発見後に環境推進課に連絡を速やかにし、あとの処理をお願いする、こういう

事案が１０件ございました。 
 このほかにも不明者の捜索、倒木や落石などによる道路の通行障害の通報、イノシシなどの

出没時の警戒など、通常のパトロールとは若干違いますけども、このような緊急の事案にもフッ

トワークよく対応をしてきております。 
 犯罪の発生件数や不法投棄件数の増減は、社会情勢や経済状況により変動すると考えられて

おりますけども、現在、青色防犯パトロールカーが市内全域を巡回していることで犯罪の発生

や不法投棄の抑制につながる効果は大きいものがあると考えておりますので、今後も引き続き

パトロールを継続してまいります。 
 次に青色防犯パトロールカーにＡＥＤを搭載し、嘱託職員に救急救命講習を受講していただ

き、緊急時に対応を可能とする考えはについてであります。 
 青色防犯パトロールカーに従事する職員におきましては、年内中に救急救命講習を受講する

予定になっております。また、消防署が行う救急救命講習会や行政区やＰＴＡなど、各種団体

の研修会などを通じて、より多くの市民の皆さまに救命法やＡＥＤの使用法を学んでいただき、

安全・安心な地域力の強化につながるよう努めてまいりたいと考えております。青色防犯パト

ロールカーへのＡＥＤの搭載につきましては、市内の配備状況を踏まえ検討をさせていただき

ます。 
 次に持ち運びのできるＡＥＤをストックしておき、職員が地域や高齢者の訪問時などに携帯

することについてでありますが、現在、市では保健福祉部において貸し出し用のＡＥＤを２台

保有しております。市のホームページで市民への貸し出しについて掲載しております。市の事

業のみならず、市内で行われる民間のイベントや大会などにおいても広く活用されております。 
 今後、利用状況や効果などについて検証を行い、さらなる有効利用を図ってまいります。 
 続きまして、不特定多数の利用者が想定される図書館や文化・体育施設等、公共施設の防犯

体制や備えと防犯カメラの設置についてでありますが、図書館や文化・体育施設の防犯体制に

つきましては、カラーボールやスプレーなどの防犯グッズを受付窓口等に備えるとともに、夜
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間は警備会社に防犯・防災や入退室等の警備について委託しております。また、防犯カメラの

設置についてでありますが、市内公共施設には小中学校や駅周辺などに設置されており、犯罪

の抑止力につながっているものと考えております。 
 図書館や文化・体育施設などの不特定多数の利用者が想定される公共施設については、今後

それぞれの施設の状況を見据えていく中で、検討してまいりたいと考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 １２番、志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 現在は、図書館施設などについてはほかの目的で使用する施設等、複合施設というようなこ

とになっているわけですが、特に不特定多数の方が出入りする機会も多いわけです。にもかか

わらず、護身用スプレーとカラーボール程度では非常に心もとない。防犯ブザー、あるいは通

報システム、防犯カメラのほかに日ごろの備えも伏線で対応できるようにしておく必要がある

と思います。他の自治体の例では、防犯体制として公共施設等におけるガイドラインといった

ものを策定しているようなところもあります。こういった取り組みを行っていく考えがあるで

しょうか、お伺いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 答弁を、仲澤教育部長。 
〇教育部長（仲澤和朗君） 

 志村議員の再質問でございますけども、不特定多数が集まる、特に図書館、スコレーセンター

等の防災体制でございますけども、現実に職員については防災対策等の訓練を行っております。

先ほども答弁させていただきましたように防犯カメラにつきましては、施設の改修等も考えて

おります。また全体的にも施設の改修等も踏まえまして、これから必要に応じて設置していく

ことも検討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） 
 志村直毅君。 

〇１２番議員（志村直毅君） 
 ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。また子どもさんやお母さん、お父さん、高

齢の方も利用する保健福祉センター、こちらも改修をされたわけですけども、こちらは防犯カ

メラを付けるといったようなお考えはあるでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 荻原保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（荻原明人君） 

 志村直毅議員の再質問にお答えいたします。 
 現在、改修中の保健センターですけど、庁舎の南館の改修と合わせて一体的の中で検討して

まいりたいというふうに思います。 
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） 
 公共施設整備とか関わる部分でもありますので、全体的なマネジメントしていく部分と、そ

れから優先的に防犯カメラの設置を検討していく施設というのも、しっかり検討していただき

たいなと、こんなふうに思います。 
 犯罪機会をつくらせない、犯罪をしにくい場にしていくということが犯罪機会を少なくして

いくということは、防犯の要点ではないかなというふうに思います。とにかくそういう意味で

は国交省のほうでも出している、防犯のまちづくりにおける公共施設等の整備についての留意

事項という中にも、まずは人の目を確保するということが大事だというふうにあります。実際

に人員を配置するというのはなかなか大変ですけども、防犯カメラということは非常に抑止効

果もありますし、いろんな分野で活用されることも必要だと思います。ぜひそんなことを引き

続いて検討していただくことを願いながら、質問を終了させていただきます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、志村直毅君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 関連をさせていただきます。 
 市長は今度の選挙において選挙公報、また新聞紙上の公約では大型事業はいったん凍結しま

す。市民や議会と議論を重ね、桃源郷、温泉郷にふさわしい適正規模の整備に取り組むとのこ

とでありました。先の臨時議会、今議会の所信表明の中でははっきり中止、継続と１件の今後

の決定との結論を出しましたけども、議会にはなんの議論の場を持たなかった。そういう中で

方向性を表明しておりますが、これは公約に反しているのではありませんか。市長の見解をお

伺いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 答弁を申し上げます。 
 大型事業につきましてはいったん凍結し、議会や市民の皆さんのご意見をお聞きしながら、

その取り扱いを決めていく、こういう趣旨で私は選挙を行ってきたところでございます。実際

問題、各事業について個別に見てまいりますと凍結という、工事を止めるといったような場合

には相当の出費、市の財政負担がかかるということが現実の問題として出てきたわけでござい

まして、これにつきましては一刻も早く関係の皆さま、市民の皆さま、議員の皆さまに状況を

説明することが最も適切であろうというふうに私自身、判断したところでございます。 
 順序につきましてはいろいろご批判もあろうかとは思いますけども、とにかくスピード感を

もって、この問題については取り扱ってまいりたいということで、そういうふうに進めてきた

ところでございますので、今後ともこの議会の場、あるいは市民ミーティング、その他の機会

を使いまして丁寧に経緯をご説明しご理解を得てまいりたいと、かように考えているところで

ございます。 
 以上です。 
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〇議長（前島敏彦君） 
 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 私が聞いているのは選挙公報等、公約の中で議会と市民の話し合いの中で方向性を決めたい

と、そういうお話でありました。そういう中で先の臨時会、そして今回の議会の所信表明の中

ではっきり方向性を出したということは、今までと言っていることが違うんではないかなとい

うふうに思っていますけど、そのへんはいかがですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 今後、関係の皆さまとご議論を進めていく上で、現状、各事業の進捗状況とか、例えばそれ

を止めた場合にどのような影響があるとか、そういったようなことをしっかりこちらのサイド

として説明をしていって、そしてご議論をし、そして結論を得ていくことが必要だと、このよ

うに判断をして議会の皆さまにご説明をしてきたところでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 市長は１２月７日の全協で、公約違反だと言われればそうかもしれないというような答弁を

されていますけど、そのへんの答弁と今日はなんかニュアンスが違うのかなというふうな感じ

がするわけですけど、そのへんはいかがですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 お答えいたします。 
 先ほど来、申し上げているとおり公約に関して違反ではないかというようなご批判等々をい

ただいておりますけども、私としてはご批判はご批判として、私自身でしっかりと受け止めて

まいりたいと、このように考えているところでございます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 
〇１７番議員（上野稔君） 

 １１月１５日の所信表明の中で、行政は経験はないんですけど私は真面目さだけは人後に落

ちないというような表明をしておりますけども、なんか真面目の上に「不」が付くような、こ

の間の全協と今日の話ではなんか全然、答弁が違うんですけど、公約違反のその認識はどうで

すか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 私がこれまで重ねてきたご説明等々で不十分な点があり、皆さまからご叱責をいただいてい
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ますとすれば、私の不徳のいたすところかなというふうに受け止めております。公約違反では

ないかというご指摘につきましては、これも繰り返しになりますけども、しっかりとご説明を

していくということでご理解をいただきたいというふうに考えております。 
〇議長（前島敏彦君） 

 上野稔君。 
〇１７番議員（上野稔君） 

 どうも残念ながら一致する部分はないんですけど、では次にいきます。 
 多機能アリーナ予算については平成２３年度第４回定例会で議決し、実施設計、事業認定な

どさらに契約を行い、設計も９月末には完全に固まっていたほど作業も進んでおりました。先

の全員協議会では突然、契約変更を行うとの説明でした。予算議決した議会に対し、凍結し議

会とも議論すると公約していた市長が議論もなく、一方的な契約変更を行うということは予算

議決をした議会軽視ではないかというふうに思うんですけど、そのへん市長お考えを。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 現に多機能アリーナに関しては３件、事業が動いているわけでございまして、これにつきま

しては時々刻々、作業が進んでいくということもございますので、市民の貴重な税金を無駄に

してはいけないということから、私は多機能アリーナの中止を表明すると同時に事業の継続に

ストップをかけ、市民の皆さまの貴重な血税が１円でも無駄にならないようにということで配

慮して行ったところでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 ここでもちょっと前の質問とも絡むわけですけど、議会議決した部分を議会とも相談しなく

一方的に中止というんですかね、一方的な契約変更というか、それ以前にもわれわれにも説明

をしてほしかったというふうに思うわけですけど、そのへんはいかがですか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 またご答弁いたしますが、同じことの繰り返しになりますけども、議会の皆さまからそのよ

うなご叱責は受け止めますけども、私としては先ほど申し上げたような観点で判断させていた

だいたということでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 どうもすれ違うんですけど、多機能アリーナの建設委員会の解散についてお伺いいたします。 
 市民や議会との議論を重ねると公約した市長が、多機能アリーナ建設委員会を解散してから

地権者会の説明や議会への事後報告をしたことは、市長の基本姿勢の公平・公正な市政推進に
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あたらないと思いますが、そのへんはまたダブるような部分がありますけども市長の見解を。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 いろんなご意見はあろうかと思いますけども、先ほど申し上げましたようにこの問題の処理

につきまして、ある意味、時間の限られているような部分も大型プロジェクト全体としてある

と。そういう中で、できるだけスピード感をもって問題の処理を進めていきたいということで

考え、今、さまざまな動きを行っているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 再度、しつこいようで申し訳ないんですけど、いろいろな部分の説明不足みたいなことをおっ

しゃっていますけども、公約違反はあったのか、ないのか。再確認という意味で、お答えくだ

さい。 
〇議長（前島敏彦君） 

 倉嶋市長。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 公約違反ということでのご批判でございますが、私は全体的な状況認識の判断の中で行った

ことでございまして、そういう点で関係者、市民の皆さまのご理解を得ていきたいというふう

に考えておりまして、たださまざまなご批判については私自身しっかり受け止めていくという

ことで、ご理解を求めていくつもりでございます。 
 以上です。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、関連質問を終わります。 
 （「議長、動議。」の声） 
 小林始君。 

〇２０番議員（小林始君） 
 ただいまの関連質問の中で、上野議員から再三にわたり４回ほど倉嶋市長に公約違反があっ

たのかどうかというような質問がありましたけども・・・。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ちょっと、小林議員に申し上げます。 
 ただいま、小林議員から動議が出されました。 
 賛同される方、挙手をお願いしたいと思います。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数でございます。 
 動議を認めさせていただきます。 
 ・・・法定数３名以上ということでございますので。すみません、挙手をお願いします。 
 （ 挙 手 ） 
 ありがとうございます。 
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 ここで、暫時休憩とさせていただきます。 
〇２０番議員（小林始君） 

 いや、動議の内容を発言させていただきたいんですが。 
〇議長（前島敏彦君） 

 小林議員。 
〇２０番議員（小林始君） 

 上野議員から再三にわたり、４回ほど市長の先般の１２月７日、今定例会本会議に関わる全

員協議会の席で市長がみずから公約違反として言われても仕方がない、甘んじて公約違反とい

うことを私は受けます、市長がしっかりしていればというような発言をはっきり倉嶋市長は発

言しています。 
 しかしながら今、上野議員の関連質問の中では明確に、明らかに私は否定しているというよ

うな受け止め方をいたしました。改めて市長の見解、先般の１２月７日の全員協議会の発言を

求めたいと思って、動議を提出いたしました。よろしくお願いいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 暫時休憩とさせていただきます。 
休憩  午前１１時２２分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開  午後１２時５９分 

〇議長（前島敏彦君） 
 再開いたします。 
 先ほどの小林議員の動議を取り下げます。 
 志村議員の一般質問を終わります。 
 市長におかれましては、先の全協との意見の相違があったとの動議が出されました。 
 市長におかれましては発言には慎重に、また誤解を招かないような発言をお願いしたいと思

います。 
 次に、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） 
 誠和会の古屋です。 
 昨日から行われた一般質問の中で、農業振興に関わる問題がいくつか出ております。それに

対する市長や市側の答弁をお聞きし、農業施策の一端を伺いましたが私も農業者の一人として

農業振興について、お伺いをいたします。 
 まず、最初に農地利用集積事業の推進についてでございます。 
 農業者の高齢化や後継者不足により営農継続が困難になり、耕作放棄地や遊休農地がここ数

年増えていますことはご承知のとおりだと思います。わが笛吹市内の果樹栽培は市長が生まれ

育った北海道の大規模農業と違い、少ない面積でより多くの収入を得るために高品質の果物を

生産してきた先人たちの努力で築き上げてきたものです。 
 特に桃、ブドウは日本一の郷を誇っていますが、このままではそれも危うくなっています。

行政、ＪＡ、各種農業団体や組織の連携を強化し、この地域の農業を守る施策を早急に構築し

なければなりません。 



 １１４ 

 市長は農水省にお勤めの際、全国各地をまわり先進的に取り組んでいる地域や事例を数多く

ご存じだと思いますが、市長のお考えをお聞きし、また市当局には農地集積への支援状況が今

どうなっているか、お伺いいたします。 
 ２番目に農家のお嫁さんに助成をということで、お伺いします。 
 就農者に対する国、県、市よりの補助金、助成金等の制度はいろいろありますが、農家の女

性、特にお嫁さんに対するものがありません。本市には、ほかの市町村にはない独自の制度と

して新規就農者に対する支援制度は評価するものですが、それと同じように女性、特にお嫁さ

んに対する制度資金があったら、嫁不足の解決の１つになるのではないでしょうか。 
 昔から農家の嫁と姑の確執というのは、全農家がそうではないんですが、そういうことが多

くて農家のお嫁さんの立場が悪いとか、また嫁と姑の仲が悪いとか家計を支える中で、嫁さん

が非常に苦労しながら子育てをしているのが現状だと思います。そういう意味で嫁さんたちに

対する笛吹市の百姓に嫁にきたら、そういう制度資金があるよというようなものがあれば、農

家の嫁不足の解決につながるんではないかと思います。 
 最後に新しいブランドの農産物の開発についてですが、本市には県立笛吹高校がございます。

その歴史は非常に古く、前身は産業学校として、もう１００年以上も前からこの地域の産業を

支えながら学習をする場があります。その産業を守る学校として設立し、多くの卒業生を輩出

し、私もその卒業生の一人ですが、その笛吹高校の中には４つの科がございます。特に果樹、

園芸科、食品科については、この地域の果樹園、果樹地帯のこの地域の農産物や桃やブドウの

その他の農産物の新しいブランドを考えるに、品種の開発や農産物の加工品を研究開発してい

ただく、若い頭脳を持った生徒たちにお願いしたらどうでしょうか。このために市でも開発研

究に関わる資金援助をし、新しい製品が地産地消にもつながるような気がしますが、当局のお

考えをお伺いいたします。 
 以上。 

〇議長（前島敏彦君） 
 答弁を、豊角産業観光部長。 

〇産業観光部長（豊角英人君） 
 古屋始芳議員の一般質問にお答えいたします。 
 まずはじめに農地利用集積事業の推進についてでありますが、古屋議員ご指摘のとおり農家

の高齢化や後継者不足は、産地を維持していく上で大きな課題となっております。このことか

ら耕作放棄地の増加は、笛吹市の農業においても大変大きな問題であります。 
 現在、農地利用集積事業として農地流動化奨励補助金により新たに５年以上の利用権設定を

集積した農家に対し、最大でありますが１０アール当たり８万円を補助しております。また本

年度からＪＡふえふきに農地利用集積円滑化団体として営農支援センターが設立され、農業が

できなくなった所有者の委託を受けて、農地の貸付を行う事業が始まったところでもあります。 
 今後も農業委員会、ＪＡふえふきなどと連携し、農地の集積に向けて推進してまいりたいと

考えております。 
 次に、農家の女性に対する助成についてであります。 
 農業における女性の占める割合は非常に大きくなっております。本市においても女性農業者

の給料制度等の支援策については現在、制度化されておりません。女性農業者の収入の問題に

関しましても、農家の収入増加が最大の解決策であると考えられます。 
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 今後も援農支援センターによる無料農業講習会の開催や女性農業者の育成支援を行い、農業

収入の増加につながる農業振興を図ってまいりたいと考えております。また、市民活動支援課

によります結婚相談事業についても活用する中で、農家の嫁不足の解消に対応してまいりたい

と考えております。 
 次に新しいブランドの農産物の開発についてでありますが、県立笛吹高等学校には食品化学

科、果樹園芸科などの農業関連学科があります。この環境を活用して若い柔軟な発想を生かし

た新ブランド開発については、特産物を使った加工品の開発や一部商品化に向けたお菓子づく

りをすでに行っております。 
 今後、市といたしましても笛吹高校あるいはＪＡなどと相談する中でさらに研究を重ね、将

来的には笛吹ブランドとして取り扱いができればと考えております。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 ありがとうございました。 
 先ほどの質問の中に、市長に対しても農水省にお勤めの時代のことをちょっとお伺いしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 市長、倉嶋清次君。 
〇市長（倉嶋清次君） 

 古屋議員のご質問でございますが、お答えしたいと思います。 
 趣旨は農用地利用集積、農地集積をどう進めるかという課題に対して、どう取り組んでいっ

たらよろしいかと、このようなことだと思っております。 
 多少長くなるかもしれませんのでお許しいただきたいんですが、私は各地でたしか先日、農

業委員会の席でもお話したかと思っておりますけども、農用地利用集積を非常にうまく進めて

いるのが、愛知県の取り組みだというふうに私は思っております。すでに私も現役を退いてか

ら１０数年経っておりますので、その経験自体は１５年ほど前の話ではありますけれども、有

効だというふうに考えております。 
 一口でいえば、地域営農システムというふうに名付けておりました。どういうことかと言え

ば、そんなに難しい話ではありません。要するに農地関係者が、具体的に言えば県の普及所、

今は普及所はございませんけども、県の出先、それから市の農林担当部局、そして農協、さら

には農業委員会、こういう地域の農業関係者がしっかりとスクラムを組んで体制をつくるとい

うことが第一です。そういう意味では、ＪＡが営農センターをつくるというのは非常に体制づ

くりとしては喜ばしいことかなというふうに思っておりますが、そしてその中でやることは要

するに一筆一筆の土地の状態をしっかりとつかむということです。農用地利用集積、農地流動

化は自然発生ではなかなかうまくいかないというふうに私も思っております。愛知県では耕脈

調査という言い方をしておりました。鉱山の鉱脈ではなくて、耕す、耕作の「耕」ですね、そ

れに脈という言葉を使っておりました。すべての土地について権利関係というか、そういった

ものをすべて把握する。例えば現在、５０代の人がこの土地を耕作しているけども、あと２０年

は大丈夫かもしれない。では、その隣の土地は７０代の人が耕作している。この人は、もうあ
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と１０年ぐらいしかできないかもしれない。そのときには隣で規模拡大をしている農家の人に

つないでいこうとか、そういうような非常に細かい権利関係を詳細に記録している。よく農地

管理台帳というようなことを言いますけど、そういうレベルではなくて、まさにこと細かに家

庭の事情までも、プライバシーに触れるんではないかということまでもしっかりと把握して、

それこそ一筆の耕作放棄地も出さないという、水も漏らさぬ体制で進めていくというのが、こ

の取り組みの特徴ではないかというふうに思っております。 
 土地利用型の水田農業の世帯が中心でありますけども、そういう中で豊田の城下町には中甲

とか若竹とか、そういう名前を付けた農業生産法人が２００ヘクタール、あるいは裏表で言え

ば４００ヘクタール、そういう規模の米、麦、大豆、さらには野菜も取り入れたような経営体

ができ上がっているということがございます。 
 果樹農業の場合には、なかなか立木があるということで評価も難しいというようなこともあ

ろうかと思いますけども、現に市のほうでの助成事業等でそれなりに流動化が進むという状況

もあると思いますので、ぜひ先進的な取り組みに見習って、私自身も現場におりていって、実

態を聞きながら笛吹型の農地流動化対策、農地利用集積対策について関係者の皆さまと一緒に

考えていきたいと、かように思っているところでございます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ４番、古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 市長のお話を聞いて、大いに期待できるものだと確信いたします。 
 最初に言いました集積事業にもつながると思いますが、現在、春日居町内の山地地帯で行わ

れている畑地帯総合整備事業のさらなる推進と、今、市内で春日居以外の地域でもこれらの事

業をどのような方向で進んでいるか。また、その関わる経費についてお伺いをいたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 ただいまの再質問でございます。 
 畑地帯総合整備事業の中の圃場整備事業だと思っております。これは簡単に言いますと区画

整理関係の事業であります。現在、春日居で行われているものが１カ所あります。一宮で２カ

所、そして八代においても２カ所、境川、御坂では今、計画段階ということで広く市内全域に

おいて、この区画整理に関する圃場整備は進めております。 
 これについての工事費関係、需用費になりますが国が半分５０％、県が残りの２５％、その

残りの２５％が市で負担するわけですが、この中には自己負担分６．５％も含まれております。

大変、有利な中での区画整理事業になります。あくまでも農業の基盤整備の基本となります。

また耕作放棄地対策の一環にもなろうかと思いますので、こういった制度を使うことによって

基盤整備をしっかりしていきたいと考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 
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〇４番議員（古屋始芳君） 
 ぜひ、そのような事業は積極的に推進してもらいたいと思います。 
 それから笛吹高校の生徒たちに、若い頭脳の中でこの笛吹市の新しいブランドづくりをお願

いしたらどうかという質問ですが、この笛吹市以外に、すぐ近くに果樹試験場等もございます

ので、それらの連携もしながらこういう新笛吹ブランドの開発に取り組んでもらいたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 
〇議長（前島敏彦君） 

 豊角産業観光部長。 
〇産業観光部長（豊角英人君） 

 笛吹高校の中での、若い柔軟な発想を生かした笛吹ブランドの確立ということになろうかと

思いますが、笛吹高校のみならずそれに関係する果樹試験場も併せた中で、桃・ブドウに捉わ

れがちですが、今ここでブドウでありますシャインマスカットの品種改良がなされたとかあり

ますので、県のほうの果樹試験場と合わせる中で、また新たなブランドを生かす中での独立産

業までいかなくても、ブランド化の確立、こういったものの連携はさらに深めてまいりたいと

考えております。 
 以上になります。 

〇議長（前島敏彦君） 
 古屋始芳君。 

〇４番議員（古屋始芳君） 
 いろいろありがとうございました。ぜひそのような方向で、早急に事業を進めていってもら

いたいと思います。 
 農業振興については、いろいろとほかにも聞きたいこと、またこの定例会でも昨日から何人

かの議員が農業振興についての質問をしました。第４回の定例会で私が最後の質問者となった

わけですが、今後もこういう機会に農業振興に対する質問を考えております。ぜひ市長がキー

ワードにしている桃源郷、また地域力一番のキーワードはこういう事業を遂行することによっ

て守られて、この地域の産業が確かなものになっていくと考えております。 
 私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。 

〇議長（前島敏彦君） 
 以上で、古屋始芳君の一般質問を終了します。 
 関連質問を許します。 
 （ な し ） 
 関連質問を終わります。 
 以上で、一般質問を終わります。 
 本日の議事は、すべて終了いたしました。 
 お諮りします。 
 明日から１８日まで議案審査のため、休会いたしたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、明日から１８日までは休会とすることに決定いたしました。 
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 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 １時２３分 
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平成２４年笛吹市議会第４回定例会 
 

１．議 事 日 程（第４号） 
平成２４年１２月１９日 
午後 ２時３０分開議 
於 議 場 

 
 

日程第 １ 議案第１１２号 笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について 
日程第 ２ 議案第１１３号 笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の制定について 
日程第 ３ 議案第１１４号 笛吹市介護保険条例の一部改正について 
日程第 ４ 議案第１１５号 笛吹市し尿処理施設条例の一部改正について 
日程第 ５ 議案第１１６号 笛吹市営住宅条例の一部改正について 
日程第 ６ 議案第１１７号 笛吹市税条例の一部改正について 

日程第 ７ 議案第１１８号 笛吹市子どもすこやか医療費助成金条例等の一部改正につ

いて 

日程第 ８ 議案第１１９号 笛吹市八代総合会館条例等の一部改正について 

日程第 ９ 議案第１２０号 笛吹市図書館条例の一部改正について 

日程第１０ 議案第１２１号 笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止について 

日程第１１ 議案第１２２号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６号）について 

日程第１２ 議案第１２３号 平成２４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１３ 議案第１２４号 平成２４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１４ 議案第１２５号 平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１５ 議案第１２６号 平成２４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１６ 議案第１２７号 平成２４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１２８号 平成２４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１２９号 東山梨行政事務組合規約の変更について 
日程第１９ 議案第１３０号 青木が原ごみ処理組合規約の変更について 
日程第２０ 議案第１３１号 青木が原ごみ処理組合から脱退に伴う財産処分について 



 １２１ 

日程第２１ 議案第１３２号 字の区域の変更について 
日程第２２ 議案第１３３号 市道廃止について 
日程第２３ 議案第１３４号 市道認定について 
日程第２４ 請 願 第 ４ 号 ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの予防接種に公

費助成を求める請願について 
日程第２５ 発 議 第 ４ 号 リニア対策特別委員会の設置について 
日程第２６ 議案第１３５号 平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について 
日程第２７ 議案第１３６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 
日程第２８ 同 意 第 ５ 号 副市長の選任について 
日程第２９ 同 意 第 ６ 号 監査委員の選任について 
日程第３０ 同 意 第 ７ 号 公平委員会委員の選任について 
日程第３１ 同 意 第 ８ 号 大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３２ 同 意 第 ９ 号 名所山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任について 
日程第３３ 同意第１０号 兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任につ

いて 
日程第３４ 閉会中の継続審査について 
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 １番 神 澤 敏 美 ２番 神 宮 司 正 人 
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 ５番 岩 沢 正 敏 ６番 梶 原  清 
 ７番 保 坂 利 定 ８番 中 村 正 彦 
 ９番 海 野 利 比 古 １０番 野 澤 今 朝 幸 
 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 
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 １１番 北 嶋 恒 男 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 
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 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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再開  午後 ２時３０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、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。 
 直ちに、日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
 報告事項を申し上げます。 
 本日、１１番議員 北嶋恒男君より欠席届が提出されておりますので報告をいたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   日程第１ 議案第１１２号から日程第２３ 議案第１３４号までを一括議題といたします。 

 本件については今定例会初日の１２月７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７日の本会議において、本委員会に付託されました議案について１２月１２日な

らびに１４日の２日間の日程により委員会を開会し、委員出席のもと関係当局の出席を求め審

査いたしました。 
 審査にあたり、何点か質疑等がありましたので主なものを報告いたします。 
 まず、総務部所管の笛吹市税条例の一部改正について、前納報償金関係で住民税は廃止して

固定資産税のみ２分の１残す理由は何かとの質問に対し、固定資産税の報償金の対象者は全体

の５４％おり、将来的な廃止の方向に向け段階的に対応していくとの説明がありました。 
 また、前納報償金制度が改正されると納税意欲が低下しかねず続けてほしいが、他市の状況

はどうなっているのかとの質問に対し、制度改正による収納率の上下は見られるが廃止により

収納率に影響があったとまでは考えていないとの説明がありました。 
 補正予算については、繰越事業の八代町南への消防団詰所の建設見通しはとの質問に対し、

商工会の建物を潰して造る予定であり、解体費用を地元でということで現在、区で調整してい

るとの説明がありました。 
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 また、観音寺の駐車場の事業認定についての理由と目的はとの質問に対し、用地購入にあた

り、県に租税特別措置法の控除手続きをとっており、目的は公用車を駐車するためであるとの

説明がありました。 
 そのほか市有地に駐車している職員の費用負担はとの質問に対し、有料化の方向で近隣の自

治体の状況を見ながら、現在検討を続けているとの説明がありました。 
 次に経営政策部所管については、合併特例債の資金の借り入れ先はとの質問に対し、基本は

民間資金だが、機構からも借り入れは可能で民間からの場合は市内の金融機関に利率照会後、

利率交渉を行い、個々の事業ごとに利率設定をして借り入れ先を決定しているとの説明があり

ました。 
 また、定例議会のインターネット配信の費用はどれくらいかとの質問に対し、今回のシステ

ム構築委託料に５０万円、その他に配信サーバ利用料が月に５万円であり、それ以外にはかか

らないとの説明がありました。 
 そのほか経営政策部の時間外手当の増額については、特別な理由があるのかとの質問に対し

ては、庁舎等の耐震工事に伴い情報政策課で住民系システム稼働準備のため、土・日や平日の

時間外でなければできない作業もあるため、それによる手当の増額を行うものであるとの説明

がありました。 
 その他、市民ミーティング開催の趣旨については、大型事業についての現状報告と市民の意

見を吸い上げるという基本姿勢をしっかり堅持してほしいとの意見が委員の中から出されまし

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１１７号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決定。 
 議案第１２２号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６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１２９号 「東山梨行政事務組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり認

定すべきものと決定。 
 以上、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１２２号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６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１１７号を議題といたします。 
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 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決であります。 
 本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１１７号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２９号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案に対する委員長報告は、可決です。 
 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１２９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、教育厚生常任副委員長から審査

結果についての報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会副委員長、神宮司正人君。 

〇教育厚生常任副委員長（神宮司正人君） 
 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７日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１２日およ

び１４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笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定についてではどのようなサービスの種類があり、また市内に対象施設は

あるのか。サービスは要介護の人が誰でも受けられるのかとの質問があり、在宅の要介護者の

訪問介護、看護のニーズに２４時間体制で対応する事業など８事業に対し現状の内容と今後の

見通しについての説明があり、サービス利用は要介護の人は誰でも受けられるとの説明があり

ました。 
 また国からの条例改正に伴うもので、他市町村同様であると思うが本市独自のものがあるの

かとの質問があり、条例制定は国の基準をもとに作成した。市独自で制定したものは事業者の

不正請求が生じた場合、対処できるよう文書の保存期限を２年間から５年間に延ばしたとの説
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明がありました。 
 笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営及び指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定

についてでは、要支援１・２の方は市内にどのくらいいるのか。今後、増加していくと思われ

るが、内容が変わることもあるのかとの質問があり、認定者数は要介護、要支援を含め２，８２３名

でそのうち要支援１が１２４名、要支援２が２８１人、合計４０５人との説明がありました。

また今後、人数が増加した場合は高齢福祉課や民間事業者と連携し事業展開をしていくとの説

明がありました。 
 笛吹市子どもすこやか医療費助成金条例等の一部改正について、条例の一部改正によって当

初予算はどのくらい計上する予定かとの質問があり、おおむね３億４千万円を目安にしている

との説明がありました。 
 また対象人数および金額の説明を求めたところ、対象は拡大分も含め中学３年生までとなる。

中学生は約２千人を見込んでいる。金額は、本年度より約７千万円を見込んでいるとの説明が

ありました。 
 市民環境部所管では、青木が原ごみ処理組合規約の変更と脱退に伴う財産処分について組合

を脱退するにあたり、これからどのようなことがあるのかとの質問があり、今後２月ごろ組合

議会が開催される。脱退については本市議会の議決を受けたあと、協議書を組合の事務局へ提

出し、その後、県へ提出し受理されると脱退が決定となりますとの説明がありました。共有財

産処分の定めは本市議会の議決後、議案書および協議書を青木が原ごみ処理組合に提出するこ

とになるとの説明がありました。 
 次に教育委員会所管では、学校給食施設整備事業の御坂給食センター給配水管施設等改修工

事において工事請負費１千万円の新規補正に対し、内容の詳細と原因の説明を求めましたとこ

ろ、平成１１年度に完成したものであるが突発的に給配水管にひびが入り、給食に使う水道水

に錆が発生し、衛生的に問題となった。給食を２日間止めて一部応急工事を行って補修は行っ

ているが、抜本的に補修するためには長期の冬休みを使って対応しなければならない。原因と

しては、給配水管の鉄管の中は二重構造となっているけども、高温の蒸気が繰り返すと継ぎ手

などに伸縮のずれやカビなどが発生しやすく、耐用年数を縮めている原因があると思われる。

今度の工事では耐用性があって、品質のよいステンレス管に変えて安全性を高めていきたいと

説明がありました。 
 また、全般に体育施設の電気料金の増額補正が目立っているけども理由を求めたところ、電

気料金の値上げによるところと、施設を積極的に利用したことによる増加であるとの説明があ

りました。 
 以上、本委員会に付託審議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１１２号 「笛吹市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしま

した。 
 議案第１１３号 「笛吹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の制定について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしま
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した。 
 議案第１１４号 「笛吹市介護保険条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。 
 議案第１１５号 「笛吹市し尿処理施設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をいたしました。 
 議案第１１８号 「笛吹市子どもすこやか医療費助成金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をいたしました。 
 議案第１１９号 「笛吹市八代総合会館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をいたしました。 
 議案第１２０号 「笛吹市図書館条例の一部改正について」、賛成全員で原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。 
 議案第１２１号 「笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止について」、賛成全員で原案の

とおり可決すべきものと決定をいたしました。 
 議案第１２２号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６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をいたしました。 
 議案第１２３号 「平成２４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をいたしました。 
 議案第１２４号 「平成２４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をいたしました。 
 議案第１２５号 「平成２４年度笛吹市後期高齢者医療特別会計補正予算（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をいたしました。 
 議案第１３０号 「青木が原ごみ処理組合規約の変更について」、賛成全員で原案のとおり

可決すべきものと決定をいたしました。 
 最後に議案第１３１号 「青木が原ごみ処理組合から脱退に伴う財産処分について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 
 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、教育厚生常任副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１２２号につきましては先ほど申し上げまし

たとおり各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に討論および

採決を行います。 
 それでは議案第１１２号から議案第１１５号および議案第１１８号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本５案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 



 １２８ 

 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本５案件に対する委員長報告は、可決です。 
 本５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１１２号から議案第１１５号および議案第１１８号は原案のとおり可決され

ました。 
 次に議案第１１９号を議題とし、討論を許します。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 １８番、渡辺正秀君。 

〇１８番議員（渡辺正秀君） 
 議案第１１９号 「笛吹市八代総合会館条例等の一部改正案について」、これに反対の討論

を行います。 
 この案は、これらの施設への指定管理者制度導入を行うためのものであります。なんでも指

定管理者制度という方向性を今、見直さなくてはならないと考えます。平成１５年の自治法改

正で公の施設に指定管理者制度導入が可能とされ、推進されてきました。これは民にできるこ

とは民に、民間活力の導入がよいことだという前提に立って指定管理者制度導入によって住民

サービスの向上、経費の節減ができるとされてきました。しかし全国的にも、笛吹市において

もそうはなりません。そればかりではなく、多くの問題が出てまいりました。 
 それはまず１つ、住民サービスの向上にはならなかったということであります。むしろ今ま

でよりは管理が行き届かないとか、さまざまな不満が出されているのが現状でございます。 
 そして２つ目に市民の施設、私たちの施設という意識が薄れ、施設の保守・改善や有効活用

への住民参加が困難になり、また少なくなったという問題です。 
 ３つ目に経費削減に必ずしもなっていない。わずかな効果としては民間活力の力ではなくて、

指定管理者による職員の臨時やパートへの置き換えによるものでございます。わずかな経費削

減もそうした中身でございます。 
 そして４つ目に管理が屋上屋を重ねることになり、市と指定管理者という構造のもと、無駄

と無責任の体制となっているのが現状でございます。 
 そして５つ目に、公の施設の体系全体を整合的に活用することが困難になっているというこ

とでございます。個々バラバラに類似の施設が別な指定管理者によって管理されているという

ことになりますと、おのずと一体的な、例えば利用の申し込み等についても図書館等について

はシステムが確立されてきたわけですけれども、しかしその他の公の施設、指定管理のものに

ついてはなかなかそうした対応が難しいという困難さが出てきております。 
 それから６つ目に指定管理者にとっても例えば設備投資ができないなど、戦略的な経営がで

きないという矛盾、これが大きくなっております。そうすると公の施設について時代に合った

変革というのが非常に困難になるという、むしろこの民活ではなくて、民間の導入によって停

滞するという事態が起こっているということでございます。 
 これだけの問題が明らかになっている中で、指定管理者制度全般について、今、見直しの時

期を迎えていると思います。そして特に今回出されている問題、公民館等については指定管理
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者制度は導入すべきではないと思います。社会教育法の公民館の役割と運営に関する規定と指

定管理者制度は矛盾しないと強弁する向きもございますが、まったくのこじつけだと思います。 
 公民館はそもそも住民のもの、住民によるコントロールを前提に館長の任命と主任の設置が

決められており、そしてまたそのもとで運営されております。一指定管理者に施設の管理と公

民館活動の運営を任せることは、そもそもの公民館の趣旨に反するものでございます。繰り返

し指定管理者制度は見直すときにきている。特に公民館などは、指定管理者は駄目だと強調し

たいと思います。 
 最後に、指定管理者制度導入の背景にある民と官についての考えを少し述べます。 
 盛んに官は駄目、民はよいもの、官と民を対立させる宣伝がやられてまいりました。たしか

にそう言われても仕方がない実態もございました。それは特定のカッコ付きの民と、そして官

の癒着、官民癒着が原因ではなかったかと思います。これからの笛吹市は文字どおり市民の市

政にしていかなくてはなりません。官民対立の構図に基づく指定管理者制度を見直すことが必

要ではないでしょうか。そうした立場から、この１１９号については反対といたします。 
 以上で、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。 
 ２番、神宮司正人君。 

〇２番議員（神宮司正人君） 
 ただいま議題の議案第１１９号 「笛吹市八代総合会館条例等の一部改正について」、賛成

の立場から意見を申し上げます。 
 これまで本市では平成１８年度から指定管理を導入し、条例についても改正してきたところ

でありますが、今回の笛吹市八代総合会館および笛吹市境川総合会館、笛吹市若彦路ふれあい

センターにつきましても平成２５年度の指定管理者制度導入に向けて、現在準備を進めている

施設ということであり、市または指定管理者のどちらにおいても管理・運営を行えるよう条例

の改正をするものである。そういうことから賛成の意見といたします。 
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。 
 これより、議案第１１９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１１９号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２０号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案について討論を省略し、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ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２０号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２１号を議題といたします。 
 討論を許します。 
 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１２１号 「笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止について」、反対する立場から

討論を行います。 
 この支給条例は山梨県として行っている事業でありまして、６８歳、６９歳の非課税世帯に

属する高齢者に対して３割負担の医療費のうち、２割の補助を行うものであります。２３年度

の決算を見ますと対象者は３６２人、事業費は２，１８９万５千円でありましたけども、県か

らの補助金が１，０９４万７千円ですので、市の負担は１，０９４万８千円となっておりまし

た。 
 一方で１人当たりの公費負担は６万４８５円ですので、この条例が廃止されますとこれまで

助成金の支給を受けていた６８歳、６９歳の人にとっては、１人当たり一気に６万４８５円の

負担が圧し掛かることになります。この間の国や県による高齢者いじめは目に余るものがあり

ます。年金などもらえるものは下がり続ける一方で、介護保険料や医療保険など払うものは負

担が増える一方であります。もうこれ以上の負担には耐え切れないというのが高齢者の叫びで

あります。 
 今回のこの条例廃止の議案提案理由は、県の事業の廃止に伴うものとされております。しか

し条例廃止ではなく、条例改正で笛吹市独自の事業として継続していくべきだと考えておりま

す。その際、さまざまな方法があるかと思います。県の補助金の分を市で負担して継続するの

が高齢者にとってはベストではありますけども、これまで市が負担していた分の金額で事業を

継続することも選択として取り組むべきではないでしょうか。市は来年４月から市民要望の高

かった子どもの医療費無料化を中学３年生まで拡大することになりました。大変歓迎されてお

りまして大いに評価するところでありますけども、しかしその一方でこのような高齢者対応は

許せません。事業継続を求めて反対討論いたします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 ５番、岩沢正敏君。 

〇５番議員（岩沢正敏君） 
 議案第１２１号 「笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止」につきまして、賛成する立場

から討論を行います。 
 山梨県老人医療費助成金支給制度につきましては、昭和４６年４月１日から県の単独事業と



 １３１ 

して開始され、６８歳、６９歳を対象に本来は本人負担３割のところ２割を県と市町村で負担

し本人負担を１割としたものであります。 
 制度発足当時と現在とでは高齢者施策や社会情勢が変わり、現状に合った施策を展開する必

要があることから、山梨県行政評価アドバイザー会議で廃止との評価を受け、県においては平

成２４年度で廃止することになりました。このことを受け、県内すべての市町村が県の制度廃

止を受け、老人医療費助成金支給制度は廃止としたものであります。 
 ただし、今年度に該当となった６８歳の方が７０歳到達までの２年間の経過措置がとられま

す。これらを踏まえ超高齢社会を迎え、安定した医療保険制度を将来にわたって持続していく

ために笛吹市老人医療費助成金支給条例の廃止に、賛成する立場からの討論とさせていただき

ます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 これより、議案第１２１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１２１号は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１２３号および議案第１２４号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２３号および議案第１２４号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２５号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案件について討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本案件に対する委員長報告は、可決であります。 
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 本案件は、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１２５号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３０号および議案第１３１号を一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本２案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本２案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３０号および議案第１３１号は原案のとおり可決されました。 
 暫時休憩とさせていただきます。 
 再開を３時３５分からとさせていただきます。 

休憩  午後 ３時２５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ３時３０分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 
 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７日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を１２月１２日およ

び１４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。 
 建設部所管では市道廃止・認定については今回、廃止および認定の延長が長い市道が多いが、

内容については甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合および、砂原橋架け替え事業推進にかか

るもので、現地で職員からの説明を受ける中で確認を行いました。 
 また笛吹市営住宅条例の一部改正については、地域主権一括法の改正により本市の住宅条例

の一部を改正するもので、主な改正点といたしましては市営住宅等の整備基準を新たに明記し

たことと、入居者の資格の中に本市独自の改正で入居の申し込みのときに地方税を滞納してい

ないこととしたとの説明がありました。 
 説明を受け、改正後の条例や長寿命化計画に基づき古い市営住宅の取り壊しや修繕等、積極

的に取り組むようお願いいたしました。 



 １３３ 

 次に公営企業部所管では、水道事業会計の配水及び給水費の修繕費１千万円の追加補正につ

いて説明を求めたところ今年度は給配水管の漏水が多く発生し、当初予算に不足が生じること

が予想され、今後、冬季の水道管破裂等の修繕に備えるための追加補正であるとの説明がなさ

れました。 
 また資本的収入及び支出において予算の追加・減額・組み替えの金額が非常に多大となって

いることにつきまして説明を求めたところ、御坂浄配水場建設費については当初、境川浄配水

場建設費をもとにして概算での予算計上であったため、今回の補正となったとの説明がなされ

ましたが、今後については予算計上する前によく精査した上で予算計上するように求めました。 
 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１１６号 「笛吹市営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１２２号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第６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１２６号 「平成２４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１２７号 「平成２４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１２８号 「平成２４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１３２号 「字の区域の変更について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと

決定。 
 議案第１３３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１３４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１２２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１１６号を議題といたします。 
 お諮りします。 
 本案については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 



 １３４ 

 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１１６号は原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２６号から議案第１２８号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１２６号から議案第１２８号までは原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３２号から議案第１３４号までを一括議題といたします。 
 お諮りします。 
 本３案件については討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本３案件に対する委員長報告は、可決であります。 
 本３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３２号から議案第１３４号までは原案のとおり可決されました。 
 以上で、各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 
 これより、各常任委員会に分割付託いたしました議案第１２２号を議題といたします。 
 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。 
 お諮りします。 
 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。 



 １３５ 

 よって、議案第１２２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２４ 請願第４号を議題といたします。 

 請願第４号は、本定例会初日に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、教育厚生常任委員会副委員長から報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会副委員長、神宮司正人君。 

〇教育厚生常任副委員長（神宮司正人君） 
 ただいま、議長より報告を求められましたので教育厚生常任委員会に付託をされました請願

について、１２月１４日に審査をいたしましたので、その結果について報告をさせていただき

ます。 
 請願第４号 「ロタウイルス、水ぼうそう、おたふくかぜの予防接種に公費助成を求める請

願について」は、賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。 
 以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 請願第４号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 請願第４号の採決を行います。 
 この請願に対する委員長の報告は、採択であります。 
 本件は、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、請願第４号は委員長報告のとおり採択することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（前島敏彦君） 
   次に日程第２５ 発議第４号を議題といたします。 

 提出者より、提案理由の説明を求めます。 
 海野利比古君。 

〇９番議員（海野利比古君） 
 それでは発議第４号。 
 平成２４年１２月１９日 提出 
 笛 吹 市 議 会 議 長 殿 
 
 



 １３６ 

提出者 
笛吹市議会議員 海野利比古 

賛同者 
笛吹市議会議員 志村直毅 
   〃    北嶋恒男 

 リニア対策特別委員会の設置について 
 リニア対策特別委員会の設置について、別紙のとおり提出いたします。 
 提案理由につきましては、笛吹市議会委員会条例第６条の規定により笛吹市議会にリニア対

策特別委員会を設置し、リニア中央新幹線の早期建設および実験線活用、ならびにその影響へ

の対策を推進するため、以上、内容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。よろしくお願いいたします。 

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。 
 お諮りします。 
 本件は、原案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、発議第４号は原案のとおり可決されました。 
 重ねて、お諮りします。 
 ただいま設置されましたリニア対策特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により志村直毅君、渡辺正秀君、保坂利定君、北嶋恒男君、小林始君、岩沢正敏

君、海野利比古君、中村正彦君、大久保俊雄君。以上の９名を指名いたします。 
 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、ただいま指名いたしました９名をリニア対策特別委員会委員に選任することに決し

ました。 
 ただいま選任されました特別委員は、休憩中に正副委員長の互選をお願いしたいと思います。 
 暫時休憩といたします。 
 再開を４時からお願いしたいと思います。 

休憩  午後 ３時４６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時００分 
〇議長（前島敏彦君） 

 再開いたします。 



 １３７ 

 休憩中、リニア対策特別委員会において正副委員長の互選が行われましたので、事務局長よ

り報告させます。 
 鈴木議会事務局長。 

〇議会事務局長（鈴木幸弘君） 
 それでは、報告を申し上げます。 
 リニア対策特別委員会委員長に大久保俊雄議員、副委員長に岩沢正敏議員。 
 以上でございます。 

〇議長（前島敏彦君） 
 ただいま、市長より予算案件１件および人事案件７件が提出されました。 
 お諮りします。 
 これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、お手元に配布の議員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２６ 議案第１３５号から日程第３３ 同意第１０号までを一括議題といたしま

す。 
 提出案件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） 
 追加議案について、概要を説明いたします。 
 本日、追加提案させていただきますのは２つの議案と６つの同意案件であります。 
 まず議案第１３５号 「平成２４年度笛吹市一般会計補正予算（第７号）について」であり

ます。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，２１３万円を追加し、総額をそれぞれ３３８億

６，５００万円とするものであります。 
 歳出の概要ですが、農林水産業費を１億３，２１３万円追加するもので、これはＪＡ笛吹施

設整備に対する補助金であります。 
 このほかに繰越明許ですが総務費で１５０万円、教育費で６５０万円の追加補正もお願いす

るものであります。 
 次に議案第１３６号 「人権擁護委員の候補者の推薦について」であります。 
 春日居町在住の田草川睦美氏、一宮町在住の酒井明子氏、一宮町在住の山田順子氏の３名は

再任であります。一宮町在住の三枝千瑞氏は新任であります。 
 以上４名について、人権擁護委員法第６条第３項の規定により意見を求めるものであります。 
 次に同意第５号 「副市長の選任について」であります。 
 久保田克己氏を選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意をお願いす

るものであります。 
 久保田氏は一宮町在住で満６０歳。昭和４８年に山梨県庁に入庁し、平成２４年４月からは



 １３８ 

人事委員会事務局長の職に就いておられます。 
 本年１２月３１日をもって退職される予定であり、任期は平成２５年１月１日から４年間で

あります。 
 次に同意第６号 「監査委員の選任について」であります。 
 任期満了に伴う飯田三郎委員の後任として、石和町在住の中川啓次氏を選任したく地方自治

法第１９６条の規定により議会の同意をお願いするものであります。 
 任期は１２月２１日からの４年間であります。 
 次に同意第７号 「公平委員会委員の選任について」であります。 
 任期満了に伴う片岡國男委員の後任として、石和町在住の飯室道男氏を選任したく地方公務

員法第９条の２の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
 任期は１２月２１日からの４年間であります。 
 次に同意第８号から第１０号までの３同意案件については大積寺山、名所山および兜山外五

山の各恩賜県有財産保護財産区管理会委員の選任についてであります。 
 委員につきましては、それぞれの名簿でご確認いただきますようお願いします。 
 すべて任期満了に伴い選任するもので、任期は今日から４年間であります。 
 以上で、議案と同意案件の概要説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 市長の説明が終わりました。 
 これより、議案第１３５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 議案第１３５号は会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３５号は委員会の付託を省略することに決定しました。 
 これより、議案第１３５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１３５号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第１３５号は原案のとおり可決されました。 
 続いて、議案第１３６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 



 １３９ 

 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 議案第１３６号は会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１３６号は委員会の付託を省略することに決定しました。 
 これより、議案第１３６号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 議案第１３６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、議案第１３６号は原案のとおり承認されました。 
 続いて、同意第５号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 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５号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 同意第５号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第５号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第５号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました久保田新副市長から議場での発言の申し出がありましたので、

これを許可したいと思います。 
 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。 



 １４０ 

 久保田克己君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 

〇副市長（久保田克己君） 
 議長から発言の許可をいただきましたので、ごあいさつさせていただきます。久保田克己で

ございます。 
 ただいまは副市長の選任にご同意を賜り、誠にありがとうございます。副市長の責任の重大

さに身の引き締まる思いでございます。もとより微力ではございますが、笛吹市政の進展のた

めに誠心誠意、努力してまいる所存でございます。 
 議員の皆さま方には、ご指導・ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。ありがとうご

ざいます。 
〇議長（前島敏彦君） 

 久保田克己君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて、同意第６号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第６号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 同意第６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６号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第６号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました中川新監査委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 中川啓次君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 

 



 １４１ 

〇監査委員（中川啓次君） 
 ただいま、監査委員にご同意をいただきました中川啓次でございます。 
 私は多くの議員さんがご承知かと思いますが、この３月まで執行部の一人として勤めさせて

いただいてまいりました。改めてここの場に立たせていただきますと、改めて身の引き締まる

思いがいたしております。 
 これまでの職員としての経験を生かしながら、微力ではございますが、これから監査委員と

しての職責を精いっぱい果たしていきたいというふうに思っておりますので、議員の皆さま方

のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げ、一言ごあいさつとさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いします。 
〇議長（前島敏彦君） 

 中川啓次君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて、同意第７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 本案は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第７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７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７号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員です。 
 よって、同意第７号は原案のとおり同意することに決しました。 
 なお、ただいま同意されました飯室新公平委員から議場での発言の申し出がありますので、

これを許可したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 飯室道男君の入場を許します。 
 （ 入 場 ） 
 飯室道男君の発言を許します。 

 



 １４２ 

〇公平委員（飯室道男君） 
 飯室道男でございます。 
 このたび公平委員の務めを仰せつかりました。よろしくお願いいたします。 
 身に余る光栄と同時に責任ある立場として、身の引き締まる思いをしております。これから

の職務を誠心誠意、務めてまいりたいと思いますので、皆さま方のご指導・ご鞭撻のほどをよ

ろしくお願い申し上げます。 
 一言ごあいさつに代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（前島敏彦君） 
 飯室道男君の退場を求めます。 
 （ 退 場 ） 
 続いて、同意第８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 同意第８号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第８号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 これから、同意第８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８号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第８号は原案のとおり同意することに決しました。 
 続いて、同意第９号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 同意第９号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第９号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 これから、同意第９号の討論を行います。 



 １４３ 

 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結します。 
 同意第９号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第９号は原案のとおり同意することに決しました。 
 続いて、同意第１０号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結します。 
 お諮りします。 
 同意第１０号は、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、同意第１０号は委員会への付託を省略することに決定しました。 
 これから、同意第１０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１０号の採決を行います。 
 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員。 
 よって、同意第１０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） 
   日程第３４ 「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、本件については各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決しました。 
 以上で、本定例会に付議されまし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。 



 １４４ 

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７日から本日まで１３日間に及ぶ日程で開催されました。正副議長

さま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。 
 国におきましては、今後の日本の将来を左右する重要な政策課題が問われた衆議院議員選挙

が行われ、国民の判断が示されました。国の舵取りを担う新しいリーダーには、深刻な政治不

信を招いている今だからこそ国民の暮らしのため、真の政治とは何かを念頭に引き続き東日本

大震災からの復興と原発事故の収束を最優先課題として取り組み、かつ実効性のある景気経済

対策、インフラ整備に伴う老朽化や防災対策、社会保障と税の一体改革といった山積する政治

課題に盛んに取り組んでいただける力強い政治に期待するものであります。 
 本市におきましては現在、行政経営システムに基づく施策評価を行い、施策別枠配分方式に

より施策の優先度に即した重点的・効率的な新年度予算編成を進めており、市民にとって真に

必要な事業とは何かを追求し、選択と集中を基本的な考えとしながら、限られた財源の中、第

１次笛吹市総合計画に掲げる施策の着実な推進を、地域力一番の理念を持って市政運営に努め

てまいります。 
 新年に入りますと、各種行事が予定されております。 
 まず１月４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

２５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。市議会議員を

はじめ各種行政委員、区長、消防団幹部役員のほか、各種委員および団体代表各位のご出席に

より叙勲・褒章および大臣表彰の受賞者、ならびに県政功績者の祝賀会を行うとともに平成２５年

の新春をお祝いしたいと思います。 
 次に１月６日には、一宮桃の里スポーツ公園グラウンドにおいて芝垣直秀団長以下９００名

の団員が参加して笛吹市消防団出初め式が挙行されます。市内７分団による盛大かつ厳粛な式

典が行われ、併せて全国消防団員操法大会に出場した境川分団による放水披露も行われます。 
 また同じく１月１３日に市内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

間入りをいたします。新成人の皆さまには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、自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。 
 次に市税等の収納率向上対策として、２月上旬、市税および国保税未納者を対象に滞納整理

強化に向けた戸別訪問を実施します。課長以上の管理職員が滞納者宅を直接訪問し、税負担の

公平と納税の義務を周知し納税を促すとともに、職員自らが税に対し危機感を持って収納対策

に取り組むことにより、これまで以上の税に対する意識の高揚を図りたいと存じます。このよ

うに自主財源の確保にも積極的に取り組み、健全な財政基盤の確立に努めてまいりたいと存じ

ます。 
 さて来年は巳年であります。巳や蛇の特徴のように何事にも粘り強く、探究心と情熱感を持っ

て職員と一丸になり、市民のご期待にお答えすべく市民の声の届く市政、市民から信頼される

市政の運営を推し進めてまいりたいと考えております。 



 １４５ 

 師走も半ばを過ぎ平年より半月も早く初雪が舞う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２５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２４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２８分 
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