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開会  午後 ３時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 

 ただいまの出席議員は２３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２３年笛吹市議会第４回臨時会を開会いた

します。 
 ここで、去る１１月４日にご逝去されました故野沢勝利議員に哀悼の意を表し、黙祷を捧げ

たいと思います。 
 全員のご起立をお願いいたします。 
 （ 黙 祷 ） 
 ありがとうございました。 
 開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 晩秋の季節になりました。紅葉を求め、観光地は賑わいを見せております。笛吹市の紅葉の

名所は芦川地域ではないでしょうか。一昨年、笛吹市の植樹祭において、御坂町大貫区内に２千

本のモミジの植栽が行われました。何年か先に紅葉の名所になることを夢見ながら、これから

管理を行っていただきたいと思います。 
 これより、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す。 
 報告事項を申し上げます。 
 地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたところ、

お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 本日、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。 
 なお、議長の命令に従わないときは地方自治法の規定により退場を命じますので、念のため

申し添えます。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   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 
 １１番 中村善次君 
 １２番 龍澤 敦君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 
 今臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、今臨時会の会期は本日１日とすることに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   日程第３ 市長あいさつならびに日程第５ 議案第１０７号および日程第６ 議案第１０８号を

一括議題とし、提出議案に対する説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

〇市長（荻野正直君） 
 本日、平成２３年第４回臨時議会を招集いたしましたところ、ご多用にもかかわらずご出席

をいただき、厚く御礼を申し上げます。 
 晩秋を迎え、山々や周りの風景も秋の装いから冬の支度へと季節の移ろいを見せております。

本市におきましては１１月１９日、２０日の２日間、第７回笛吹市文化祭を開催し、会場のい

ちのみや桃の里スポーツ公園には大勢の市民の皆さまにご来場をいただく中、芸術の秋、文化

の秋を体験していただいたところであります。 
 それでは本日、提出させていただきます議案、条例の制定および一般会計補正予算（第４号）

につきまして、ご説明を申し上げます。 
 はじめに、条例の制定についてであります。 
 地方自治法第７４条第１項の規定により、笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を

問う住民投票条例の制定については、直接請求がなされましたので、同第３項の規定により意

見を付議してするものであります。 
 これまでの経緯を含め、同第３条に定められております所見を申し上げます。 
 本市の生涯学習施設やスポーツ施設については、二度の合併時に策定した新市建設計画およ

び笛吹市基本計画においてその趣旨を地域の一体化等とし、生涯学習の拠点施設整備やスポー

ツ施設の整備推進が掲げられております。これらの合併時の約束である新市建設計画等の考え

方、その後、策定いたしました第一次総合計画、ならびに都市計画マスタープランなどの長期

な計画に継承されております。多機能アリーナにつきましても、この考えに基づきまして検討

を重ねてまいりました。 
 その結果、文化ホールや体育館を個別に建設することは建設コストが大きくなること。その

後の維持管理費や稼働率の問題があることから、多目的に活用できる施設の提案を平成２１年

８月に議会にお示しし、１１月には市民ミーティングにより市民の皆さまのご意見を伺いまし

た。その上で、市内の各種団体の代表を中心とする笛吹市多目的施設建設検討委員会におきま

して、建設の是非も含めご検討をいただき、その結果、建設の是非については両論併記でのご

報告の中で、今後は市行政ならびに意思決定機関である市議会に的確な判断を期待するとのご

意見をいただいたところであります。 
 この結果を受け、今までいただいたご意見等をもとにさらに検討を重ねた結果、市内の既存

体育館の使用状況などを考え、体育館機能に軸足を置いた多機能アリーナとして建設を推進す

ることとし、平成２２年笛吹市議会第３回定例会において基本設計の予算をご議決いただき、

基本設計を策定いたしました。策定にあたりましては、市内７カ所で開催いたしました市民ミー

ティングやワークショップなどの多くの意見をいただき、多機能アリーナ建設委員会でのご議
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論をいただいているところであります。このように多機能アリーナ建設につきましては、さま

ざまな機会に市民の皆さまのご意見をいただく中で、市議会においてご議論をいただき事業を

進めております。 
 また多機能アリーナは人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点施設であり、災害時の避難

場所としても核となる施設であります。人づくりは笛吹市の長期的で、持続的な発展を目指す

観点からも必要な施設であるというふうに考えております。このため、多機能アリーナを市内

外の多くの人々が集い、学ぶことのできる拠点施設として計画をしております。 
 健康づくりは、誰もが笑顔で過ごすために不可欠です。それぞれの年代に合わせたスポーツ

を含めた生涯学習を通じての心身の健康づくりは本市の重要な施策の１つであり、今後ますま

す必要になってくる重要なテーマであります。このため各地区の体育館などの施設と連携し、

その中心施設として多機能アリーナを活用してまいります。 
 交流づくりにつきましては、２つの側面を有していると考えております。１つは市民間の交

流という面であり、もう１つは市内と市外の人々の交流という面であります。市民間の交流と

いう面では、旧町村の枠を超えたさまざまな交流により、真の意味での笛吹市としての地域の

一体化が図られるものと考えており、市内外の交流という面からは、交流人口の増加により地

域産業の継続発展が図られるものと期待いたしております。 
 さらに災害時の避難場所としては、大規模な災害が発生した場合、一時的には各地区の小中

学校などに避難していただくことになりますが、避難が長期化した場合の仮設住宅建設用地な

ど、二次的な避難拠点として計画をいたしております。 
 このように多機能アリーナは、本市の長期的な視点から欠くことのできない必要な施設であ

ります。事業の推進にあたっては、スポーツや文化活動のあり方、交流資源の総合的観点から

の協議、防災拠点機能等、多面的・総合的に検討した上で判断する必要があることから、単に

事業に対する賛否を問うのではなく、議論の中であるべき姿を求めていくことが欠かせません。 
 このため、今までと同様、市民の皆さまのご意見をより多くいただく中で、今日の地方自治

制度の根幹である議会制民主主義に基づき、地方自治の二元代表制としての市議会において十

分にご議論を尽くしていただくことが肝要でありますので、本条例の制定は必要ないものと考

えております。 
 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２３年度笛吹市一般会計補正予算（第４号）でありますが、歳入歳出それぞれ２，８２５万

円を追加し、総額を３１６億７，５００万円とさせていただくものであります。 
 今回の補正予算につきましては、住民投票条例の施行に伴う住民投票に関わる補正予算であ

り、当経費の充当財源は地方交付税を充てるものであります。 
 以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただき

ます。 
〇議長（小林始君） 

 市長の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（小林始君） 
   続きまして日程第４ 地方自治法７４条第４項の規定に基づき、条例制定請求代表者の意見陳述

を行います。 
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 なお、意見陳述の時間は３０分以内です。 
 本日は条例制定請求代表者として、佐藤惺恵さんの出席を得ております。 
 条例制定請求代表者の入場を許可します。 
 （ 入 場 ） 
 条例制定請求者代表者に一言申し上げます。 
 本日はお忙しい中にもかかわらず、本議会のためにご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。議会を代表いたしまして、心からお礼を申し上げます。 
 忌憚のないご意見をぜひともお願いいたします。 
 発言は３０以内で述べていただきますが、よろしくお願いいたします。 
 なお、念のため議員の皆さまに申し上げます。 
 意見陳述に対する質疑はできませんので、ご了承願います。 
 それでは佐藤さん、お願いいたします。 

〇条例制定請求代表者（佐藤惺恵君） 
 私は、笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定請求人の代表

者、佐藤惺恵でございます。 
 この住民投票の実施を求める有権者１万２，４２４名を代表しまして、当請求案に対する意

見の陳述をさせていただきます。 
 この地は富士の嶺に抱かれ、南アルプスの山々に囲まれ、秩父連山、笹子峠と本当に幸住県

としての立地条件を備えた、とても豊かな土地であることに、こういう土地に住まわせていた

だいている自分の身を心から感謝している毎日でございます。 
 はじめに、この条例制定の請求に関する意見陳述の場をご用意くださいました市長さんをは

じめ市議会関係者に対し、心より厚く御礼を申し上げますとともに、この条例案の提案のため

奔走し、署名を集めていただいた受任者の方々はもちろん、１万２，４２４名にわたる多くの

署名をしていただきました方々に、併せて深い敬意の念と感謝を心から申し上げるところでご

ざいます。 
 もちろん署名していただいている方々の中には、多機能アリーナの建設に賛成の方も反対の

方もおられる中で、その１万２，４２４名の重みのある熱い思いについて、私の力では到底、

そのすべてを皆さんにお伝えすることはできませんが、賢明な市議の皆さま方の熱き心に免じ

て、私の意見陳述の言外に含まれます心を、ぜひお汲み取りいただきたいと思ってお願いいた

します。 
 １万２，４２４名に及ぶ多機能アリーナ住民投票条例の請求者数は、ご承知のとおり直接請

求に必要とされる法定数の１０倍以上であり、この数は決して軽々しく扱っていただいてはな

らない数でございます。１カ月という限られた期間と所定の事項、氏名、年齢、住所、印鑑な

どを取り揃えなければならない制限の中での署名集めでした。大抵の署名活動は胡散臭い態度

で迎えられますが、このたびの署名のお願いに関しましては、嫌な顔をするどころか、むしろ

頑張れ、頼んだよと励ましてくれる方が多かったことも意を強くしたところでございます。ま

た、うちにはまだ来てくれていないよという声をたくさんいただくこともありました。 
 その結果におけるこの数は、私どもが訪問できなかった有権者の方々や、事情があり署名に

応じられなかった有権者の方々も含めると、有権者の大多数が多機能アリーナの建設は住民投

票の結果を踏まえて決するべきではないかと考えられているものと、強く感じさせていただき
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ました。 
 この条例制定請求の要旨に関しては、すでに請求書に明記したとおりですので、本日はこれ

に付随した意見などを申し述べさせていただきます。 
 改めて確認しておきますが、この請求は多機能アリーナの建設の是非について、住民投票を

実施して、この結果を尊重していただきたいという提案でございます。荻野市長は新聞社のイ

ンタビューに対し、この数については重く受け止めるとコメントを出され、併せてその是非に

ついては議会に委ねるともコメントされました。にもかかわらず、本件に関する住民投票は必

要でないとする趣旨の反対意見書を作成し、この臨時市議会に提出されました。 
 また荻野市長は、多機能アリーナ建設については、市長選挙の際にマニフェストに掲げてお

り、有権者からの支持を受けて当選しているので問題はない旨のコメントも出されました。当

時の選挙、広報に明記された荻野市長のマニフェストを読み直しましたところ、ローカルマニ

フェストとして１７項目を掲げられ、その１５番目の項目に笛吹市民が使える多目的な施設（分

散して行っている成人式を１カ所で行ったり、各種団体が全国大会を行ったり、室内のスポー

ツの県大会ができるような）建設の計画を策定しますと明記されております。この文書をもっ

て、市の説明によるところの建設事業費４５億円、施設運営費としての年間８千万円も要する

施設の建設について、市民から無条件の同意を取り付けていると思われているとするならば、

自分に都合よく解釈し、引用されていることは誰から見ても明らかではないでしょうか。 
 またこのマニフェストでは、建設計画の策定は公約されていても、その実行までは公約され

ておりません。選挙の結果をたてにされるなら、策定された多機能アリーナの建設計画の実行

については、次期選挙でその是非を問うべきだと考えます。 
 ちなみに当時、私は荻野さんの選挙応援をしておりました。対立する候補の方よりも市民の

利益を考え、笛吹市の行政の長として誠実にしてくださる方だと考えたからです。マニフェス

トに関しては、すみませんがすべてを理解していたわけではございません。 
 このようにマニフェストを全部理解せず、また全部を支持しないでも荻野さんに投票された

方はほかにもいたはずです。それなのに、荻野市長はマニフェストのすべてを支持した上での

投票であるべきとでも言わんばかりのコメントを出されました。 
 また荻野市長は、そのマニフェストの第２番目の項目で、市民の思いや夢を形にする市民第

一主義で、市民起点のまちづくりを推進しますと公約されています。にもかかわらず、よもや

この優先公約をないがしろにした、今回の意見書を用意されるとは思いもよりませんでした。 
 ちなみに住民投票は見識がない、低レベルの有権者が多く投票に来るから、いい結果にはな

らないなどと私に吐露された笛吹市行政の最高幹部の方がおられます。万が一にも、荻野市長

がこのような非常識な考え方を持ち合わせている行政幹部の方と笛吹市のありようを共有して

いるとするならば、その行政のもとの笛吹市民は不幸であるし、その見下した有権者に選ばれ

た荻野市長の資質はいかがなものでしょうか。 
 市長、ならびに市議会議員の方々に対して改めて申し上げます。 
 国政と有権者からの直接請求権が認められている地方自治とは違うことは当然のことであり、

市長も市議会議員の方々も当選したから白紙委任をされているとか、全権委託されていると思

われているとするならばこれは大間違いで、このように考えられている方は思いあがりも甚だ

しく、選挙で当選したことを錦の御旗にされる方が一部にいることが残念でなりません。 
 話は変わりますが、総務省の報道資料によりますと、国は自治体が建設する大規模公共施設
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や議員定数の変更を対象に、住民の投票結果に拘束力を持たせる住民投票制度を法制化する検

討にも入っているということでございます。 
 このたびは個別設置型の住民投票条例の請求になりましたが、時代の趨勢としては、本来は

常設型の住民投票条例が用意されるべきであるとも考えますし、ほかの自治体ではすでに常設

型の住民投票条例を制定したところもいくつもあるようです。 
 ご存じのとおり、住民投票制度は地方自治の基本である間接民主制を補うものであり、重要

な政策の決定や実施に関わる議論を活性化することは言うまでもなく、この制度を通して住民

の市政への参加を促進し、より安定性の高い政策の決定や実施につなげていくことができると

いわれてもおります。 
 このようなことを踏まえても、この住民投票条例を制定し、多機能アリーナの建設計画につ

いて住民の意志を確認することが必要であり、その結果については是であろうと非であろうと、

ほとんどの市民は納得することでございましょう。 
 しかしながら、この条例案が万が一にも可決されず葬られたのちに、多機能アリーナ建設計

画が推進されることとなれば、市民の一体感どころか行政と市民の間に亀裂を生じさせ、また

市民間でも亀裂が深まり、笛吹市は混乱に陥っていくものと思われます。 
 市長が掲げられております市民の一体感、融和、醸成のシンボルであるべき多機能アリーナ

が今、皮肉にも市と市民の間に深い溝となっております。しかし、これは修復できないもので

はなく、たった１つ、この住民投票条例を可決していただくことによってのみ修復されるもの

と信じております。 
 ところで市長と議会の意思決定が一致しているので、住民投票は必要ないと主張される議員

の方がおられますが、その決定された意思が市民の意思とねじれた場合の手段が住民投票であ

ることは言うまでもありません。 
 また、合併特例債が利用できるときでなければ、このような大型の公共施設を造ることはで

きないし、合併特例債の７０％は返さなくてもいいお金であると主張される方もいますが、し

かしながら合併特例債は国税です。私たち納税者が納めた税金とともに、国がＧＤＰの２２０％

を超える借金をしている中から拠出されるものであります。実質的に私たちとその子孫が返済

していかなければならないお金なのです。 
 よって、事業費４５億円は笛吹市民１人当たり約６万２千円を負担し、その後の施設維持費

としては、市施設の長期的修繕に要する費用として年間当たり数千万円の準備金が必要になる

ところは専門家の方々の一致するところではありますが、準備金が必要となることを考慮すれ

ば、少なくとも市民１人当たり毎年約１，５００円以上を将来にわたり継続し負担していく計

算となります。市民１人当たりです。家族５人いましたら７，５００円。 
 借金で工面する４５億円の費用を掛けて、このような施設を造ることが適切なのか。毎年市

民１人当たり１，５００円以上を負担して継続していく意味のあることなのか。この４５億円

の費用が使えるならば、また継続して毎年１，５００円を負担するのであれば、別の使い道は

ないのでしょうかなどなど、もっと掘り下げて検討できるものがあるのではないでしょうか。

残念なことにこのような観点で議論されたことについて、私たち市民には何も伝わってきてお

りませんし、行政が十分に検討した結果の提案なのかも疑問です。愚痴を言わせていただける

ならば、先ほどのような非常識な行政の最高幹部が指揮管理される行政組織では限度があるの

かもしれません。 
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 この臨時市議会で議論されるべきことは多機能アリーナを建設するか、しないかではなく、

笛吹市政が住民の意思を重視するのか、しないのか。尊重するのか、しないのかであり、生意

気な言い方をさせてもらえば、地方議員、ひいては政治家としての議員さん方の資質が問われ

ている大切なときでもあると言えます。 
 事前に新聞社が実施しました市議会議員の方々に対するアンケート調査では、この条例案に

反対される議員の数が上回っているようですが、この条例案が可決されなかった場合には、来

年実施される選挙で、本日の議決の結果による議員の良識が多数の有権者から評価されること

は間違いないと思います。 
 この条例案について反対を予定されている議員の方、または態度を決めかねている議員の方、

これまで多機能アリーナ建設計画に賛成してきたからと、いろいろな立場があるというのであ

れば、君子は豹変いたします。どうぞ市民第一主義に立ち戻っていただき、愛ある採決をお願

いしたいと思います。 
 この請求に関する始まりは、１年ほど前にわずか３、４人の還暦も過ぎ古希も過ぎたおばさ

んたちから、多機能アリーナ建設計画に対する疑問から始まったものでした。この疑問の中で

一致した多機能アリーナ建設計画の見直しに賛同された市民の署名は、２万１，６００名を超

えました。これも市長は重く受け止めるとおっしゃいました。２万１千名という数はどこへ消

えたのでしょうか。このたびは多機能アリーナ建設について、市民の意思を問う住民投票条例

制定の請求に関する署名が、いろいろな制限がありながらも有権者の２０％を超えたというこ

とです。 
 天の許しを得、時を経て人が合わせたときに、これだけの数が皆さんのお力のおかげで集まっ

てきました。笛吹市が未来を考えるに至る、その方々の思いは署名をされた有権者の方々はも

ちろん、励ましの声を掛けてくださった県内外の各地の方々がこの議決の結果を注目し、関心

を持って見つめております。 
 議員の皆さん、今こそ、今日この議決を次の世代に誇りを持って伝えることができ、また胸

を張って後世に残せるようなご判断をぜひよろしくお願いいたします。 
 まだまだ言い足りないところはたくさんありますが、この意見陳述の中で伝え切れなかった

多くの市民の皆さんの思いに対しては、署名していただいた１万２，４２４名ならず、すべて

の皆さんに私の未熟を心からお詫びしたいと思います。そして笛吹市の皆さんが、笛吹市がど

うぞこれからも幸せであってほしいと心から願っております。 
 たまたま市長の掲げた多機能アリーナ、住民一体感を醸し出す、その願いがかくもねじれて

はおりますけども、将来の笛吹市に向かってすべての人たちが明るく元気に夢を持って生活し

ていけるような市政であり、自治体であってほしいと思います。 
 最後にこの条例案が可決され、市長、市議、市民も心から願っている市民の一体感、市民の

融和、市民の希望が感じられる笛吹市の第一ページとなる本日であることを願いまして、私の

意見陳述を代表として終わらせていただきます。皆さんご清聴、誠にありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 ありがとうございました。 
 お諮りします。 
 先ほど市長から提案説明がありました議案第１０７号および議案第１０８号については、会

議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第１０７号および議案第１０８号は委員会付託を省略することに決定しました。 
 それでは、ただいまから議案第１０７号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 質疑をさせていただきます。 
 質疑の趣旨をはっきり受け止めていただくために、最初に私の考えを簡潔に述べます。 
 まず住民投票について、市民が市政の主権者であると考えれば、１万２，４２４名の直接請

求に答えて、住民投票をしようということになるでしょう。市民は選挙のときだけ主権者、選

挙で選ばれれば、あとは市長と議会でなんでもできる。白紙委任されたと考える方は、住民投

票は駄目だと言うでしょう。そういうことだと思います。 
 次に建設検討委員会の委員でもあった日高教授が指摘するように、論議がまだ尽くされてい

ないということです。それは議論の時間がこの間、短すぎたということではないと思っており

ます。疑問、質問、提言をいつもはぐらかし、まともに答えてこなかったことが原因ではない

でしょうか。われわれを敵か邪魔者と考えているんでしょうか。 
 事実、私は市の特別職、そして幹部から不倶戴天の敵だ、線路のようにいつまで経っても交

わることはないと言われたことがありました。私は同じお天道さんの下で暮らしている、お互

い市民のための政治、笛吹市の発展を望んでいるのだから、話せば交わることは必ずあると思っ

ている、こう答えました。私は多機能アリーナを推進したいと考えている方を敵だとは思いま

せん。まともな議論を避け、市民の声を聞かず強引にことを進めようとする方々がいれば、そ

れは市政、地方自治、民主主義発展の敵だと思います。 
 市長の意見書にも多機能アリーナのさまざまな目的を掲げ、欠くことのできない施設として

おりますが、これまでの説明でも明らかにならなかったこと、たくさんの曖昧にされてきた問

題がございます。そのうち３点について、この場で明確にしていただきたいということでお聞

きいたします。 
 まず市長は昨年１２月２０日、連合区長会で多機能アリーナについて語り、それが笛吹市の

広報２月号に掲載されました。その４ページ、４段目に健康づくりの拠点として、ネットワー

ク化することによって全体のレベルを上げる。さらに日本一医療保険の安い市にすると書かれ

ております。これについて、健康づくりに責任を負う中川保健福祉部長に伺いたいと思います。 
 まず１つは健康づくりを進め、日本一医療保険料の安い市にするという、この構想の発表ま

でに健康づくりの担当部長である保健福祉部長は、その検討にどのように関わってきたか伺い

ます。 
 ２つ目、日本一になるためには日本一医療保険料の安い市を追い越さなければなりません。

現時点で一番医療保険の安い市はどこであるか。国保税１人当たり調定額はいくらであるか。

それに対して笛吹市はいくらであるか。笛吹市はどうやって、いつまでにこれを追い越すつも

りかお伺いします。 
 ３つ目の質問ですが、災害時の拠点という話について、これは総務部長にお伺いしたいと思
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います。 
 ３．１１後、急に災害時の拠点とする長期避難所という新たな位置づけが加わったと思いま

す。３．１１は衝撃であり、災害について従来の想定や対策の見直しを迫るものであります。

災害の規模、性質は東日本大震災とは、山梨は異なります。間違いなく津波は笛吹市まではやっ

てこないと思います。笛吹市内でも山間部と石和、富士見地区ではまったく状況が異なる。地

域ごとに災害協定と対策を見直さなくてはならないと思います。そこで伺いたいと思います。 
 １つは、どういう検討の中で多機能アリーナが災害時の拠点、長期避難所とされたか伺いた

いと思います。 
 ２つ目に、この計画をおかしいと思うわけですが、避難所のマップを見てください。小石和、

河内、今井、砂原、井戸、東油川など数メートルの浸水が予想される地域でございますが、富

士見小学校、それから南は住宅密集地でありながら避難所は１カ所もない。浸水対策避難施設

としては、ここが最優先ではないだろうかと思いますがいかがでしょうか、伺います。 
 そして３つ目に、長期避難所として東日本大震災は多大な教訓を与えております。すなわち

プライバシーのない大規模な集団避難所が、生き残った人々にどのようなストレスを与えてい

るかという問題です。幸い笛吹市には、たくさんのホテルや旅館があります。大災害時には観

光客もなかなか来ない。ホテルや旅館と大災害時の長期避難所協定を結べば、被災者、ホテル、

旅館ともに助かるのではないかと思いますが、そのようなことは検討なさらなかったのか伺い

たいと思います。 
 次に３つ目ですが、経済効果について伺います。 
 建設の効果について、５４億円の経済波及効果が期待できると発表されて大喜びしている方

もいらっしゃいます。どういう意味を持った数字なのか私も十分、分かりませんので、この点

について伺います。 
 まず１つは、経済波及効果５４億円の持つ意味について、みんなに分かるように教えていた

だきたい。また経済波及効果５４億円、１．４５倍という数字は大きいのか、小さいのかも分

かりましたら教えてください。 
 ２つ目に、どういう想定でどのような数字を入れた結果、経済波及効果５４億円という数字

が出たのか伺います。 
 そして３つ目に、御坂のミーティングを見ると、部長の間でも共通の理解がなされていない

数字ではないかというふうに受け止めました。幹部の皆さん、この数字について共通の理解を

持って、ことを進めているのかどうなのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 １問目の答弁を、中川保健福祉部長。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 渡辺議員のご質問にお答えをさせていただきます。 
 まず健康づくりにつきまして、私が全部を担当しているわけではございません。はじめにお

断りしておきますが、健康づくり施策というのは当然、健康づくり課で行っております各種事

業、シルバー体操指導員の養成事業から温泉活用の健康づくり講座、そして各種検診、それか

ら予防接種にはじまりまして、国保課で行っております特定健診でありますとか保健指導、さ

らに高齢福祉課で行っております介護予防教室や講演会、また生涯学習課、教育委員会等で行っ

ておりますスポーツ振興事業等が、すべて健康づくりにつながってくる市の施策だというふう
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に考えております。 
 そうした中で、本年度、それらの事業精神の基本となります健康増進計画の中では子ども、

あるいは働き盛り、高齢者というふうなことで、年代各層に応じた健康増進計画の見直しも本

年度、行っているわけでございます。 
 そんな中で、私がどのような形で関わってきたかというご質問でございますが、今、申し上

げましたように、教育委員会から市民環境部等々、多岐にわたっておりますので、アリーナ建

設に関係する部分につきましては、毎月行っております部局長会議の席、あるいは経営会議の

席でそれぞれの担当部長が状況を報告する中で、意見交換をして関わってきたというふうな認

識を持っております。 
 以上でございます。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ちょっと、すみません。答えが不足しています。２つ目の日本一医療保険料の安いというも

のを。現時点での一番医療費の安い市。 
〇保健福祉部長（中川啓次君） 

 医療費の関係につきましては、国保関係が中心になってくるかと思いますので、市民環境部

長のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 それでは医療費と申しましても、私どもで分かるのは国保の関係でございますが、国保の保

険料につきまして、お答えをさせていただきます。 
 今、全国で保険者は１，９００近くの保険者がございます。その中で保険料の一番低いのは

沖縄県のうるま市でございます。１人当たりの調定額が４万７，７０７円。これは２１年度の

数値でございます。それから本市でございますが、１人当たりの保険料の調定額が９万９，２５６円

でございます。１，９００近い保険者の中での１，４００番目ぐらいにあたる調定額でござい

ます。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２問目を・・・。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 すみません、どうやって、いつまでにこれを落とすつもりかと。数値目標について伺ってお

ります。 
〇議長（小林始君） 

 河野市民環境部長。 
〇市民環境部長（河野修君） 

 大変、難しい質問でございます。これまで自治体では健診を実施した中で医療費を削減し、

ひいては保険税も下げていこうということで取り組んでまいりました。しかしながら、健診だ

けではどうしても医療費が下がらないということで、現在は健診に加えまして、いわゆる健康

づくり、今、中川部長もお答えしましたが健康づくりに取り組んでいるんですけども、まだま

だ本市は健康づくりについては十分ではございません。全国ではモデル的に優先になる、精神
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的な取り組みをされている自治体もございます。一端を紹介いたしますと、例えば茨城県の、

今、合併しまして鉾田市になっておりますが、大洋村、あるいは旭村につきましては、筑波大

学と共同しまして筋力トレーニング等を取り入れた健康づくりを進めておりまして、そのデー

タでございますが、２年間の３カ所のデータをとりまして、運動している人としていない人の

医療費が１人当たり７万２千円ほど差が出たと。当然、運動している人のほうが掛かっていな

いという結果が出ております。こういったデータがございますから、これをそのまま笛吹市に

当てはめるというわけにもまいりませんが、今後、検討した中で、健康づくり、どういった事

業をしていけば一番効果が出るのか、そういったことを今後、進めてまいりたいというふうに

考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ２点目の答弁を、山下総務部長。 

〇総務部長（山下真弥君） 
 渡辺議員のご質問にお答えします。 
 まず多機能アリーナの防災面からの整備でございますけども、第一次的に避難所として

３００人程度の収容を想定しております。その３００人程度を想定した中で、食料、水、電力

等々の整備を今後、検討していくという形でございます。また第二次的な避難所としましては、

大アリーナを緊急物資集積所という形で、全国から集まってくる物資等の集積、仕分け等に活

用していくということ。それから駐車場が広いわけでございますので、駐車場を仮設住宅とし

て利用できないか、そういう検討もさせていただく予定でございます。 
 これらの防災機能を整備していくことに至ったときに、総務部長はどのような議論をしてき

たのかという、まず第１番目の内容でございます。現在、大震災のあとに全国で防災の計画の

見直しがされているわけでございます。想定を超えた形での、いろんな計画をしなければなら

ないというということで、山梨県も今現在、防災計画の見直しをしているわけでございますけ

ども、その中で本市としましてもこの議論を早急にしていかなければならないという状況で、

この間の本会議の中でもいろいろ指摘されているところでございます。本市としましては、本

年度あるいは来年度の重点施策の中で安心・安心なまちづくり、防災に強いまちづくりを最重

要点課題として取り組んでいく決意でございます。 
 第２番目としましては、富士見の水害を想定して、ここの対策が一番重要ではないかという

ご指摘でございます。現在、本市では今年１４カ所に雨量計を設置して、ネットでも皆さんが

瞬時にどのくらいの雨が降っているかどうか、確認ができるようにしてあります。これらの数

値は各市内にあります河川の状況、あるいは堰の開け閉め等の参考にさせていただいて、雨量

と被害の状況、雨量と河川の水位の状況を今後、関係を明らかにしながら、今後の防災計画に

役立てていきたいと思います。 
 アリーナにつきましては水防計画の中で、できる早く笛吹川の左岸のほうに住民の移動をす

るようにということで、防災計画に記載されております。したがいまして、予知を素早くしま

して、危険な場合にはできるだけ早く、笛吹川の右岸ではなく左岸のほうに市民の移動を考え

ていきたい。その誘導をしていきたい。その中で、アリーナも活用できればというふうに考え

ております。 
 ３番目の質問でございますけども、ホテル、旅館と協定をして避難所として検討はしてきた
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のかどうかというご質問でございます。ホテル、旅館等につきましては、帰宅困難者がおりま

す。いわゆる観光客をどうするのかということがございます。その点につきまして、検討を重

ねていく過程で、避難所等の検討も若干されたわけでございますけども、議員ご指摘のとおり

防災計画の見直しの中で、このホテル、旅館等も避難所として使えないか。そういう点につい

て、検討をさせていただきたいというふうに思いました。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ３点目の答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 経済波及効果についての質疑でございまして、５４億円、どういう意味をもって、そういう

数字を出せるのかというものでございますけども、経済波及効果というのは第一義的には直接

効果、それから第一次波及効果、第二次波及効果というものがございます。先ごろお話をいた

しました５４億円というのは、第一次波及効果の中でも施設ができるまでの、完成するまでの

効果でございます。投資額を３６億５千万円とした場合、５４億円相当の効果があると。 
 これがなぜ、そのことが言えるのかということでございますけども、山梨県に山梨県産業連

関表というものがございます。これは５年に一度、見直しがされるものでございますけども、

産業連関表というのは各部門別に、ここに表がございますけども、飲食用品、それから化学製

品、石油、石炭等々すべて、鉄鋼関係から対事業所サービス、対個人サービス、事務用品等々、

すべて３４部門ございまして、それぞれの部門に投資額に対して、どれだけの効果があるかと

いう部分を連関表としてつくってございます。多機能アリーナ建設事業をそれに当てはめた場

合は５４億円相当の経済効果があるというものであります。 
 現在この経済波及効果につきましては本年末、１２月までに専門家の方にこれを委託してご

ざいまして、実は先般、申し上げたのは中間報告的な部分だけでございます。これから、第一

次波及効果の中でも主催事業の及ぼす効果、それから貸し館事業の及ぼす効果等々を整理いた

しまして、１２月の段階では具体的な数字がお示しできるのはないかというものであります。 
 それからこれからの中で、いわゆる施設をどのように活用するのか。施設でどんなイベント

が可能なのか。それを実施した場合についてはどうなるのかという部分でございますけども、

これは山梨県の観光動態調査、これは毎年、数字を出しております。例えば県外から笛吹市に

訪れた方、１人当たりがどのくらいの、いわゆる消費額があるのかという部分でありまして、

例えば宿泊された場合、それから飲食された場合、それから交通費、それから入場料、それか

らお土産等々、そこの部分を毎年、実態調査をかけまして数字を出しております。この数字に

多機能アリーナを使って行うイベントを当てはめていくと大体の経済効果、第一次効果であり

ますけども、算定することが可能であります。 
 ちなみに先般、笛吹市の体育協会バドミントン部、笛吹市御坂町で行いました笛吹オープン

バドミントン大会でございますけども、今回、参加人数が３００人、そのうちの２割が宿泊さ

れております。それからその８割が県内からの観客でありますけども、それをこの観光動態調

査に基づきまして試算いたしますと１６６万９千円、これが経済効果として算出できるという

ものであります。 
 それから先ほど言いましたように、この１２月にはあらたかの数字が示せることになると思

いますけども、ちなみに他県の例を申し上げますと、例えば主催事業について、先般の市民ミー
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ティングでもお話いたしましたけども２億６千万円ばかりの効果があると。ただ、それは主催

事業だけでありますから、例えば貸し館事業、その会館の場合は貸し館事業で１億円。それか

ら主催事業に基づきます観客の総支出が７，４００万円。それから貸し館事業との観客の総支

出が１億９千万円という数字が出ておりまして、合計しますと６億３千万円ほどになりますけ

ども、ここの部分はあくまでも他市の例でございますので、このへんも意識しながら１２月に

は経済波及効果、これは見込みでありますけども、お示ししていきたいというふうに考えてお

ります。 
 以上です。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 どのような想定で、どのような数字か・・・。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君、挙手をして。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 質問に答えない部分が。 

〇議長（小林始君） 
 はっきり挙手してやってください。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 ２回目の質問になるんですか。 

〇議長（小林始君） 
 １回目でいいですよ。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 質問に答えていない部分がございますので、その部分を答えてください。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 ご質問の中に、１．４５倍は大きいのか小さいのかという部分でありますけども、これはど

ういう施設を造った場合なのかという部分もありますから、いわゆる専門家に委託しておりま

す部分は、現在の多機能アリーナ計画を入力した場合についてはこうなるという部分でありま

して、どういう施設で大きいのか、小さいのかという判断は、現段階では私どもは答弁する資

料は持っておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（小林始君） 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 質問で、２つ目、３つ目、どういう想定でどのような数値を入れた結果、この５４億円とい

う数字が出たのかという質問に答えていないと。そして共通の理解が得られているのかという

ことに答えていないということです。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
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〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 先ほどの５４億円はいわゆる施設の建設費であり、それから設計費であり、それから外構工

事であり、施設ができるまでのデータを入力して出した数字であります。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 繰り返し言う、催促しなくて答えていただきたいんですけども、部長の間でも共通の理解、

あるのかどうなのかと聞いたわけですが。 
〇議長（小林始君） 

 池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 基本的にこの経済波及効果につきましては、私どもの部署と、それから産業観光部署で、両

者との打ち合わせをしながら、先般、中間報告をいただいたところであります。基本的に表現

方法が若干、勘違いされる部分もありましたけども、基本的に共通認識を持っておるものと考

えております。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の質疑ですね。 
 渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 うるま市の国保税１人当たり調定額にすると、うるま市の２．１倍の国保税に現状なってい

るわけですね。ということでこれは大変な差なわけなんですけども、ではこれを先ほど言った

ような方法で確実にできるのか。やはり基本方針をきちっと策定する必要があるのではないか。

どうやって半分以下にやるのかということが必要になるだろうと。そして私、この点で言いま

すと、しっかりした展望が示される。そしていつまでやるかという見通しが出される。こうい

うことになれば、日本一医療保険の安い市にする。大変、素晴らしいことだと。市民が健康に

なって、健康保険料は半分以下になると。総額で年間１０億円以上、市民負担が減るというこ

とになります。この現実性を確認したいということであります。 
 先ほどございましたけども、市長からこの目標、２番目ではない、日本一になるという目標

は最低何年かかってやっていく考えか、伺いたいと思います。 
 その点について、もう１点、申し上げれば、市長はかねがね、やはり期限を決めない、ある

いは数値目標を決めない目標は駄目だと言っていらっしゃいますので、ここに公表した数字に

ついても、いつまでという考えというのは、すでにお持ちのことだと思いますので、お伺いし

ます。 
 次に経済波及効果について、説明を聞いて大体分かったつもりですが、要はなんかすれば、

直接効果といって掛けた分だけお金が動くと。その先でも資材の購入や消費が行われればお金

が動く。この直接効果や波及効果、全部このお金の動きを合計したものが経済波及効果だとい

うふうに理解しました。土地代を除いて３６億５千万円。これは先ほど部長が言いませんでし

たけども、たぶん１年目の経費も入っているということだろうと思うんですね。３６億５千万

円掛ければ５４億円の利益、価値が、波及効果が生まれるという話ですが、要するに５４億円

の利益や価値が生まれるということはないというふうに理解いたしました。それでよろしいで
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しょうか。 
 そして２つ目に、この投資額を含む経済波及効果５４億円、県内の業者が受注し、完成後１年

間、８千万円の経費を費やしたという前提で計算し、完成後、１年目までの山梨県全体への波

及効果を求めたというふうに私、伺っております。それでは県外業者が受注した場合の、そし

て笛吹市への、山梨県ではなくて笛吹市への経済波及効果はどうなるか。今、私どもも求めて

きたこと、それから市民が求めているのは山梨県全体の経済波及効果ではなくて、笛吹市への

経済波及効果でございます。その点について、経済波及効果について伺います。 
 これだけに、２回目はしたいと思います。 

〇議長（小林始君） 
 １点目の答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 健康づくりについて、お尋ねをいただきました。 
 今、先ほどから話題になっておりますように、笛吹市の大きな１つのテーマとして、いかに

健康で長生きできるかというのが笛吹市民の、また私の施策の１つの大きな柱であります。こ

れを達成するためにどうしたらいいかというふうに、今、いわゆるこのアリーナを中心とした

健康づくり、どういう形でできるかということを、プロジェクトをつくって検討を始めたとこ

ろであります。 
 いつまでに、これがいくらになるというようなこと、私はお話をさせていただく中で、日本

一医療費の安い市を目指すというふうに申し上げたつもりでありますけども、どういうふうに

書いてあったか分かりませんけども、私はそういうつもりで申し上げました。いきなり、すぐ

できるものはもちろん、しっかり数字を挙げてやるわけでありますけども、日本一には、今、

話しましたように、例えば旧町村時代でも芦川村が一番安かったわけでありますけども、旧石

和町がいくら逆立ちしてもこれに近づけなかった、こういう記録がございます。何回も、これ

についても議論をいたしましたけども、一番そこで大きく問題になりましたのは、やはりトー

タル的に、いわゆるみんなで力を合わせて目標に向かってやるということが少し欠如していた

んではないかなというふうに思います。したがいまして、それぞれの部署の横の連携、そして

トータル的な目標を、年次目標を決めながら進めていきたいなと思います。 
 例えば現在、進めておりますごみ減量５３％作戦におきましても目標を決めました。たしか

に２９％近くまではいきましたけども、そこから先はなかなか進まない。これは市民の皆さん

も、大変ご協力いただいているけども進まない。やっぱりそういうこともあるわけであります

から、私どもはこれからの健康づくりにつきましても、やはりそれに向かって、目標を付けな

ければ前進ができないわけでありますから、その目標に向かっていきたいというふうに考えて

おります。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 経済波及効果につきまして、議員ご理解をいただいているとおりの部分もございます。１点

目でございますけども、３６億５千万円を投入すれば、その金額が５４億円相当の経済効果を

生むというお話でございます。皆さんが知りたいのは、笛吹市にとってどのくらいの効果があ
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るのかという部分でございますけども、現時点におきまして、どういった業者が、どこの業者

が請け負うかでも変わってきますし、それから調達も、どこからするのかということでもだい

ぶ変わってきますから、そこの部分におきまして、笛吹市の経済効果を算出することはかなり

難しいだろうというふうに考えております。 
 それから実は経済効果というのは直接効果、一次波及効果、二次波及効果とあります。さら

に三次波及効果という部分もあります。これはご質問にございませんけども、そこの部分は例

えば笛吹市に行ってよかったなと。そのリピーターが増えるというような効果でありまして、

そこの部分を測定することはかなり厳しいというふうに考えております。 
 私が言いたいのは、１点目のご質問の５４億円の部分と、さらに先ほども言いましたけども、

この施設をどう活用するのかによって、波及効果というのが明らかになってくると。今は仮の

数字を入力して出すしかないと。ただ施設ができてからは、１年間にどれだけの効果があるか

という実証を、私ども、これはしていかなければならないだろうと。他県の先進地で行ってお

ります。その時点で、その中で山梨県内全体にこれだけ効果があった。その中で、さらに笛吹

市の飲食店に寄った、笛吹市内のホテルに泊まったということが実態調査の中で特定できれば、

笛吹市の経済効果がその時点で明らかになるというふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目、渡辺正秀君。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 芦川に追いつくことはできなかったと。逆立ちしても追いつくことはできなかったと。２．

１倍という、この差ですけども、これをやはり、するというふうに書いてあります。本当にこ

れができるならばこれは本当にうれしい、こういう印象を振りまいたわけなんです。ところが

具体的な計画は何もないという状況でございました。 
 そして２つ目に、今、経済波及効果について、５４億円、大変大きい数字だと大喜びしたわ

けでございます。ところが今、言ったように非常に難しいという条件について、石和、御坂の

説明会でも何も言っていない。これを県外の業者が受ければ、経済波及効果は本当に減ってし

まう。それだけではない。山梨県全体の経済波及効果が、たとえそういう数字であったとして

も、いったい業者が外から来た場合、笛吹市内の業者が請け負った場合、それから資材も、ほ

とんど資材を扱うところ、笛吹市内にはないわけなんですよ。これはほとんど甲府ですよね。

あるいは県外です。そうしたならば、この建設時の経済波及効果、これは笛吹市ではないでは

ないですか。こういうことで、こういう条件だよということも説明せずに、ただ数字だけを載

せて喜ばせる。こういうこと。あまりにも、ずさんではないかと思うわけなんです。この２点

について、やはり正確な情報、そして市民が誤解をしない、そうした情報を提供すべきではな

いかと思いますが、しかもそういう提供をしてこなかったと思いますが、その点について伺い

ます。 
 最後に伺います。日本一医療保険の安い市にする、災害時の拠点、いずれも命に関わる重い

課題です。これを今、お話を聞いても、ちゃんとした検討もなしに多機能アリーナ建設推進の

道具にすることは、あってはならないと思います。意味不明な数字によって、世論の誘導をし

てもいけません。その点についてどうお考えか、伺います。 
 この質疑で、多機能アリーナのコンセプトの４つ、人づくり、交流づくり、健康づくり、災

害の問題、このうち健康づくりと災害の拠点について、ただしました。そして新たに出てきた
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経済波及効果について質問しました。３つとも根拠のない、誤ったメッセージとなる中身が明

らかになりました。まず市民の声に応えて、住民投票を行うことが必要ではないでしょうか。

次に根拠のない説明、誤った説明については根拠のある正しい説明に訂正し、それを市民に提

供しなくてはなりません。その際は私も微力ながら誠心誠意、協力させていただきたいと思い

ます。 
 次に熟議は、先ほど言いましたように時間の問題ではありません。建設推進の立場、白紙に

戻して見直しをという立場、真摯な議論で市民に判断材料を提供することが必要ではないかと

思いますが、いかがでしょうか。 
 以上で終わります。 

〇議長（小林始君） 
 意見が多いようですけども、答弁はいりますか。 
 （はい。の声） 
 今、３点、４点ほど質疑がありましたけども。 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 先ほどの発言で、１つ間違えました。すみません。私が境川と言ったつもりでしたけども、

芦川と言ったらしいんですけども、大変すみませんでした。境川でございます。すみません。 
 医療費、健康づくりでありますけども、私は常にこう考えております。やはり目標がない限

り前進ができないというふうに思います。その目標は、やはり高ければ高いほど山は険しいわ

けでありますけども、その目標に向かって、いっぺんに行くわけにはいきません。一歩ずつ一

歩ずつ前進していくということが、新しい笛吹市の中で必要なことではないかなというふうに

思います。 
 日本共産党の渡辺議員は非常に頭脳明晰、なおかつすべてのことを計画的にきちっとできる

方ですから、そういうふうな表現をなさると思いますけども、私どもはいずれの事業につきま

しても、本当に一つひとつ前進をさせなければいけないというふうに思っております。しかし

直近の、明日のことにつきましては、あるいは１年間のことにつきましては、従来もそうでご

ざいますけども、今もそうでありますけども、きっちりと予算をつくって、そしてその予算に、

いかに予算即決算でいくかという形で進ませていただいております。いろんな事業につきまし

ても、やはり長い年次の中では紆余曲折あると思いますけども、目標を決めてそれに向かって

進んでいきたいというふうに思っております。 
 したがいまして、日本一安い医療費を目指していくということについても一つひとつ前進を

させていただいて、そして今、私どもの、その考えの基本となっておりますのは、全国の先進

地でいろんな素晴らしい事例がございます。そういったものを一つひとつ勉強させていただき

ながら、そして進めていきたいとかように考えております。よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の質問は終わりましたけども。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 違います。答えが質問に答えていないから。 
〇議長（小林始君） 

 渡辺議員、要点をはっきりと。 
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〇７番議員（渡辺正秀君） 
 私が聞いたのは、誤ったメッセージを送ってはいけないということを言ったわけなんです。

それで誘導してはいけないということを言ったわけなんです。これについて、どう思うかと聞

いたわけです。具体的に言えば、一生懸命やって日本一の健康なまちをつくっていきましょう、

これはいいですよ。しかし、それを多機能アリーナによって、そしてさらに核とした事業によっ

て、日本一安いものにすると言い切っているんです。そしてこの数字で言えば、５４億円とい

う数字だけ載せて、笛吹市ではない経済波及効果を載せて、あたかも笛吹市がこれだけ儲かる

ような、市民が儲かるような、そういうようなメッセージを送っていることについて、これは

間違いではないかと。こういうことをやってはいけないんではないかということを聞いている

わけです。お答えください。 
〇議長（小林始君） 

 荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 間違っている、間違っていないという発想が、これは非常に難しい捉え方だと思います。私

は多機能アリーナという大きな運動、あるいは文化、両方の施設をいかに市民に有効に活用し

ていただくか。その１つの目的として、健康づくりというものを挙げさせていただいておりま

す。そのことが間違えたのか、間違えではないのか、私は正しいというふうに思って発言をい

たしております。渡辺議員は間違っていると思っているのかもしれません。しかし、それが市

民に間違った情報を出しているということは、まったくないというふうに思います。今、いろ

んなところで健康づくりについてはやっておりますけども、施設を使って、例えばその中には

ジムもできます。この前、私が言った、ある自治体ではいわゆる市内の、たしか５カ所だった

と思いますけども、５カ所の体育施設をいわゆるジムで結んで、そして午前中は、ある程度の

年配の方、そして午後はそれなりの年齢の方、夜は若い世代の方、そういう方たちが来て練習

をしているというふうな話も聞きました。そういう全国のいろんな良い例をここに集結して、

そして健康づくりをしていきたいと、こういうふうなことでお話をさせていただいております。

決して間違ったお話ではないというふうに確信をいたしております。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の質疑を終了いたします。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 議長、人の発言を歪曲しているので訂正を求めます。 
 私は健康づくりについての、その拠点としてやっていくことについて、そういう考え方、間

違ったものだなんてことは一言も言っていないんです。そうではなくて、日本一医療保険の安

い市にすると書いてあって、その日本一を目指していきましょうというふうには書いていない

んですよ。そういうことを言っているんです。私の言っていることを歪曲しないでください。

私の名誉を傷つけないでください。お答えを求めます。訂正を求めます。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の質疑は終了いたしました。 
〇７番議員（渡辺正秀君） 

 議長、間違ったことを言っているのに、私が言っていることと違ったことを言っていること

に気がつかないんですか。私がこの多機能アリーナのことに関して。 
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〇議長（小林始君） 
 渡辺議員、私は議長として、今の答弁に対して間違った答弁とは私は感じておりません。 
 ３回目の質問を終了いたします。 
 そのほかにありますか。 
 亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 この条例制定に対する市長の意見書の中で、基本設計の作成にあたって建設委員会でも議論

してきたということが書いてありますので、その建設委員会のことについて質問いたします。 
 第１回目の建設委員会が開かれたのは平成２２年１０月２５日でありましたけども、その１回

目の中で、３人の学識経験者にも委嘱状が渡されております。委員の任期は原則として事業完

了までということでした。学識経験者以外、いわゆる充て職の委員については、例えば年度末

で代わりますので交代になる可能性もあるわけですけども、しかし、こと学識経験者に限って

は、委嘱する際も任期については十分、理解してもらった上での委嘱であったろうというふう

に思います。しかしこの３人の学識経験者は、わずか８カ月で３人ともに辞職されております。

わずか８カ月で３人ともに辞職するという事態は、私には異常としか思えませんけども、市は

このような事態をどのように受け止めているのか、まず伺います。 
 その後、第６回目の委員会がいつだったか開かれているわけですけども、そこで新しい２名

の学識経験者が委嘱されました。そのうち委員長になられた方、１名の方はこの４月に山梨に

来たばかりということであります。笛吹市のことをほとんど知らない方が委員長になったとい

うことでありますけども、私は別に個人のことをどうのこうのと言っているのではありません

ので、任命権者である市長の責任とか見識を問いたいというふうに私は思います。やっぱり、

このような人事で、果たして４５億円の事業を展開していいのかどうか、その２点をまず伺い

ます。 
〇議長（小林始君） 

 １点目の答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 まず１点目でございますけども、２２年度の建設委員会の学識経験の先生方が３名、実は２２年

度につきましては、業者選定までのプロポーザルを中心といたしまして選考を行うということ

で、いわゆるその業者選定に詳しい先生方をお願いいたしました。あらかじめ２年間、お願い

申し上げましたけども、その後、いわゆる次年度につきましては、管理運営計画等も入ってく

るだろうということで、その状況によっては、私どもは２年目はできませんということを、あ

らかじめ私どもは伺っております。当然３人の先生方、業者が決まったところで、次年度はお

引き受けできませんという、ご返事をいただきました。 
 ２３年度でございますけども、どういう施設を造っていくのかに併せまして、これから管理

運営計画を策定してまいります。どちらかというと管理運営面で大変、有能な知識を持たれて

いる先生方２名をお願いしたという状況であります。 
 以上、答弁といたします。 

〇議長（小林始君） 
 ２点目の答弁を、池田経営政策部長。 
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〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 ２点目のご質問でございまして、どうしてそのような方をご委嘱したのかというお話でござ

いますけども、私どもご委嘱する前の段階でそういう打ち合わせをいたしまして、結果的にそ

のようになってしまったということを、ただいま１問目の答弁でお話したようなことでご理解

をいただきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 ご静粛にお願いいたします。 
 亀山議員、どうぞ。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 ２回目で。 
 今、池田部長は先に選ばれた３人の学識経験者に対して、２年目はできないということはあ

らかじめ伺っておりましたという話でした。でも議事録では違いますよね。議事録によります

と、学識経験者の先生たちから都合上、辞職するということで願い出されましたという、議事

録にはそういうふうに載っております。ですから議事録から判断する限り、あらかじめ最初か

ら２年目はできないということをうかがい知ることはできません。 
 そして、やっぱり事業完了までということで委嘱をお願いしているわけですから、どんなに

考えたって、学識経験者に限っては事業完了までですよということは、どう考えてもそういう

ふうに理解することだというふうに思います。その点をもう少し私ははっきり見解を求めたい

と思いますし、本当にこのような人事で４５億円の事業をこの建設委員会で議論できるのか。

そこに任せておいていいのかということも含めて、もう１回お願いします。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の答弁、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 基本的に２２年１０月にご委嘱を申し上げたときに、先ほどお話をいたしましたように２年

間お願いしますというお話でございましたけども、基本的にその時点で、内々のお話でありま

したけども、２年目できるかどうかということは、約束できませんというお話を伺っておりま

す。その結果として、議事録で委嘱しますというお話だろうというふうに思っています。 
 基本的に、繰り返しますけども１年目の建設委員会の役割、２年目の建設委員会の役割、必

然的に変わってきておりますので、そのへんも含めまして先生方もお辞めになるなら、これは

致し方ないということで、改めてご委嘱させていただいたという流れであります。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の質疑を、亀山和子君。 
〇８番議員（亀山和子君） 

 そのような大事な建設委員会であるのに内々でお願いするということは、とてもやっぱり私

たちには考えられないことであります。またそれは別の機会にするとして、もう１点、伺いた

いと思います。 
 先ほどの意見陳述にもありましたけども、このアリーナ建設については、合併して７年、市

民の一体感を醸成するために造るんだというふうなことを建設の目的として挙げております。

しかし建設を巡って今、本当に市民の合意が得られているという状態ではありませんし、建設

を見直してほしいという意見もあれば、もちろん賛成派の意見もあります。そうした世論が大
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きく分かれたままの状態を放置したまま建設に踏み切るということが、本当に市民の一体感を

つくることにどうなのかということはすごく思います。とても、このまま建設しても市民の一

体感が得られるというふうには考えられません。 
 世論がこういうふうに二分している状況を市長としてどのように修復して、やっぱり市民の

団結を勝ち取っていくのか、どのように考えているのか伺います。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 ただいまのご質問、アリーナ建設について市民の合意が得られていないんではないかという

ふうなご質問でありますけども、もちろんこれに関しまして、いわゆる合意が得られない市民

の方も何割かいらっしゃるということも十分に承知をいたしております。その方々に対しまし

てはできる限り、いわゆるアリーナの造る目的、あるいはこれからの笛吹市にとっての役割、

こういったものをときのあるごとにご説明を申し上げながらご理解をいただきたいと、かよう

に思っております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 以上で、亀山和子君の質疑を終了いたします。 
 そのほか、質疑はございますか。 
 風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 先ほどの市長の、笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定に

対する意見書について質疑を行います。私は荻野市長の、このマニフェストについて素朴な質

問をさせていただきます。 
 市長はマニフェストに公約として、多機能、多目的な施設建設の計画を策定しますと言って

おります。どこにも造るとは言っていないと思います。造るとは言っていないと思っています。

なぜかと言うと、策定とはあれこれ考えて定めることと広辞苑にも書いてあります。どこにあ

れこれ考えて計画したんでしょうか。私たち議会にも平成２１年７月、執行部で作成した大型

施設整備構想六大プロジェクトを８月に全員協議会の席で、なんの前触れもなく公表されまし

た。しかし、その中の１つに今、問題となっている多目的ホールの建設事業が載っていました。

事業概要として約１，５００人ほどを収容することができる文化ホール、コンベンションホー

ルなどの多目的に活用できる施設を整備。敷地面積は３ヘクタール。概算事業費約５０億円。

財源として合併特例債約２８億円。事業実施予定期間、平成２１年１０月より平成２７年３月。

完成後の維持管理費は約４千万円。事業費、人件費は除くと書かれております。今後の課題と

しまして、建設予定時における埋蔵文化財の有無と明記されております。名称も多目的から多

機能へ変わり、数字的にも大きく変わったことに気づいたと思います。 
 市長のマニフェストに載っている隠しごとのない市政運営、情報公開先進市を実現している

のでしょうか。まさに公表された時点では、世の中の景気低迷に伴い、各県、各市で年間の維

持管理費に財政の圧迫が生じ、閉館あるいは縮小を考えているときでした。本当に本市にもこ

のような施設が必要なのでしょうか。議会の説明も十分検討を行ったと市長をはじめ執行部が
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言っておりますが、すでに実施に向けた説明ではなかったのではないでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 風間議員、この質疑に関しましては住民投票条例の質疑でございますので、建設の前後の部

分、その部分に関してはぜひとも簡略にお願いいたします。 
〇６番議員（風間好美君） 

 私としては、十分な説明とは捉えておりません。また市民代表として検討委員会４４名の、

約５回ほど協議が行われましたが、建設ありきの会ではなかったのではないでしょうか。中村

長年会長をはじめ、委員会の方々は大変ご苦労さまでした。結果報告は両論併記で答申されま

した。しかし、実情はどうでしたか。議事録および各町の意見集約等々を私なりに判断したと

ころ、４４名、２２団体で賛成は約５団体ぐらい。他の団体はもっとしっかりした説明を、ま

た必要なしとの要約でした。 
 市長はマニフェストに載せ、選挙公約だから堂々と建設に向けていきますと言っております。

それもときの首長だから仕方ないと思っております。しかし、途中で多目的から多機能アリー

ナに変わった、しっかりした説明もなく始まった第２回目の市民ミーティング。第１回目が春

日居町、２月２２日を皮切りに芦川町、石和町、一宮町、３月４日、御坂町での市民ミーティ

ングでこのときはじめて、市民の方が選挙公約に載っているではないか。しっかりやりなさい

との発言で、まさに市長が目が覚めたようにそれ以来、マニフェストにもしっかり載っている。

私も多くの人たちに負託を受け、当選させていただきましたと言っております。ではなぜ、以

前、行った市民ミーティングではマニフェストの公約を言わなかったのでしょうか。またＪＣ

主催の討論会においても、多目的施設についてはなんの話もなさっていなかったようですね。 
 次にマニフェストに載っている公約として、もう１つ。市民の思いや夢を形にする市民第一

主義で、市民起点のまちづくりを推進します。また正確な情報は常に現場にあり、市民にある

と念頭に市長と直接対話する、普段着の市民ミーティングを開催しますといっております。 
 最後に経営政策部に一言、述べさせていただきます。 
 本当にこのまま大きな事業を進めていって、将来の財政は大丈夫なのでしょうか。市長の施

策を考え、十分検討して、イエスばかりの返答ではなく、ノーと言える部局でなければ駄目で

はないでしょうか。このままで移行すると、これから１０年経たずに本市は北海道の夕張状態

に落ちると考えます。もし、このような実態が発生したなら経営政策部の職員で責任を取って

いただきたい。そのくらいの覚悟で本市の政策に取り組んでいただきたい。職員は退職がある。

それまでなんとかつないでいけばなんとかなるという考えはないと思いますが、これからが大

変。しっかりした考えを市長に提言して、過ちのない施策を実行してください。 
 以下、市長にお伺いします。 
 先ほど述べたように、なぜ御坂町市民ミーティングの以前の町ではマニフェストに載ってい

ることを言わなかったのでしょうか、お聞きします。 
 ２つ目、普段着の市民ミーティングはどのように展開されましたか、お聞きします。 
 ３問目、市民第一主義をマニフェストに挙げてありますが、いったい何を言っているのでしょ

うか。今回の住民投票条例に向けた９月２日現在で、有権者５万７，６５６名のうち１万２，

４２７名、約２１％の署名は無視するんですか、お伺いします。 
 それに最近言っている最大多数最大幸福を唱えておりますが、だったら住民投票を行ったら

いかがでしょうか、お伺いします。 
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 ４番目に、池田政策部長にお聞きします。 
 本当に本市の財政について、大丈夫なんでしょうか。改めて、お伺いします。 
 ４点、質問します。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 風間議員のご質問にお答えをいたします。 
 なんの前触れもなしに言い出したということでございますけども、そのへんの解釈というの

は非常に難しいと思いますね。というのは新市をつくる時点において、そういう施設を、合併

したら造りましょうという形で、合併協議の中でもお話が出ましたし、これは私が提案したわ

けではありません。合併協議会の中で、せめて合併したら、有利な合併特例債を活用して造り

ましょうとこういう話をして、なおかつ新市の建設計画にも載っておりましたし、芦川の合併

のときにもこのことは同じように言っております。それから新市の総合計画ですね、これをつ

くる折にも、そういう表現を載せさせていただいております。それから都市計画のマスタープ

ラン、こちらのほうにも載せさせていただいております。したがって、突如、降ってわいたよ

うに私が申し上げたわけでもありません。その点のご理解も賜りたいと思います。 
 それから、いわゆる名前が変わったではないかということでありますけども、これは表現方

法で、最初、申し上げた表現の中で、いわゆる多機能というふうな言葉を前に出してお話しし

ましたら大きく誤解をされてしまいまして、文化ホールを造るんではないかということで新聞

にも報道されて、私は説明のときに少なくともバレーボールコート３面以上とれるような、そ

ういうようなホールを考えていますということを申し上げていたつもりでありますけども、違

うようにとられたことで、名前はアリーナをメインに出したほうが私の本意が伝わるのではな

いかということで、多機能アリーナというふうに名称を変えさせていただきました。これもも

ちろん市民と議論する中でご意見をいただいて、そういうことに気がついたわけであります。 
 それから市民との対話でありますけども、できる限り、私は小さい集会でもお声が掛かれば、

いわゆるスケジュールの中で許す限り、今も行ってお話をさせていただいております。昨日も

休みだったわけでありますけども、ある団体でどうしても市長、出てこいということで、八代

の某所でありますけども、行ってお話をさせていただく等々、できる限りの、いわゆる普段着

の、市民と一緒に対話ができるようにと。それからなおかつ市長への手紙でありますけども、

これを始めた当初、某新聞社では民主主義の扉を開く、大きな一ページだという形で論説で発

表していただいたこともございました。できる限り市民とお話をさせていただく中で、このこ

とについては、いわゆる市民との対話、しっかりしていきたいなというふうに思います。 
 市民第一主義とはどういうことかということでございますけども、常に職員とお話をしてい

ることは、まず最初に市民が喜ぶことをしようと。市民に役立つことをしようと。そういう視

点でものを考えていかないと、いわゆる自分たちのペースでものを考えることは、いわゆる私

どもの、今、こうして仕事ができているのも、市民がいなければできないわけでありますから、

その市民のことを第一に考えた仕事の仕方をしようという形で、市民第一主義ということを捉

えているわけであります。 
 以上であります。 
 それから、もう１つ。１万２千何がしかの署名を無視するのかということでありますけども、
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これについては決して無視をしているわけではありません。こうして、本日もそのことについ

てご議論いただくために議会も開催させていただいております。私が一人で決められることで

ありませんから、そのように常に思っているところであります。 
〇議長（小林始君） 

 ４点目の答弁に入る前に申し上げます。 
 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。 
 ４点目の答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 あらかじめ風間議員にお願い申し上げます。 
 ご質問の中で、経営政策部に一言申し上げる。ノーと言える部局ではないのか。責任を職員

としてとれるのかというお話でございますけども、大変な勘違いをなされているのかと。私ど

もは市民から選ばれた市長が市政の舵取りでありまして、その進む方向に当然、実現可能性等

を私どもは研究・調査等々を行う中で、今回の多機能アリーナにつきましては、これはいける

んではないかというお話をさせていただきました。それも市長の構想を出す前に、経営会議の

中でそのへんは論議を尽くして、将来財政の見通しなども参考に、プロジェクトとして公表し

たというものであります。 
 したがいまして、ここで財政は大丈夫かということを、確信を持って言えるのかという部分

でありますけども、基本的に交付税が２７年度以降、段階的に減額されます。そういった中で

ありましても、行財政計画に取り組みつつ、笛吹市としてのまちづくりを進めていくという使

命感は職員は持っております。それに基づきまして進めておるということで、ご理解をぜひお

願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の。 
〇６番議員（風間好美君） 

 ２回目ではありません。最初の、先ほど述べた御坂町市民ミーティング、以前にはなぜ市民

ミーティングのときにマニフェストに書いてあることは言わなかったんですかという質問、１番

目の質問に答えてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 それについては、説明の折、その表現を使わなかったということでありまして、もっと、い

わゆる説得力のあるものは、ほかにないかということで検討した結果、こういうことも申し上

げたほうがいいのかなということで使わせていただくようにいたしました。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の質問、風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 １問目の、ほかにもっと説得力があるものがよかったというのは、たぶん、私の感じですよ、

忘れていたんではないかなと思っております。 
 先ほども言いましたように、最大多数最大幸福を唱えております。だったら住民投票を行っ

たらいかがでしょうかという答弁もなかったわけなんです。いろいろ私たちが言っても、ああ
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言えばこう言う、こう言えばああ言うの形の中で、うまい答弁をするなと思っております。 
 では、池田経営政策部長にお伺いします。 
 ２１年の４月に執行部で提案されました、この笛吹市大型整備構想、これを市長が提案され

たことだと思います。これについて、当時、部長でいる部長は池田部長しかいないんですかね。

ほかの人たちはちょっと退職してしまったのか分かりませんけども、当時の六大プロジェクト

構想を市長が部長たちにどんなふうな説明でして、皆さんが納得したのか。その状況を思い出

して教えてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 ２１年８月に公表いたしました構想につきまして、思い出していただきたいというお話でご

ざいますけども、当然、庁議といいまして、現在の経営会議、いわゆる部局長以上で構成いた

します経営会議の中で、これが実現できるかどうかということを叩きまして公表したと。私の

記憶に間違いなければ、その前の７月の議会の全員協議会であらかたお話を申し上げまして、

改めて８月に公表させていただいたと。それに基づきまして、２１年１１月に市内６カ所で市

民ミーティングを行いまして、その中で市民の皆さんにお話をさせていただいたという流れか

と思います。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目の質疑を、風間好美君。 
〇６番議員（風間好美君） 

 部長もそういうふうにおっしゃっておると思いますけども、私がいろいろ聞いたところによ

ると、ちょっとニュアンスが違うのかなという感じがしております。それはもう、質問はしま

せん。 
 最後に、推進派の市民にお願いします。過日の石和町市民ミーティングの際に、たったの１万

２，４２４名かという言葉を耳にしました。残りの人たちは、みんな賛成だと捉えている。だっ

たら住民投票の署名活動を切にお願いし、住民投票の実現をお願いします。これは、私の要望

です。 
 以上、投票条例制定に対する意見書についての質疑は、終わらせていただきます。ありがと

うございました。 
〇議長（小林始君） 

 ここで、暫時休憩いたします。 
 ５時５分までといたします。 

休憩  午後 ４時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時０５分 
〇議長（小林始君） 

 再開いたします。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 新田治江君。 
 なお、ちょっと申し上げます。 
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 この質疑に対しましては、住民投票条例の件に関する部分であります。そして意見、要望等

は極力控えていただきまして、議事進行にご協力のほどをお願い申し上げます。 
 はい、どうぞ。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 私も住民投票条例についての判断をするのに、これは聞いておかないと困るかなという思い

で聞きます。 
 先日、１１月１日に正正会と野沢勝利議員、４名で埼玉県和光市に研修に行ってきました。

野沢勝利議員が亡くなる２日前です。和光市は住民投票条例が制定されており、条例の研修と

市民ホールの研修に行ってまいりました。市民ホールは１，２００人規模ですが、維持管理費

を聞くと２億５千万円から３億円という答えでした。大きなイベントをすると、イベントをす

るごとに赤字だとも言っておりました。野沢議員が自分たちの議員の責任として、市に帰った

ら、この維持管理費についてはしっかりと聞いておかないということで何回も言っていました。

最期まで笛吹市のことを思っていました。野沢議員の言葉とも思って聞いてください。 
 この市で打ち出している維持管理費５千万円から８千万円という、出した内訳を聞かせてほ

しいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 まず、私のほうから維持管理費の見込みにつきまして、お話をさせていただきます。 
 実際、維持管理費につきましては実施設計が終了しないと具体的な見込み数字は出てきませ

ん。そのために５千万円から８千万円というふうな幅をもたせていただいております。これに

は人件費と、それから事業費関係は含まれておりません。メンテナンスコスト、光熱水費等々

でございます。 
 ５千万円という数字は市内の各施設の維持管理を参考に、それから県内でも他の市の施設等

を参考におおむね５千万円から８千万円でいけるだろうと。逆を言えば、その範囲内で施設を

造っていかなければならないという部分もございまして、試算しておるものであります。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目、新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 では人づくり、交流づくり、健康づくりの拠点と打ち出していますが、この専門職とか、ま

た事業費については、それについてはどのように考えているのか聞かせてほしいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 現在、考えております多機能アリーナ活用方法でありますけども、当然、主催事業もござい

ますし、それから貸し館事業もあります。あるいは、貸し館事業の中でも市民主体の事業等々

もございます。そこのところをこれからの管理運営計画の中で、可能性を見出していきたいと

いうふうに考えております。事業費はそれぞれでございますから、そこの部分につきましては、

これからのお話になるというふうに考えております。 
 なお、市内の主催事業でございますけども、現在、各町の施設で行っております事業等々、
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これを集中的にやるということもこれから考えていかなければなりませんし、ただそれぞれの

施設の役割、それから価値がございます。そのへんも含めて、これから計画をしていきたいと

いうふうに考えております。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目、新田治江君。 
〇１５番議員（新田治江君） 

 では今後、維持管理費が人件費、事業費とも、もし入れたとするならばどのくらい増えてい

くだろうかというお考えを聞いて、終わります。 
〇議長（小林始君） 

 答弁いりますよね。 
 （はい。の声） 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 実際、この事業を進める経営政策部といたしまして、いろんな先進施設を持つ自治体とか、

県内施設を持つ自治体とか、視察研修等を行っております。それぞれに、事業費についてはま

ばらでございます。事業費も含めて１億円以下で収められているところもありますし、指定管

理料が、いわゆる収益部分、それから実質負担する部分、差し引きをしまして７千万円、８千

万円の指定管理を出しているというようなところもございます。それぞれの施設の活用により

まして、そのへんは変わってくるのかなと考えております。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、新田治江君の質疑は終わります。 
 そのほか、質疑はありませんか。 
 北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男でございます。 
 この構想が出始めて、かれこれ２年近くになりますけども、今日のこの住民投票条例の意見

書の中にも、基本設計のことがちょっと触れてあるだけでございます。この構想は、公共用地

をどこへ確保してあるのか。一向に今まで、市民ミーティングでもそうですけども、ここに図

面ができたということで、図面を掲げて、それについていろいろ賛成、反対ということなんで

すけども、私はこの公共事業をやる場合、ここの問題はまず用地の問題、それから周辺の環境

影響の問題、それから合併特例債ですから行程の問題、この重要な問題があるのにかかわらず、

その進捗状況がどういう状況なのか。話によりますと、まだ買収の単価も決まっていない。一

番重要なところは、これは住民投票条例にも関係しますから、申し上げますけども、入り口の

２０号線から入ったところ、大きな事業所がございますけども、それに対する渋滞対策をどの

ように考えているのか。まず、僕はこういった議論をする前に、地元のことをないがしろにし

て、みんなに賛成だ、反対だなんて問うのはとても失礼な話ではないかと思います。本当にそ

れが憤って、いつも思っております。ですから、私は基本構想の話があったときにも、２つの

市民ミーティングにも出席しませんでした。とんでもない、もうそれ以前の問題がなんら解決

もないのに、地元のことを、住民のことも聞かなくて進めるということは、人の土地へ入るの

に、もうそこへ絵を描いてどうだああだなんて、それは非常に失礼ではないかと思うんですが、
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そのへんいかがでしょうか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 北嶋議員のご質問でございますけども、この土地、今、候補地として挙がっている土地につ

きましては、地元の方々がこういうものを造る場合には、ぜひこの土地を活用してくれないか

という申請をいただきまして、私どももいろいろな角度から検討をさせていただいて、そして

候補地として、今、挙げさせていただいております。 
 特に周辺には博物館がございますし、それから隣には教育センターがございます。今、目下、

交通の問題については、たくさんの方が集まると非常に混乱が起きる可能性があるということ

で、できるだけ多方面に出られるようにということにも配慮いたしまして、今、西側につきま

しては、道路拡幅計画を進めまして、地元の方たちにもご賛同をいただいて、工事が今、いわ

ゆる用地買収が始まろうとしております。これはアリーナとは別の角度で、この道路を造ろう

ということで、すでに八代地区におきましては、いわゆる畑総の事業として工事が進んでおり

ます。そういう総合的な中で、この用地を素晴らしい土地だなということで決定をさせていた

だきました。決して私どもが、いわゆる単独でこの土地を、ここがいいからここを提供してく

れという形で言ったわけではありません。地元の方たちのそういうご意見をいただく中で、造

るならば、地元こぞって賛成しますよというお言葉の中で進めさせていただいている事業であ

ります。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の質疑、北嶋恒男君。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 非常に残念でございますけども、それは全然、やっていないに等しいんではないかと思いま

す。本当にそんなことでは、とても２６年度に土地を求めて、その周辺の環境影響のこともいっ

ぱいあるんです。山ほどあります。そんなこともこういった世の中、賛否で分かれているとこ

ろを職員に働けといっても、それは無理だと思うんです。ですから、最初に賛否両論があると

いうところに、もうこの地点は無理なんだなと。ただ畑だけあれば、道があって、それならや

りようによってはできるかもしれませんけども、あのへんには住宅もありますし、事業所もあ

りますし、ホテルもありますし、川も流れています。下流には住民が住んでいます。そういっ

たことを、また一般質問等でいろいろお伺いしますので、一応、現状を傍聴者の皆さんにも聞

いていただきたいなと思って、今日は発言をさせていただきました。 
 それについて、今の進捗状況、市長の進捗状況はまったく、もう何もしていないという証拠

だと私は思っております。 
〇議長（小林始君） 

 北嶋議員、これは意見ですか、要望ですか。 
〇４番議員（北嶋恒男君） 

 もし反論がありましたら言ってください。 
〇議長（小林始君） 

 ３問目はありますか。 
 （ な し ） 
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 以上で、北嶋恒男議員の質疑を終了いたします。 
 そのほか、質疑はございますか。 
 野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 まず最初に、市長が出された意見書について感じたところを率直に、先ほど市長が朗読しま

したけども、率直に申しますと、意見書のあるべき姿から、かなり外れた意見書である。冗長

になっていて、しかも分かりにくい。３千字からの文字を費やしながら非常に分かりにくい、

中身に欠ける意見書だと思います。 
 市長の立場は、ご存じのように住民投票に反対ですから、この意見書ではなぜ住民投票に反

対か。しかも、これは市民が直接請求で出した条例ですから、普通の市民が聞いて分かるよう

に、なぜ住民投票には自分が反対か。住民投票不要論をなぜ唱えているか。ここをしっかり書

くのが意見書だと思います。ところが意見書を見れば分かるように、半分以上が多機能アリー

ナ建設がなぜ必要か、そういうところに費やされています。これは住民投票が必要かどうかと

いう議論を混乱させ、そして無意味にしてしまうようなものだと私は考えています。そして残

りの半分で住民投票がなぜ不必要か、必要ないかということを書いているようですが、非常に

分かりにくい。そこで、まず伺います。市長はこの意見書で、どのような理由、どのような根

拠を持って、住民投票に反対するか、不要であるか。誰にでも分かるように、まず解説してい

ただきたい。 
 以上。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 私の提案しました住民投票条例に関する意見書でありますけども、分かりにくいと言われま

しても、これはそれぞれの感じ方でありますから、非常に私としても分かりにくいご質問だと

思います。私として、言いたいことをしっかりここに盛らせていただいたというふうに思って

おります。 
 そして住民投票につきましては、１万２，４２４名の署名があったわけでありますから、こ

のことについては重く受け止めさせていただいております。特に反対をされている方につきま

しては、今の経済状況あるいは国の状況、こういったものからおそらく判断する方が多いんで

はないかというふうに思います。私は笛吹市の、合併した笛吹市、どういう方向に進んでいく

べきかということを皆さんとともに協議をしながら、そして特に行財政改革、こういったもの

をしっかり進めさせていただいております。 
 したがいまして、特に平成２２年度の決算を見ていただければ、ご理解いただけると思いま

すけども、私的には少し出来すぎの決算ではなかったかなというふうに思いますけども、一つ

ひとつの事情をしっかりと予算に合った、いわゆる予算即決算という言葉がございますけども、

できる限り、限られた財源の中でいかに有効に使っていくという、そういう方向で行政経営を

させていただいております。 
 したがいまして、今回の条例制定についてもしっかりそのへんもご理解いただくようにとい

うような願いを込めて意見書を出させていただいたと、こういうことであります。 
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〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 議長、質問に答えていないですよ。 

〇議長（小林始君） 
 ２回目の質疑・・・。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 ２回目のではなくて、ちょっと待ってください。何を私が今、求めているのかをもう１回、

言いますよ。いいですか、１回目で。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の質疑です。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 ２回目ですか。１回目に答えていないではないですか。 
 なぜ市長が、投票が必要ないか、このことについて解説してくれと言っているんです。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 なぜ必要ないかということでありますけども、これにつきましては、私は常に議会制民主主

義というものを重視したいというふうな考えであります。そしてなおかつ、住民投票条例とい

うようなものにつきましても、すでに実施している自治体、あるいは国においても、これにつ

いてご議論いただいていることも十分に承知をいたしております。しかし、いわゆる議会とい

うものがなければ、市政は運営ができないわけであります。したがいまして、いろんな部分に

ついて問題があった場合には、議会にまずお諮りをする。そして、例えば議会と、それからい

わゆる執行側で、大きく意見の開きがあると。こういう場合には、市民に直接的にそれについ

て賛否を問うと、こういうことも必要でしょうというふうに思っております。 
 ですから、まったく頭から、このいわゆる住民投票条例が必要でないということは言ってい

るわけではありません。しかし、このアリーナのことに関しましては、議会と今日もこういう

形でご相談をさせていただきながら、議会でご議決をいただいて進めていきたいと思っており

ます。 
〇議長（小林始君） 

 ２問目、野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 時間の無駄ですから、次に移ります。 
 私が読めば、ここで市長が住民投票不要論、これが２点あります。１点は合併したときの新

市建設計画、これに載っているからだと。これが正当化の１つです。２つ目は基本計画の予算

が議会を通過した。つまり議会でＯＫをいただいている、これが２点です。そのことを市長は、

自分が作っているんだから、しっかりそのくらいのことは説明していただきたい。解説してい

ただきたい。 
 それを私が、２問目を質問します。先ほどから問題になっている、市長はミーティングでも

なんでも自分が選挙のときに、マニフェストに公約しているということを書いていますけども、

なぜこの重要な意見書にこれが入っていないのか。これについて、答えてください。 
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〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 文書の書き方でありますけども、これについて私がここで述べていないのは、すでに何回も

いろいろな部分で説明をさせていただいておりますし、あえて意見書の中にそのことは必要な

いというように判断したからであります。 
〇議長（小林始君） 

 ３回目、野澤今朝幸君。 
〇３番議員（野澤今朝幸君） 

 その程度のマニフェストだったということです。あれだけ言っていて、意見書に一言もない

ということは普通では考えられないでしょう。なぜ載せなかったのか。忘れたなんていうはず

ではないでしょう、これ。今まで言ってきたことだからなんて、それならみんな今まで言って

きているではないですか。新市建設計画だって、議会で予算を通っただって、これはみんな言っ

ているではないですか。そんな子どもを騙すような答弁をしていただきたくない。 
 最後に言います。市長は今回の多機能アリーナ、これは少なくとも市民の半数以上の合意を

得ているというふうに思っていますか。そしてそう思っているとしたら、どういう根拠があり

ますか。アリーナの見直しを考えるわれわれは、市の行ったアンケート結果、これは６割反対

です。もう、たぶん耳にタコができているかもしれませんけども、建設検討委員会、これも両

論併記です。市民ミーティングでもどちらかといえば慎重派、反対派が多かったと思います。

そしてさらに２万１，６００人の反対の署名があります。こういう根拠で、われわれは多機能

アリーナに半数以上がとても同意しているとは思えません。もしこれで、市長に半数以上が同

意しているという確信があるなら、その根拠と理由を示していただきたい。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、荻野市長。 

〇市長（荻野正直君） 
 数字で示されましたからあれですけども、たしかに反対署名が集まったことも承知をいたし

ております。しかし、私、先ほどからいくつかお話をさせていただいておりますけども、これ

に関しましては、市の、新しい笛吹市ができるときからの懸案事項であります。したがって私

の、初代市長の大きな役目というのは、新市の建設計画に基づいて、いかにそれを一つでも多

く実現し、あるいはしっかりとした基盤をつくるかということが私の使命だというふうに思っ

ておりますし、なおかつこれに対しましては、各方面にわたって説明会もさせていただいてお

りますし、あるいは議会の中でも基本設計を進めるについても賛成をいただいております。そ

ういうバックボーンをもって、私は現在進めさせていただいている、こういうことであります。 
 もちろん市民の中で、直接的に市長への手紙で、これは経済的に大変難しいからやめたほう

がいいというようなご意見もございます。あるいは市長、くじけずにやはり未来の笛吹市のた

めにこういったものを造ってくださいと、こういった意見もいただいております。そういう中

で、私はこの計画についてはぜひ推し進めるべきだと、こういうふうに考えております。 
 以上です。 
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〇議長（小林始君） 
 以上で、野澤今朝幸君の質疑を終了いたします。 
 ほかに質疑はございませんか。 
 中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 ただいまの執行側の答弁を聞いた中で、２点ほど改めてお聞きしたいと思います。 
 １つは財政です。先ほど池田部長は経営会議等で、いろんな意見を出し合って協議したから

大丈夫だというふうな、私、受け取り方をしたんですけども、財政のシミュレーションにより

ますと、平成３０年以降、笛吹市の財産は破綻するということがシミュレーションに載ってお

ります。まず、この点が１点と、それからこれをプラス思考にするために行財政改革をはじめ

諸事業をするということも明記されております。この２点について、もう少し詳しいご説明を

池田部長より、お願いしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
〇市長（荻野正直君） 

 財政問題につきましては大変、実は見通しが私は非常に難しいと思っております。と申しま

すのは、例えば合併時においてつくりました財政シミュレーションによりますと、すでに平成

２３年度には、いわゆる実質公債費比率１８％を超えてイエローゾーンへ入るというふうな、

そういう状況がありました。私どもは今、この時点で試算をすると平成３０年ぐらいがそうい

う状況になるというふうな推定が出ております。 
 １番の基本というのは、そうならないためにどうするかということが、いわゆる財政見通し

をする中で、私どもが１年１年の予算をつくる中で大きなテーマとしております。したがいま

して、例えば基金のほうもできるだけ多く積むようにということで、おかげさまで合併してか

ら７年間で、１００億円にはちょっと届かないわけでありますけども、１００億円近い基金を

積むことができました。この厳しい経済状況の中で、これは１つにはやはり職員が今の行財政

改革ということをしっかり理解していただいて、お金の使い道について、しっかり勉強してい

る成果だというふうに思います。 
 なおかつ借金につきましても、今まで合併した当初、１人当たり、返済しなければならない、

現状９７万円ほどあるわけでありますけども、この中には減債、いわゆる政府で払っていただ

ける部分というのが全体の中で３割近くございます。そういったものをより有効に活用するこ

とによって、本当の市民１人当たりの借金も少なくしていこうと、こういう努力をしておりま

す。これについては、平成２２年度の決算書の中で、借金のグラフがありますけども、それを

見ていただければ、ご理解いただけると思います。 
 そういうふうな財政問題については、できる限り、やっぱりそうならないための努力を１つ

ずつさせていただいているというようなことです。なおかつ行財政改革の推進プラン、これに

沿って一つひとつ、今、進めているところであります。今、第一次が終わりまして、これにつ

いてもしっかり検証して前に進んでいきたいと、かように思っておりますから、ご理解をいた

だきたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 ２回目の質疑、中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 財政シミュレーションで、その財政破綻が謳ってある、シミュレーションに。これは事実か

どうか、まずそれが１点。 
 それで次に、管理運営面で５千万円から８千万円という数字を、今、池田部長、先ほど質問

もありましたけども、市内のある施設を基準にして出したと。その基準にした施設はどこなの

か。また４５億円のアリーナに匹敵するような、比較対照する施設が市内にあったのか。ある

いは県内のどこを参考にして、この５千万円から８千万円を出したのか。もう少し池田部長、

お答えをお願いしたいと思います。その２点です。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、池田経営政策部長。 
〇経営政策部長（池田聖仁君） 

 最初に財政シミュレーションにつきまして、お話をさせていただきます。 
 第二次行政改革大綱の財政シミュレーション、１０年計画を行いましたけども、その中で、

いわゆるこのままの状況で、行革も何もしないで進めるとしたら、おそらく１０年後には行き

詰ってしまうだろうという部分が、破綻という表記をさせていただきました。ですから、その

ために行財政計画に基づきまして、その取り組みを一生懸命、そのような財政破綻を招かない

ような取り組みを行われなければならないという意味であります。 
 ２点目、５千万円から８千万円という、市内の施設というお話をしましたが、石和町のスコ

レーセンターで、現在、考えております多機能アリーナとは全然違います。ただ、あれはあの

文化的な施設で、あの面積でどのくらい掛かっているのかということを積算いたしました。そ

れに体育館と文化ホール的な、多機能な場合はどのくらいかということも、ある程度シミュレー

ションして、あとは面積で掛けた数字であります。ただ、そこの部分は５千万円から８千万円

と、明らかにできない部分があります。先ほども言いましたように実施設計の中で、どのよう

な機械設備を行うのかということで、交通費等々もカットできますし、それからメンテナンス

コストもどのくらい掛かるのかという部分につきまして、その中で明らかにしていかなければ

ならない。ですから幅を持たせている。他団体の具体的な例という部分につきまして、ちょっ

と資料がございませんけども、県内施設それから県外施設、併せましてその維持管理コストに

つきましては研修して、データとして参考にさせていただいております。 
 以上であります。 

〇議長（小林始君） 
 ３回目の質問、中村善次君。 

〇１１番議員（中村善次君） 
 池田部長の言わんというところは分かりますけども、各個人が家を造るにも、ゆく先のこと

を考えた中で大きさを何坪にしようか、子ども部屋を３つほしいけど２つにしようかと。そこ

まで議論した中で設計をお願いして逐次進めていくのが、私、普通ではないかと思います。今、

この進め方というのは、どうも建設が先に歩いてしまっている。したがって、いろんなこうい

う問題があとになって湧き上がるケースが多い。その点だけ、市長か池田部長、どんなお考え

なのか。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、荻野市長。 
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〇市長（荻野正直君） 
 先ほどから財政計画のお話をさせていただいておりますけども、この財政計画、３０年ごろ、

いわゆるイエローゾーンへ入るではないかと、こういうことでありますけども、これにつきま

しては、すべて今、掲げてある事業を取り入れていくと財政的にどうなるか、こういう形で財

政計画をつくらせていただいておるわけです。したがいまして、今のこの多機能アリーナにつ

いても、いわゆる４５億円という数字を設定して、そして、いわゆる計画の中に入れてある数

字でありますから、その先どうなるか分からないということではなくて、今、考えられる数字

をしっかり当てはめていく。そして、そうならないためにどうしていったらいいか。したがっ

て、例えば平成２２年なんかの場合は、国のほうから大変お計らいをいただいて、いわゆる地

方交付税を８億円近く余分に、私どもの予測よりも多く交付をしていただきました。それも、

そのまま使ってしまえばなくなってしまうわけでありますけども、それをいわゆる基金として

積み上げさせていただいて、来たるべき、そういうときが来たときに、それを１つのクッショ

ンにして、そして進めていきたいとこんなふうに思っております。よろしくお願いします。 
〇議長（小林始君） 

 以上で、中村善次君の質疑を終了いたしました。 
 ほかに質疑はありますか。 
 志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 笛政クラブの志村でございます。 
 条例案について、それから意見書について２点、質問させていただきます。 
 まず１点目ですが、直接請求に届ける会側からの条例案があったのかどうか。今回、提出さ

れているものがそれと同じものなのか、違うものなのか、そこのところを確認させてください。 
 それから意見書についてですけども、議会で十分に議論を尽くすということが肝要であると

いうふうに述べられております。適時適切な情報材料、今後の見込み、事業スケジュール等、

しっかり議会に示しながらということでよいということか、確認をさせてください。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 条例案がもともと付いていたのかどうかということでございますけども、この条例案につき

ましては、請求と同時に直接請求者が付けて出さなければいけないことになっております。し

たがいまして、この条例案については、市のほうで加工したりということはしてありません。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 ２点目の意見書、記載内容の件でございますけども、そこに、これから議会にも必要な内容

等を示しながら進むのですかというお話だろうと思いますけども、多機能アリーナ建設事業に

つきましては、これからいろんな予算措置等々も出てまいります。進捗状況等々につきまして

は、毎月開催の全員協議会の中で、進展があった場合についてはお話をさせていただく、この

姿勢をこれからもとっていきたいというふうに考えております。 
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〇議長（小林始君） 
 ２回目、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 では、条例案のほうについて再質問ということでさせていただきますけども、第５条で条例

の施行日から５０日以内で投票となった場合には、期日は市長が定める日ということになって

おります。この５０日という期間を十分な期間であるというふうに考えているかどうかという

ことについて、ご見解をお伺いしたいということと、それから第１５条で住民投票に関する運

動は自由にこれを行うことができる。ただし市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉

されるものであってはならないということが盛り込まれていますけども、自由な活動への懸念

というものもないわけではなかろうと思われます。これについての対策、例えば具体的に要綱

といったようなもので定めるということも考えているのかどうかということ、この条例案につ

いては、この２点をお聞きしたいと思います。 
〇議長（小林始君） 

 答弁を、山下総務部長。 
〇総務部長（山下真弥君） 

 ２つ、ご質問がございました。 
 ５０日という期間ですね、市民の判断を得るに十分かどうか。これにつきましては、条例の

制定請求者がつくってきたものでございますので、われわれがここで、５０日がふさわしいか

どうかということについては判断できかねます。ただ、直接請求者はこれで判断できるだろう

ということでつくってきたかというふうに判断しております。 
 それから自由な広報活動等についての規制等に対する、なんらかの要綱等が必要かどうかと

いうことでございますけども、現在のところ、そのようなことは考えておりません。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

〇議長（小林始君） 
 ３回目、志村直毅君。 

〇２番議員（志村直毅君） 
 よく分かりました。意見書の部分についても、今後、やはり今回、こういう事態になってし

まったことは非常に残念な思いもあるわけですけども、いろいろな市民の皆さまのお話をお聞

きすると、やはり情報不足、考える材料の不足、それから説明が不足しているというようなご

指摘も受けます。これは議会としても、行政としても反省しなければならないところなのだろ

うというふうに受け止めていますが、そういう中で白紙委任というような文言が出てきて、非

常にこれも残念に思っています。少なくとも、私も議会の一員として、白紙委任というような

文言を思い浮かべたこともないだけに、こういったことでこういった用語が出てくるというの

は本当に残念に思っています。 
 そういう意味では、意見書の中で十分に議論を尽くすというところが重要なポイントだと思

いますけども、またその一方で合意ということと、それから一元化するということは、これは

違うことなのだろうと思います。やはり合意というときには、さまざまな意見をお聞きする中

で、その判断をしていくということでありますから、意見書の中で言われている十分に議論を

尽くすと。それも議会においてということでありますから、そこのところは改めて、この意見

書の中に盛り込まれた、そこの部分の考え方を見解として、一言いただきたい。要するに十分
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に議論を尽くすということは、合意を求めていくということは、一元化ということではないと

思いますが、さまざまな意見がある中で、意見書の中に込められたものを再度、確認をさせて

いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 答弁を、池田経営政策部長。 

〇経営政策部長（池田聖仁君） 
 先ほどの答弁と重複いたしますけども、多機能アリーナ建設事業は、これで審議が終わると

いう話ではございません。これから関係予算につきましてはその都度、予算措置をしていかな

ければなりません。それから、いろんな進捗状況も報告していかなければなりません。そうし

た中におきまして、議会としても十分ご論議をいただきたい。それから、私どもも必要な提案

をさせていただきたい。その中で議論していきたいというふうに考えての意見書であります。

よろしくお願いいたします。 
〇議長（小林始君） 

 これで、志村直毅君の質疑を終了いたします。 
 ほかに質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 これより、議案第１０７号の討論を行います。 
 まず、反対討論を許します。 
 １２番、龍澤敦君。 

〇１２番議員（龍澤敦君） 
 笛政クラブの龍澤でございます。 
 先ほどより相当、議論をしてきたわけでございますけども、議長の許可をいただきましたの

で、議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例案制

定についての反対の立場から、討論に参加させていただきます。 
 賛成議員の言うように、市民の意見を伺う上で施策を進めることは大変、重要なことではな

いかと思っております。また私も市議会議員に当選させていただいた折に白紙委任状をいただ

いているとも思っておりません。 
 しかしながら白紙委任状はいただいておりませんが、私どもは市民の皆さまから市政を託さ

れて議員になったのではないでしょうか。われわれにはその責任をまっとうする義務がありま

す。このため、今回の多機能アリーナ建設に関しても、議会で審議を尽くすことこそが今、わ

れわれが行うべきことではないかと思っております。議員それぞれが市民の声を伺いながら、

議論の中で結論を出すことが笛吹市議会としての責務なのではないでしょうか。 
 多機能アリーナ建設について、私の考えは１０年２０年後の本市のためにも必要であり、地

域活性化の拠点として、大いに活用できる施設になると思っております。全国的な人口減少の

時代に入り、少子高齢化の進む中で笛吹市が持続的に発展するためには、交流人口を増加させ

る施策は大変、重要と考えております。多機能アリーナは、子どもたちの時代のために欠かせ

ない施設であろうかと思います。議員諸氏におかれましても、この事業に関し、さまざまなご

意見をお持ちと思いますので、市民から託された責任をまっとうするよう、議会内で議論を尽
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くそうではありませんか。 
 まだまだ言いたいことはありますけども、時間の関係上、以上で私の住民投票条例に関して

反対の立場からの発言といたします。ご清聴ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 次に、賛成討論を許します。 
 ３番、野澤今朝幸君。 

〇３番議員（野澤今朝幸君） 
 市民派クラブの野澤今朝幸です。 
 議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定に

対し、賛成する立場から討論を行います。 
 改めて申すまでもなく、今回のこの討論は多機能アリーナ建設に賛成するか、あるいは反対

するか、そういう討論ではありません。今も龍澤議員はそのような発言がありましたけども、

この討論は多機能アリーナの建設の賛否を市民による住民投票に委ねるか、そうすべきではな

いか、その点を巡っての討論であります。 
 まず最初に市長が住民投票不要論、これで言っている正当化する根拠、３つあります。１つ

は、先ほどから出ている合併時の新市建設計画、そして２番目はマニフェスト、先ほど意見書

にはありませんでしたけども、マニフェストで公約している。これが２番目です。３番目はア

リーナの関係の、基本設計の予算が議会で通っている。間接民主主義で、これは了解されてい

る。この３点であります。この３点について、まず反論したいと思います。 
 まず第１の合併時の新市建設計画。私も、芦川は遅れましたけれども、２年後に、平成１８年

に合併させていただきました。そのときは芦川の分を入れて、新笛吹市基本計画になっていま

す。市長はそのときに、この多機能アリーナという言葉はありませんけども、その多目的な施

設なり多目的なホールなり、そういうものが了解されているというふうに言っていますけども、

まったくそれは、私が村長のときにはそのような話はまったくありません。そもそも、この新

市建設計画あるいは基本計画、これは合併特例債を使う場合にどの範囲で使えるか、それを規

定したものであります。個別の事業を実施する、その正当化なんか、この計画書にあるはずが

ないわけなんです。非常に強引な、乱暴な意見です。まず１点、これです。 
 ２点目、市長はマニフェストで公約しているというふうに言っています。たしかに市長は、

荻野正直氏は先回の選挙で当選したわけですけれど、分かるようにマニフェストというのは非

常に多くの政策を掲げています。それも選挙民にとっての選択材料でしょう。それ以外にその

人の人となり、あるいは経歴、政治姿勢、こういうものを総合して比較的多数を占めたのが荻

野氏であったというふうに考えます。そういう中に入っているマニフェスト１つが、そのとき

に、もうすでにゴーサインが出た、こんな乱暴な議論は小学生でも承服しないと思います。こ

れが２点目です。 
 ３点目ですね。基本計画の予算が議会で通っていると。これは先ほどの龍澤議員も、それは

間接民主主義で通っている。そこで議論を尽くせばいいというふうに言っていますけども、わ

れわれは市民に選ばれて市民を代弁しているわけです。もし市に代弁しているならば、このよ

うな直接請求が出てくるはずがないわけなんですよ。しかも法定数で定められた１，１００ば

かりの法定数に対して、ゆうに１０倍、１万２，４２４人、これだけの人が住民投票で決すべ

きだと言っているわけです。要は議会が市民を代弁できていない。その証しであろうかと思い
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ます。だから市長が言う３つの正当化は、すべてあまり根拠のない、あまりというよりも、言

葉をきつく言えば、まったく根拠がないというふうに思います。 
 それで私の考える、次に住民投票がなぜ必要であるか、必要論を述べます。それには３つの

基準があるかと思います。 
 まず第１には、その事案がですね、今回は多機能アリーナですけども、その事案が市政の抱

える事案であって、将来の市民に大きな影響を与える、このような事案は１つの基準として必

要かと思います。言うまでもなく多機能アリーナは４５億円から掛かり、先ほどから非常に説

得力のない維持管理８千万円と出ていますけども、仮に８千万円でも本当に笛吹市にとっては

超一級の施設です。これが将来の市民に影響を与えないわけがありません。これがまず第１の

基準です。 
 ２つ目の基準は、市民の中で当事案が合意形成されていない。意見が二分している。このよ

うな場合は、やはり住民投票にかけるべきだろうと思います。 
 第３点、市民のこのような二分された意見が議会において打開の余地がない。市民が納得す

る形で打開する余地がない。このようなときは地方自治の原点、住民自治です。ここに立ち返

る必要があります。あくまでも議会制民主主義というのは、われわれが代弁しているときの、

その上に立っての原理原則であって、代弁していないときには素直に、市民の直接的な民主主

義にこれはかえらざるを得ない。 
 このような理由から、今回の多機能アリーナ建設事業はもはや議会ではどうしようもない、

どっちに転んでもどうしようもない、納得できない、これは住民の一人ひとりの責任で決める、

そういうものであろうかと思います。 
 ちょっと、これから反対の根拠として出そうなことを先取りして、２つばかり反論しておき

ます。 
 まず１つは、これは前に当局が答弁したように、市の当局と議会が、これが意見が分かれな

い。分かれたときに住民投票はすべきだという答弁をしています。市側と議会がぶつかってし

まってどうにもならない、こういうときに住民投票をすべきだというふうに、ここにいる池田

部長が答えました。これはとんでもない話です。そうでしょう。これは議会と市側が、執行当

局がぶつかった場合、これは市長としては議会の解散権があるわけです。議会のほうとしては

市長に対する不信任案、これを突きつけるわけですよ。こんな状態で、なぜ住民投票をそのと

きにする、全然ナンセンスな、そういう議論がこれから、反対討論が出てくるかもしれないの

で、老婆心ながら１つ。 
 もう１つ、最後です。長くなって、あまり、みんな聞き飽きてはいけないですから。こうい

うことをやると、金も時間もかかるからそんなものはよせ、こういうものも腹で思っている人

もいるかもしれません。しかし日本国家、その下にいるわれわれ、地方自治体の者は民主主義

の中に生きているわけです。民主主義を歴史上、勝ち取ってきたわけですよ。独裁ではありま

せん。民主主義は時間と金が掛かります。当たり前ですよ。そうでなかったから選挙なんてし

なくて、誰かやたら勝手に市長を決めたり、議員を決めればいいわけなんです。そういうこと

を１つとってみても分かるように、時間と金が掛かるから住民投票をすべきでないという、も

し暴論を吐く人がいたら、これは民主主義の世の中に住んでいない人だというふうに思います。 
 以上で、賛成討論を終わります。 
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〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 ２１番、川村惠子君。 

〇２１番議員（川村惠子君） 
 公明党の川村です。 
 議長の許可をいただきましたので、議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市

民の意思を問う住民投票条例の制定について、反対の立場から討論を行います。 
 多機能アリーナは笛吹市のスポーツ、文化の中心施設として必要であり、このような核とな

る施設がないと合併の１つの目的である効率的な行政はもちろん、いつまで経っても旧町村の

枠から抜け出すことはできません。また、この事業のこれまでの経緯は、平成２１年８月に笛

吹市大型施設整備構想として、構想段階から市民に問いかけ、市民ミーティングなどを開催す

る中で、建設検討委員会から建設委員へと移行する中、検討が重ねられ、基本設計ができ上がっ

ています。 
 たしかに現在もアリーナについて、賛成・反対の多くの意見があります。私のところにもぜ

ひ造ってもらいたいという声ばかりではなく、財政面が心配であるとか、箱物よりほかの事業

をなどの声も伺っています。しかし反対の意見の中には、アリーナはほしいが経済状況がよく

なってからではどうかとか、文化的な機能が足りないから建設には反対などの声もあります。

こうしたさまざまな意見がある中で、単に建設するのか、建設しないのか、２択を選択する住

民投票条例には反対します。 
 これらの多種多様の市民の声を吸い上げ、笛吹市の将来を見据え、どのような施設が本当に

必要なのか、施設は必要ないのかを議員それぞれが考え、結論を出すことこそが本当の意味で

の民意を反映させることであると考えます。議員の皆さまにもこのことをもう一度、考えてい

ただき、反対討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 新田治江君。 

〇１５番議員（新田治江君） 
 正正会の新田治江です。 
 住民投票条例制定の賛成討論をいたします。 
 元建設委員会で学識経験者として意見を述べた山梨学院大の日高昭夫教授は、市民の将来に

大きな影響を及ぼす案件は賛否が分かれ、議論の必要がある。住民投票は議論の形態の１つと

して位置づけられるとも言っています。議会が住民の代表であるならば、アンケートでは市民

の６割が反対に対し、議会は６割以上が賛成となっています。これで議会が住民の代表となっ

ていると言えるのでしょうか。ねじれ現象が起きていると思います。 
 ６割の市民の声を、市長は意思決定機関である議会が決めたことですからと言いますが、議

会と市民の声は違っています。市民の声、６割の声を無視してよいのでしょうか。議会は住民

代表機関であり、住民に開かれた住民参加を促進しながら、しっかり討議し、議決をする議会

でなければなりません。議決責任の重大さを思い、感じます。また市民は行政の言いなりでな

く、自分たちの意思を示し市政に参加する必要があると思います。 
 笛吹市の立ち上がった市民を本当に誇りに思っております。市長は住民の声を真摯に聞くべ
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きであり、最後まで責任を取るのは市民であり、市長ではないと思います。現状のように賛成、

反対で市民が二分されております。はっきりと住民投票をし、この二分されている市の一体化

を図ってください。市長は市民の一体化とよくおっしゃいますが、このことこそがまず市民の

一体化につながることと思います。 
 以上で、住民投票条例の賛成討論といたします。 

〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 ２３番、前島敏彦君。 

〇２３番議員（前島敏彦君） 
 笛政クラブの前島です。 
 議長の許可をいただきましたので、議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市

民の意思を問う住民投票条例制定案に対し、反対の立場から討論をさせていただきます。 
 今回、提出されました住民投票条例案につきましては、笛吹市が現在、進めている合併特例

債を活用した大型施設建設事業について、住民の皆さま方の直接請求により施設建設の賛否の

みを投票により決定するものであり、建設に至る経緯や成果、目標、必要性には一切触れるも

のではありません。 
 笛吹市は合併当初より、新市建設計画や新笛吹市建設計画により人口７万２千人の規模に沿

う施設建設を視野に入れながら、市政運営を進めてまいったものと認識しております。われわ

れ議員も機会あるごとに市民ホール等の建設についても、市のほうにも要望したところであり

ますが、私は平成１８年９月の議会および平成２０年９月議会の中で、仮称でありましたが、

市民センターの建設についての質問を二度にわたり行いました。これは市民の一体感が醸成さ

れていない中で、旧町村の枠を超え、交流できる大きな施設の建設を求めたものであります。

市側の答弁は生涯学習や文化活動の拠点施設を整備し、市内外の多様な交流やイベントを望む

声や要望があり、今後検討するというものでありました。 
 その後、荻野市長は前回の市長選において、ご自身のマニフェストにも多目的に活用できる

施設の建設についてを掲げられ、平成２１年８月、多目的施設整備構想を示されました。その

提示後、議会内においても何度となく議題となり、必要性についても議論されてまいりました。

多機能アリーナ計画は、まさに私どもが望んでいた施設であります。財源の心配をされている

市民の皆さま方も多くいらっしゃいますが、今、計画されている財源として合併特例債が考え

られており、合併特例債は新市建設のため用意されている財源であり、これまで道路、児童館

や保育所、教育関連施設などの耐震化、旧町村の課題であった各事業がこれにより着実に整備

されてまいりました。これからも財政の許す限り、合併特例債を活用した本市の基盤整備を進

めていただくことを強く望むものであります。 
 今回、提出されました住民投票条例案につきましては、市民の皆さま方やわれわれのこれま

での要望経緯にもかかわらず、先に申し上げました、ただ建設に対しての賛否を問うものであ

り、今回、市民の皆さま方から投票による請求があったことは厳粛に受け止めさせていただき

ながら、将来の本市にとっての必要性や経済的効果、これまで以上に議論をする中で、議会と

して的確に判断していくべきことが、われわれ議会人の使命ではないかと考えます。 
 したがいまして、今回、提出されました住民投票条例案に対し、反対討論とさせていただき

ます。 
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〇議長（小林始君） 
 賛成討論を許します。 
 ６番、風間好美君。 

〇６番議員（風間好美君） 
 正正会の風間好美でございます。 
 議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定に

賛成の立場から討論を行います。 
 市長は２期目の選挙のとき、多くの市民より負託され当選なさっております。しかし、多目

的ホールの件については、言葉に出して市民に訴えたのでしょうか。また、賛成の方々もその

とき、当時、唱えていたでしょうか。市民第一主義だから、直接投票で決めようとしているの

がなぜ、いけないのですか。理解できません。 
 私たちも市民の投票で、ここに立たせていただいております。市民の方々に心より感謝して

おります。今現在、市民の考えを聞くのが、市民の代表である議会が住民投票条例制定に賛同

し、建設の可否を問うこそ、市民に負託された責務ではないでしょうか。推進派の議員もぜひ、

市民第一主義に耳を傾けませんか。議員いわく俺たちは偉いんだから、俺たちが行政を決めて

いるんだという過信することなく、原点に立ち返り、市民民主主義の議会として正しい市政を、

皆さまとともに過ちのない笛吹市をつくり上げていこうではないでしょうか。 
 最後に、多くの署名活動に協力していただいた受任者に改めて感謝申し上げます。 
 推進を考えている議員に再度ご理解を求め、私の住民投票条例に対し、賛成討論とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 １０番、堀内文藏君。 

〇１０番議員（堀内文藏君） 
 新和会の堀内でございます。新和会を代表し、討論を行います。 
 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例に反対する立場から、討

論を行います。 
 私は若いころから、御坂町の体育指導員やスポーツ振興審議会委員などを長年にわたり務め

させていただきましたが、スポーツは心身の健康はもちろん新たな記録への挑戦といった向上

心を育むなど、人づくりや健康づくりに欠かせない役割を持っているものと信じております。

またスポーツを通し、さまざまな出会いの中で仲間づくりを促進させ、良好的な人間関係の広

がりを築き、連帯意識を高め、そのことが地域活性化やまちづくりに大きな役割を果たしてき

ていることは、ここにお出での議員諸兄をはじめ、多くの市民の皆さまの理解を得ているもの

と存じております。 
 こうした中で、スポーツの振興は私のこれまでの大きなテーマでもありました。したがいま

して、市長が言われる人づくり、健康づくり、交流づくりをコンセプトとする多機能アリーナ

建設の必要性については私に異議があるはずもなく、市内の屋内スポーツ施設が飽和状態にあ

る以上、建設に向けてさらに推進すべきであると思います。 
 なお、私としては野外スポーツ施設の充実化に向けても財政が許す限り、段階的に整備を進

めることを希望しております。 
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 笛吹市が誕生して７年、当初の建設計画には総合運動公園の整備もあったはずであります。

本市は本年実施された山梨県体育まつりで、わずか僅少差で総合順位２位という成績を挙げま

した。またスポーツ少年団をはじめとするスポーツ団体は毎年、県外の大会に出場しておりま

す。中学生は、関東大会や全国大会で優秀な成績を挙げております。市内には国際大会に出場

する選手もおります。このように本市はスポーツの盛んな自治体でありながら、さらにスポー

ツ振興に取り組むべきであり、そのために環境整備は行政の役割であります。 
 さて、２００６年の総務省の社会生活基本調査によるとスポーツ行動率の長期的推移は

１９９１年をピークとし、それ以降、低下が続いております。これはバブル経済の崩壊以降の

経済の低迷の中で、国全体が活力を失っている様相を示しているものと思われます。果たして、

このままでいいのでしょうか。私は経済が低迷しているからスポーツができない、スポーツど

ころではない。生活していくのに大変だという考えではなく、スポーツ振興をさらに進める中

で地域が活力を取り戻し、地域経済の刺激をさせ、ひいては自治体としての持続的発展を図る

という発想が今から必要ではないかと考えます。 
 多機能アリーナ建設に反対する市民の多くは、現下の国の経済や財政状況、将来的市民の財

政を心配しております。しかし、どうすれば地域が活性するのか、将来のための人づくりのた

めに何をなすべきか、改めて考えていただきたいと思います。 
 われわれ議員は間接民主制を原則とする二元代表制のもとで市民の負託を受け、責任ある立

場で団体意思を決定するという任務を持っております。たしかに住民の皆さんの意見を尊重す

ることは重要であります。議会議員として市民の皆さんの声を無視することは許されません。

しかし住民投票を実施し、それに従うことは議員として情けないという思いもあります。われ

われ議員は、将来の笛吹市のために必要な政策を徹底的に論議し、議論し、結論を出すことが

われわれの任務であります。今、多機能アリーナ建設事業はまだ議会の中で議論が足りていな

いと感じております。さらに議論を重ねた中で、そのことを市民にお知らせすることが必要で

あると思います。 
 以上のことから、今回の住民投票条例の制定につきましては反対とさせていただきます。 
 以上です。 

〇議長（小林始君） 
 賛成討論を許します。 
 ８番、亀山和子君。 

〇８番議員（亀山和子君） 
 議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例の制定

について、賛成の立場で討論を行います。 
 さて本日、２０１１年１１月２１日はこの笛吹市議会にとって、いまだかつてない重要な判

断を下す日となりました。７万２千人余りの笛吹市はもちろんのことではありますけども、少

なくない県民がこの笛吹市議会がどんな判断を下すのか、固唾をのんで見守っているといって

も過言ではないでしょう。条例制定を求める１万２，４２４人の住民意思を市長の意見書どお

り、議会も無視して市長の追認議会となるのか。それとも住民の意見や意思にしっかりと向き

合い、署名に込められた１万２，４２４人の重みを心底から受け止める議会とするのか、大変

重要な判断を迫られております。 
 私は主に２つの点を申し上げて、賛成討論をしたいと思います。 
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 １つは条例の改廃を求める市民からの直接請求といいますのは、住民の意見を行政に反映さ

せるための民主主義の基本的な原理であり、これを決してないがしろにすべきではないという

ことであります。市民からアリーナ建設について、住民投票を求める直接請求が出されたとい

うことは、建設を巡って市民の合意ができていない、市民の意向が十分に反映されているとは

言い難いと思っている市民が大勢いるということであります。こうした現状を無視した形で建

設に走るなど許されることではありません。市にとって重要な事項や市民の間で意見が大きく

分かれる事項などについては、今回の場合はアリーナ建設でありますけども、住民の意思を問

うこと、市長や議会が決めるのではなく住民が決めること、すなわち住民投票が必要であると

考えます。 
 ２つ目は、私たち議員も市長も選挙によって選ばれて、ここにこうして立っております。先

ほども市民から市政を託されて議員になった、それをまっとうすることが大事という討論もあ

りました。しかし、市民が選挙において首長や議員を選ぶとき、包括的な自治体の運営を任せ

て投票したのであって、選挙後さまざまな行政課題、また議会において発生するさまざまな個

別の事例や具体的な事項について、多くの市民の皆さんと首長と議会との意見が大きくずれる

ようなことは十分にあり得ることであります。そのときに、マニフェストに書いてあるとか、

議員として市民の負託を受けたとかといって多くの住民の意見を尊重しない、尊重できない行

政、議会であってはならないということです。 
 さらに二元代表としての議会で十分、議論を尽くすから住民投票は必要ないという意見書で

ありますけども、さて今の笛吹市議会、民意を十分に汲み取る議会とは言い難い。また民意が

十分に反映されている議会とも言い難いと認識している市民が大勢いるからこその直接請求で

あります。地方自治法に則り、住民の直接請求の権利を尊重し、そして住民の総意でアリーナ

の問題を決定するため、本条例制定を求め賛成討論とします。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 １７番、上野稔君。 

〇１７番議員（上野稔君） 
 笛政クラブの上野稔です。私は、原案に反対する立場から討論を行います。 
 反対する市民の皆さんの中には、市民の意見を無視している、議会が議会としての体をなし

ていないなどということを言われている方もいらっしゃいます。しかしながら、二元代表制の

もと間接民主制を原則とし、市長と議会とは互いに緊張関係を保ちながら、お互い意思をぶつ

け合うことがルールであります。難しい問題こそ、住民から選ばれた市長と議員が議会の中で

議論をしながら解決をしなければなりません。反対・賛成と二分する意見のある多機能アリー

ナ建設事業でありますが、現行の地方自治制度のもと、市議会として責任を持った結論を出す

べきであります。 
 原案の第３条には、市長および議会は住民投票の結果を尊重しなければならないと規定して

おります。したがって、市長も議会もこの投票結果に反する議決をすることはできません。重

ねて言いますが、議会は団体意思の決定機関として答えを出すべきであります。私は私を支援、

応援してくださっている皆さまに対し、多機能アリーナの必要性を訴え、私の考えを説明して

きました。中には反対の主張をなされる方もいらっしゃいましたが、多くの皆さまは理解して

くださっているものと思います。ここにお出での議員の皆さまも、議員としてそれぞれの後援
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者の皆さまに議会活動報告や主要施策に対するご自身の考えなどをお伝えしているものと思い

ます。議会は議会として安易に住民投票に委ねるのではなく、しっかり市民に説明をしながら、

議論を重ね判断することが重要であります。そうでなければ、議会に送っていただいた市民の

皆さまの代表としての責務を果たすことはできません。 
 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例の制定には反対し、反対

討論といたします。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 ４番、北嶋恒男君。 

〇４番議員（北嶋恒男君） 
 市民派クラブの北嶋恒男です。住民投票条例制定への賛成討論を行います。 
 今までの議論の中にも出ていますように、この住民投票条例の制定の必要性については、こ

れだけの巨大な施設を莫大な予算を投資して、本当に必要なのかどうかについて、市議会と住

民意識との考えに大きなずれが生じていることが、この１年以上の動きの中で分かってきてい

ます。今年３月の各地区の市民ミーティングでも、最後の結論になれば、住民投票で賛否をとっ

てほしいという多くの意見が集約されたように思います。そんなこともありまして、このまま

市民の大事な意思を無視して、約束も守らずに進めようとしていることに対して、どうしても

正していかなければならないということで、良識ある市民グループの皆さまが市内全域にわた

り、自然発生的に膨らんできて、このような大きな活動に進んだものと思います。 
 こういう市民運動が笛吹市でもできるんだということは、これからの笛吹市の将来にとって

は大変大きな財産に思いますし、市民の一人として誇りに思っているところであります。これ

からも民主的な笛吹市が続いていってほしいと願っているものであります。 
 さて、その市民グループが先頭に立って、９月に実施されました１万２千余名の署名数の意

義は、この２倍から３倍の同意者に値すると思っています。４人家族でも全部そろうことはな

く、２人だけとか１人だけしか家にいなくても家族全員が同じ考えのところも多いと判断して

おります。したがって、ほとんどの市民が求めている住民投票条例案をどんな理屈を付けよう

とも、これを否決するようなことになれば民主主義を否定することでもあり、ますます議会と

市民との一体感は得られないことになると思います。 
 市長は早々から住民投票は必要がないと公言しておりますが、こんな考えであればますます

市民の抵抗は増すばかりであります。先日、知り合いの人も言っておりましたが、こんな勝手

な市では、今後いろいろ関わりたくないし、役職も抜けると怒っておりましたが、そのように

思う人はこれからも大勢、なっていくかもしれません。ここで市長に誠意があるのであれば、

議会と市民とのねじれが大きいことを分かってくれて、市長主導で住民投票を実施すると宣言

すべきであると思います。 
 もし、このまま突っ走った場合はどうなるか。先ほど申しましたけども、実務の内容がまだ

まだ賛否の中で、職員も現地へなかなか入れません。そういった状況も実務の中にある。それ

から２６年度には完成する。あと３年しかありません。３年の間に完成をして、その前に文化

財調査もして、そしてまだ単価も決まっておりません。そしてまた、入り口の道路の渋滞対策

の検討もされていません。私は思います、技術屋でございましたから、入り口の道路の右折レー

ンとか設置の場合、その協議だけでも、設計をしてもらってから、警察とかそういった公安と
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協議をするわけですけども、相当、１年や２年かかると思います。そんなことで、職員も大変

だと思いますけども、ここでちょうどいい時期に住民投票条例というものを挙げてくれた市民

グループに本当に感謝して、ここで十分、もちろんまだ急ぐことはありませんけども、十分検

討を重ねた上でちょっと無理かなと思ったら、潔く住民投票をして、頑張っていただきたいと

思っております。 
 以上でございます。失礼いたしました。 

〇議長（小林始君） 
 反対討論を許します。 
 ９番、降矢好文君。 

〇９番議員（降矢好文君） 
 議案第１０７号 笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住民投票条例制定案

について、反対の討論をさせていただきます。 
 ここ数年来、所得が増えない、雇用がされない、生活が困窮しているといった声が数多く聞

かれます。１１月１０日の新聞に「生活保護受給者 最多２０５万人 戦後混乱期の記録６０年

ぶりに更新」といった見出しが掲載されておりました。記事は高齢化に加え、東日本大震災や

欧州経済危機などの影響で、今後も増えると見られております。 
 こうした社会状況の中で、今こそ政治はその力を発揮しなければなりません。国は国として、

地方は地方として、それぞれの役割を果たすことは当然のことだと思います。本市の本年度一

般会計予算の中で、民生費は１００億円を超えています。しかし、社会保障の充実を図るだけ

では今の経済、今の生活状況を改善することは困難でしょう。地方自治体も地域の活性化に取

り組まなければなりません。財政の許す限りにおいて、地域が元気になるための投資を行うこ

とが必要であります。笛吹市は誕生以来、市長以下、職員一丸となって第一次行政改革および

第二次行政改革のもと、健全財政の堅持に努められてきました。これは昨年度発行された平成

２１年度決算特集号および今年１１月号に出されました平成２２年度決算特集号を見れば、一

目瞭然であります。 
 こうした中で、合併特例債による主要事業の取り組みについても、平成２１年８月、計画が

示され、現多機能アリーナ建設事業も２２年９月議会において、今の基本設計費などが議会に

提出され、慎重な審議の末、可決したところであります。賛成・反対の意見のある中でありま

すが、反対の方の多くが国の財政や市の将来的財政を心配されています。たしかに、明日の生

活の保障も見えない、将来が不透明な昨今の社会経済状況でありますが、だからこそ議会とし

ては本市の将来をしっかり見据え、人づくりはどのように進めるのか、健康を保持するのはど

うするのかといった議論を重ねつつ、市民の皆さんにお知らせしていくことが大切であります。

その上で、しっかり市民の皆さんの意見を受け止めるべきではありませんか。 
 多機能アリーナ建設事業については、議会としての責任のもと十分協議を進める中で、本来

の二元代表制の真意を考え、反対討論とさせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 ７番、渡辺正秀君。 

〇７番議員（渡辺正秀君） 
 住民の皆さんがたくさんのご苦労をいたしまして、そして今日ここに条例案として提出され
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ることになりました本条例案に対して、賛成の立場から討論に参加いたします。 
 そもそもこの問題で見直し、こういう運動が始まったのはなぜだったんでしょうか。それは

４名の、先ほどお話がありましたけども、おばさんたちがこの議場にたまたま傍聴して聞いて

いたら、こんなことで４５億円ものお金が使われていいのか。私たちの感覚と全然違う。市民

の声は届かないのか。こういう気持ちで始まったことであります。 
 私は先ほど日高教授の指摘、住民合意はできていないということについて述べました。なぜ

か。時間の問題ではありません。疑問、質問、提言に耳を傾けず、真剣な議論を避けてきた結

果ではないかと言いました。残念ながら今日の質疑でも同じことが繰り返されました。私の質

疑の範囲でも、明らかに日本一の保険料の安い市にする。書かれていましたよね。そうではな

くて、それはこういう意味だと。健康づくりを進めて、そして保険料もそうすれば安くなるだ

ろうと、その決意なんだというふうに言いましたけども、しかしその発言、そして広報にも書

かれたことを素直に、正直に訂正するということは結局はございませんでした。経済波及効果、

誤ったメッセージを送っている、これは今日の質疑ではっきりしたわけです。ところが、これ

についても分かりやすく説明するとか、あるいは訂正するとか、そういう話はございませんで

した。 
 これは今日の例でございますが、多機能施設、特に多機能にするための建設費がどれだけ増

えてしまうのか、これをすごく心配されました。利用の見込みも大変、心配されております。

施設は中途半端になります。こういう指摘がございました。これに対して、どれだけ誠実な答

弁が行われてきたか。そして市民にこのことが知らされてきたか。そして、私について言えば、

提言もしてきました。単機能ではなぜ駄目なのか。体育館は、たしかに石和になくて望まれて

いる。石和の清流公園のところに造るということはどうか、こういう提言もいたしました。学

校も古くなっておりますので、それを移転しながらやれば非常に素晴らしい場所ができるので

はないかと提言もいたしましたけども、答えは多機能を考えているから単機能は考えない、そ

れだけでございました。こういうことでしたから、市民合意ができるわけはありません。そう

した中で、今回の住民投票も行われたわけです。 
 さらに検討委員会、学識経験者、検討委員会にわざわざ来ていただきました。その３委員の

意見を、仮に多目的ホール建設を推進する場合、克服すべき課題として挙げたいくつかの課題

を見てみますと、政策課題のうち多目的施設建設が最優先であるという市民間の合意形成が前

提となるだろう。あるいは再度、規模、多目的か単独目的が検討すべきである。あるいは諮問

的住民投票で決することもやむを得ない。こういう克服すべき課題としての意見が出ておりま

す。これに対しましてもなんら答えることなく、結局は造りたい、強行したいということでご

ざいました。そうした中で疑問の声、見直しの声、反対の声が渦巻いているのであります。 
 本来、箱物は市民合意を得て、市民から大いに期待されて造るものではないでしょうか。市

民の反対を押し切って、強引に造るものではないと思います。 
 私は、一言添えますが、箱物ならなんでも反対ということではございません。例えば石和中

学校、先ほど言いましたけども、大変これは建て替えが急がれます。ほかにも保育園、学校、

介護施設、富士見地区避難施設、地域公民館等々、箱物修繕や建て替えなければならないもの

がいっぱいあります。本当に必要なものならば、これは当然やるべきことだと私は考えており

ます。そのことを申し添えます。 
 さて、市長は見過ごせない乱暴なことをこのところ種々言っております。市民の皆さんもそ
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うですが、議員の皆さん、よく考えてください。これを許すことができるでしょうか。マニフェ

ストに載せて当選したから、その時点でゴーサインを得たということでございます。そうであ

るならば、私たち議員でさえもいらないんではないですか。そうでしょう。監査委員がいて、

そして不正がなかったり、それをチェックすればそれで済むんです。議会の審議はいらないと。

住民投票どころではない、議会も必要なくなる主張でございます。 
 こういうことも言っています。将来の子どもたちにどうしても必要な施設、だから住民投票

は必要ないと言っております。もっとこれを丁寧に言えば、市長が、あるいは何人かが必要だ

と思えば住民投票は必要ない、こういうことですよね。私たちが必要だと考えた。だから住民

投票は必要ないということになります。こういう発言、市民一般だけでなく、議会人として容

認できない見解ではないでしょうか。 
 もう１つ、市長も先ほど言いました。そして、ここの議員の中からも出されました。この住

民投票に賛成するか、反対するか、この基準は何かということです。私たち議会はこれを葬り

去ることもできます。可決することもできます。しかし、そのもとにどういう考えがあるかと

いうことですが、この点について市長さんも言いましたけども、対立があって、これは市民に

聞いたほうがいいというならば、住民投票を行う必要が出てくる。ところが先ほどの質疑にも

出ましたとおり、議会と長の関係というのは地方自治法でしっかりと決められているわけです。

議会が市長の提案したものに、これを否決すれば廃案になる。それでも市長がやりたいといえ

ば、再議という手続きがある。それに対して議会がどうしても今のやり方は、市民の声、議会

の声がかなり必要だということになれば、先ほど言ったような市長の不信任、それからそれが

気に食わなければ、また市長は解散、これが一連の議会と長の関係のルールになっているわけ

です。では逆に意見が違ったからといって、市長が住民投票を実施するということがやれるの

は何か。ありません。やれるのは唯一、合併協の設立に関して住民の要求があって、市長がそ

れを否決した場合、その場合に限って市長は住民投票を行えるということになっているわけで

す。ごく特殊な、それだけなんです。ですから、まったく勘違いをしている。議会が賛成か反

対かという問題ではございません。 
 市民には、住民投票の直接請求は市政の特定の問題について、住民の意思を問う必要がある

と住民自身が考えたとき提起されるものでございます。議会にはそれを否決する権限も可決す

る権限もありますが、その際、大事なことは当該事項に対する、今回で言えば多機能アリーナ

の建設への賛否の立場、それではありません。どれだけ多くの市民がどれだけ強く住民の意思

を問うてほしいと願っているか、このことであります。住民の多くが住民の意思を問うてほし

いと願っていると思えば、住民投票に賛成。一部の市民の声だと判断すれば、住民投票は不要

ということがこの基準でございます。私は住民投票、非常に大事だと思っております。住民投

票は市政改革、議会改革にとっても大きな役割を果たします。長らく二元代表制の形骸化がい

われております。慣れ合い議会、今までしっかり審議してきたという意見もございましたけど

も、またしっかり答えてきたという意見もありましたけども、多くの国民の皆さんが各地の議

会に対して慣れ合い議会であるという意見を述べております。これを克服していく上で、市民

の直接請求権というのは、大きな役割を果たすであろうと思います。また、それこそが住民自

治であろうと思います。 
 そして直接民主主義は二元代表制とあい補って、地方自治をより豊かなものにするというも

のでございます。決して私たち議員が偉いのでもなんでもございません。私たちはこの市民の
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負託を得て、そして日常的、そしてたくさんの項目、これを専門的に一生懸命調査する、研究

する、そして委員会等でもその審議をする、この時間も余りにも少ないと、とてもその役割を

果たしているとは思いません。こうしたものを変えていく、大きなきっかけを今回、与えてく

れたということで、市民の皆さんに心から感謝申し上げます。 
 そしてぜひ、この市民、世論の大きさに鑑みて、この条例を可決していただきたい。さらに

熟議、そして情報の提供を行って、誠実な議論も行って、そして十分な情報を市民に提供しな

がら、住民投票を行っていくことが必要ではないかということを感じます。ぜひこの住民投票

を可決していただきたい、このことを訴えまして私の賛成の討論を終わらせていただきます。 
〇議長（小林始君） 

 反対討論を許します。 
 ２２番、松澤隆一君。 

〇２２番議員（松澤隆一君） 
 正鵠会の松澤でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う住

民投票条例案には、反対する討論を行います。 
 私は昨年５月に多目的施設検討委員会から建設の可否については両論併記とし、今後は市、

行政ならびに意思決定機関である市議会に的確な判断を期待するとのご報告をいただいてから、

幾度となく私の支援者に対し執行側からの説明内容をお伝えし、私の考えについてご報告し、

またご意見をお伺いしてきたものであります。 
 この中で、私の支援者の皆さんからは、反対する市民もいるが、今この時期を逃してはなら

ない。前向きに取り組むべきだ。体育館機能も必要だが文化ホールがほしい。笛吹市に合った

文化的施設の充実が必要だとのご意見をいただきました。このように、私の支援者は私の考え

に理解を示されておることから、私はこれまで一貫してこの事業に賛成の立場をとってまいり

ました。私たち議員は、なんのために市民の皆さんから議会に送っていただいているのでしょ

うか。市民の皆さんの代表者として、市民の皆さんの声を市政にお伝えするために、また議決

事件を審議し、議決していくという権限を与えられているのではないでしょうか。私たちは議

員としての責任を果たさなければなりません。そのためには、議会人としての判断を有権者の

皆さんにしっかりと示し、有権者の皆さんのご理解をいただきながら議会の中で議論し、決定

していくことであります。 
 今回の直接請求は有権者の５分の１という多くの署名があったということです。このことは

市長も申しておりますように、重く受け止めなければなりません。しかし、だからといって安

易に住民投票に委ねることではいけません。市民の意見が二分されるような困難な課題だから

こそ、議会が、そして各議員が本市の将来を模索しつつ、議会の中で熟議し、決定すべきであ

ることが議会制民主主義の本質であろうと信じております。 
 したがって、私の信じるところにより笛吹市多機能アリーナ建設について市民の意思を問う

住民投票条例案の制定には反対し、討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。 
〇議長（小林始君） 

 賛成討論を許します。 
 １１番、中村善次君。 
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〇１１番議員（中村善次君） 
 正正会の中村善次です。 
 多機能アリーナ建設の是非を問う住民投票条例制定について、賛成の立場から討論させてい

ただきます。 
 合併特例債を利用した大型六大プロジェクトについて、平成２１年７月、市より大型施設整

備構想が提示されました。内容は石和温泉駅および周辺整備事業３９億５千万円。バイオマス

センター建設事業３１億５，５００万円。砂原橋架け替えおよび道路整備２４億円、現在に至っ

ては４０億円に修正をされております。サッカー場建設事業９億円、多目的ホール建設事業５０億

円、ふるさと公園周辺整備事業５億円であります。今、市内外で大きく問題視されているのが

多機能アリーナ建設事業であります。多目的ホールとして建設計画いたしました施設が多機能

アリーナに変更をしております。これら事業につきましては、優先順位を付けることが必要と

私は考えます。 
 第二次行財政改革大綱には、次の試算が掲載されております。１つ目の試算には、アリーナ

建設など今後の市に関する事業の推進によって、平成３０年前後、市の基金が底をつき財政破

綻をすると明記されております。 
 もう１つの試算は、市民から反発の声が出ている都市計画税の課税を地域拡大する。また、

さらなる行財政改革を行うことによって、財政破綻を防ぐという策定でございます。合併特例

債期限内は、都市計画税は賦課しないというお話が朝方の全員協議会で報告がありましたこと

もお知らせいたします。 
 国・市の経済が悪化しているにもかかわらず、建設に向け進行中であります。しかし、これ

に対し、市民の目は冷ややかな評価をしております。市民の声を届ける会により、住民投票条

例案制定に向けての署名活動が行われました。私もこの活動に参加し、４００数十名の方に署

名をしていただきました。活動の中で２名の方は中立にしておいてほしい。３名につきまして

は、ご主人さまですね、私の名前はちょっと控えてほしい。その代わり家族全員は署名すると

いうことで了承をいただいた経過もございます。 
 各家庭を訪問すれば、ほとんどの家庭でよく来てくださいました。来るのが遅かった。快く

署名をしてくださいました。署名活動に要する時間さえあったなら、数万人の署名も可能であっ

たと私は確信をしております。 
 経済不況、少子高齢化により箱物は不要、建設後の管理運営費に莫大な資金が必要となり、

将来、市にとり負の荷物となり得る無用の長物であると市民はきっぱりと言い切っております。

署名活動中、いろんなご意見をいただきましたので、４、５例ほど紹介させていただきます。 
 市長はなぜアリーナ建設に命を賭けなければならないのか。自分自身のために命を賭けるの

でなく、市民のために命を賭けた政治をしてほしい。なぜこの時期、アリーナなんでしょう。

市民は市長に全権を委任したものではない。週１千円以内しか食費に使えない高齢者。３万円

弱の国民年金のみの収入。不足分は預金を切り崩している。先が見え始めている。それでもア

リーナなんですか。ネズミの糞も片付ける術もない。病弱で貧しい老人。今後の年金カット。

支給年齢の引き上げの戸惑い。それでもアリーナなんですか。少子高齢化によるさまざまな負

担の増加と不透明さ。音楽会など、バスを利用して県の施設を利用するほうが経済的だ。保育

園や幼児など、トイレ設置によっては利用できません。子どもに大きなツケを残したくない。

それでもアリーナなんですか。大震災・原発が原因の増税。ＴＰＰによる社会全体への影響。
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国や世界経済の冷え込み。それでもアリーナなんでしょうか。 
 市民は、アリーナより介護施設を切望しております。アリーナを建設さえすれば、健康と安

らぎが保てるのですか。市民は平穏で暮らしやすい、ごくごく一般的な幸せを望んでいるんで

す。高額なアリーナがなぜ必要なのか。その理由について、理解に苦しむ市民がたくさんおり

ます。そして建設の可否、住民の意思で判断することを求める１万２千人以上の署名が提出さ

れました。住民による直接請求は、議会制民主主義を補完するものであります。笛吹市議会は

議会制民主主義の議論、多数決に基づいてアリーナ建設を認めました。建設を認めた理由は人

づくり、交流づくり、健康づくりの抽象的なものであります。議員同士が建設の必要性につい

て、中身のある議論を交わしてきませんでした。建設賛成派と見直し派に分かれ、全員協議会、

本会議の場においてお互いをけん制しあったり、もの別れで終わることが毎度のことでありま

した。結局は多数決の論理、執行部の説明案を追認してきただけだろうと思います。 
 小林始議長をはじめとする笛吹市議はアリーナ建設について議論を尽くす努力を怠り、市民

を納得させる結論を出さず、混乱を広げた責任を重く受け止めなければなりません。私自身も

強く反省はしております。議会と住民の意思の間に隔たりが見られた今、市の将来に大きな影

響を与えるアリーナ建設の可否は、市民一人ひとりの判断に委ねるべきであります。市議会は

市民とともに歩むことが基本であります。地方議員の責務でもあります。現在、民主主義の根

幹であると思います。国政とは必然的に違う手法を取らなければなりません。市も議会も市民

の声を聞き、社会の底辺を見つめ、生活弱者、命の尊さが前面に出る市政を望んでいます。巨

額なアリーナがなぜ必要なのか、その理由について理解に苦しむ市民はたくさんおります。 
 終わりに最大多数の最大幸福を標榜しながら、荻野市長が条例案に添えた意見書に明記しま

した住民投票は必要でないとの言葉は、市民１万２千人以上の声を無視するものであります。

市民全員の幸福を預かる者の認識として間違っています。荻野市長が掲げた、みんなで奏でる

ふえふき協奏曲、私は素晴らしい響きの言葉であると感銘したことを市長、あなたに話したこ

とがあります。記憶していますか。市長ならびに私たち議員がこの曲を終わらせるようなこと

があってはならないと思います。 
 よって、私は住民投票の実現を強く望み、私の賛成討論を終わります。ありがとうございま

した。 
〇議長（小林始君） 

 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第１０７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 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって、議案第１０７号は否決されました。 
 続いて、議案第１０８号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 



 ５７ 

 これより、議案第１０８号の討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 議案第１０８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 少 数 ） 
 起立少数です。 
 よって、議案第１０８号は否決されました。 
 これで、本臨時会に付議された案件はすべて終了いたしました。 
 以上をもちまして、平成２３年笛吹市議会第４回臨時会を閉会いたします。 
 大変、ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
閉会  午後 ７時１４分 
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会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 
 
 
 
 
 
        笛吹市議会議長 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本会議録の作成にあたった者の氏名は次のとおりである。 
 
 議会事務局長   鈴 木 幸 弘 
 議 会 書 記   霜 村 和 也 
 議 会 書 記   矢 野  洋 
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