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甲斐市総合計画審議会 第 1回 

 

日  時：平成 29年 7月 3日（月） 

     午後 3時～ 

場  所：本館 3階大会議室 

出席委員：【20名/23名】 

                          代理出席 2名 

欠席委員：中井委員、立澤委員 

                          市川委員 

 

【委嘱状交付式】 

１ 委嘱状交付 

・市長から新任の委員 6 名（雨宮委員、田辺委員、進藤委員、高見澤委員、丹澤委員、

江口委員）に委嘱状の交付を行った。 

・事務局から欠席及び代理出席について報告を行った。 

 

２ 市長あいさつ 

（市長） 

皆様、ご苦労様です。本日はお忙しい中、ご参集いただき誠にありがとうございます。

また、日頃から甲斐市市政の発展のためにご指導ご協力を賜り、合わせて敬意を表しま

す。先ほど、新たに委嘱をさせていただきました委員の皆様には、今後、総合計画等に

ついて、審議やご意見などよろしくお願い申し上げます。 

平成 27年 10月に甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略と、それから甲斐市まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン、また平成 28年 3月には第 2次甲斐市総合計画を策定

し、各施策に取り組んでいます。 

本日の会議では、第 2次甲斐市総合計画および、総合戦略の進捗状況について、審議

をお願いいたします。 

また、総合戦略を根拠とする地方創生関連の交付金事業につきましても、本審議会で

の検証を行っていただきたいと思っております。審議会の皆様におかれましては、第 2

次甲斐市総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、幅広い意見を取り入れる必要がある

ことから引き続きご協力、またご指導をお願いできればと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

甲斐市では、例年 5月の最終水曜日、今年は 5月 30日にチャレンジデーという行事

を笹川スポーツ財団と連携して実施をしました。 

いままでは、1つの相手チームと対決してきたが、今年初めて 2つのチーム、秋田県
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の大仙市、鹿児島の霧島市の三つ巴の勝負を行いました。勝負事が山梨県人は好きなよ

うで、今年で 8 回目を迎えました。15 分間甲斐市内で体を動かし、健康とスポーツに

興味を持っていただくことが目的となります。霧島市は参加率が 90％、甲斐市は 86％

となり、今回霧島市に敗退しました。 

全国で 120の市町村が参加しており、またオリンピックを記念して、今年はヨーロッ

パのクロアチアが参加しました。クロアチアは参加率 27%でした。秋田県大仙市は 84%、

甲斐市が 86%で、甲斐市は 2番手となりました。 

これからも甲斐市の人口が若干増えているため、県内の方が、甲斐市に住んでいただ

けるようにしなければならないように、県外からも住んでいただけるような山梨になれ

ばと思っております。そのためにも先生方にも御検討をいただいて、よりよいまちづく

りに努めていきますので、ご指導のほどよろしくお願いします。 

 

【第 1回審議会】 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

（会長） 

委員の皆様、本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。一言だけごあ

いさつを申し上げます。 

日本経済に関することでございますが、先週の三井住友銀行の調査レポートを見てお

りましたら、アベノミクスが始まってから、これが 2012 年の暮れから始まっており、

約 4年半が過ぎております。これまで大企業が輸出等で儲かって、儲けが地方の中小企

業に利益が伝わっていないということが言われています。 

三井住友銀行の調査では、先ほど述べた状況が変わってきていまして、2015年と 2016

年、過去 2年度にわたり、中小企業の賃上げ率が大企業を上回っているとのことでござ

います。中小企業の賃上げ率が高い理由は、地方の人手不足による賃上げや、生産性等

を改善したこともありますが、地方に多い中小企業や、地域経済にもこれまでのアベノ

ミクスの恩恵が拡がりつつある状況にあるとのことです。 

地域にも少しながら経済の明るさが見えてきているのではないかというレポートで

ございました。 

そのような中で、今回の総合計画の第 1回目でございます。平成 28年度から第 2次

の計画が始まっておりまして、1年間が経過して、進捗状況、それから総合戦略の昨年

度の進捗状況を皆様に確認いただきます。 

やはり、よい計画ができているが、それがちゃんと実行されていくことが必要なため、

ぜひ皆様には活発なご意見をよろしくお願いいたします。簡単ではありますが、ご挨拶

とさせていただきます。 
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３ 案件 

（会長） 

それでは、次第に基づき、進行いたします。 

さきほど、事務局からの報告により、2名の欠席の報告がございました。 

よって、甲斐市総合計画審議会条例第 6条第 2項に基づき、本日の審議会の委員出席

は過半数以上ですので、本審議会は成立し、会議を開くこととします。 

 次に、3 案件に入らせていただきます。 

始めに、（1）第 2次甲斐市総合計画の進捗状況について、事務局の説明をお願いいた

します。 

 

■資料に基づき事務局から説明 

 

（会長） 

 ありがとうございました。事務局からの説明をいただきましたけれども、委員の皆様

から、ご質問、ご意見があればお願いしたいと思います。 

 

■質問事項、意見等なし 

 

（会長） 

 よろしければ、次に（2）平成 27年度（繰越）地方創生加速化交付金事業の事業実施

結果について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■資料に基づき事務局から説明 

 

（会長） 

 ありがとうございました。事務局からの説明をいただきましたけれども、委員の皆様

から、ご質問、ご意見があればお願いしたいと思います。 

 

■質問事項、意見等なし 

 

（事務局） 

 これより、委員の皆様に KAISTYLE 交流事業で紹介させていただきました、海外向

け甲斐市 PRパンフレット 4か国語版のパンフレットをお配りいたします。 

 今回の 4か国語版のパンフレットについては、リーサス（RESAS）というビッグデー

タを基に作成しました。英語、中国語（簡体字）、台湾語（繁体字）、ハングル語の 4種

類の言語で作成して配布を行っております。今回作成したパンフレットは、市が作成し

ている日本向けのガイドマップとは異なり、欧米、中国、台湾、韓国の出身者で、現在
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甲斐市に在住している方の協力のもと、各国の方の目線で甲斐市を PRしていただいて

いるため、普段の観光パンフレットとは異なることを報告します。 

先ほどの説明にもありましたが、台湾の旅行会社の方と、パワーブロガーの方（日本

に旅行に来て、情報をブログに記載して PRしてくれる方）を、今回お呼びして 3月に

市内を案内しました。 

それから、3月に市内を案内したパワーブロガーの方が主催する、4泊 5日の日本旅

行を、先月の 6月初めに実施したそうです。その中に、甲斐市の観光が半日ほど予定と

してあり、サントリー、桑の実摘み、市内観光時にパンフレットで案内した蕎麦屋を巡

っていただき、さっそく事例が出てきたので、事務局としては効果が出てきているなと

感じているところであります。 

小出しとなり申し訳ありませんが、甲斐市では、他の自治体とは違う角度で PR活動

を行っております。 

甲斐市の魅力情報を、甲斐市に移住された方に取材し、今お配りしたような冊子を作

成しております。 

冊子を都内の関係機関に配置し、県外の方を対象に配布を行っております。 

甲斐市の自然の PRをはじめ、移住された方々のコメント、また市内の情報を配信し

ている冊子となりますので、後程ご確認ください。 

また、現在 Vol.3の作成をしております。 

完成次第お配りしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

ありがとうございました。委員の皆様から、ご質問、ご意見ありますでしょうか。 

よろしければ、次に（3）甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況につい

て、事務局の説明をお願いいたします。 

 

■資料に基づき事務局から説明 

 

（会長） 

 ありがとうございました。委員の皆様から、ご質問、ご意見があればお願いしたいと

思います。 

 

（委員） 

 市の特産品について質問があります。現在大弐（焼酎）や、龍王源水などいろいろな

特産品を努力して販売しているが、実際の売り上げ量の目標や、生産量の拡大などは検

討しているのでしょうか。 
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（事務局） 

 市の特産品の売り上げについて、現状市が関わっているのは、龍王源水・大弐となっ

ております。 

龍王源水に関しては、防災備蓄用水ということもあり、ある程度備蓄しておく飲料水

の量を定めた中での取り組みを行っていますので、海外向けにどのようなことができる

のか、販路拡大や生産量を拡大させるためにはどうすればよいかを模索している状況で

あるため、売上高の目安は作成しておりません。 

併せて、大弐につきましても、今現在は、赤坂の耕作放棄地を何とか解消させる事業

の一環の中で取り組みを行っています。 

今回の地方創生事業で、甲斐市にお住まいになっている田中泯さんにご協力いただき、

CMを作成して放映したところだいぶ反響があり、順調に売り上げが見えてきたところ

であります。 

今後引き続きどのようにしていくのか、増産していくのかどうなのかというのは担当

課で、今年度の課題として検討しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

このほか、現在商工会で取り組んでいる桑葉茶など、行政機関で生産した物の売り上

げというよりも、可能であれば民の方々が稼げるような形で、市は応援していく体制づ

くりのほうが、取り組みでは大事だと理解しています。 

いずれにしても、地元の企業様に売り上げの目標を持っていいただく形で引き続き応

援いたしますので、今現在は、売り上げの目標はありませんが、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（委員） 

 今は、官がほとんど主導となっていますが、せっかくいいものを作るのであれば、そ

れに磨きをかけて、量をたくさん売って、特産品にするということが必要ではないかと

思います。市も一生懸命やっている中で、官民一体になって、やっていくべきではない

かと考えています。特に農業関係は、JA と商工会はいろいろやろうという中で、やは

たいものパウダー化をして商品化しようとか、それからお米の加工をやるとか、JA と

商工会がいま一体になりつつあります。 

たとえば、焼酎にしても芋の生産量を増やす、耕作放棄地をどんどん開墾して生産量

を上げる、いろいろなやり方があるのですよね。 

官と、それから商工会（民）、JA、それに甲斐市はですね、農業専門の農林高校があ

るため、子供たちにも自主勉強させてもらったり、実際の生産や製造の過程を見ていた

だいた中で、そうするとそういうことが学校を出ても農業関係の仕事につけるというよ

うな自信がつくと思います。 

ですから、ぜひ一つプロジェクトチームを作っていただき、官民一体となって、鹿児

島では、県を挙げて農工商一体の県民運動をやっており、そのように甲斐市も生産を上

げるのであれば、民の力も借りながら、一緒になって、みんなでいい知恵を出して生産
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量を上げる、販売量を上げるということの方が大事ではないかと思います。若い人たち

が、就職をするにも農林高校を出たら甲斐市で農業従事できる、それから、商品化や販

売をするのは商業高校の生徒たちが商売をするというようなことも人口が増加する一

つの原因ですから、全体的な中で市役所のほうで考えていただければありがたいなと思

っています。 

 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございました。我々行政としましては、これまで官が主導で行って

きたものに関しましては、まさしく民間の方にお渡しして、民間としてできることを実

践していただくとともに、市はその後押しをしていくような形で、今後検討していくと

ともに、官民一体となった甲斐市独自の取り組みができればと思います。 

ここにご出席いただいた方々につきましては、各関係機関の集まりでもありますので、

ぜひご意見、お知恵を拝借しながら取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 農業委員会から報告をしたいと思います。7月 7日の農業新聞に、農業委員会と甲斐

市のサツマイモのことが掲載されております。黄金千貫が今年は 6.8t、大弐の 720mlが

1440本という情報が、全国の農業新聞に掲載されております。 

農業委員会でも、情報を発信するような取り組みを想定しております。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。ぜひ、甲斐市については大弐のようにメディアを使ったコマ

ーシャルとして、中から外への PR、併せて今、委員様からありましたとおり、農業新

聞等を利用して中から外へという形でさまざまな内容を世間に PRしていきたいと思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にご質問、ご意見があればお願いします。 

 

（委員） 

 バイオマス関連の発電事業について、28 年度の進捗があまり進んでいないが、今年

はどのように進めていくのでしょうか。 

 

（事務局） 

 甲斐市のバイオマス発電事業の進捗状況のご質問が出ましたが、現在報道にも出まし

た通り、甲斐市の双葉地区内において、木質のバイオマスを活用した発電プロジェクト
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という形で、企業の方々が事業の着工に向けて、鋭意努力をしていただいているところ

でございます。 

我々が現在報告を受けているのは、木質のバイオマスということで、他のところで発

電を行っているが、純粋な木質というのはなかなか全国的にも珍しいという中で、新た

な企業の立ち上げとして、金融機関との調整を行っている状況を、担当課から報告を受

けています。 

現状はいつ事業着手かということまでは、明確な報告は受けていないのですが、今お

話しできるのは、金融機関と調整を行っている状況であります。調整が完了次第、事業

化に向けた発表を行っていただけるという報告を受けていますので、ご報告させていた

だきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他にご質問、ご意見があればお願いします。 

よろしければ、質疑を終了いたします。 

本日の案件は、以上となります。委員のみなさまから貴重なご意見ありがとうござい

ました。事務局のみなさまにおかれましては、本日いただいたご意見につきまして、総

合計画、総合戦略の取り組みに活用をお願いしたいと思います。 

それでは、会議の進行につきましては、事務局にお返しいたします。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

４ その他 

（事務局） 

会長、ありがとうございました。 

以上で、本日の案件は、全て終了いたしました。 

次に、4 その他ですが、委員のみなさまから何かございますか。 

 

（委員） 

敷島中学校の話になりますが、現在、肩掛け鞄を学生が利用しているのですが、体に

食い込んで重そうなため、背負う鞄に変更することが可能か検討いただきたい。 

背負う鞄だと楽に通学ができるのではないか。双葉中学校は背負う鞄を利用している。 

 

（事務局） 

 敷島中学校は肩掛け鞄を利用しており鞄が肩に食い込んでいるように見え、双葉中学

校は背負い鞄であるため見直しはいかがかというご意見をいただきましたが、この場で

事務局がお答えできないため、いただいた意見に関しては、教育部のほうが担当になっ

ていますので、そちらにさっそく意見があった旨を報告いたします。 

よろしくお願いいたします。 
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（事務局） 

他にございますでしょうか。 

よろしければ、事務局から連絡事項がありますので、説明願います。 

 

（事務局） 

事務局から今後の予定につきまして、ご連絡させていただきます。 

平成 27 年度に策定しました甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、今

年度中間年度の 3年目となることから、各取り組みや成果目標等の見直しを行い、本審

議会でご審議頂く予定でございます。次回審議会は来月 8 月頃を予定しておりますの

で、委員さんのご協力をよろしくお願いします。事務局からは、以上です。 

 

５ 閉会 

（事務局） 

よろしければ、これをもちまして、第 1 回甲斐市総合計画審議会を閉会いたします。 


