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甲斐市総合計画審議会 第 4 回 

 

日  時：平成 30 年 3 月 23 日（金） 

     午後 3 時～ 

場  所：新館 2 階 防災対策室 

出席委員：【20 名/23 名】 

欠席委員：今村委員、石川委員 

     市川委員 

 

１ 開会 

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。今村委員、石川委員につきましては、本日所用の為、欠席のご連絡をいただい

ております。また、尾松委員におかれましては、代理として傳田様にご出席いただいて

おりますので、ご報告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、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） 

委員の皆様におかれましては、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。3 月も下旬となり、平成 29 年度も残り僅かとなりました。私どものところでも本

日人事異動を発表させていただいて、明日新聞紙上で発表になると思いますが、私にと

りましてはこの年度末の人事異動をするのが辛い時でありまして、職員の理解を得なが

ら人事を進めさせていただいたところであります。 

委員の皆様には、日頃から市政にご理解とご協力を賜り、感謝する次第であります。 

 さて、今年度第 4 回目の審議会となります。前回の会議で説明させていただきました

基本計画（案）において、事業コンセプトの素案を「フラワーパーク&ミュージアム」

とし、集客性・収益性の高い施設整備に向けた内容などを委員の皆様にお示ししました。 

2 月定例市議会においては、山梨県緑化センター跡地を活用した施設の PFI 導入可能性

調査について報告し、ご意見をいただいたところであります。 

本日は、住民、産･官･学･金･労･言で構成する委員の皆様からの幅広いご意見をお願

いしたいと思います。今後の事業化に向けて、参考にさせていただきたいと思います。 

議員さんの中からも、こんな大変なことをすることもないのではと首をかしげる方も

いたり、はっきり体育館でも造ったらいいのではという意見や、緑化センターを今のま

まにしておいたら、いつか何とかなるだろうというご意見をいただいたりしたところで



2 

 

ありますが、夢のないことを言わないで、この山梨に交流人口が多く訪れてくれるよう

なことも考えて、盆地の中の中心的な位置にあり、県有地であったものをより効果的に

皆様のご意見をいただきながら作り上げていくことも、ひとつ責任があるのではないか

と思っております。とにかく夢を語ってもらって、それを実現していく必要性があるの

ではということで、委員さん方にも、私の方からも考え方をお伝えさせていただいてい

るところであります。色々難関もあろうかと思いますが、順次勉強させていただいて計

画が前に進むようにと思っています。内心ドキドキしているのが本音でありますが、ご

指導をいただきたいと思います。 

はじめの方でお配りした山梨新報の山梨県民歌を歌えますかという記事について、山

梨クィーンビーズは私どものまちがホームタウンということで、また甲府の市長さんも

昨年から後援会長になって応援していただいておりますが、この 3 年間 60 試合以上や

ったと思いますが、ようやく今シーズンは 3 勝しました。新潟と 3 試合して 3 勝したと

いうことであります。山梨新報の見出しのある記事は最終戦に勝利してということで、

私から言わせると山梨県の歌でチームを応援して歌を歌ったから勝てたかなと意気込

んでいるところであります。来シーズンは 10 月から始まりますが、山梨県内で開催さ

れるゲームには、皆でこれを歌って応援できればなという夢を描いて、4 勝・5 勝と頑

張っていただければということで、選手たちにエールを送りたいということを考えてい

るところであります。ぜひ、山梨クィーンビーズもご支援いただきたいと思います。 

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 3 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、年度末の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。 

前回、明治維新 150 年に関わり社会が変わっているというお話を申し上げたと思いま

すが、明治維新 150 年の間に日本の所得水準は早いテンポで国際的にも上がってきてお

りますが、生活の質は所得水準の上昇のスピードほど上がってはいない、国際的にも高

いものではないと思います。例えば、日本の住宅は狭小ですし、都市の緑地比率も国際

的にみると低いということが言われています。その中で、明治維新 150 年、過去 10～15

年は少し横ばいの感じがありますので、正確には 135～140 年の間で所得水準が上がっ

てきたわけでありますが、数年前から人口減少社会に入っております。識者によっては、

人口減少社会は都市空間の再編のチャンスだと言っている人もいます。例えば、空き家

が増える、空き地が増えるということで、時間はかかりますがそういうところが大きな

住宅用の土地面積となってきますと、一戸あたりの面積は広くなってくることが考えら

れます。 



3 

 

これまで、道路や橋などに優先的にお金を投資してきました。間接的に企業が使えば

収益が出て、税収等が自治体に入ってくるということで、優先的に道路や橋が造られて

きました。一方で、公園や都市の緑を増やすようなことは、道路、橋を造るのに比べて、

あまりお金が回っていなかった現実があると思います。 

ところが、人口減少社会に入りまして、道路や橋が最優先ではなくなってきているよ

うに思いますし、そういう中で見ると公園とか都市の緑地等が増えてくると都市の風格

が上がってくる、そういうところにお金を回せるようになってきていると思いますので、

日本全体そのような流れの中で、この県緑化センターをどのように活用していくかのお

話があると思いますので、前回も活発なご意見を頂戴しておりますが、本日もよろしく

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 4、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。 

 

４ 案件 

（会長） 

それでは、次第に基づき、進行いたします。 

先ほど、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。 

それでは次第の 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

基本計画及び PFI 導入可能性調査について、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及び PFI 導入可能性調査について 

■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） 

 資料 24 ページの 6 番の利用料収入等の計算で、32,000 人が年間で 1,000 円という計

算の 32,000 人を出した数字の根拠をもう少し説明をいただけたらと思います。32,000
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人を 365 日で割ると、90 何人という数字で、1 日 90 何人も本当に来るのだろうかとい

う単純な疑問がありますが、数字の根拠を教えていただけたらと思います。 

 

（事務局） 

 入場者数の予測につきまして、32,000 人という数字は運営開始 3 年目以降の数字を 

見込んでおりまして、初年度の設定が 25,600 人、運営開始 2 年目が 28,800 人というこ

とで今回設定をしておりますが、近隣の美術館、同規模の美術館等の面積等による入場

者数や山梨県立美術館を訪れる数、圏域の人口数や観光者数を基に算出した数字が

32,000 人となっております。 

 

（会長） 

 他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 今の質問と同じところですが、全体を見まして利用料収入が一番ポイントになるのか

なと思っています。その中で、32,000 人とか、単価が 1,000 円、1,200 円の根拠がここだ

けでは理解できないところではありました。予測値を色々なことで予測したとあります

が、山梨県立美術館の来場者数を加味したとか、類似施設の実績などと書かれています

が、ここに来るお客さんがどうかという面で、他のところの来場者数はあまり参考にな

らないのかなと個人的には思っています。そこをもう少し詰めていただいた方がよいの

かなと思いました。個人的にはちょっと高いのではないのかなとか、そもそもミュージ

アムと有料パークが分かれていますので、それぞれ例えば単価がいくらで何人来るとい

うものが情報としてあった方がよいかなと思いました。事業者の話でも、美術館の方が

かなり厳しめな意見が出ているようにも見えますので、年数回の企画展が必要となると

またお金がかかりますし、そういったところをもう少し入れていただくと読み手として

は分かりやすいかなと思います。 

 

（事務局） 

 今回の入場者数・入場料は、VFM を試算するにあたって、一定の条件を基に算出し

たものであります。例えば、利用料収入単価の 1,200 円につきましては、事業コンセプ

トがフラワーパーク&ミュージアムということで、美術館・植物園の平均的な利用料単

価を調べて、合算したものを仮に 1,200 円として設定しています。 

 入場者数につきましては、もう少し細かく説明させていただきますと、3 種類の方法

で設定しました。①先行調査ということで、青森県弘前市において本市で今回検討して

いるような同様の PFI 事業を行っておりまして、それと同じ手法で得られた来場者の予

測、②山梨県立美術館の来場者を参考に来訪率をかけて算出した予測、③類似の美術館・

植物園の入場者数の実績を面積按分で算出したもの、それぞれ 3 つ掛け合わせて今回入

場者数と入場料を仮に設定しました。 
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料金や予測人数になりますと、想定する数字が正しいかどうかという疑問点が出ると

思いますが、参考としましてヒアリング等を行う中で、基本計画でもお示ししましたが

資料の 10 ページにルドゥーテ展の概要がありまして、企画展の期間に 1 万人から 5 万

人というはっきりした集客率があります。しかし 1 年通した場合というのは、企画展の

数字とどう比較したらよいのかという中で、今回は VFM（バリューフォーマネー）と

いう、これまでの公設公営から民間との連携を図った場合、どのくらいの効果があるの

かということで、入場者数＝収入になりますから厳しい数字で見込んでおります。実際

に運営するときには、これ以上のものを求めると、収入が増えますので、支出との差で

公共負担額が減るということになります。公共負担額をこれ以上減らすことが最終的な

目標となります。いずれにしましても、今回は収入支出のバランスを取った時の、収入

部分をだいぶ厳しい数字で見込んで、概ね 10％の効果が出るという数字を算出してい

ますので、このもの自体が最終的に入場者数の見込みではないということだけはご理解

をお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

ご説明は分かりました。この試算を基に事業を進めていくか進めていかないか判断す

るのであれば、収入についてきちっと算定するのは大事だと思いましたので、意見を言

わせてもらいました。 

 

（事務局） 

公設公営で、設計を委託して工事を発注して運営を委託した場合と比較して、公民連

携という形の中で、設計から運営まですべてをお願いした場合、PFI-BTO は民間が設計

整備して出来上がったものを市に所有権を移して、最終的に民間が運営する方式で行う

と 10％の負担軽減になるということで、市とすればこれまでの公設公営だけでなく民

間活力を活用した形で、今後は事業展開が図れるということが今回の内閣府の委託事業

で検証ができました。民間活力の方面を加えて今後検討していき、この通り事業を進め

るということではなく、これはあくまでも試算ができたということと、この試算につい

ては基本計画を作って検討を行ったという内容ですので、事業化にあたりましてはより

細かく入場者数の把握や料金設定を行っていく、ここで出たものを活用してくという内

容ですので、このものズバリがすぐ事業化ということでありませんので、その点につい

てご理解いただければと思います。 

 

（会長）他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 資料の 23 ページで、ミュージアムの設定が、RC、平屋建て、建設単価 60 万円/㎡ 

とありますが、地球温暖化で集中豪雨が心配されて、1 時間に 1,000mm を超えるという

話もあります。豪雨による被害ということで将来的な予想になりますが、そういうこと
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を考えるとむしろ平屋を 2 階にしておいて、高価な収蔵品、財産になるようなものは 2

階に置いておいて、1 階の方は市民ギャラリーなどにしておいていただければ、将来的

に災害も考えられますので、2 階になれば単価が上がるとは思いますが、企業も協力し

て建てていくということになれば、将来的なリスクも含めて計画していった方がよいか

と思いますがいかかでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回の建物につきましては、一般的な美術館の造りを前提条件にして、鉄筋コンクリ

ート、平屋建て、建設単価を 60 万円/㎡と設定しましたが、この中にはミュージアムの

部分であったり、受付部分であったり、今回フラワーパークをコンセプトにしておりま

すので温室であったり、美術品の収蔵庫などを含んでおります。実際この計画で進めて

いくわけではなく、事業者から公募という形で提案をいただく中で、建物の造りの詳細

を決めていくことになりますので、委員の皆様のご意見を参考にしながら進めていきた

いと思います。 

 

（事務局） 

今回の概要資料には書いてありませんが、機能ごとの基本性能の保管機能については、

対象地域の予想浸水深を踏まえ、2 階に設置する可能性を検討したらどうかということ

で、最終的にこれを事業化する場合はハザードマップ等が発表になっていますので、そ

ういうものを組み入れた形で検討を図るということは書面で出ております。よろしくお

願いします。 

 

（委員） 

 2 点質問させていただきます。24 ページの③維持管理費のところで、単位が千円／円

ではなく、千円／年、1 年ではないですか。 

 それと、ヒアリングをされたということで、デベロッパー、民間委託でこの施設を運

営される大きい企業だと思いますが、独立採算不可能ということで大変だと思いますが、

今 VFM の算出というものがありますが、市または民間のデベロッパーが年間の計画、

年間の収支バランス、バランスシートを作られたのかお伺いしたいです。 

 

（事務局） 

 まず、資料 24 ページの③維持管理費につきましては、従来方式の公設公営が 81,573

千円でこちらは年でありますので、申し訳ありませんが資料の訂正をお願いします。 

PFI 方式につきましても、73,416 千円の年間ということで、併せて資料の訂正をお願い

します。 

 資料 16 ページ、民間事業者の意向調査・ヒアリングということですが、こちらにつ

きましては、本市は PFI 事業の実績がなかったものですから、今回この事業を実施する

にあたりまして、PFI や指定管理業務などの公民連携事業の実績のある企業を中心にヒ
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アリングという形で調査を行いました。この中では、20 年間の収支を算定したバラン

スシート的なものをそれぞれ算出していただきまして、こういった結果をお示しさせて

いただいたところであります。26 ページの VFM の算出で、お示ししている表につきま

してはトータル 20 年間のコストということでご理解をいただきたいと思います。 

 

（委員） 

 ありがとうございました。26 ページの VFM の算出のところでちょっと分からないの

ですが、20 年間ということですが、PFI 方式の運営収入のところ、多分入場料だと思い

ますが、なぜ 0 なのか教えてください。 

 

（事務局） 

 こちらの運営収入等の欄ですが、まず従来方式・公設公営のところを見ていただきま

すと、6 億 3,000 万円ということで、こちらは従来方式・公設公営ですので、そのまま

市の方に入場料収入が入ってくる形となります。 

 一方、PFI 方式は、直接市に入場料収入がそのまま入ってくるわけではなくて、PFI の

場合は別に SPC ということで特別目的会社を設立することになります。そちらの方に

入場料収入が入ってきますので、直接市には入ってこないということでこちらは 0 にな

っております。 

 

（委員） 

 分かりました。 

 

（会長） 

 他にご意見いかがでしょう。 

 

（委員） 

 資料が昨日届いて見たものですから、ちょっとはっきり分からないところがありまし

て確認ですが、資料の 26 ページの歳出のこの金額が建設する資金と見てよいのでしょ

うか。従来方式だったら 47 億 5,000 万、PFI だったら 32 億 2,000 万、PFI の BOT の場

合は 35 億円、これが最初にかかるということでしょうか。それが 1 点目。 

 また、資料 1 の 3 事業実施に向けた市財政負担のところで、今言った 40 何億といっ

たお金の他に、用地取得費、作品購入費、周辺道路整備費等がこれからかかるとありま

すが、事務局ではこれから用地取得費、作品購入費、周辺道路整備費はどのくらいかか

るのかという算出はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

まず 1 点目の歳出に関する質問ですが、26 ページの従来方式のところが 47 億 5,000

万となっておりますが、こちらの数字につきましては資料の 24 ページの②に整備費と
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いうものがあります。こちらが最初にかかる施設整備費で、これと③の維持管理費、維

持管理費につきましては単年の金額となっていますのでこちらの 20 年間分、歳出につ

きましては施設整備費と維持管理費の 20 年間分が含まれた金額が、歳出という部分に

出ている金額になります。施設整備費の他、維持管理費として 20 年間分のコストが含

まれているということでご理解をお願いします。 

 資料 1 の 3 番については、今回の調査で検討したものにつきましては、あくまでも事

業費は施設整備費・維持管理費のみで、今回 VFM の算出をしたところでありますが、

資料 2 の 19 ページの⑤で、民間事業者のヒアリングの中で、交通アクセス面の話をい

ただいておりまして、実際これらの事業化を進めていくにあたっては、アクセス面への

対応について検討が必要であるという意見を踏まえて、次年度以降詳細なものを積み上

げていきましてトータルの事業費を算出していく形を取りたいと思います。 

 

（委員） 

 今の話の中では、これから検討という話ですが、ルドゥーテ、ボタニカルアートをメ

インでやっていきたいというお話ですが、実際作品はいくらぐらいするのでしょうか。

20～30 点くらい確保して、美術館としての機能を持たせていくと思いますが、その辺

はどうなのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回の民間のヒアリングによって、ルドゥーテという作品が最終的に出てきておりま

す。コレクター、所有者の方とお話をしておりますが、世界的にルドゥーテの美術館が

どこにもないということで、作品を寄託してもよいというお話も受けております。ただ、

公共事業として建設する場合、寄託だけでいいのかという中で、ヒアリングを行いなが

ら、購入して資産にする方が恒久的にこの施設が使えるのではないかという検討もある

中で、今回の調査では事業の中にはお金は入っていません。 

 そもそも事業費の算出については、現状のまま県から引き継いだ場合は県の維持管理

費が分かっていますからよいですが、市がこのままの維持管理で県から土地を引き継い

だ時には、維持管理料が支出するばかりなので、この状態のままにほぼ到達するのかな

と思います。よりこれを集客拠点や、地域の経済活性化にするために、どのようなこと

ができるのだろうかということで、これを算出しております。今の土地の中に、このよ

うな市民のアイデアをやった場合には、概ねこれくらいの費用であれば事業が成立する

ということを、民間企業のヒアリングとコンサルタントの経費の算出で把握ができたと

ころであります。 

 これを基に、民間企業からは大型バスが必要という意見が出ていますので、本来の基

盤整備として公共事業として道を拡げる事業、また駐車場の確保というのは入場者数を

増やすための効果のあるものになりますので、最終的に事業計画を立てるときにはこれ

をたたき台として、今後細かい事業の積算をしていきますので、この事業費で事業をす

ると思わないでいただきたいと思います。現状でより効果的に進める場合、この事業費
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であれば結果が出せるということですので、最終的に道の拡幅とかこれ以上に事業費が

かかりますので、おそらくこの事業費よりも上がるかなと思います。より整備の効果を

出せば、収入が増えることを期待するので、引き続きこれを基に来年度検討をしてきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（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） 

 今バスの搬入の話が出ましたが、売り上げがアバウトであくまでも美術館の全国的な

数値を参考に入場料等も算出していますが、売り上げを伸ばさないとならないことが一

番の問題だと思います。この計画の中で、インフラの他に、ハードの面とか、ソフトの

面とかたくさんあると思います。美術館なんかもハードの面をもっとうまくすれば売り

上げも伸びてくると思いますし、ソフトの面もあると思います。そういうことは、この

段階の次の段階ということですね。この会議でたいだい絞った中で、次の方でハード面

ソフト面のことは検討するということでしょうか。 

 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。今回の民間ヒアリングで効果があったものというのは、ただ

入場者数を把握して維持管理を算出するのではなくて、一歩先のもっと稼ぐにはどうし

たらよいのかというところを、多くの企業から提案をいただいたところです。その提案

が、大型バスの乗り入れや旅行会社との連携などという意見をいただきました。 

 そのような意見を受けて、ここには示しておりませんが、ある程度市とすればどれく

らいの概算がかかるのか算出はしております。 

 翌年度以降、民間がどのような提案をしてくるかということが話題になるかとは思い

ますが、今後のハード、市が行うもの、民間が提案して行っていただくものを整理しな

がら、検討をしていきたいと思います。 

 

（委員） 

 そうすると、将来的にミュージアムとフラワーパークの段階的な計画は、年次計画と

いうものは大体持っているのでしょうか。いつ頃に最終的には完成するとか、こういう

段階でこうしますよという計画があれば教えていただきたいです。 

 

（事務局） 

 このものについては、20 年間を見据えた形で積算がされております。今の段階では、

来年度から民間からの提案を受ける公募の業務を行いながら、できれば平成 33 年度く

らいから事業化といいますか、運営ができればということを見越した概算のイメージで

積算がされております。 
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（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） 

 普通にこのまま管理した場合、いくらかかるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 これまで県が直営で、県の職員が運営をしているときには 9,000 万円ほどかかってお

りました。その後、指定管理で 5,000 万円に下がって、今は必要最低限、周りの植栽の

維持管理だけですので、今は中が荒れていますので、比較はできないです。 

 直営でやった場合で最大 9,000 万円で、一応検討は図っています。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他に何かございますか。 

よろしければ、質疑は以上にしたいと思います。 

本日の案件は以上となります。委員の皆様には多くの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、今後

の緑化センター跡地活用について慎重に検討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。 

 

５ その他 

（事務局） 

会長、ありがとうございました。 

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、委員の皆様から何か

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 2 点、事務連絡させていただきます。 

まず、平成 30 年度の総合計画審議会についてでありますが、年 3 回の開催を予定し

ております。第 1 回の審議会につきましては、平成 30 年 6 月頃を予定しておりますの

で、ご出席をお願いします。 

次に、委員報酬の支払いについて、説明いたします。甲斐市特別職の職員で、非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例第 4 条の規定に基づき、委員報酬をお支払いい

たします。支払いは、4 月中を目途に報告をいただいた預金口座に振込みいたしますの

で、よろしくお願いします。事務局からは以上です。 
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６ 閉会 

（事務局） 

よろしければ、これをもちまして、第 4 回甲斐市総合計画審議会を閉会いたします。 


