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甲斐市総合計画審議会 第２回 

 

日  時：平成 29年 8月 22日（火） 

     午後 3時～ 

場  所：新館 2階 防災対策室 

出席委員：【21名/24名】 

                          代理出席 1 名 

欠席委員：進藤委員、中村委員 

                          市川委員 

１ 開会 

（事務局） 

相互に礼。よろしくお願いします。定刻になりましたので、はじめさせていただきま

す。会議に先立ちまして、欠席のご連絡がありましたので、ご報告させていただきます。

進藤 一徳様、中村 己喜雄様につきましては、本日所用の為、欠席となっています。

また、国土交通省甲府河川国道事務所長 尾松 智様におかれましては、急務が入りま

して、代理として副所長の田中 満様にご出席いただいております。 

それでは、次第により進行させていただきます。 

初めに市長あいさつ、保坂市長、よろしくお願いします。 

 

２ 市長あいさつ 

（市長） 

本日はお忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。日頃から市政にご理解とご協

力を賜り、感謝申し上げます。 

さて、平成 29 年度、第 2 回目の審議会となりますが、本日の会議では、山梨県緑化

センター跡地活用につきまして、本市の地方創生への取り組みである「甲斐市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」への位置づけにつきまして、ご審議をお願いいたします。 

山梨県緑化センターの跡地につきましては、地域の要望を考慮する中で、全体を購入

する方向で検討を現在進めており、市民の皆様からも活用方法について、アイディア募

集をしたところであります。 

現在、内閣府の補助金を活用し、施設及び緑地整備運営事業の PFI導入可能性調査を

実施しておりますが、幸い内閣府から地方創生にて、まち・ひと・しごとづくりの施策

があり応募したところ、1,900 万円をいただき、外部委託して調査を進めているところ

であります。市内外から人が集まる交流拠点施設として、集客性・収益性の高い施設整

備や、運営を目指すため、整備手法として民間資金やノウハウ等を活用した公民連携事

業の導入を検討して参りたいと考えているところであります。 

審議会の委員の皆様におかれましては、まち・ひと・しごとの創生と、これらの好循
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環を確立するため、引き続き意見等をいただき、より良い方向に向かうようご指導を賜

りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。続きまして会長あいさつ。 

会長、よろしくお願いします。 

 

３ 会長あいさつ 

（会長） 

委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

最近、天候のことが大きな話題になっております。山梨県では、7月下旬以降荒れた

天気で雨が多く、日照が不足していることがテレビや新聞などにも報じられているとお

り非常に問題になっています。 

農業関係では、日照不足により特に米作に影響が出ているようであります。 

甲斐市の行政資料集を見てみると、農作物販売額上位の部門別農家数で圧倒的に多い

のがお米であるため、甲斐市にも相応の影響が出ているのかなと思われます。 

 通常のカラッとした天気に回復してくれることを期待しているところであります。 

本日は、第 2回目の審議会でございまして、先ほど市長さんがおっしゃられたように、

県の緑地センターの活用について、ご意見等を頂戴したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

市長につきましては、公務がありますのでここで退席いたします。 

 

■市長退席 

 

それでは、会議に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

本日、4種類の資料を使用します。 

まず、甲斐市総合計画審議会第２回の次第、次に【資料 1】山梨県緑化センター跡地

活用事業の総合戦略への位置づけについてという資料、続きまして、【資料 2】まち・ひ

と・しごと総合戦略（抜粋）、また、新聞記事となっています。 

そのほか、会長からお話がありました、別冊として、平成 29 年度行政資料集を委員

の皆様に配布させていただきましたので、参考にしていただければと思います。 

皆さま、資料の漏れはありませんか。 

本会議につきましては、甲斐市総合計画 審議会条例 第 6 条第 1 項に基づき、会長

が、議長を行うこととなっております。 
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ここから案件の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

４ 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 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。 

次第に沿って、4 案件に入らせていただきます。 

（1）山梨県緑化センター跡地活用事業の総合戦略への位置づけについて、事務局から

説明をお願いします。 

 

■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、ここからは、

委員の皆様から、自由に緑化センターの跡地活用について、なんでも結構ですので、ご

意見、ご要望をお願いします。11月の審議会に提出する基本計画に反映できるものは反

映したいため、挙手をしていただき、自由に発言していただければと思います。 

 

（委員） 

 結論から言いますと、防災公園がよいのではないかと思います。理由としては、事務

局から説明がありましたように、財政難という問題があること、また、公共施設の老朽

化があり、統廃合を検討しなければいけないという状況にあり、それが今後 20年 30 年

続くであろうと考えられます。 

そういったことから、維持費がかかる箱物の整備、図書館や、美術館などの箱物の整

備は新しくやるべきでないと思う。議長が言われました通り、災害が多発しているが、

甲斐市は海がないため、津波等の危険はないが、地崩れ・山崩れ・地震などの災害が多

発する地域であります。そういう意味では、災害や、火災の問題を考えなければいけな

い時期であると思います。 

そういったことから、一つは公園、さらに市として防災性を考えると、防災施設を広

域的に整備した防災公園などが重要であって、日頃は市民が利用でき、歩いて足腰を鍛

えられるような公園として位置づけ、お祭りなどを行える施設が良いと思います。 

また、芝生とウォーキングコースを取り入れた公園として、いざというときは、防災

性の集中的な機能を持った、防災公園にして、ある意味で多目的な広場を整備した方が

良いのではないかと思います。 
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また、跡地は住居地域にあります。道が狭く、火災が発生した場合は怖いということ

があります。いざというときに使える広場というのは非常に少ない。 

なので、住宅密集地という中での火災の危険を避けるためにも、避難場所として、整

備すべきである。財政難、公共施設の老朽化、災害の多発、さらに地域特性から言って

も避難場や避難広場を整備する。さらに高齢化社会の中で、足腰を鍛えるために、歩く

機能を重視した広場づくりというものが必要である。主な機能は防災公園として、避難

場があり、市民のウォーキングコースを整備した緑化コースも作るという形で防災公園

がいいかなと思いました。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。防災公園についてのご意見でしたが、事務局から何かありま

すでしょうか。 

 

（事務局） 

 貴重なご意見ありがとうございました。防災公園というご意見でしたが、この場でい

ただいた意見については、今後の基本計画に反映させていきたいと思います。 

緑化センター跡地活用事業につきましては、地域の方々の要望として、やはり緑の空

間を残し、継承をお願いしたいという要望が山梨県に出たことが発端です。 

甲斐市では、防災関係、また基盤整備道路関係につきましては、各種計画に沿って位

置づけを行い、年次に基づいて整備を行っております。 

今回のこの案につきましては、これまでの公設公営というと維持管理費が増えること

を懸念しておりまして、内閣府の補助を活用して、PPP、官民連携による新たな手法を

山梨県の中に取り入れていきたいということで現在検討しているところであります。 

防災公園につきましては、中部公園のこれまでの都市公園の中に、防災のセミナーハ

ウスという形で去年に整備を行っております。 

今回の案につきましては、これまでの、都市公園というものではなくて、まさしくま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけもありますから、負の財産にならないような

公共施設を目指して現在検討しておりますので、引き続きこの内容につきましては、い

ろんな意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にご意見等ありますでしょうか。 

 

（委員） 

 私も防災機能を備えた施設が必要であると考えています。その中でも、屋根のある避

難場所になるような場所がどうしても必要ではないかと思います。災害等で公民館等が

避難場所に指定されているが、少し小さいと思います。 
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竜王駅から近いということもあり、維持管理が大変だと思うが、多目的なアリーナの

ような施設を公園内に配置するようなことを考えてもいいのではないかと思います。 

山梨県内のスポーツ施設はすごく老朽化しており、特にバスケットボールコートが 2

面取れる場所がほとんどなく、山梨クインビーズのアドバイザーをしているが、オリン

ピックなどに出る選手をお呼びする場所が県内の施設にどこにもないという現状です。 

アリーナというとスポーツ施設と思われるのですが、イベントやコンサートができる

ような、イメージとしては甲府駅北口のよっちゃばれ広場のような、さまざまなイベン

トが開催され、企業などが出展する。 

そこに屋根のあるイメージで、いろんな形で人が集まり、イベントができ、スポーツ

もできるような公園の機能も兼ね備えたアリーナが出来ればと思います。 

そんなにお金はかけなくてもいいと思いますが、人の集まりの場としても駅から近い

ということもあり、県外から人を呼ぶようなことも意識したものがあっても良いのでは

ないかと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございました。アリーナのような施設というご意見でしたが、事務局から

何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

 貴重なご意見ありがとうございました。基本的な考え方として、地域の要望等ととも

に、PPP/PFIの導入についても話をさせてもらっております。いろんな意見があること

から、ひと通りご意見をいただいて、コンサルタントの方にご意見として生かして検討

していきたいと思います。皆様方から意見をいただく形で進めていきたいと思っており

ます。 

 

（会長） 

意見をいただいた方以外で、皆様から具体的な活用方法についておっしゃっていただ

ければと思います。 

 

（委員） 

 具体的な活用策ではないが、2点ほど教えてください。まず、資料 1にあった、民間

の資金について、具体的には民間からの寄付や企業からの投資を依頼したりするのでし

ょうか。もう一点は、広報にてアイディア募集をしていましたが、提案された案件につ

いて、具体的な建設予算や、雇用、将来性、収益性、維持管理費などの具体的な数値を

記載した資料を、判断資料として持っているのでしょうか。 
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（会長） 

ありがとうございました。PFIについて、県内にあればそれを引き合いに出していた

だき説明していただければと思います。 

 

（事務局） 

 PFIについて説明をさせていただきたいと思います。県内については、導入事例はな

かなかございませんでして、山梨県内では PFI事業が今まで 5つの事業が行われており

ます。一番わかりやすいのは、山梨県庁の防災新館ですが、そちらにつきましては、PFI

事業ということで、民間の事業者さんが集まりまして、特別な目的会社を設立しており

ます。 

そちらの方で建物をすべて建設しまして、中に入っているテナントや県庁の事務室が

入っているため、建物の使用料を払っていただき、目的会社は収益を得ているという状

況でございます。PFIにつきましては、寄付というような形ではなく、収益を上げるた

めに、事業者様に集まっていただき、施設の運営を行っていただく形となっております。 

 もう一点の広報で募集したアイディアにつきましては、皆様からの活用方法というこ

とでご意見を伺ったものに関しては、現在では、収益性を出した資料はございません。  

今後、ある程度実現性があり、従来の緑化センターの役割を継承という観点で絞ってい

きたいと考えています。また、絞った段階で、皆様にご審議いただきたいと思います。

以上でございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（委員） 

 ご説明ありがとうございました。先ほど説明があった県の防災新館について、収益を

目的として、運営しているとのことでしたが、実際の数字や、赤字になった場合の対処

方法、赤字になった場合は市が補てんするのかなどお聞きしたい。 

また、先ほどお二人から防災の関係で意見があったが、収益性を目的とした施設を設

備する方針なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回ご提案させていただきました、総合戦略の位置づけなのですが、市の地方創生の

取り組みということもあり、人がにぎわう交流拠点施設として、基本的には集客性や収

益性の高い設備の運営を図っていくため、整備手法の一つとして、PPP/PFIの導入を現

在検討しているところであります。 

たとえば先ほど説明した山梨県の防災新館では、あらかじめ、事業期間を定めていま

す。14年という事業期間をあらかじめ定めており、その間に民間の目的会社が 14年間
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で収益が上がるような事業収支を作ったうえで建設をしております。仮に赤字になった

場合に、県等が補てんするよう仕組みにはなっておりません。ただ、近隣市でありまし

たように、事業が成り立たなくなったというような施設の事例も出ております。これら

の事例にも注視しながら事業を進めていきたいと考えております。 

 

（委員） 

 あったらいいなという意見なのですが、家庭菜園を何年か前に初めたのですが、なか

なかやり方が分かりません。農業に関しては、地元の高齢者の方に聞くと、事細かに親

切丁寧に教えてくれていいなと思います。 

なので、緑の学校ではないが、自分で何か家庭菜園でも始めたいときに、そこに行け

ばノウハウなどのどんな情報も手に入るような、拠点があったらいいなと思います。 

場所的にも良いため、県外からも家庭菜園や農業や緑化に興味を持っている方が集ま

れれば良いのではないかと思いました。 

 高齢者とのつながりやふれあいができるので、あったかい街になるんじゃないかなと

思います。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他に何か意見等ありますでしょうか。 

 

（委員） 

 先ほどの PPP/PFIについてのご説明で質問です。私の認識では PFIは、建設段階から

業者さんに参画していただき、建設用資金を業者に負担していただく代わりに、建設計

画に中心的にかかわっていただくような認識をしているのですが、市として建設にあた

っての予算というものはある程度まとまったものがあるのでしょうか。また、計画とし

て、PFIで参画していただく業者の資金に頼った計画なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今の段階では、具体的に PFIを活用するか具体的な詳細までを決めていない状況なの

ですが、現在、内閣府の補助金を活用して、本事業の PFI導入可能性調査を来年の 2月

までを目途に実施しております。その中で、今後皆様から意見を伺った中で、ある程度

方向性を見据えた基本計画を策定しまして、その後、策定した基本計画の内容がはたし

て PPP/PFIに適しているのか、あるいは、その過程において、民間事業者さんに民間の

参入の意向等を伺った中で、PFIの導入に向けての不整合がないよう具体的に考えてい

ます。その段階が来ましたら、皆様にお示しをしていきたいと思います。よろしくお願

いします。 
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（会長） 

ありがとうございました。他に何か意見等ありますでしょうか。 

 

（委員） 

 PFIという事業に対して、極めて重要なポイントだと思いますが、先ほどの話ですと、

目的会社を作って、そこが運営していくとのことでした。よくありがちなのは、目的事

業者に対して、金融機関が融資をします。その資金で目的としていた事業を展開します。

そしてその事業から上がってきた収益で金融機関への返済を行います。 

そのような流れになるのではないかなと思いますが、結果収益事業で無ければ返済が

できないという結論に達してしまうとなると、収益が上がるような事業を前提に意見を

求めているのでしょうか。それともそういったことは全く無視して、収益性は関係なく、

こういったものがあった方がいいという意見が必要なのかは大きく分かれると思うの

ですが、どちらの選択なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今のご意見ですが、皆様の自由な意見をいただいて、今実施している PFI導入可能性

の調査の中で検討していきたいと考えていますので、特に PPP/PFIの収益性というとこ

ろは重視せず、自由にご意見していただければ助かります。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

具体的な活用策について、そのほかご意見があればぜひお願いします。 

 

（委員） 

 私は、都市計画の話から少し入らせていただきます。都市公園というのは、実際には

指定管理をしている公園が国や県に多いです。甲斐市さんとして、山梨県緑化センター

という、木があって、緑がある、また、貴重な植物があるというようなものをどのよう

にしていくかというとき、一番大きな問題として、甲斐市の何なのか、または篠原地区

の何なのか、というような位置づけもある意味大事になってくるのではないか。 

それによって、今度は投入する資金の大きさ、収益や集客の大きさが出てくると思い

ますが、今の日本の現状ですと、収益性はあまり期待できない。 

ただし、貴重な緑ですとか、価値観という話になりますと、少し違ってくるのではな

いかと思います。ましては今健康志向ということもあり、甲斐市のドラゴンパークは、

施設が余り無い中で、みなさんが歩いたりして価値観を高めている。 

そういう意味からしますと、ここで求めるのも、行政の覚悟として、ある一定の資金

を注ぎ込んで、収益性とのバランスを取るのか。 

現状として、市が大きな資金の投入が難しいという中で、甲斐市全体、または山梨県

の拠点というような位置づけなのか、それとももっと小さく、篠原地区の防災拠点とい
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うのも、一つの考え方の中にはあるのではないかと思います。都市計画上の位置づけか

ら言いますと、ここが、第一種住居地域、第二種低層住居地域となっていますので、こ

れを変えるというのも一つの手ですし、まして、ここには甲斐市役所の本庁舎があるわ

けで、用途地域の見直しも当然場合によっては必要になってくると思います。 

甲斐市としても、いろんなスタンスがあると思うので、アイディアはいっぱいあるん

ですけれども、どうしても都市公園というものはほとんどが収益性を無視したような公

園ばかりですので、ましては防災公園であれば収益性なんかあるわけがないので、そう

いう意味で、日常的な利用と、非日常的な利用というものを分けながら、考えるのも一

つの考えではないかという風にいま感じているところであります。 

特に、市から意見を求めているわけではありません。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（委員） 

 やっていただけるかどうかわかりませんが、甲斐市が管理する公園の墓地がほしいか

なと思うことがあって、お墓というと、石で囲まれているイメージが正直あるとは思い

ますが、樹木葬であったりとか、キリストの関係で芝生がひかれた場所に、石碑を置い

たような墓地だったりと、緑がたくさんあるような墓地が最近多かったりしますので、

たくさんはいらないとは思うのですが、甲斐市内の方々が入れるような宗教問わずの墓

地があってもよいのではないかと思いました。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他に何か意見はありますでしょうか。 

 

（委員） 

 双葉地区なのですが、小売業で食料品を販売しているお店が、今一軒になってしまい

ました。大規模店舗や、コンビニエンスストアが出来まして、高齢化などの理由によっ

ても廃業しております。 

商業的な方々が活躍できるような施設整備が出来ればなと、現状を見ていますと思い

ますので、ぜひ検討いただきたいと思います。以上です。 

 

（委員） 

 私は小学校の頃、緑化センターで落ち葉拾いなどをやった記憶があります。公園の全

部が残れば良いというわけではないが、中心的な部分は出来るだけ残していただきたい

という気持ちはすごくあったりしますので、それをお願いしたい。 

もう一つ、たぶん昔ここでお祭りがありまして、ツリークライミングとかをやってい
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た記憶があります。 

甲斐市は思いっきり遊べるところが少ないので、公園とか管理費がかかるとは思いま

すが、昔やっていたことを少し見直して、市にかかわるイベントとか、防災関係の展示

会など出来ることがあるのではないかと感じるところであります。以上です。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他に何か意見はありますでしょうか。 

 

（委員） 

 今後の予定の部分で少しお伺いしたいことがありますが、この審議会で、来年の 3月

に緑化センター跡地活用関係総括をした後というのは、市長に提言して議会の議決をさ

れて決定など、どのような予定となっているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今後の予定の中で、委員の皆様には、今年の概ね 11 月から 12 月と、来年の 2 月、3

月ごろに、緑化センターの関係で、ご審議いただく予定となってございますけど、こち

らの計画につきましては、現在実施しております導入可能性調査の結果を踏まえた中で、

市の緑化センター跡地の活用方針の取りまとめを行いまして、それを踏まえた中で、次

年度以降の実施に向けた準備を進めていくようなスケジュールとなっています。 

 

（委員） 

 緑化センターが廃止されるという情報が出た段階で、地域の住民の方が大変な問題と

いうことで、緑化センターの機能を含めて、自然を残してもらいたいということで、署

名運動を始めた経緯がございます。皆さんのご協力を得まして、3万人弱の署名をいた

だきました。しかし、最終的には、県が閉鎖するということを決定されました。 

地元としては、市街化区域には緑が少ないため、緑を残すような施設が出来るよう考

えていかなければいけないと思う。 

最終的に、市が維持管理すると、お金がかかってくるため、持続的にやっていくには

どうするのか、ということを住民の声などいろいろな方の意見を聞いて、反映させてい

けば良いのではないかと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。それでは、資料 2をご覧く

ださい。先ほど事務局から説明がありましたが、追加がございます。 

真ん中から下の（ア）の下の方にあります赤字の部分と、戦略的な取り組みの中の赤

字部分の文言で、地方創生総合戦略に追加をしたいと思いますが、了承いただけるでし

ょうか。 
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■委員了承 

了承をいただきました。ありがとうございました。 

 

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

ました。事務局におかれましては、本日いただいたご意見につきまして、今後の総合戦

略の見直し等に活用願いたいと存じます。 

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。 

 

５ 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、5 その他ですが、委員のみ

なさまから何かございますか。 

 

よろしければ、事務局から事務連絡をさせていただきます。 

 

（事務局） 

 事務局から事務連絡させていただきます。 

 次回、第 3 回の審議会につきましては、11 月頃を予定しておりますのでご出席をお

願いします。 

事務局からは以上です。 

 

（事務局） 

よろしければ、これをもちまして、第２回甲斐市総合計画審議会を閉会いたします。 

最後にあいさつをして閉会したいと思います。 

ご起立ください。相互に礼。  


