
1 

 

甲斐市総合計画審議会 第３回 

 

日  時：平成 30 年 2 月 23 日（金） 

     午後 3 時～ 

場  所：本館 3 階 大会議室 

出席委員：【19 名/23 名】                          

欠席委員：長倉委員、市川委員 

                          中込委員、石川委員 

１ 開会 

定刻の時間より早いですが、皆様ご出席ですので会を始めさせていただきます。本日

は、公私共にお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。会議を始める前に、

あいさつを交わしたいと思います。ご起立願います。相互に礼。ご着席ください。 

会議に先立ちまして、委員から欠席の連絡がありましたので、ご報告をさせていただ

きます。 

長倉委員、中込委員、石川委員、市川委員の 4 名の方につきましては、本日所用の為、

欠席でございます。  

なお、関係団体役職員のうち、都市計画審議会会長につきましては、都市計画審議会 

委員が、平成 30 年 1 月 24 日までの任期で、当面、審議案件がない関係から、現時点で

は、委員の委嘱を行わないとのことでありますので、新たに、都市計画審議会委員の委

嘱がされるまでは、欠員とさせていただきます。 

それでは、次第により進行させていただきます。 

次第の 2、委嘱状交付に移ります。 

 

２ 委嘱状交付 

 関係団体役職員のうち、市農業委員会におかれましては、平成 29 年 9 月 1 日の改選

によりまして、今村正城様が新たに農業委員会会長に就任されました。 

 総合計画審議会委員につきましても、農業委員会会長の今村様にお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。それでは、委嘱状を交付いたします。 

■委嘱状交付 

 それでは、次第の 3、市長あいさつ 保坂市長、よろしくお願いします。 

 

３ 市長あいさつ 

（市長） 

本日は､お忙しいなか､お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また日頃から市政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、平成 29 年度、第 3 回目の審議会となりますが、本日の会議では、山梨県緑化

センター跡地活用基本計画の素案について、ご説明いたしますので、委員の皆様からご
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意見をお願いしたいと思います。 

山梨県緑化センターの跡地につきましては、議会をはじめ、地元の要望を考慮する中 

で、現地を購入する方向で検討を進め、市民の皆様からも活用方法について、アイデア

をいただきました。 

本事業につきましては、市内外から人が集まる交流拠点施設として地域活性化を図り、 

集客性・収益性の高い施設整備や運営を目指すとともに、整備手法新たな取組みとして、

民間資金やノウハウを活かした公民連携 PPP・PFI の導入を検討しております。 

また、地方創生への取組みとして「甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置 

づけて、戦略的な取組みとして推進していきたいと考えております。 

審議会の皆様には、幅広いご意見をいただけるようお願いいたします。 

国の地方創生の施策が進む中で、集客性や交流人口の増加を目指した取り組みとして、 

国の方にも事業に取り組む意気込みを感じていただいて何か制度をいただくには具体

的に計画を示さないとならないため、計画を策定して方向づけをしていきたいと思って

おります。80％は心配しておりますが、逆に 80％成功で行きたいという意気込みでお

りますので、委員の皆さんからも知恵をいただいて、実のあるものにして仕上げていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（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。 

 

４ 会長あいさつ 

（会長） 

委員の皆様には、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。 

少し大きな話になりますが、今年は明治維新 150 年にあたり、1867 年 11 月に当時の

将軍徳川慶喜が天皇に政権を返上し、1868 年 1 月に王政復古ということで明治維新が

できあがっております。ちょうど今年の 2 月で 150 年経った段階であります。明治維新

直後は戊辰戦争など内乱がありましたが、それが平静されて、その後日本は近代国家と

して大きく発展を遂げてきたわけであります。 

150 年経って社会が大きく変わってきております。色々な人たちが社会の変化を整理

しておりますが、三つくらいのことが言われています。 

一つは、工業社会から情報社会に変わってきていること、例えばビッグデータの活用

とかスマホの活用とかそんな方向に経済の軸足が動きつつあるということを言ってお

ります。 

二つ目は、開発優先の姿勢から、持続可能性重視とか、回復とか、循環とか、そのよ

うな社会に変わってきていると言われている。 

そのような流れを受けて、三つ目は、中央集権から地方分散ということで、大きな流

れは国への依存はだんだん減り、首都圏に本社がある大企業への依存もだんだん減って

きているため、地方分散で地方が自立してやっていくということが求められているとい
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う、そんな三つくらいの大きな流れがあるように思います。 

そういう大きな流れを意識しながら、行政のリーダシップと、住民の皆さんの知恵を

発揮して、一緒になって魅力のある地域をつくっていくことがとても大切でありますの

で、今日も重要な案件だと思いますが、活発なご意見をお願いします。 

 

（事務局） 

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。 

それでは、次第の 5 案件に移ります。 

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。 

ここから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。よろし

くお願いします。 

 

５ 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 4 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。 

5 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基本計画の策定に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

（1）山梨県緑化センター跡地活用基本計画の策定について 

■資料 1、資料 2 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、ご質問ご意見等はございますか。 

 

（委員） 

 色分けした地図について、黄緑が普通の人が入れる公園で、濃い緑がバラ園というイ

メージでしょうか。 

 

（事務局） 

 黄緑色の部分が従来型の公園で、濃い緑の部分はミュージアムの部分と一体的となっ

た公園ということで、テーマパークのようなものを想定しております。 

 

（委員） 

 有料部分ということですね。 
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（事務局） 

 そうです。 

 

（委員） 

 写真付きで全国の事例を出されていますが、実際にバラ園という意味で実地調査など

は既にされているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 実際に現場を見ていないところもありますが、事業主体が公共であったり民間であっ

たり、それぞれ代表的な事例を細かく調べて、公園機能で 6 つ、美術館の展示機能施設

で 6 つの代表的な事例を掲載させていただいています。 

 

（委員） 

 これを読ませていただいて、私事でありますが、家族が千葉県習志野におりまして、

習志野に谷津バラ園というものがあります。今こちらで計画している土地より狭いです

が、歴史があるというか何十年か営業されていまして、市が経営しているところなので、

非常にケースが似ていると思います。具体化されるのであれば、ヒアリングに行ってい

ただいた方がよいと思いますし、隣の八千代市に民間がやっている京成バラ園というも

のもありますので、そんなに遠くないところに 2 つ事例がありますので、うまく使って

調査されたらいかがかなと思いました。 

 あと、市の花とかはあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 市の花は桜です。桜はバラ科ということで伺っております。 

 

（委員） 

 インターネットで見ていたら、市の花と市の木が未定となっていましたので、将来的

に定まっていなければ、バラにするイメージで売り出せばいいかなと思っていましたが、

結構です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にご意見いかがでしょう。 

 

（委員） 

 10 ページの（4）フラワーパークとミュージアムの方向性の中で、ルドゥーテのバラ

版画が市に寄贈されていて、これを核というか軸にしながらミュージアムを考えている

という記述であると思いますが、どんな作品がどのくらい寄贈されていて、今後そうい

ったものの収集についてどんな方向性があるのか、もしありましたら教えてください。 
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（事務局） 

ルドゥーテ作品のバラの版画につきましては、市の方に平成 28 年に 1 点寄贈してい

ただいています。今回この調査を進めていく中で、ボタニカルアートということで、10

ページにいくつか代表的な作家を掲載させていただいておりますが、その中でルドゥー

テ作品につきましては、市に寄贈されていることもありますし、調査業務を行っていく

中で、ルドゥーテの版画を所有されている方に実際にお話を聞いたところ、寄託等の形

を取りながら市の方に提供しても構わないというようなお話も聞いたものですから、可

能性のひとつとしてこちらに掲載させていただいております。 

 

（委員） 

 今現在あるのは 1 点で、これから収蔵・展示にしても、これをひとつの核にするとい

うことであって、今後の課題ということでしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（委員） 

 分かりました。 

 

（委員） 

 桜がバラ科というのは初めて聞きましたが、桜の花にしても見た目は美しいけれども、

よくよく見ると虫がたかっていて枯れたり雪の影響を受けたり、様々な自然の影響を受

けたりするわけです。同じようにバラも年中咲いているものではなくて、季節によって

変動するかと思います。また、バラもよく例えられるのが、美しいけれどもトゲがある

とかよく言いますが、色々な虫の発生や、病気の問題などがあって、特に植物園につい

てはエコロジーの観点から単一の種類は非常に弱い、だから色々な種類を混ぜ合わせて

育てるという考え方があると思いますので、単一のバラだけを集めることの危険性とい

うことはないのか、お聞きしたいと思います。 

 

（事務局） 

今回の事業につきましては、本来の行政で行う都市計画事業として計画された事業で

はなく、県から依頼を受ける中で山梨県緑化センターの跡地をどうするか、地元の存続

要望等を踏まえた中で、甲斐市が今後どのような活用をしたらよいかというものを市民

からアイデアを伺ったところであります。そのアイデアの中では、バラ園や既存樹木の

活用など、色々なアイデアをいただきました。その中で、様々な企業や実際に行われて

いる方々のご意見を伺い、今行きついたところでバラというテーマが市民のアイデアに

もありましたから、資料の 10 ページにもありますとおり、ボタニカルアートとして、

配置計画にもありましたがバラとして PR できるエリア、また四季を通じて多くの方々
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が来訪してボタニカルアートを鑑賞でき、また色々な植物が鑑賞できるフラワーパーク

という形で計画を作っていきたいと思います。現時点の基本計画においては、ボタニカ

ルアートとフラワーパーク、緑化センターの施設機能の役割継承というものを尊重しな

がら、より細かく、お話のあった季節や害虫の話など色々なものを考慮しながら配置は

決定していきます。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

バラの単体を植えるのではなく、色々な植物をバランスよく配置しながら、バラに焦

点を合わせて作っていきたいということですね。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょう。 

 

（委員） 

 今検討というところだと思いますが、年間の来場見込みはどれくらいの考えがあるの

かということと、山梨県の中でも色々なバラ園があって、県立美術館がある芸術の森公

園の中にもバラ庭園があると思いますが、その辺との差別化をどういう風にしていくの

か、今の状況でお示しいただけるのであれば、お話を伺いたいと思っています。 

 

（事務局） 

 来場者数につきましては、基本計画と並行して進めております、PFI 導入可能性調査

の中で検討をしております。具体的な人数としまして、今現在の検討で年間来場者が約

3 万人程度ということで試算をしている段階であります。3 万人が決まった数値ではな

く、今現在想定している人数が 3 万人ということでご了解をいただきたいと思います。 

 

（委員） 

 なぜ想定人数を聞いたかというと、駐車場が 140 台という数字が出ていましたので、

その数字で考えると県立美術館は確か 350 台ほどだったと思うので、その比率から考え

れば 140 台というものが見えてきたかなと思いました。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 2 点質問させていただきたいです。素晴らしい方向付けでよいと思いますが、考え方
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にもうひとつ付け加えて、これができることによって、市民ボランティアを活用すると

いうことも書かれていますが、地元の新規雇用が生まれるのではないかと思いますので、

その辺を考え方の中にひとつ加えればさらによくなるのではないかと思います。 

 また、最後のページの施設の規模設定のところで、ここだけ坪で書かれていますが、

最初の背景のページは㎡で書かれていて、適性の高い活用アイデアに関する具体的な事

例も㎡になっています。比較するのに統一してもらえればと思います。 

 

（事務局） 

 新規雇用、市民ボランティアの活用につきましては、まさしくこの事業は総合戦略に

位置づけられているものですので、そういった観点から雇用対策に力を入れていきたい

と思いますし、市民ボランティアの参画ということであれば、他県の事例ですとバラ園

で市民が苗木から育てて、公園内の剪定も市民ボランティアが携わっている事例もあり

ますので、そういったものを参考にしながら活用を検討していきたいと思います。 

 また、ご指摘のありました㎡と坪につきましては、㎡に統一させていただきます。 

 

（委員） 

 収益性がなければ、事業的に成り立たないというのはよく分かるわけで、入場料を取

って花を楽しんでいただく、食べ物もあるということでよく分かりますが、甲斐市内に

造った場合に市民が楽しめるということだと、毎回 1 人 500 円とか 1,000 円とか払って

見に行くとなると敷居が高くなるのではないかという気がします。温泉施設でも市内と

市外で料金を分けているため、そういった細かな配慮をしていただくと面白いと思いま

すが、それは考えているでしょうか。 

 

（事務局） 

 料金については今後詳細を検討していく中で、市の施設ということで、市民向けの料

金を設定してという話もありますので、市民に広く文教施設に来ていただいて、美術作

品やボタニカル、植物を身近に楽しんでいただける施設として取り組んでいきたいと思

います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 事業コンセプト素案について、きちんと精査されていると思います。ミュージアムの

建設というところがありますが、美術館の建設というと、例えば有名な画家の絵を描い

ている方が甲斐市の中にいて、またはそういった絵がたくさんあって、そういうものを

どこかに展示をしたいという話の中にあれば、美術館を建設していくというのはふさわ

しいと思っています。枚数とかはこれからという回答でしたので、これからこういった
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ものを全部収集して、年間 3 万人という予想で進めていくということであれば、相当な

投資が必要ではないかと考えています。 

 例えば韮崎にある大村美術館は、大村先生が収集した 1,800 点の作品が展示されてい

ます。上村松園さんや片岡球子さんなど有名な方の作品があるので、当然集客するだろ

うと思っていましたが、なかなか集客しないで、1 日 3～4 人ということをずっと続け

てきた美術館でしたが、大村先生がノーベル賞を取ってからずっと増えて、10 年かけ

て 10 万人といっても、この 2～3 年で 10 万人を超えたというのが事実であります。こ

のミュージアムも 3 万人規模で集客できる、そういうものを収集していくというのは大

変なことで、これから 20 年 30 年それを維持していくことも非常に大変だと思います。   

こういった夢のあるような話は非常にうれしいですが、美術館の建設というところは

すごく引っかかるところがあるのですが、もう少しこの辺は精査していただきたいと思

っています。むしろフラワーパーク、あそこにきれいな森がありますから、森と花を使

って集客していくというコンセプトが一番よいかなと思います。美術館の建設は、イン

ターネットで見ても分かりますが、これから維持していくことは非常に難しいというこ

とが書いてありますから、もう少し検討していていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 美術館で収益性が高いというのは、よっぽどの企画がなければ無理だということは

重々承知しています。ボタニカルアートということで、ルドゥーテを捉えますと、県立

美術館でも企画展が開催されていまして、2 万人を超える来場者があり、関東近県でも

展覧会が開催されている中で、集客性があるのではないかと感じております。ただ、そ

れを感じたからやればよいというものではないと思っています。先ほど差別化という話

がありましたが、美術館だけでは無理であろう、逆にバラ園だけでも無理であろうとい

う中で、公設公営の植物園や美術館の設計ではなく、少しでも市費を抑制するため、民

間活力という部分で実際運営する方々にヒアリング調査を行いました。あの敷地に公園

と美術館を計画した場合はいかがですかというヒアリングをして、すべてを任された場

合は無理ですが、有料施設と無料施設として、民間が稼ぐ場所、市がサービスする場所

を分ければ、民間の参画が可能であるというヒアリングも受けています。市としてしっ

かりとした根拠を持って方向性を決めて行きたいと思います。慎重に進めていきたいと

思いますので、引き続きご意見をお願いします。 

 

（委員） 

 持続可能というところは、当然ポイントになってくると思っておりまして、賑わい機

能、飲食や物販、各種サービスの提供で収益性を高めるという記載になっております。

ルドゥーテの絵というのは、美術館でやったときに観て、それなりにインパクトがあっ

て、そういったミュージアムができると確かにいいなと思いますが、ルドゥーテの具体

的な名前が出ていますが、飲食物販、各種サービスの提供という部分で、今現在の考え

がありましたら教えてください。 
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（事務局） 

 今現在、飲食物販について具体的に例えばどこの事業者というものはありませんが、

想定される物販としましてはルドゥーテ作品がメインということであれば、それに付随

したグッズはミュージアムの中にミュージアムショップ的なものを配置できればと考

えています。その他カフェやレストラン、あるいは少しでも収益性が上げるのであれば、

公園内の施設やそれ以外の場所にも収益施設が配置できるかどうか、民間事業者へのヒ

アリング等を実施する中で、色々な可能性を含めて調査をしている段階です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 民間資金の積極的な活用と書かれていますが、例えば PFI という形だと思いますが、

どの部分に対してとか、具体的なところの話は現時点でできているのか、これから検討

する中で、市の予算を使いながらやる部分と民間の資金の部分と、その辺のことという

のは、どの段階で明確になってくるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 緑化センターを甲斐市が引き継ぐにあたっては、もし同じ状態で維持管理を行うので

あれば、山梨県が管理していた概ね 5,000～6,000 万円の維持管理費がかかります。山梨

県はそれは難しいので、甲斐市に何とかという部分で、全体を定期借地権でということ

でヒアリングを行いましたが、定期借地権で植物園・建物すべてを民間で資金を調達す

るのは厳しいという判断が出ております。それは、先ほどもありましたとおり、美術館

だけの運営と植物園の維持管理というバランスがあるそうです。その中で少しでも市費

を抑制するために PFI ということで、できれば建設・有料部分はプロの民間に任せて、

無料で市民が集うような賑わいのあるエリアはまちづくりの一環で市費を投入しても

いいのかなというところもあります。最終的には、これまで同様の公設公営ではなく、

できれば公園を民間で運営していただくことで少しでも市費の抑制を図り、収益を得る

とともに、市は便益を求めるような、民間の力をお借りする中でこれまでとは違う事業

展開の検討を行っているところです。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 収益性のあるイベントをやるとなると、5 ページの事例のうち、ハイジの村で結婚式

場や花火やイルミネーションなどのイベントをやっていますが、民間に任せてそのよう

なこともありと考えていいのでしょうか。 
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（事務局） 

 結婚式場とか何でもありということではありませんが、ある程度コンセプトを持った

中で、できればミュージアムとフラワーパークという基本コンセプトを持ちながら、運

営については、例えば夜はイルミネーションとか、物販とか、イベント開催というもの

はありだと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 この素案の中にも触れられていますが、市内の中のいくつかの拠点を結んで、集客性

を高めるとか市外から来訪者を多く呼び込むとか、これは基本で大事だと思いますが、

この計画を作るのであれば、市内外というより山梨県内全体の中の色々な拠点をライン

で結ぶなどの記述を入れながら、色々なところからの客が今度のフラワーパーク＆ミュ

ージアムに来るなどの記述がもう少しあってもよいのかなと思います。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおりであると思います。どちらかというと行政はひとつの点で考えて、

計画して完成すれば満足度が高く思っている時代がありました。この事業につきまして

は、点で考えるのではなく、これまで整備してきた竜王駅やサービスエリアなどの周辺

の交通環境を見ながら、かつ隣の山梨県立美術館等との連携や、色々な形で行政だけで

はなく、民が入ることによって県内外をターゲットにして、新たな甲斐市のランドマー

クとなるような部分を期待する中で、できれば集客施設として検討していきたいと思い

ますので、引き続きご意見の方をお願いします。 

 

（会長） 

たくさんの建設的なご意見をいただいておりますが、他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 基本的にバラを囲んでのルドゥーテの美術館というのは本当に素晴らしいと思いま

すし、ぜひやってほしいなと思います。今も少し意見が出ましたが、もう少しネットワ

ークを広くして、旅行会社や外国人の意見など色々と聞いて、ネットワークを広くしな

がら山梨の中の拠点づくりをすることがよいのではと思います。 

 こういう話を聞いていてふと思い浮かべるのは、南アルプス市の完熟農園のこと思い

出します。やる限りはきちっとやらなければならないし、途中で頓挫することは許され

ないため、立派な委員の皆さんの意見を聞きながら、また市民の意見も聞きながらぜひ

前に進んでもらいたいと思います。 
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（会長） 

 ありがとうございました。今のご意見について事務局からありますか。 

 

（事務局） 

 本日様々なご意見をいただいたわけでありますが、幅広い分野の方々から意見を聞き

ながら計画作りを進めていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 

 

（会長） 

 他に何かございますか。よろしければ、質疑を終了します。 

続きまして、（2）今後の予定について、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）今後の予定 

（事務局） 

 本日ご説明しました基本計画の内容を含めた「山梨県緑化センター跡地を活用した施

設及び緑地整備運営事業の PFI 導入可能性調査」を 2 月中に取りまとめ、その内容を、

3 月に開催される、市議会において説明する予定です。 

 また、3 月 23 日（金）に、総合計画審議会を開催し、取りまとめた報告書の内容をご

説明する予定です。開催通知については後日送付させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（会長） 

 事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から何かございますか。 

ないようですので、本日の案件は以上となります。委員の皆様には貴重なご意見をい

ただき、ありがとうございました。 

事務局におかれましては、本日委員の皆様からいただいたご意見を参考にして、緑化

センター跡地活用基本計画を含めた、PFI 導入可能性調査報告書の作成に取り組んでい

ただくようお願いします。 

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。 

 委員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

６ 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、6 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、これをもちまして、第 3 回甲斐市総合計画審議会を閉会いたします。 

 

７ 閉会 


