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甲斐市総合計画審議会（第 1回） 

 

日  時：平成 30 年 7月 13日（金） 

午後 3 時～        

場  所：新館 2 階 防災対策室   

出席委員：17名／23名        

欠席委員：塩沢委員、中村委員    

長倉委員、江口委員    

石川委員、市川委員    

 

【委嘱状交付】 

1 委嘱状交付 

・市長から新任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） 

 本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。また、日頃から

市政に対しましてご理解・ご協力をいただきまして、この場をお借りしてお礼申し上げま

す。今回、新たに 2 名の方に委員の委嘱をさせていただきました。委員の皆様には、市の

総合計画等についてご審議いただくとともに多くのご意見をいただきまして、本審議会を

進めさせていただいているところであります。この審議会を組織して以降、委員の皆様に

は、慎重審議をいただき、多くの成果を上げさせていただいているところであります。委

員の皆様のご協力によりまして、平成 27 年 10 月には甲斐市まち・ひと・しごと創生総合

戦略と甲斐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを、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るところであります。本日の会議では第 2 次甲斐

市総合計画及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。委員の皆様には、

総合計画に掲げるまちの将来像であります「緑と活力あふれる生活快適都市」の実現に向

けて引き続きご協力をお願いしたいと存じます。 

 全国的に、国でも進めておりますジャンボ宝くじは年間 5本ほどあります。5本のうち 3

本が、山梨県での売り上げの 40～50％ほどを本県へ交付金としていただくことができます。

昨年から 2 年目になりますが、市町村振興協会の理事長を 2 年間務めておりまして、昨年

の秋からハロウィンジャンボの PR をしております。（配布資料をもとに）昨年のハロウィ

ンジャンボの山梨県下での売り上げが 2億 3,000万余でありまして、そのうちの 1億 3,400

万円が各市町村に配分され、甲斐市では 936 万円いただきました。売り上げの 50％近い額

を交付金としていただくことができることになっているので、先日行われた市長会におい
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て PR を行ってきました。この交付金の使途につきましては、敷島小学校の大規模改修な

ど、市町村の自由度の高い交付金であります。また、笛吹市は約 1,000 万円、南アルプス市

は約 960 万円交付されておりますが、合併した市町村数によって均等割りの金額が変わり

ます。本市は 3町の合併で、他市では 7市町村、8市町村での合併により割合が高くなって

おります。 

 現在販売しておりますサマージャンボにつきましては、市町村振興協会ではすでに 150

億円が流通しております。ジャンボ宝くじについては、7億円の夢を買っていただければと

思います。年々売り上げが下がっているとのことですので、委員の皆様にも夏と秋だけで

も良いのでお付き合いいただければと思います。 

 

【第 1回審議会】 

1 開会 

 

2 会長あいさつ 

（会長） 

 皆様、本日はお忙しい中、特にお暑い中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。今日の審議の前に一言、最近の国際情勢に触れましてごあいさつを申し上げます。 

 現在、日本は低水準の出生率でここ数年推移しております関係で、生産年齢人口という

ものも十数年縮小しております。その関係もあって、人手不足になっております。特に地

方の地域の中小企業で大きな問題となっているということは、皆さんもご存知かと思いま

す。そのような中で、日本政府は外国人の非熟練、いわゆる低スキルの方を受け入れてい

る技能実習研修制度を見直しして、外国人を受け入れる方向で動き始めているところであ

ります。日本ではこれからもっと外国人を受け入れようという方向にあるのですが、欧米

を見ますと逆に外国人を受け入れる、いわゆる移民については非常に厳しいスタンスを取

り始めているようであります。例えば、ヨーロッパでは、移民の受け入れを厳しくしてい

こうという国が増えています。また、EUでドイツ、フランスに次ぐ、第 3番目の経済大国

イタリアにおいては、移民の受け入れを厳しくするとする政策を掲げた政党が総選挙で支

持を集め、連立政権が誕生しました。今後の政策が注目されているところであります。 

アメリカでは、トランプ政権がメキシコとの国境に壁を建設するとしています。これは

非熟練のメキシコ人の規制をすることだと考えられますが、より高度な専門知識を持った

外国人の受け入れも厳しくしているようであります。 

日本の駐在員などがアメリカに渡るときは「H-1B（特殊技能職）」というビザが必要であ

ります。最近の日本総合研究所のレポートでは、「H-1B」ビザの発給件数は、2017 年は約

17 万件で、ここ数年、ビザの発給は増加していましたが、トランプ政権となってからは横

ばいから、減少傾向になり、高度な専門技能を持った外国人がアメリカ以外の国へ関心を

持つ可能性が高まっていると指摘しております。今後、このような外国人が日本にも関心

を持つことも考えられ、日本が外国人の受け入れを進めていく上で、欧米のこの動きは追
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い風になるのではないでしょうか。 

今後は、外国人の人材、非熟練から高度な専門技能を持った方まで、日本各地で受け入

れ合戦が始まるのではないかと考えられます。外国人の方々が住みやすい地域づくり、環

境整備が必要になってくるでしょう。日本政府も政策を進めていくでしょうし、地域の自

治体も住民の方もそういった意識を持つことが必要であります。とりとめのない話ではあ

りますが、あいさつとさせていただきます。 

 

3 役員選出 

（事務局） 

 このたび、副会長でありました三井委員の交代に伴いまして、副会長が不在となってお

ります。甲斐市総合計画審議会条例第 5 条第 2 項に基づきまして、委員の互選により副会

長を選任したいと思います。皆様からご意見やご推薦はございますか。 

 

（立澤委員） 

事務局案で。 

 

（事務局） 

ただいま、立澤委員より事務局一任のご意見をいただきました。副会長につきましては、

これまでと同様に市民代表の中から、甲斐市自治会連合会双葉支部支部長の田辺委員にお

願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。異議なしの声が多数でございますので、田辺委員に副会長をお

願いしたいと存じますが、田辺委員よろしいでしょうか。 

 

（田辺委員） 

はい。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。それでは、副会長は田辺委員にお願いをいたします。よろしく

お願いいたします。 
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4 案件 

（事務局） 

 審議会につきましては、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

を務めることとなっております。ここからの案件の進行につきましては波木井会長にお願

いしたいと思います。会長よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 では、審議に入らせていただきます。先ほど事務局より 5 名の方の欠席のご報告がござ

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

員出席は過半数を超えますので、本審議会は成立し、会議を開くことといたします。 

 それでは案件に入ります。案件 1 の第 2 次甲斐市総合計画の進捗状況につきまして、事

務局からご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。事務局から説明をいただきましたが、委員の皆様からご質問

はございますでしょうか。 

 

（立澤委員） 

 指標の中にはないのですが、43 番「防犯灯の設置数」に絡んで、市が設置する防犯カメ

ラはあるのでしょうか。また、設置している場合はどのくらいあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 防犯カメラの詳細な設置数は、手元に資料がなく正確な数字はないのですが、竜王駅南

北駅前広場、南北自由通路、塩崎駅の広場、駅構内につきましては、防犯カメラを設置して

おります。そのほか、各庁舎の一部、ドラゴンパーク、玉幡公園にも設置しております。 

 

（今村委員） 

 4 番「いじめに関する状況調査」について、解消率が 98.2％であるが、100％に達しない

理由は何でしょうか。 

 

（事務局） 

 こちらの数字は小中学校を含めたものでして、これまでの取り組みにより、中学校では

解消率 100％でありますが、小学校での取り組みが未達成ということで、担当から報告があ

がっております。今後も 100％に近い数値になるように取り組みを継続して参ります。 
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（今村委員） 

 いじめが解消していないということは、いじめの問題に対して、取り組みはしているが、

時間がかかるという理解でよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。いじめ解消に向けて取り組みを継続している段階であります。 

 

（会長） 

 ほかにご意見、ご質問はありますでしょうか。ないようですので、総合計画の進捗状況

につきましては、以上としたいと思います。 

 次に案件の 2 の甲斐市まち・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。ただいまの事務局からの説明につきまして、皆様からご質問

があればお願いいたします。 

 

（三井委員） 

 10 番「新規創業件数」について、私も昨年利用させていただきまして、実際に支援を行

った方は少ないと伺ったのですが、この数字は実際に創業された方の件数なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおり、実際の数字です。 

 

（三井委員） 

 相談をしても途中でやめてしまうケースもあると聞いています。実際に相談をした際も

結構な時間を要しました。支援に至る前にやめてしまう、相談中に創業してしまうという

ケースもあると伺っております。この数字は、最終的に支援を利用した件数でよいでしょ

うか。 

 

（事務局） 

 実際の支援件数で間違いありません。新規創業件数につきましては、甲斐市創業支援事

業計画に基づき、市、商工会、金融機関の関係機関が創業支援を行った実績数値の集計で

あります。 
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（高柳委員） 

 この数字に、実際に創業したかどうかという数が入っているのですか。 

 

（事務局） 

 支援をして創業した件数であります。 

 

（高柳委員） 

 総合計画の 59番「事業所開業率」との連動性について、（開業率が不明値なのであれば）

実際に開業まで至っていないものもあるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 総合計画の「事業所開業率」は経済センサスの活動調査指標の数字を利用しております。

甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、5年間で何を目指すかという KPI、重要業績

評価指標という形の中で、実際に担当課が何件示すのかという数字になりますので、指標

としては違うものになります。 

 また、平成 29年度は経済センサス調査が未実施のため、数字が出てこないので、不明と

なっています。 

 

（立澤委員） 

 総合計画は平成 28～32 年度までの 5 年間、総合戦略は、平成 27～31 年度という理解で

よろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。総合計画は、平成 28 年度～平成 32 年度までの 5 年間、総合戦

略は平成 27年度～平成 31年度の 5年間となっております。 

 

（立澤委員） 

 計画期間が 1 年ずれており、学校教育課の国語と算数の項目のように同様の成果指標が

あります。総合戦略の KPI の数字のほうが、相対的な数字として判断してよろしいでしょ

うか。 

 

（事務局） 

 はい。甲斐市が合併いたしまして、平成 26年度までの計画を第 1次総合計画としまして、

第 2次総合計画は平成 28～32年度までの計画として策定しました。総合戦略につきまして

は、平成 26 年 12 月に国が「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。それに伴い、

各自治体が平成 27年を地方創生元年として、全国一斉に戦略的な取り組みとなる総合戦略

を策定したものであります。甲斐市といたしましては、第 1 期総合計画の見直し時期と同
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時期でございましたので、第 2 次総合計画で位置づける政策、施策の中で戦略的な取り組

みを総合戦略に位置づけたことから、ある程度類似する成果指標がございます。 

 実際には、この総合戦略が戦略的に取り組む事業となっております。立澤委員がおっし

ゃるとおり、1年の誤差につきましては、第 2次総合計画の後期計画の見直しが平成 31年

度にありまして、次の見直しで戦略を 1 年延長し、総合計画と総合戦略の 5 年期間のスパ

ンを揃えたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（立澤委員） 

 ありがとうございます。ぜひ期間を合わせていただければと思います。 

総合戦略の達成した成果指標の中で、29 番「放課後児童クラブの受け入れ定員」につい

て、目標が達成しているとのことですが、放課後クラブの児童館が多いところがあるのか、

或いは、空き待ちお子さんがいるところがあるのか、分かればお答えいただきたい。 

 

（事務局） 

 甲斐市の特徴といたしまして、各小学校の近くに必ず児童館が置かれております。近年、

共働きの世帯等が増加しており、児童館への入館希望も増えております。また、国も児童

館への受け入れ年齢を拡大していまして、以前は小学 3 年生までであったものが、現在は

小学 6 年までになっております。こうした背景もあり、相対的に入館人数は増えてきてい

ます。 

 担当課からは、利用希望者が受け入れ待ちをしているという報告は受けておりません。 

 

（進藤委員） 

 それぞれの政策で成果指標を設定しており、数値として提示されていることから、わか

りやすいという面もありますが、目標を達成すれば良いのか、ということと達成しない場

合には、原因や背景、何がネックになっているのかなど、数値だけでは分からない部分を

こういった機会に出していただければ、共通の理解が進むし、問題点なども分かるのでは

ないでしょうか。 

 例えば、47 番「自治会（区）加入率」では、85％の目標値に対して 80.3％の実績値で未

達成でありますが、どういう理由でこういう状況のまま低迷しているのか、また、55 番「サ

ポートセンター相談者の自立率」では、30％の目標値に対して 35.6％であるので達成して

いるから「良い」と考えてしまっていいのかなど、数字で見るだけでなく、原因、理由、背

景なども提示していただければ、理解が進むし、意見や質問も言いやすくなります。 

 

（事務局） 

 この審議会では、成果指標を基に達成状況というところで報告をさせていただいており

ます。先ほどの立澤委員の放課後クラブの質問につきましても、確かに数字だけでは分か

りにくかったと思います。例えば、この場合ですが、人は増えているがどこで預かってい
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るのかという中で、平成 29年度の実績値の経過としては新たに 4教室を開設し、定員を増

やしたことから達成したということであります。また、担当課では、今後も受け入れの数

が見込まれることから、平成 30年度の取り組みについては、状況により学校の空き教室の

利用を検討しながら、さらに受け入れる場合については、定員の増加を図るというように

していくとしております。 

また、進藤委員のご意見については、次の審議会では、状況がわかるような形で委員の

皆様に取り組み状況、それに対する対策をこの表に付け加えて説明させていただきます。 

 

（進藤委員） 

 そのようにしてほしい。 

 

（上條委員） 

 14 番「ふるさと応援寄附金による市費の抑制」について、策定時は 3,818 千円で、平成

31 年度の目標値が 20,000 千円という中で、平成 29 年度には目標値の 10 倍以上の 210,000

千円となっており、目標値をはるかに超えている。市の財政に貢献していると思っている

のだが、これだけ上がっている理由は何でしょうか。 

 こういうところを増やすことで、市の財政の負担を減らすことができるので、目標値を

上げてはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

 ふるさと応援寄附金につきましては、平成 26 年度に甲斐市の市制 10 周年を記念しまし

て、甲州弁ラジオ体操第 1の CDを返礼品としました。 

 ふるさと納税に関しては、ほぼ毎日のように新聞紙面等をにぎわしており、平成 29年度

の実績も出たところであります。各自治体の競争が激しくなっておりまして、甲斐市でも

市の特産品、例えば甲州ワインビーフ、市内 3 箇所のワイナリーのワイン、旬のフルーツ

など多くの商品の提供をしております。また、民間が運営するふるさと納税のポータルサ

イトにも積極的に登録し、商品数を増やしながら寄附金の増収と甲斐市の PR を行ってお

ります。 

 平成 29年度の実績値 214,121千円の主な要因は、商品数を増やしたこと、ポータルサイ

トの登録数を増やしたことであります。 

 

（功刀委員） 

 15番「20～24歳社会増減」について、この数字はおそらくこの世代の流出人口だと思い

ますが、策定時の△695 人が平成 29 年度には△5 人というのはすばらしい実績であります

が、こういう捉え方で良いでしょうか。 
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（事務局） 

 おっしゃるとおりです。こちらにつきましては、年々、この世代の人口流出が抑えられ

ているということであります。実際に 2017 年度の人口動態調査では、甲斐市は全体で 54

人の転入超過となっておりまして、県内の 13 市ある中で自然増と社会増の両方達成できて

いるのは、甲斐市だけという状況であります。山梨県全体の人口が減少している中でも甲

斐市は少しずつでも人口が伸びております。これから生産年齢人口を迎える若年層の流出

を抑えるような定住施策を進めてまいりたいと考えております。 

 

（立澤委員） 

 先ほどのふるさと納税の件ですが、我々は甲斐市在住で寄附できないのが残念ですが、

甲斐市の返礼品の返礼率はどのくらいでしょうか。 

 

（事務局） 

 昨年度の実績ですが、甲斐市の返礼率は約 24.1％です。 

 

（会長） 

 ほかにご意見、ご質問がないようでしたら、これで総合戦略の進捗状況の質疑は終了い

たします。本日の案件は以上となります。委員の皆様からの貴重なご意見ありがとうござ

いました。事務局では、本日委員の皆様からいただいたご意見を踏まえまして、今後の総

合計画、総合戦略に取り組んでいただきたいと存じます。 

 それでは会議の進行を事務局にお返ししいます。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

5 その他 

（事務局） 

 波木井会長ありがとうございました。それでは、次第の 5 その他でございますが、委員

の皆様から何かありますか。 

 

（功刀委員） 

 今年度、自治会で育成会長を務めておりますが、育成会、子どもクラブ、地区民会議の 3

つの会議の出席要請があります。これらは一本化することはできないでしょうか。役員を

していると 3つそれぞれ呼ばれても大変なので、一本化していただけると助かります。 

 

（事務局） 

 今のご意見に関しまして、担当が生涯学習文化課になります。事務局より担当課にお伝

えしますが、功刀委員も会議の中で直接ご発言いただければ周囲からも賛同が得られやす

いのではないかと思います。 
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（中井委員） 

 大阪のブロック塀の崩壊で小学生の女の子が亡くなり、全国的にブロック塀の総点検を

実施することとなりましたが、甲斐市の進捗状況を教えてください。また、西日本の大災

害に伴い、甲斐市の今後の災害に対する姿勢をお聞かせください。 

 

（事務局） 

 大阪の小学校ブロック塀倒壊に伴う施設のブロック塀の総点検の件につきましては、本

市においては、文部科学省の通達の前に市長から担当の教育部に各学校施設及び公共施設

の点検が指示されたところであります。本市の施設の調査結果につきましては、安全性は

保たれているとの報告を受けております。 

 平成 30年 7月豪雨伴う災害に対する対応につきましては、東日本大震災、熊本地震等を

踏まえ、単独で各自治体が物資を送ることで、保管場所や義援金の扱いなど課題がありま

したので、全国市長会において掲示板を開設し、被災自治体から必要としているものを聞

き取り、全国市長会で確認をしながら近隣のブロックで必要な支援を行うという新たな仕

組みで動くこととなりました。 

また社会福祉協議会により義援金を募る募金箱が各庁舎に設置されるとともに、職員も

有志により義援金が集められているという状況であります。 

 ほかに何かありますでしょうか。よろしければ事務局から連絡事項がありますのでお知

らせいたします。 

 

（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。 

 次回の開催時期は現在のところ未定でございますが、今年度開催いたします審議会にお

きまして、「新市建設計画」の変更についてご審議いただくことを予定しております。 

 これは、今年 4 月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律

の一部を改正する法律」が公布、施行され、合併特例債の発行可能期間が再度 5 年間延長

となったことに伴いまして、本市におきましても、財政の健全化を図るため、合併特例債

を活用した事業実施を検討しておりまして、それに伴いまして、新市建設計画の変更をす

る必要がございます。 

 また、昨年度、皆様にご審議いただきました旧山梨県緑化センター跡地活用事業につき

ましても、事業の進捗状況によりまして、委員の皆様にご意見を伺うこともあるかと思い

ますので、その際はよろしくお願いいたします。 

 

6 閉会 


