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平成 30年度第 2回甲斐市総合計画審議会 

 

日  時：平成 31 年 1 月 8 日（火） 

                              午後 3時～ 

場  所：本館 3 階 大会議室 

出席委員：17 名/23名 

欠席委員：今村委員、中村委員 

                              江口委員、高柳委員 

                              石川委員、市川委員 

 

1 開会 

（秘書政策課長） 

 ・人事異動に伴う委員の委嘱、委員の欠席及び代理出席について報告 

 

2 市長あいさつ 

（市長） 

 本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また、日頃から

市政にご理解とご協力をいただきまして、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと存じま

す。皆様のご協力によりまして、平成 27年度に策定をいたしました「第 2次甲斐市総合計画」

並びに「甲斐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、総合戦略」につきましては、成果指標

などを定めまして各施策に取り組んでいるところであります。この 2 つの計画は、計画期間

や指標等の関連性を持たせ、より分かりやすくするため、国や本審議会のご意見によりまし

て今年度から見直しを進めてまいります。詳細につきまして、後ほど担当よりご説明をさせ

ていただきます。 

 また、山梨県緑化センター跡地活用につきましては、昨年の 12 月定例市議会におきまして、

基本コンセプトを「フラワーパーク＆ミュージアム」として、今年度から事業化を図る表明

を行ったところであります。本日は事業の進捗状況のご報告と今年度から実施いたします事

業化支援アドバイザリー業務等について担当よりご説明をさせていただきますので委員の皆

さまの忌憚のないご意見をお願いしたいと存じます。 

 委員の皆さま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」の実現に向けまして、引き続きご協力をお願いいたしましてあいさつとさせていただ

きます。 

 なお、今、会長ともお話をしていたところでありますが、山梨クイーンビーズということ

で、私どものまちがホームタウンで、日立甲府のあった時代からですともう 50年くらいの歴

史があるチームでありますが、がんばってくださっています。日本のWリーグということで、

12 チームが登録されていて、16人で構成するということになっておりまして、中でも一番強

いのが JX-ENEOS、ENEOS のガソリンの会社で、そこが一番大きい会社でして、選手の大型
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のバス、応援する人のバス、道具なども専用トラックがあり、試合に臨んでいる。オリンピ

ック選手も 16 人中 5,6 人おり、一番強くて毎年そこが優勝しているような状況であります。

私どものところ（山梨クイーンビーズ）は、昨年は 12 チーム中 11 位でした。その前は 2 年

くらい最下位でしたけれども、今年も今のところ 11位くらいにおりまして、1勝だけしてお

ります。あと 1 勝をぜひしたいと思っております。狭い山梨でありますので、ヴァンフォー

レが J1に行くということで応援をしたいし、竜電という力士が幕の内三役を目指して、こち

ら竜王中学校を卒業した青年でありますので、みんなで応援をしたいと思います。山梨県に

は十何人か力士が出ておりますので、みんなでスポーツを応援することは、山梨が元気にな

るかと思います。市では体育協会で県下一周駅伝に出場し、昨年優勝しましたので、今年は 2

連勝しようということで、市民の方たち 700 人ほど双葉地内から甲府との境の間に 7.2 ㎞ほ

どあるので、10m おきにまちを挙げて県下の選手たちが走る沿道で小旗を振って応援をして

盛り上げて、将来は山梨県中の市町村がみんなで応援してあげる県下一周駅伝になればいい

と思って応援をさせていただいております。行政がそんなに金をかけずに多くの市民に盛り

上がりを持っていただけることが、活力がある山梨になるし、また、甲斐市にもなるかなと

思っております。 

 色々な課題を背負っている甲斐市ではありますけれども、委員の皆さまのご意見等をいた

だきたいと思います。 

 

3 会長あいさつ 

（会長） 

 皆さま、少し日数がたちましたけれども、明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。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。年の初めでありますので、今年 1 年間の日本経済がどうなっていくかということへの

世間の関心もいつになく高いように思います。すでに株式相場等もアメリカも日本も動いて

いて、そんなこともあって波乱含みの年になる感じもします。 

 足元では、充分ご案内のように今の日本の景気拡大期間は続いておりまして、戦後最長と

いわれますのは、アメリカ発の IT バブル崩壊が 2001 年ごろありまして、それが翌年の 2002

年ぐらいから世界経済も拡大してきて、日本経済もその関係で拡大してきていました。それ

が 2008年にリーマンショックがありますけれども、その少し前まで拡大期間が続いていまし

た。それが 73 か月続いたといわれています。今回の続いてきた景気拡大期間は東日本大震災

の翌年の 2012 年の暮れから始まった形になっていまして、この 1 月で 74 か月になるといわ

れています。過去最長だったリーマンショック前の 73 か月の景気拡大期間を今月で、期間と

しては上回っていくだろうといわれています。今月も景気拡大が続いていくという検証は約

1年かけて色々なデータを見る中で、1年ぐらい後に専門家が内閣府の委員会で集まって決め

るようですので、すぐに戦後最長になったという報道が出るわけではありませんけれども、

足元的には非常に良い、緩やかな拡張期間できているので、それが今年 1 年でどうなってい

くかということで、関心が集まっています。 
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 日頃見ていますと、厳しい見方が多いように思います。例えば言葉の使い方でいくと「景

気の失速」、「景気の腰折」などの言い方などが報道等で見られます。その要因としては、日

本の貿易の約 4 割は、アメリカ、中国にいっています。アメリカ、中国がどうなっていくか

ということが日本にとっては非常に大事な面があります。貿易摩擦の問題があるので、既に

県内の大手企業もそういう影響も受けている報道もございます。東京エレクトロンやファナ

ックの売り上げが少し予想よりも落ち込んでいるような報道もあります。県内にも影響が生

じているように感じます。また、消費税が秋に上がりますので、そんなことで慎重な見方が

多いように思います。一方で IMF、国際通貨基金が直近で昨年 10月に世界経済見通しを発表

しておりまして、おそらく米中の関係を考慮したこともあると思いますが、それですと世界

経済は実質で 2018年が+3.7%で、今年 2019 年も+3.7%を IMF は見込んでいます。また、消費

税も政治的には対応策を考えられていて、そして、今年元号が変わって新天皇が即位され、

時代の変わる節目となっています。過去、平成に変わったときとか、ミレニアムといって 2000

年になったときは、いわゆる特需があったといわれています。金融機関系のエコノミストの

方は、同様に特需が期待できるのではないかと言っています。それから、企業業績が好調で

すので、設備投資計画を見ても今年については、しっかりした計画が立てられているという

こともあって、そんなに悲観しなくてよいのではないという人たちもいます。私自身も期待

を込めて、景気拡大期間は今年も続いていく、日本の景気は失速しないだろうと期待を込め

ながら見ているところであります。そうしますと、引き続き、日本経済は緩やかな発展が続

くとすれば、その色々な恩典を日本の各地域、地域がどうやって取り込んでいくかというこ

とが、競争にもなってまいります。 

昨年、審議会でも非常に活発に意見をいただいております。今年も引き続き、皆さんの貴

重なご意見をいただいて、甲斐市の発展につながっていくことができればと存じますので、

今年も活発なご議論をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【公務のため、市長退席】 

 

4 案 件 

（会長） 

 それでは次第により進行いたします。先ほど事務局から 4 名の欠席のご報告がございまし

た。よって、本日の委員出席は過半数を超えますので、甲斐市総合計画審議会条例第 6 条第

2項に基づき、本審議会は成立し、会議を開くことといたします。 

案件に入らせていただきます。 

案件 1「第 2次甲斐市総合計画（後期基本計画）」及び次期「甲斐市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン、総合戦略」の策定概要について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

（秘書政策課長） 

 議長、担当の説明の前に概略の説明をさせていただきます。 

「第 2 次甲斐市総合計画（後期基本計画）」及び次期「甲斐市まち・ひと・しごと創生人口
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ビジョン、総合戦略」の策定の経緯につきましてご説明いたします。総合戦略の計画期間は、

平成 27年度から平成 31年度までの 5年間であり、平成 31年度から国の次期総合戦略策定の

基本方針に基づきまして、次期計画の策定を予定していたところであります。 

 また、これまでこの 2 つの計画進捗管理などにつきましては、本審議会におきまして、ご

報告を申し上げるとともに、様々のご意見やご指摘をいただきながら、後年の施策の執行に

結び付けてまいったところでございます。 

 昨年 7月の審議会におきまして、総合計画及び総合戦略の平成 29 年度の進捗状況について

のご意見の中で、立澤委員から両計画の計画年度が異なっていること、また、成果指標や重

要業績評価指標等の関連性が分かりにくいとのご指摘を受けたところでございます。現在、

国では次期総合戦略策定に向けました改定の作業を進めておりまして、平成 31年度の上期に

は基本方針が示されるということが予定されております。 

 これらを踏まえ、国との協議におきまして、市の総合計画については、地方創生交付金や

各指標との関連性からも総合戦略の計画期間に合わせることが望ましいとの見解の指導をい

ただきました。 

 これにより、本市の上位計画である総合計画と平成 31年度に策定を行います、次期総合戦

略の計画期間を統一するには、総合計画の前期基本計画を一年前倒すことが望ましいと判断

したところであり、昨年 12月に市補正予算により予算を確保し、今年度から総合計画の後期

基本計画及び次期総合戦略の策定に取り組むものであります。詳細につきましては、この後

担当から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは案件 1についてご説明いたします。 

 

【資料を基に説明】 

 

（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、委員の皆さまからご質問

等があればお願いいたします。 

 

（立澤委員） 

 総合計画と総合戦略の計画周期の一致については賛成ですので、ぜひ進めていただきたい

と思います。 

 教育委員会では「創甲斐教育推進大綱」という 10年計画があるのですが、これの期間が平

成 22 年度から平成 31 年度で終了ということで、平成 32 年度からの創甲斐教育推進大綱の

10 年間を作らなければならないということですので、教育委員会とも連携をとっていただい

て、整合性のある計画になればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一点、アンケート調査を実施されるということですけれども、基礎調査のアンケート

の内容はどういったものなのでしょうか。 
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（事務局） 

 まず一点目の「創甲斐教育推進大綱」との関連性につきましては、総合計画は全庁的に策

定を行っていきますので、その体制の中で順次、情報交換等をしながら整合性が取れるよう

にしていきたいと思います。 

 もう一点の基礎調査として実施いたします市民アンケート調査につきましては、現在市民

を対象とした 2,000 人と、総合戦略では前回と同様に市外へ転出された方 1,000人を対象とし

た調査を予定しております。詳細な項目につきましては、今後、前回の指標等を参照しなが

ら、新たに付け加えるものなどを整備した中で、実施してまいりますので、後日ご報告をさ

せていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

補足させていただきます。アンケートの内容につきましては、前回の効果分析がございま

すので、ある程度前回のアンケートの大枠に沿った形で検討してまいりたいと思います。参

考といたしまして、前回の調査内容の中で大きく「都市機能について」、「芸術文化活動につ

いて」、「安心安全について」、「環境保全について」、「男女参画に関する意識調査」、「地域づ

くりの全般」、「市の情報提供について」というような大枠を柱といたしまして、40 問ほど問

をかけていますので、前回と同じくらいのレベルで検討していきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

（長倉委員） 

 昨年、国が「自転車活用推進法」という新しい法律を制定しまして、それに基づいて県の

ほうで「自転車推進基本計画」を立てている中で委員をさせていただいているのですが、い

ずれそれが来年度以降、市町村におりて推進計画を立てなければいけないという流れがある

中で、このタイミングでの総合計画ですので、ぜひ今担当部署がないとは思うのですが、全

ての生活面での自転車活用、観光での自転車、或いはレンタサイクルや自転車イベントの開

催、甲斐市は関係ありませんが、オリンピックの競技に関係する道路整備等、全てを包括す

る「自転車活用推進法」という法律が制定されていますので、甲斐市においても対応できる

ようにアンケートにも何らかの、通勤や通学でどのくらい自転車を活用しているかとか、自

転車の事故状況などは県の会議でも出ていまして、甲斐市でいいますとアルプス通りとか廃

軌道とかの自転車事故がかなり多いデータも見ていますので、その辺も念頭に入れていただ

ければと思います。 

 

（事務局） 

 「自転車活用推進法」につきましては、建設の部門で担当をしております。前回の前期基本

計画に載っていない計画につきましては、新たな行政課題といたしまして、今回の総合計画

の策定の中で、個別の計画に反映させていくような形を考えておりますので、担当と協議し

てまいりたいと思います。 
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（会長） 

ほかにいかがでしょうか。 

 

（立澤委員） 

 元号の表記について、行政等は元号を平成や昭和などの表記だと思うのですが、もう今年

は元号が変わることがわかっているのですが、西暦表記に統一というのは可能なのでしょう

か。 

 

（事務局） 

 本市においては、各種個別計画含め、さまざまな計画がございますが、今現在見直しして

いるものにつきましては、西暦表記ということで表記を合せております。ただし、元号は日

本独特の文化の表記でもありますので、今後の西暦と新元号の表記の仕方は庁内で検討して

いる段階でありますので、まずは西暦での統一、併せて元号の表記は検討中です。 

 

（会長） 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしければ案件 1 については、質疑を終了といたし

ます。次に案件 2「山梨県緑化センター跡地活用事業の進捗状況について」、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは案件 2についてご説明いたします。 

 

【資料を基に説明】 

（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。委員の皆さまからご質問等

あればよろしくお願いいたします。 

 

（上條委員） 

 二点ほど質問をさせていただきます。 

 まず第一点は、説明会での回答の中に事業費と収益がどれくらいかということが資料にあ

りますが、概算総額でだいたい 42億円で、その内訳が書いてありますが、この内訳がどのく

らいになるのか、例えば、作品購入費を含む、道路整備費を含むとありますが、前回もこの

話をしたのですが、その辺のところどういう内訳になっているのでしょうか。 

 第二点ですが、事業化支援アドバイザリー業務を委託するということで、もう現在進めて

いるようですが、その委託費はどのくらいになるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 まず、全体事業費につきましては、42 億 6,800 万円ということで、こちらの数字につきま
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しては、昨年度「PPP/PFI導入可能性調査」を行いまして、その調査結果をもとに試算した数

字でお示ししているものです。内容につきましては、イニシャルコストということで、施設

整備費、用地費、周辺の道路整備費、作品購入費になりまして、総額で約 25億円、その他 20

年間の維持管理、運営経費ということで、17億 8,100 万円、歳出の合計が 42億 8,100 万円と

なるわけですが、そちらから税収入等を引きまして、42 億 6,800 万円になります。こちらに

つきましては、市のほうで想定している最大の経費で、国の補助金等を活用しない、最大の

経費ということで、住民説明会でお示しさせていただいたところであります。 

 もう一点、アドバイザリー業務につきましては、今年度から平成 32年度までの 3か年をか

けて予定をしておりまして、現在事業者の公募をしているところであります。おおよそ 2,000

万円くらいの経費を予定しております。 

 

（上條委員） 

 ただいま事業の概算の中で、作品購入費が大体 25億円だろうというお話がありましたけれ

ども、その根拠は分かっているのでしょうか。大体このくらいというものなのか。年間 33,000

人を集客するということで、ボタニカルアートの作品の収集をしていくということですが、

25 億円の根拠は何でしょうか。大体この作品はいくらで、これはいくらで、それが 20点くら

いあるからこの金額になるという話なのか、ただ漠然と出てくる数字なのか、それとも契約

相手の調査だけで出たものなのか、教えてもらいたい。 

 

（事務局） 

 先ほどの 25億円という数字ですが、施設整備費ほか、全てのイニシャルコストを含んだも

のでございまして、作品購入費は、約 1億 5,000万円を予定しているところであります。作品

購入費につきましては、現在の段階では、市で想定している経費ということで、今後、作品

の購入にあたりましては、絵画を所有されている方と交渉を進めていく中で、実際の費用は

決めていきたいと考えています。 

 

（上條委員） 

 集客ということになりますと、自分では見られない良い絵を見たいという要望が強いと思

います。大体どこでも持っていそうなものであったりすると人は来ませんし、どこも非常に

厳しい状況であると思います。これについては、もう少し検討してもらって、できるだけ集

客を考えたときにこういう作品であれば人が来るのではないか、というように具体的にした

ほうがよい。これはとても重要な話であるので、もう少し検討してもらいたい。 

 もし 20年間、美術館としてやっていきたいのであれば、集客のために金額は高くてもかま

わないと思う。ただ普通のものを収集して見せることはやめたほうがよい。 

 

（事務局） 

 緑化センターの跡地活用につきましては、昨年度の 8 月に開催しました第 2 回の審議会か

らその都度、進捗状況を報告している中で、昨年の 3月に第 4回審議会において、PPP/PFI導
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入可能性調査の報告書を皆さまにご説明させていただいたところでございます。その中で、

「フラワーパーク&ミュージアム」を事業コンセプトとして、特にボタニカルアートに着目し

まして、中でも特にバラに着目して、今現在、市で想定しているのがベルギー出身のピエー

ル・ジョセフ・ルドゥーテの作品の収集を検討している段階でございます。 

 

（会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

（塩沢委員） 

 こういうものを作るということは、かなりお金も動くと思うのですが、業者選定について、

市内の業者に委託するのか、それとも大手の業者を入れるのか、そういうことはアドバイザ

ーにお任せするということでしょうか。 

 

（事務局） 

 今現在、事業者公募に向けたアドバイザリー業務の事業者を募集している段階でございま

すけれども、今後、民間事業者とサウンディング、民間事業者の意向を伺った中で、募集要

項等を定めていくことを予定しています。実際に県内ですと PFI の導入事例も少ないので、

そういったことも勘案しながら、例えば、市内の事業者が参入できるような条件にしていく

のかなど、参加表明をする事業者の話を伺いながら具体的に検討を進めていきたいと思いま

すので、その状況につきましては、ご報告をさせていただきます。 

 

（長倉委員） 

 第 2 回住民説明会で、住民の方の意見の中に「成り立たない事業に予算をかけても意味が

ない。反対署名活動も検討する。」というコメントがあるのですが、この文面からはよくわか

らないのですが、この方は何か反対する確固とした理由があって反対をされているのか、と

にかく税金を使うものは良くないというだけの話なのか、もう少し情報があれば教えてくだ

さい。 

 

（事務局） 

 住民説明会は 2 回行いました。その中で、行政が行う説明会での賛成の意見は少なく、反

対が多いです。今回の我々の感触では、何が反対かというものではなくて、ただ反対という

意見と汲み取っております。しかし、参加した市民の方からは税を使うものでありますから、

適切な予算の運用をとのご指摘を受けていますので、限られた予算でやっていかなければな

りませんので、民間の活力を活用しながらということで事業展開を図っていきたいと考えて

おります。実際的に署名反対運動は現時点では起きていません。 

 先ほど上條委員、塩沢委員からのご質問ですが、今回、市がこれまで説明してきたものに

ついては、このとおりやりますというものではありません。これまでの公設公営で、「公園を

作る」ということが決まっていれば、造成費、土地代、整備費で工事を発注するわけですが、
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今回山梨県から緑化センターを何とかしてもらえないかということが始まりです。地元の

方々が存続のための署名運動や地域の要望活動をもとに市は何とか活用できないかというこ

とで、広報等で市民の皆さま、また、市議会の皆さまからアイデアの募集をさせていただき

ました。そのアイデアの提案を受けまして、実際にそのアイデアが活用できるかということ

が今回の PPP/PFI導入可能性調査で、調査結果をご報告させていただいております。 

 そのアイデアにもありましたフラワーパーク・公園的なものと、ミュージアム・美術館的

なものができるかということを各デベロッパーさん、または運営会社、造園業者などさまざ

まな企業の方々から意見聴取を行ったところ、できるのではないかということで積算をしま

すと全体で約 42億 6,800 万円の事業費が出ました。収益はどうなのかということを検討しま

すと、県内では美術館やハイジの村など 10 万人を越える入場者数があります。ただし、これ

を鵜呑みにしてそれ以上の入場者数を期待してはいけないという中で、厳しく見ました。実

際、緑化センターが全盛期のときに約 3 万人ほどの来場がありました。せめてそのぐらいは

来場を見込む中で 33,600 人という低い入場者数で収入を見ました。 

 また、先ほどもありましたが、補助金を使わないで収入収支のバランスとしたときに約 20

年間で、年間 2 億円程度のコストがかかるということで、これについては、入場者数が増え

れば減らせるという要素がありますので、市はこの調査結果をもとに緑化センターを「フラ

ワーパーク&ミュージアム」という形で事業化を進めたいということで表明をいたしました。

今後、これまでの調査をもとに先ほど上條委員からもありました作品の所有者からもヒアリ

ングを行う中で、より良い作品の収集に努めていきます。併せて先ほど業者選定という話も

ありましたが、この基本コンセプトをもとに水準書を作成する中で、民間企業から運営方法、

事業規模、工事の手法などの提案を受け、一番良い提案をした業者と契約をして、最終的に

は 20年間そこの業者と事業の展開を図っていくという流れになります。ですので、業者につ

いてもデベロッパー的なある程度資金を持っていて、かつ運営経験があって、併せて美術的、

学芸的な知識もあり、商業施設もできるような、市とすれば人が集う交流拠点を目指すよう

な提案をしていただける業者と契約を行っていきたいと思います。この契約を行うには、資

料にもありますとおり、法務、金融、さまざまな知識が必要となりますのでコンサルタント

に協力を得ながら、今後の契約行為に伴うアドバイスをいただく業務に今年度から取り掛か

るという内容ですので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

ほかにご意見等いかがでしょうか。 

よろしければ案件 2 の質疑を終了いたします。本日の案件は以上になります。委員の皆さ

まには貴重なご意見を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

意見を今後の取り組みにご活用いただきたいと思います。それでは会議の進行を事務局にお

返しいたします。皆さまご協力ありがとうございました。 

 

（秘書政策課長） 

 波木井会長ありがとうございました。 
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5 その他 

（秘書政策課長） 

 続きましてその他ですが、委員の皆さまから何かございますでしょうか。 

 

（立澤委員） 

 資料 1 の最後に今後のスケジュールというところで来年度は全 7 回この会議を開催すると

いうことですが、次回何をやるのかなど、ある程度分かったら教えていただきたい。また、

時期的に 7 回というと 2 か月に 1 回ペースなのか、後半のほうで毎月になるのか、次回のと

きに分かれば教えていただきと思います。 

 

（秘書政策課長） 

今年度、あと 1 回、第 3 回審議会の開催を予定しております。その中におきまして、概ね

の来年度の総合計画及び総合戦略の策定に伴います年間スケジュールをお示ししたいと思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。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） 

 それでは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、第 3 回

の審議会は、3月を予定しております。内容につきましては、総合計画及び総合戦略策定にか

かる基礎調査としての市民アンケート、また、緑化センター跡地活用事業の進捗状況につい

てを予定しておりますのでよろしくお願いいたします。開催通知につきましては、委員様に

お送りさせていただきます。事務局からは以上です。 

 

6 閉会 

（秘書政策課長） 

 それでは、以上をもちまして第 2回甲斐市総合計画審議会を閉会させていただきます。 


