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平成 30年度第３回甲斐市総合計画審議会 

 

 

日  時：平成 31 年３月 20 日（水） 

                          午後３時～ 

場  所：本館３階 大会議室 

出席委員：14名/23名 

欠席委員：今村委員、上條委員 

                          中村委員、長倉委員 

                          江口委員、岩下委員 

                          高柳委員、市川委員 

                          中込委員 

 

１ 開  会 

 

 

２ 市長あいさつ 

（市長） 

 本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 日頃から市政にご理解とご協力を賜りまして、この場をお借りしましてお礼申し上

げます。 

 さて、第２次甲斐市総合計画及び次期甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

に伴う基礎調査として、市民アンケートを実施いたしました。甲斐市の将来像の実現

に向け、市民の声を反映した計画の策定を進めて参りたいと考えております。本日は

委員の皆さまから率直なご意見をお願いいたします。 

また、法令に基づきまして、平成 26年３月に変更をいたしました新市建設計画は、

計画期間を平成 31年度までとしておりましたが、平成 30年４月の法改正によりまし

て、合併特例債の発行可能期限が延長されたことに伴い、さらに５年間延長し、計画

期間を平成 36 年度までといたします。合併特例債は通常の起債に比べ、通常は銀行

などから借りるのですが、それに比べ、有利な条件で発行が可能であるため、有効活

用を図り、本市の事業の推進を図りたいと考えております。 

平成 31 年度までにおよそ 260 億円まで起債をした場合、国のほうで７割ほど補て

んをしてくれるほか、低金利で借り受けられるのですが、返すものは借金ということ

で、なるべく使わないようにしておりました。山梨県では３自治体ほどで 100％使っ

たところもあるようですが、借金ですから、なるべく借りないようにしていたところ、

震災の関係で５年間延長ということになり、有利な条件の合併特例債を有効活用しよ

うということになったところです。 
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甲斐市では、塩崎駅の改築にも合併特例債を活用させていただき、概算ではありま

すが、38億円の事業費で補助金も併せて活用させていただき、一般財源から支出する

のは約８億円になります。 

 市内小中学校へのエアコン導入についても、昨年から各小中学校で使えるようにな

りました。双葉地内の２つの小学校と１つの中学校、３つの校舎ではもう 17、8年経

っておりますので、エアコンの修理にだいぶ費用がかかるのですが、文科省からエア

コンの取り付けのための交付金を改修費に充ててもよいとの回答をいただきまして、

交付金を 5,200万円いただきました。 

 最後になりますが、山梨県緑化センター跡地活用事業につきまして、PPP/PFI 事業

における募集から契約までの支援をする事業化支援アドバイザリー業務の委託をし、

実施しております。業務の状況や今後のスケジュール等につきましては、後ほど担当

からご説明をさせていただきます。 

 総合計画で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」に向

けて、引き続きご指導を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

３ 会長あいさつ 

（会長） 

 委員の皆さま、本日は年度末で特にお忙しい中、ご出席いただきましてありがとう

ございます。 

 1989 年１月から 30 年間続きました平成が終わりを告げて、５月から新しい元号の

時代が始まります。平成の 30年間を振り返りますと、非常に大雑把ではありますが、

経済的に見て２つの特徴がいえると思います。 

 1 つは、企業の工場の海外移転が進展したことが挙げられます。これが日本全体に

大きな影響を及ぼしているわけです。その企業の海外への移転は、1985年のプラザ合

意の後、急速に円高が進みましたので、その円高への対応として人件費が安い国々に、

主に製造業が進出し始めました。その後、その国や周辺の国々の市場を狙うという形

で製造業だけでなく、サービス業や小売業も進出し、今日に至っているという状況が

あります。 

 もう１つの大きな特徴は、バブル経済崩壊後に企業や家計が非常に慎重な姿勢にな

るという傾向が強まっており、最近まで続いているという状況です。これをどうやっ

て克服していくかというのが大きな課題となっています。90 年代前半バブルが崩壊

し、90年代後半、日本の大きな銀行や証券会社が倒産していった日本版の金融不況を

経験して、さまざまな支出に慎重になっている、経済的に見ると消費とか投資という

形が伸び悩んできているというのが最近の状況であると思います。 

 この企業や家計の慎重な姿勢というのは、「縮み思考」とも言う人がいますが、これ

をどうやって変えていくかということが日本全体の大きな課題になっています。主に
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国レベルでの対応であると思いますが、やはり地方でも慎重姿勢を和らげていくこと

はできると思います。  

 本日の議題の市民アンケートの中でも期待する施策等が挙がっておりますので、そ

ういったことも慎重姿勢を和らげていくひとつのきっかけになっていくのではない

かと思っております。 

 本日も活発な議論よろしくお願いいたします。 

 

【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８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・

しごと創生総合戦略」策定に伴う基礎調査（市民アンケート）について、事務局の説

明を求めます。 

 

（事務局） 

 それでは案件１についてご説明いたします。 

 

【案件１の説明】 

 

（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。 

 

（中井委員） 

 アンケートは２種類ありますが、どちらのアンケートも回収率が非常に悪いと思い

ます。３月８日が締め切りということで、もう少し伸びるかと思いますが、現在でこ

の数字ですと、20％いかないのではないでしょうか。公共が実施するアンケートで

20％台というのは東京 23 区並みだと思いますが、山梨県甲斐市では例年どのくらい

の回収率なのか、また、今回の非常に低い回収率の原因はなんであると思うか、とい

う２点についてお答えください。 
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（事務局） 

 今回のアンケートに関する資料につきましては、２月末現在で回収、集計したもの

をご報告させていただきました。 

 アンケートの最終回収状況につきましては、市民アンケートが 754 通で回収率が

37.7％、転出者アンケートが 269通で回収率が 26.9％となっております。 

 前回の総合計画策定の際のアンケート回収状況ですが、総合計画のアンケートで回

収数が 841通で回収率が 42.1％、総合戦略のアンケートでは、市民向けのアンケート

が 2,000 名を対象として回収数が 711 通で回収率が 35.6％、転出者向けのアンケー

トが対象者 1,000名で回収数が 206通、回収率が 20.6％でありました。 

 

（中井委員） 

３月８日までで少し伸びましたが、それでも前回よりもかなり低いと思います。私

はその要因として、非常に回答しにくいものが多く、重要性と満足度をそれぞれ聞く

とか、アンケートの回答に時間がかかる、面倒くさいアンケートだったと思います。

これは前回も似たような形で質問項目は多かったのですか。もう少し工夫をしたほう

が良いと思いました。盛り込みすぎのように思います。 

 

（事務局） 

 前回のアンケートは第１次総合計画の効果検証ということで、第１次総合計画の 

項目を基にアンケートの設計をいたしました。今回は第２次総合計画の後期基本計画

ということで第２次総合計画の施策を基にアンケートの設計をさせていただきまし

た。おっしゃるとおり、項目的には分かりづらいといった面もございますが、そのよ

うな設計を基にアンケートを実施いたしました。 

 

（中井委員） 

 非常に盛りだくさんで、全体的に難しく、時間のかかるものだと思いました。回収

率を下げても、詳細に聞く必要があったのか、それとも回収率を上げるためにもう少

し簡素な項目にすべきだったのか、という判断にもよりますが、次回のために検討し

ていただいたほうが良いと思います。 

 ただ、今回これだけ詳細なアンケートをやったわけですから、年齢や性別、居住年

数の違いなどでクロス分析をしていただくともっと一般的な傾向がよくわかるので、

今後につながると思います。 

 

（事務局） 

 次回の総合計画審議会では、基礎調査の詳細な結果をご報告させていただきたいと

思います。その際には、クロス集計を含めて詳細な部分まで委員の皆さまにお示しさ

せていただきます。 
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（会長） 

 ほかにいかがでしょうか。よろしければ案件１については質疑を終了とさせていた

だきます。次に案件２ 新市建設計画の変更について、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。 

 

【案件２の説明】 

 

（会長） 

 ありがとうございました。事務局からの説明が終わりました。委員の皆さまからご

質問はございますか。 

 

（立澤委員） 

 手元にあります総合計画の概要版からですが、目標数値などはすべて平成 37 年、

2025年の数値が入っています。例えば、人口は平成 32年で 74,742人、財政の見通し

では、「平成 32 年度には、約 20 億円の財源不足となる」と書かれていますが、こう

いった数値は１年繰り上げても変わらないのでしょうか。 

 

（事務局） 

 現在見直しを行っております総合計画と総合戦略の策定につきましては、本来、総

合計画であれば、平成 37 年度を目標年次としてあるところを、１年前倒しをして平

成 36年度を目標年次とするということで作業を進めております。 

 こちらの新市建設計画につきましては、合併特例債の発行可能期間の延長というこ

とで見直しをしておりまして、同じように終期が平成 36 年度まで延長になりますの

で、新市建設計画の見直しに合わせて財政計画を見直ししまして、総合計画へ反映さ

せていきたいと思います。 

 

（中井委員） 

 新市建設計画においても、総合計画、総合戦略においても、前回全国的に人口推計

の数値が高かったという傾向がありました。全国的に人口は減少し、都市部において

も人口減少の傾向が続いているにもかかわらず、多くの自治体の人口推計では人口は

増える、減少は止まるという形で、人口減少するというところがほとんどありません

でした。 

そんな中でもいくつかの自治体では、人口減少するから政策的にも考えているとい

う、正直に書いているところも若干ありました。人口は減少するということも当然考

えうるべき選択肢のひとつで、施策に対して緊張感を持って対応するという自治体も
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ございました。そういう流れを受けて、人口減少若しくはそれに準ずる形で、たいし

て増えないという選択肢のもとに慎重な政策を作り上げたほうがよいのではないか

と思います。 

その点を検討していただきたいというのが１つと、もう１つは近年の大きな動きの

中で２点ございます。 

ひとつはインバウンドがすごく伸びている中で、就業関係、産業関係、景観関係な

どで観光開発についての施策をしっかり考えてほしいというものです。 

もうひとつは、この１、２週間で大きな問題になっております外国人の子弟の未就

業の問題です。これはアンケートにはありませんでしたが、外国人の子弟が義務教育

を受けていないという全国的な傾向があって、山梨でも同様にあるのではないかと思

いますので、この問題についても政策レベルで考えていくという項目を、特に総合計

画では入れていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 人口減少問題につきまして、甲斐市は県内 13 市ある中で自然増、社会増の両方で

微増が続いている状況であります。しかしながら、おっしゃるとおり将来的な人口減

少は必ず到来する中で、本市では平成 27 年度に「甲斐市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン」を策定し、この中で 2025 年、平成 37 年の目標人口を約 74,000 人と定

めております。また、総合計画では平成 32 年の目標人口を 74,742 人としており、 

現在の甲斐市の人口は、約 75,700 人となっておりますので、人口フレームにつきま

しても、住民の移動状況や３月末に示される社人研の人口推計などを勘案した中で再

構築をしていきます。 

 次に外国人の問題につきましては、現在国で総合戦略の改定に向けた動きがある中

で、新しい地方創生の取組みとして、外国人材の活用の項目が示されています。詳し

い内容はまだ公表されていないのですが、今後総合戦略を策定していく中で、国の新

しい取組みにも対応しながら施策の検討をしてまいりますので、随時、委員さんから

ご意見をいただきたいと思います。 

 観光、インバウンドにつきましては、甲斐市への観光客数の数値は出ておりますが、

外国人観光客数などの精査は一部できていないものもございますので、そのあたりも

含めて、外国人材の活用やインバウンドへの対応といった問題の検討を進めてまいり

たいと思います。 

 

（会長） 

 ほかにご意見いかがでしょうか。よろしければ案件２の質疑を終了したします。 

 次に案件３ 山梨県緑化センター跡地活用に伴う事業化支援アドバイザリー業務

について、事務局からの説明をお願いいたします。 
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（事務局） 

それでは案件３についてご説明いたします。 

 

【案件３の説明】 

 

（会長） 

 ありがとうございました。事務局からの説明が終わりました。委員の皆さまからご

質問はございますか。 

 

（中井委員） 

 いろいろ難しく書いてありますが、要するに民間事業者の選定において、甲斐市の

行政だけでは判断できない部分が多いので外部のコンサルタントを導入するという

ことでよろしいでしょうか。 

 その場合、どのあたりをコンサルタントに委託するのかということをもう少し平易

に説明していただきたいと思います。金融、法務などあると思いますが、全般的に専

門性が高いからということだけではなく、どういう部分でコンサルタントを利用する

のかという方針を教えてください。 

 

（事務局） 

 山梨県緑化センター跡地活用に伴う事業化につきましては、公民連携事業というこ

とで PPP/PFI の導入を検討しておりますが、本市では、PPP/PFI の手法を使った事業

は初めてのことです。例えば金融では、PFI 方式であれば、PFI の契約であったり、

SPC（特定目的会社）を設立したり、そういった専門的な知識が必要であります。 

また、法務であれば、今回の事業では施設の整備から 20 年間の維持管理、運営を

一括して PPP/PFIの事業手法を用いて契約いたします。事業者の公募から最終的な契

約の手続きまでを支援をしていただきます。 

この資料３の中央部の図をご覧ください。太枠の点線で囲んでいる部分が今回業務

の範囲です。この中で、現在は民間事業者の意向把握ということで、委託業者と市職

員とで参入に向けた条件等のヒアリングを行っております。 

これらを基に実際に事業者を公募する際の募集要項や要求水準書を定めていくの

ですが、市の職員だけですと、事業の経験がないので専門家の意見を踏まえながら、

公募に向けた手続きを進めております。 

 経験がないというのは、PFI 事業の経験がないということでして、これまでと同様

に設計、工事発注、運営業務の委託という個別業務の発注という形式であれば、職員

でも行うことができます。しかし、人口減少問題に立ち向かうとか、今後の財政事情

を考えたときに、市の中長期的な財源を検討しなければなりません。また、金融経済

の状況を踏まえ、20年間をひとつの事業期間とし、財源の圧縮、財政支出の平準化を

検討し、健全な財政計画をしていく中で、個別発注ではなくて一括で行うためにノウ
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ハウが必要になるので、コンサルタント業務をお願いしているところであります。 

 そのコンサルタント業務の中で、法務に強い弁護士をはじめ、金融機関、設計につ

いても資格を持った方々にご指導いただくということです。 

 募集要項の案などが出たところで本審議会にも諮りながら、積極的なご意見をいた

だきたいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。ほかにご意見はありますでしょうか。 

 よろしければ案件３の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

日いただいたご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。 

 

 

５ その他 

（秘書政策課長） 

 委員の皆さまから何か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） 

 一般公募委員の市川聡様におかれましては、平成 31 年３月８日付けで、自己都合

により委員辞任の申し出があり、事務局にて申し出内容を確認して、委員辞任の件を

受理いたしました。 

 次に来年度の審議会の開催予定につきまして、ご連絡させていただきます。平成 31

年度は、総合計画及び総合戦略策定の審議をお願いすることから、事業進捗によりま

すが、審議会を７回程度開催する予定です。なお、平成 31 年度第１回審議会は５月

下旬頃を予定しています。 

 

以上 


