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１ 監査の対象  

  教育委員会に係る財務に関する事務の執行状態並びに事業の管理状態について

監査を実施。 

 

 

２ 監査基準日・監査の範囲  

  平成２０年１２月３１日現在の財務及び事務に関すること 

 

 

３ 監査の実施日 

教育委員会 教育総務課   平成２１年２月 ４日 午前９時から 

〃    学校給食課   平成２１年２月 ４日 午前１１時から 

〃    学校教育課   平成２１年２月 ４日 午後１時３０分から 

〃    生涯学習課   平成２１年２月 ４日 午後３時３０分から 

〃    スポーツ振興課 平成２１年２月 ５日 午前９時から 

〃    図書館     平成２１年２月 ５日 午前１０時３０分から 

〃    文化財課    平成２１年２月 ５日 午後１時３０分から 

 

 
４ 監査の方法 

監査の対象となった一般会計の下記項目について、教育委員会から提出された資

料に基づき説明聴取を行うとともに、関係帳簿、証憑書類の突合及び計算突合等に

より関係諸記録を相互に付き合わせ、その記録又は計算の成否を確かめた。 

 １「平成１９年度定期監査指摘要望事項についての取り組み状況について」 

２「職員の事務分掌表」 

３「主要事務事業の概要」 

４「懸案事項及び業務に関する問題点」 

５「指定事項調書」 

  【教育総務課】 

① 施設の修繕等の要望と実施状況 

② 耐震診断を必要とする新耐震基準（昭和 56 年）施行以前の施設（建物）

と耐震診断による構造耐震指数(Is 値) 

【学校給食課】 

① センター方式と自校方式の経費の比較について 

② 学校給食検討委員会の開催状況と検討内容について 

※給食費決算報告書（平成19年度分）を参考資料として添付すること。 

【学校教育課】 

① 区域外通学の現状と今後の方向性 

② 学校林の所在、面積および管理の状況 

     【生涯学習課】 

① スコレー大学の開催科目と参加状況について 

② いさわ文化・スポーツ振興財団の公益法人制度改革への取り組み 

     【スポーツ振興課】 

① 総合型地域スポーツクラブの状況と今後の取り組みについて 
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     【図書館】 

① 平成 20 年度における図書の購入状況とその貸し出し状況 

【文化財課】 

① これまでの発掘調査実施箇所と報告書の作成状況について 

 

６「委託契約（一般委託）（予定）調書」 

７「委託契約（工事関連委託）（予定）調書」 

８「負担金補助及び交付金支出（予定）状況調書」 

９「工事請負実施関連（予定）調書」 

10「公有財産購入に関する調書」 

11「歳入状況調書」 

12「歳出状況調書」 

13「滞納状況調書」 

14「賃貸借に関する調書」 

15「指定管理施設に係る修繕費の状況」 

16「郵便切手受払状況」 

 

 

５ 監査の着眼点 

  監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。 

・ 事務事業が法、条例規則等に則り適正に行われているか。 

・ 住民サービス向上の観点から、現行の事務事業が適正なものか否か。 

・ 歳入歳出予算の執行が適切に行われているか。 

・ 契約事務の手続は適切か。 
 

 

６ 監査の結果 

 （１）予算・財務に関する事務 

    平成２０年１２月３１日現在における教育委員会から提出された一般会計

歳入歳出状況調書の金額は、監査の結果関係帳簿等の記載金額と一致し適正に

執行されていた。支出伝票関係については、検査の結果適正に処理されていた。

なお、郵便切手は学校教育課で該当があったが、受払状況については、切手保

管枚数と受払簿に間違いがなく、受払が適正に行われていたことを確認した。 

 

 （２）事務・事業の執行状況 

    教育委員会に係る主な事務事業の執行については、良好であると認められる。 

    なお、監査において気がついた点を後述するので、今後適切な措置を講じら

れたい。 

 

 

７ 指摘・要望事項 

①いさわ文化・スポーツ振興財団の今後の方向性については、

実施期限を定め早急に検討を図られたい。 教育総務課 事務

事業 

②学校施設の修繕については、年次計画に沿って行うとともに

施設の状況を判断し的確な執行を行うこと。 
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③施設の建設・修繕については、専門的な知識が必要であるの

で、職員配置のあり方について担当部局と連携し、より効率

的な事業執行体制の整備を図ること。 

 

④事務委任規程や決裁規程の見直しについては、関係各課と協

議し早急に実施すること。 

 

伝票

につ

いて 

①伝票の決裁日〈課長決裁〉が記入されていないものがあるの

で、必ず記入すること。 

①給食費の滞納については、市内学校全体を把握するとともに、

縮減対策に努力すること。 

②随意契約している事業については、一括契約できるよう検討

すること。 事務

事業 
③学校給食の共同調理場方式、自校方式及び委託方式について

その経費を比較ができるように詳細に分析すること。また、

今後の学校給食の方向性についての検討資料として活用でき

るようにすること。 

学校給食課 

伝票

につ

いて 

①伝票の決裁日〈課長決裁〉が記入されていないものがあるの

で、必ず記入すること。 

①事業の契約が相当数あるので、一括契約できるよう検討を行

うこと。 

②研修等の下見補助については、内容や必要性を精査すると共

に主事業に含めることなどの検討を行なうこと。 
事務

事業 

③事務委任規程や決裁規程については、事務処理の基本である

ので運用で行なうのではなく早急に見直しを行うこと。 

学校教育課 

伝票

につ

いて 

①伝票の決裁日〈課長決裁〉が記入されていないものがあるの

で、必ず記入すること。 

①いさわ文化・スポーツ振興財団の補助金については、指定管

理の委託部分と重複することが無いよう注意すること。 事務

事業 ②笛吹市小中学生俳句会は、貴重な事業であるのでより一層の

発展のため努力をお願いしたい。 生涯学習課 

伝票

につ

いて 

①伝票の決裁日〈課長決裁〉が記入されていないものがあるの

で、必ず記入すること。 

事務

事業 

①施設の修繕については、教育総務課とスポーツ振興課で行っ

ているが、迅速且つ対応漏れの無いよう事業執行の分担を明

確にしておくこと。 
スポーツ振

興課 
 伝票

につ

いて 
① 伝票の決裁日〈課長決裁〉が記入されていないものがあるの

で、必ず記入すること。 

①図書館には、多数の市民が訪れ休祭日も行っていることから、

AED の設置について関係課と検討すること。 
図書館 事務

事業 ②図書の購入については、購入額が多額である為、競争原理を働

かせるよう検討されたい。また、購入に関わる事務処理につい

ては、内容や経緯が明確になるように行うこと。 
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文化財課 事務

事業 
①春日居郷土館の運営については、事業が好評であったので今

後も発展的な運営ができる体制を望みます。 
 
 
８ 前年度定期監査指摘要望事項に対する対応措置について 

  平成１９年度定期監査において指摘された事項については、以下のとおりその対

応措置が示された。 

 
【教育総務課】 
《指摘要望事項①》 

  補助金交付が学校単位であったり、連合会であったりするので、統一的な補助金交付を図る

ため、補助金交付団体の組織の再編について検討すること。 

《対応措置の内容》 

  平成 20 年度当初予算には、補助金の平等化を推進するために補助金額及び交付団体の見直し

を行った。補助金交付状況の不均等な支出を均等に統一化して、補助している金額の支出状況

は、単ＰＴＡ及び教育協議会、母と女性教職員の会等への補助金交付を見直し、市内の教育団

体の組織運営を配置して系統化した。 

笛吹市ＰＴＡ連合会としての組織図を明確にして連合会に補助金を交付することにより、保

護者、教職員が一本化した運営を推進することができ、市からの補助金交付により、学校、家

庭、地域のパイプとしての連携が図られて補助事業の明確な運営が推進できる。 

《指摘要望事項②》 

破損、老朽した学校施設の修理等については、公平、迅速に対応願いたい。 
《対応措置の内容》 

市内の学校施設の課題として大区分、区分、内容等を学校別に具体的に必要性等整理して対

応する。 

① 大区分とは、耐震改修、防犯、空調設備、校舎、給食施設老朽化、体育館、プール施設、

天窓、屋上、危険箇所等に区分けをした。 

② 平等化の区分とは、エアコン、印刷室、スプリンクラー、防球ネット、防犯関係（カメ

ラ、フェンス、門扉）等を中心にまとめる。 

③ 老朽化とは、校舎（大規模改修、外壁、屋根〔水漏れ〕、屋内運動場〔放送施設〕、プー

ル、給水管、放送施設、エレベーター等を対象にした。 

④ 危険箇所とは、石垣、耐震、消防関係等 

詳細に区分をして随時計画的に、公平に対応している。 

《指摘要望事項③》 

いさわ文化スポーツ財団は、笛吹市の財団として運営できるよう、その体制の整備、強化に

努められたい。 
《対応措置の内容》 

平成２０年４月より組織の見直しに伴い、教育総務課総務担当に置いて組織についての業務

を推進することとなった。現在、財団事務局と生涯学習課及びスポーツ振興課又教育総務課を

窓口として今後の財団の名称や運営についての方向性を示すために、合同会議を開催している。 

《指摘要望事項④》 

全般的に伝票の決済日が未記入のものが見受けられるので注意すること。 
《対応措置の内容》 

伝票の確認を入力者以外の２名により未記入のチェックをしている。 

《指摘要望事項⑤》 

伝票処理が不備なものが見受けられた。（請求日がないものや、検収がされていない）ので注

意すること。 
《対応措置の内容》 

伝票の確認を入力者以外の２名によりチェックしている。 

《指摘要望事項⑥》 

事務委任規程や決裁規程が実際の運用とあっていないので、財政課と内部協議のうえ改善す
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ること。 
《対応措置の内容》 

市長からの事務委任事務について、各課員とも共通の確認事項としまして今後の決裁等につ

いて対応を図ってまいります。 

 

【学校給食課】 

《指摘要望事項①》 

引き続き給食費の滞納縮減に努められたい。 
《対応措置の内容》 

  給食費未納者に対しては、電話連絡し、納付約束（金額、時期、分割納付）を行い、履行さ

れるよう催促をした。また、戸別訪問により徴収を行った。 

尚、現在、学校給食課で御坂共同調理場と八代給食センターの給食費の徴収を行っているが、

平成２１年度から給食費の徴収を各学校に移行することになっている。そのため各金融機関、

小中学校と打合せを行っている。 

今年度から新たに学校給食検討委員会を設置し、市内全部の小中学校の給食費の未納対策に

ついて検討する。今後は財産等の差押えを含めた法的措置を検討している。 

《指摘要望事項②》 

  給食費が学校によって、異なることから、給食費の統一について検討されたい。 

《対応措置の内容》 

現在、市内小中学校の学校給食は共同調理場 4 ヵ所、自校方式 11 校で実施されている。今年

度新たに笛吹市学校給食検討委員会を設置した。この委員会は、市内全体の学校給食の適正で

円滑な運営を図るために諸問題について協議するものである。今後この委員会で必要性につい

て検討していく。 

《指摘要望事項③》 

  全般的に伝票の決済日が未記入のものが見受けられるので注意すること。 

《対応措置の内容》 

  チェックを確実に行い、間違いの無いよう伝票処理を行う。 

《指摘要望事項④》 

  伝票処理が不備なものが見受けられた（請求書がないものや、検収がされていない）ので注

意すること。 

《対応措置の内容》 

  チェックを確実に行い、間違いの無いよう伝票処理を行う。 

 

【学校教育課】 

《指摘要望事項①》 

  学校に対する各種補助金の平準化を図り、保護者負担の均一化に取り組むこと。 

《対応措置の内容》 

  笛吹市立小中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則、笛吹市立小中学

校校外行事等に対する補助金交付要綱、笛吹市立小中学校校外行事等に対する補助金に係る補

助基準内規に基づき、児童生徒へ適切に各種補助金を支給している。 

《指摘要望事項②》 

  学校が申請者となる補助金について、支払伝票の起票、決裁が学校側で処理されているもの

があるが、学校は補助金を受領する側であるので、起票、決裁処理は学校教育課で行うよう改

善すること。 

《対応措置の内容》 

  小中学校が補助金申請者となる補助金については、全てではありませんが小中学校で起票し

ている場合もある。補助金支払の支出命令伝票の起票については、平成１８年度の定期監査指

摘要望事項調査書の会計処理①において同様な指摘をされ、「学校関係の補助金の支出命令に市

長の補助金交付決定通知書を添付して支出するようにした。」と回答している。補助金の種類と

伝票枚数が多数あり、学校教育課で伝票起票するのは現状不可能である。今後各小中学校の事

務職と協議するなかで改善していく。 

《指摘要望事項③》 
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随意契約については、できるだけ競争原理を働かせるよう努力されたい。 
《対応措置の内容》 

  各小中学校維持管理事業について、各小中学校の全体をまとめて事業執行契約のできる事業

より入札執行を今年度は実施しております。平成２１年度についても各小学校全体としてまと

めて事業執行可能な事業より、入札執行することにより競争原理を働かせていきたいと考えて

いる。 

《指摘要望事項④》 

全般的に伝票の決済日が未記入のものが見受けられるので注意すること。 
《対応措置の内容》 

  各小中学校の決裁伝票については、学校事務職員に連絡し指導徹底している。今後も学校教

育課からも定期的に注意を喚起していきたいと考えている。 

《指摘要望事項⑤》 

  伝票処理が不備なものが見受けられた（請求日がないものや検収がされていない）ので注意

するとともに、学校での伝票処理についても指導すること。 
《対応措置の内容》 

  学校教育課及び各小中学校での伝票起票する折は、細心の注意を払い、また、各小中学校へ

の指導を行っている。特に各小中学校の事務職で笛吹市へ定期異動により着任間もない者があ

るので、指導を徹底していきたいと考えている。 

《指摘要望事項⑥》 

事務委任規程や決裁規程が実際の運用とあっていないので、財政課と内部協議のうえ改善す

ること。 
《対応措置の内容》 

  笛吹市学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の第２条各号について、条文の十分

な検討をして笛吹市教育委員会事務決裁規程とのあいだに、運用していく上で一致しない箇所

があるのか今後検討していきたいと考えている。 

 

【生涯学習課】 

《指摘要望事項①》 

  全国子ども俳句会については、貴重な大会であるので、尚一層のピーアールを行ない参加者

を増加させるように取り組まれたい。 

《対応措置の内容》 

  今年度第 12 回を迎えた笛吹市小中学生俳句大会は、11 月 23 日俳句会表彰式を行い盛況の内

に終了することができた。今回の応募者数において、北は北海道、南は九州沖縄から 218 校の

参加をいただき、昨年を 4,000 句あまり上回る 16,496 句もの投句があり、合併以来 高の参加

数を数えたところである。尚、本年は市内全小中学校の参加も頂いた。今後も俳句の里笛吹市

の成熟と市外に向けての情報発信の重要性を再認識し、平成 21 年度に向け更なる周知、アピー

ルに努め、本年度を上回る参加を頂けるよう対応していく。 

《指摘要望事項②》 

  全般的に決裁日の未記入のものが見受けられるので注意すること。 

《対応措置の内容》 

支出伝票については、確認し決裁日の落ちがないよう改善に努めている。 

《指摘要望事項③》 

  伝票処理が不備なものが見受けられる（請求日が無いものや検収がされていない）ので注意

すること。 
《対応措置の内容》 

  伝票処理については、担当、リーダー、課長、次長の決裁の流れの中で、十分なチェックを

行い不備が無いよう改善に努力している。また、業者の請求等に請求日が無い場合は、再発が

無いようその都度指導指摘を行っている。 

 

【スポーツ振興課】 

《指摘要望事項①》 

  水ウォークについては、補助金が交付されているが、運営状況から、負担金で処理するもの
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と思われるので検討のうえ改善されたい。 

《対応措置の内容》 

  平成 21 年度より負担金として予算計上済みである。 

《指摘要望事項②》 

  営利企業に対する補助金の交付については、規則等をつくり交付の根拠が明確になるように

整備されたい。 

《対応措置の内容》 

水ウォークは平成 20 年度までは補助金として読売新聞社に交付していたが、平成 21 年度か

らは負担金として予算計上する。また、金額については、その時の財政事情等を考慮しながら、

お互いの話し合いの中で決定する。 

《指摘要望事項③》 

全般的に伝票の決済日が未記入のものが見受けられるので注意すること。 
《対応措置の内容》 

伝票の決裁日の記載については、担当者の起票後の決裁の中で、リーダー、課長等のチェッ

クを行い未記入の無いようにしている。 

《指摘要望事項④》 

  伝票処理が不備なものが見受けられた（請求日が無いものや検収がされていない）ので注意

すること。 
《対応措置の内容》 

  伝票処理の請求日及び検収印の無いもの等の不備については、担当者の起票後課内での、チ

ェック及び検収を行ない不備の無いようにしている。 

 

【図書館】 

《指摘要望事項①》 

  多くの臨時職員等を雇用しているが、市職員の配置替えや、図書館内での弾力的な人員の運

用による効率的な運営を検討されたい。図書の購入については、競争原理を利用し安価で購入

できるように努めること。 

《対応措置の内容》 

  平成 20 年度公立図書館間での人事異動が行われる。土・日曜日・祭日・夜間と開館するため、

フレックスタイムを活用し業務にあたる。また、イベントや業務内容によっては勤務場所を変

えて対応した。常勤の臨時職員（14 名）は、司書資格を有するものを採用、開館日数、勤務時

間帯を勘案し必要 小限の人員を雇用。図書資料の購入にあっては付帯装備を施した上で、安

価である書店等から随意契約で購入した。 

《指摘要望事項②》 

全般的に伝票の決済日が未記入のものが見受けられるので注意すること。 
《対応措置の内容》 

  正確に伝票処理されるように、伝票を再度チェックした。 

《指摘要望事項③》 

  伝票処理が不備なものが見受けられた（請求日が無いものや検収がされていない）ので注意

すること。 
《対応措置の内容》 

  正確に伝票処理されるように、伝票を再度チェックした。 

《指摘要望事項④》 

事務委任規程や決裁規程が実際の運用とあっていないので、財政課と内部協議のうえ改善す

ること。 
《対応措置の内容》 

  財政課と協議した。 

 

【文化財課】 

《指摘要望事項①》 

  文化財整理保管場所については、早期に集約できるよう対応願いたい。 

《対応措置の内容》 
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  一宮、境川、八代の整理室（作業室）については、本年度、一箇所（八代整理室）に集約し

た。文化財収蔵室は御坂、一宮、八代、石和、境川、春日居（郷土館）にあり、それぞれの収

蔵品を整理した。 

《指摘要望事項②》 

  指定管理施設において市が負担する修繕については、指定管理者に修繕を依頼しているが、

適切な発注方法により修繕の実施事業者を選定されたい。 

《対応措置の内容》 

  八田御朱印公園管理を山梨管財㈱に委託している。市では 19年度に濾過ポンプ（367,000 円）、

ウッドデッキ（144,000）の修繕を実施した。業者の選定は、濾過ポンプの修繕は 3 社から見積

書を取り適正に行った。ウッドデッキの修繕は山梨管財㈱で実施したが、3 社から見積書を徴

収した。今後は、指定管理者を除いた業者に委託し、修繕を行っていく。 

《指摘要望事項③》 

  文化財に関する土地購入については、今後、購入単価について十分調査、研究のうえ適切に

行うこと。 

《対応措置の内容》 

  岡銚子塚古墳の取得については、該当不動産の情報を収集し、教育委員会で協議し方針や購

入価格を決定した。今後は尚一層、慎重に関係課と協議を重ねていく。重要な埋蔵文化財をし

っかり把握し、開発申請に十分注意を払い、指導をしていきたい。 

 

 

９ 指定事項の回答について 

  本監査において、監査委員が指定した事項（指定事項調書）については、その現

状及び今後の方針が以下のとおり回答された。 
 

【教育総務課】 

《指定事項①》 

施設の修繕等の要望と実施状況 

《現状及び今後の方針》 

各学校からの学校施設修繕課題表を 9 つの修繕箇所として区分けを行い要望と予算化等、年

次計画において推進予定。 

《指定事項②》 

耐震診断を必要とする新耐震基準施行以前の施設と耐震診断による構造耐震指数 

《現状及び今後の方針》 

新耐震基準施行以前の施設は、昭和 56 年以前の建築は、文部科学省の耐震改修状況調査の対

象となっている。非木造の 2 階以上の建物、または非木造の 200 ㎡以上の建物ということで捉

えると学校施設 55 棟あるが、耐震診断は全て終了している。これら以外の施設では、石和北小

給食棟が平成 8 年に耐震診断を実施したが判定会を受けていなかったために、平成 21 年度に再

度実施予定である。 

《指定事項③》 

学校林の所在、面積及び管理の状況 

《現状及び今後の方針》 

所有する学校林は、7 小学校、面積 19.88ha であり、現在活用している学校は春日居中学校

において、年間２回草刈等を実施し、他の学校については、管理、活用はしていない状況であ

る。 

《指定事項④》 

いさわ文化・スポーツ振興財団の公益法人制度改革の取り組み 

《現状及び今後の方針》 

公益法人制度について、理事会の開催について、事務局の考え方についての 3 つの項目につ

いての方向性について検討している。 

 

【学校給食課】 
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《指定事項①》 

センター方式と自校方式の経費の比較について 

《現状及び今後の方針》 

  特殊項目として燃料費、光熱水費、修繕料、工事請負費、備品購入費を除いた経費の比較は、

共同調理場の場合、経費総額は、110,241,819 円、児童・生徒数は 2,909 人で一人当たりの経

費は 37,897 円である。 

自校方式の場合、経費総額は、98,735,214 円、児童生徒数は、3,686 人で一人当たりの経費

は 26,787 円となり、共同調理場の方が経費が掛かることになる。今後は、調理員の確保問題、

施設の老朽化に伴い修繕、改修費用、衛生面、安全面等、総合的に検討していく。 

《指定事項②》 

  学校給食検討委員会の開催状況と検討内容について 

《現状及び今後の方針》 

  第 1 回検討委員会を 9 月 29 日に開催し、11 人(市内小中学校保護者、校長、教頭、栄養士、

学識経験者、関係行政機関など)に委嘱状の交付をし、正副委員長の選任、委員会の内容につい

て、また今後の進め方について協議した。 

第 2 回検討委員会は、2 月 6 日開催予定で、給食費の未納問題の対策として、今後財産等の

差押えを含めた法的措置について協議する。 

 

【学校教育課】 

《指定事項①》 

区域外通学の現状と今後の方向性 

《現状及び今後の方針》 

平成 19 年 7 月 10 日笛吹市通学区域検討委員会委員長より「笛吹市立小学校・中学校の通学

区域の弾力的運用について」（答申）を頂いた。これに伴い、御坂町及び一宮町の地域審議会に

おいて調整区域の「認定基準」を説明し理解が得られた。 

平成 20 年度入学より、御坂町成田地区は、御坂西小学校の通学区域であるが、希望する場合

は認定されている石和東小学校へ、また一宮町塩田地区の県営住宅は、一宮南小学校通学区域

であるが、一宮西小学校への通学を認める弾力的な運用を行っている。 

 

【生涯学習課】 

《指定事項》 

スコレー大学の開催科目と参加状況について 

《現状及び今後の方針》 

  講座については、3 学期制で行っているが、今年度については、1 学期 30 講座、543 名と 2

学期、40 講座、681 名の受講があり、3 学期については、40 講座、800 名の予定をしている。 

講座内容については、趣味・生きがいをテーマとした体験講座 6 割、環境問題・国際問題 1

割・学院大学・県立大学・県立博物館等との連携講座 1 割、市文化協会との連携講座 1 割等を、

企画し偏りが無いよう配慮している。また、今年度は、年間を通じ「平和へのメッセージ」を

テーマと決め特別講座を企画し、市民の皆様に好評を得ている。今後についても、「いつでも、

どこでも、だれでも」市民がそれぞれ自己のテーマを決め自由に学べる生涯学習の場の提供を

コーディーネーターを中心に市民ニーズを可能な限り取り入れ生涯学習のきっかけつくりとし

ての講座を企画し、市民に提供した中で、継続した生涯学習の取り組みと自主グループの育成

に繋げたい。 

 

【スポーツ振興課】 

《指定事項》 

総合型地域スポーツクラブの現状と今後の取り組みについて 

《現状及び今後の方針》 

  わいわいスポーツクラブは、境川地区の体育指導委員会が主体となり平成 13 年 9 月に設立さ

れ、境川町（旧境川村）の小学生を中心に活動していたスポーツクラブで、平成 19 年 6 月より

総合型地域スポーツクラブとして育成、21 年度認定予定のスポーツクラブである。 

スポーツ少年団に入らない、また家庭の事情等で入れない子どもを中心に境川スポーツセン
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ターを拠点としてトランポリン、跳び箱、マット運動等遊び心で広くスポーツに親しみ、体力

づくりや仲間づくりができるよう活動している。現在は、境川地区以外の地区からの参加者も

増え、また、未就学児の参加者も多く、少子化（兄弟での遊びができない）、遊びの変化（テレ

ビゲーム）、体力の低下等が危惧される中、子どもたちの環境及び体力づくりに大きな貢献をし

ている。 

平成 21 年度には、日本体育協会から認定を受けＮＰＯ法人化し、積極的な活動を推進する中

で、現在の懸案事項でもあるスタッフ不足、また財源の確保（会費等）、会員の確保を積極的に

行う中で、いつでも誰でも参加ができ、多くのスポーツを体験させることにより、スポーツの

楽しさ、健康づくりを実感し、友人関係の樹立、基本的生活環境の樹立を目指していく。 

 

【図書館】 

《指定事項》 

平成 20 年度における図書の購入状況とその貸し出し状況 

《現状及び今後の方針》 

  〔現  状〕  

石和図書館（図書資料 3,668 件・6,401,635 円）御坂図書館（図書資料 2,566 件・3,979,577

円・映像資料 81 件・637,021 円・録音資料 65 件・158,972 円）一宮図書館（図書資料 2,979 件・

4,193,243 円）八代図書館（図書資料 1,273 件・2,346,927 円）境川図書室（図書資料 303 件・

456,472 件）春日居図書館（図書資料 1.453 件・2,124,991 円・映像資料 11 件・77,179 円・録

音資料 5 件 13,300 円）であり現在発注中のものもある。 

〔今  後〕 

図書資料購入にあたっては、付帯装備を施したうえで納入し、安価で購入できる市内業者よ

り極力購入する。 

第一次笛吹市総合計画の目標である市民ひとり当たり年間平均 8 冊以上のご利用いただける

よう努力する。 

 

【文化財課】 

《指定事項》 

これまでの発掘調査実施箇所と報告書の作成状況について 

《現状及び今後の方針》 

仲原遺跡（H18 年度調査）、五里原遺跡（H19 年度調査）、橋詰遺跡（H19 年度調査）について

は報告書作成のため整理作業中。 

刊行済報告書は、銚子原遺跡（H18.3）、五里原遺跡〈県道〉（H19.3）、今宮遺跡・車居遺跡（H19.1）

椚田遺跡（H19.3）、町屋遺跡（H20.3）である。 


