
第４回甲斐市総合計画審議会 会議概要  

 

日 時：平成 22年 12月 22日（水）  午後 1時 30分～4時 45分 

場 所：竜王庁舎３階大会議室 

出席者：審議会委員 

今村会長、天野副会長、山口副会長、福岡副会長、 

横山委員、雤宮委員、塚原委員、渡邉委員、赤岡委員、 

原田委員、望月委員、神田委員、清水委員、須藤委員、 

西川委員、但田委員、佐野委員、角田委員 

事務局（市川企画課長 

総合政策担当：石合リーダー、石原、伊藤） 

コンサルタント（山梨総合研究所：井尻、村松） 

欠席委員 

田中(實)委員、中込委員、中村委員、橘田委員、 

佐々木委員、小林委員、田中(陽)委員 

 

 

開   会 

 

１ 会長あいさつ（今村会長） 

  いよいよ「良いお年を」という挨拶がふさわしい慌ただしい時期となり、

各委員にはご多忙のおりからご参集をいただき、感謝する。本日の審議は時

間もかかるかと思うが最後までよろしく審議をお願いしたい。 

 

２ 報告事項（市川課長） 

  欠席委員について報告 

  第３回審議会要望事項検討結果について説明【次第 1 ﾍﾟｰｼﾞ､2 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

報告に対する意見を求める。 

 

○ 委員 

新山梨環状道路については、北部振興で必要な道路であり、合併時の新市

建設計画の中にも環状道路の促進が文言に入っている。できれば、ここは新

環状の名称を使っていただきたい。 

 

○ 事務局（課長） 

担当課と再度検討して次回に回答する。 

 

○ 今村議長 

固有名詞を使うことは、将来像で身近に感じるので検討していただきたい。 

他になければ審議に入る。 
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３ 案 件 

（１） 審議事項 

①基本政策４ 活気にあふれるまちづくりについて 

政策１ 時代に即した産業が地域経済をリードするまちづくり 

○ 今村議長 

政策１の説明を求める。【見直し（案）30 ﾍﾟｰｼﾞ～32 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策１について案文を説明 

見直し（案）32 ﾍﾟｰｼﾞの成果指標の地元購買率の現況値を 36.9％に修正。 

 

○ 今村議長 

質問、意見等を伺いたい。なければ、次の政策２について説明を求める。 

 

政策２ 産業間・産学官の連携が活発に行われるまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策２について案文を説明。【見直し（案）33 ﾍﾟｰｼﾞ、34 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

質問・意見等ございますか。 

 

○ 委員 

業種の境がなくなってきた中で、新しい経済、産業を振興するのに、異

業種交流は重要である。 

Ａ、Ｂ社が交流するときに、２社だけでは自分の事業に一生懸命で、突

っ込んだ話ができない。そこで第３者が入って、両者に提案できる仕組み

があれば、商品開発などに期待が持てる。甲斐市の産業間連携の促進は、

そのような内容を含んでいるか。接着材の役割を果たす動きが欲しい。 

やまなし産業情報ネットワークで目標値 25 人だが、甲斐市には事業所

も多いなかで尐ない。もっと入ってもらう働きかけはどうしているか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

産業間の企業の結びつきについては、県商工労働部に指摘のようなメニ

ューがあり、積極的に利用したり、参加したりすることを担当課と協議し

ている。市単独でそのような仕組みを作ることが難しい。 

情報ネットワークの参加者の数について、企業はいろいろな組織に加入

している。商工会、県の機械電子工業会など業種の会にも参加している。

情報ネットワークに参加していないから、事業交流が滞っているというこ

とはなく、情報交換は活発に行われている。 

そうしたなかで、さらに情報交流ネットワークに参加していただくのは

大変だが、今後も加入促進に努力していく。 
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○ 委員 

産学官連携の推進で、特に甲斐市が仲介の労をとるなど、事業をしたこ

とはあるか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

電気自動車の開発の実証実験例がある。 

 

○ 委員 

産学官連携はブームの言葉であるが、甲斐市内にはいくつかの研究機関

があるのだが、一般企業が質問したくても、直接行くわけにはいかないの

で、窓口になっていただくところがあればよい。商工会あたりで取り組ん

でいれば、助けになるので、そうした窓口となる機関を列挙すれば参考に

なるのではないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

個別の事業メニューは個々に農林振興課、商工観光課など部門に問い合

わせていただければ、個別に紹介ができる。個人でも県、農業大学校に問

い合わせてもらえれば、対応は十分行ってもらえる。 

 

○ 委員 

微細繊維の製造機械について山梨大学工学部と結び付けをさせられた

ことがあり、それが山梨県の産学官連携の始まりだった。そうした事例が

あるので、それを甲斐市が行う気持ちはあるのか。県の協力があるので、

希望者はそちらに、ということでは、ここに載せる意味がない。 

成果事例も今まで１件しかない。取り上げても望みが高いものではない。

もっと性根のあるものを載せたいが、市の取り組みはいかがか。 

 

○ 事務局（課長） 

産学官の取り組み成果としてあげた電気自動車の事例は、イベント的な

意味合いが強かったが、ここに載せた以外にも山梨大と連携して玉幡公園

の利用者のデータを健康づくりに役立てた事例がある。また、甲斐市が萩

原ボーリングと連携して、協議会を設立し、クリーンエネルギーの地中熱

でお湯を沸かす研究事例もある。 

さらに市長が提唱する遊休農地の活用で、民間事業者の赤坂トマト開発

を市が国の交付金を活用して支援し、地域ブランドとしてＪＡで販売が始

まった事例もある。 

産学官連携を進める取り組みでは、専門の担当課を設置する計画はない

が、着実に取り組みを行っている。 

 

○ 委員 

プロフェショナルのエンジニアで退職された方が甲斐市にはたくさん

いる。産学官連携で、その道を歩んで来た人を使う手がある。事業者がそ
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うした専門家や学者を受け入れるよう、甲斐市が発信源にならないといけ

ない。市職員では連携の指導は大変だと思うが、民間の人を活用して、先

ほどの天野委員のあげた企業のような成果を出してもらいたい。 

 

○ 今村議長 

以上の民間の人材発掘、活用の問題は担当課と検討して回答してもらう

こととしたい。 

次に政策３の説明を求める。 

 

政策３ 多様な担い手による活力ある農林業が展開されるまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策３について案文を説明。【見直し（案）35 ﾍﾟｰｼﾞ～37 ﾍﾟｰｼﾞ】 

見直し（案）37 ﾍﾟｰｼﾞの成果指標の都市農山村交流事業への参加者数の

目標値を 21,000 人に修正。 

 

○ 今村議長 

施策の方向で「農業の流動化」でなく、「農地の流動化」ではないか 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

修正する。 

 

○ 委員 

取り組み状況と成果で、環境保全型農業経営が示されており、国の施策

でも耳にする。こうした新しい取り組みについて、後期計画の施策の中で

検討できないか。 

取り組みに示された鳥獣被害防止計画が後期計画の施策で見えていな

い。鳥獣被害が尐なからずあるので、その面での検討が必要である。 

担い手育成では、子どもが地域の田んぼで田植えをしたり、農業に目を

向けてもらう事業も検討が必要ではないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

環境保全型農業は東部農協で釜水米というブランドで有機栽培の作付

け実験を行った。環境保全の響きはいいが、実際には金と手間がかかり、

生産量は通常の７割程度であった。採算ベースでは有機栽培、環境保全型

では厳しいと認識している。 

鳥獣被害防止計画では、実際に農作物に害を与えている鳥獣を毎年どれ

だけ捕獲するかという計画である。近年の異常気象により、イノシシ、熊、

鹿が水産技術センターあたりまで降りてきていて、捕獲頭数も増えている。

入れないようにする柵も総延長 20 キロほど設置している。また檻、罠で

捕獲に努めている。 

子どもの農業体験では、保育園においてバケツで稲を作ったり、トマト

を作ったりなどの取り組みをしているが、教育の一環で行う色合いが強い。
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子どもたちが農業に担い手として取り組むには、社会経済情勢で難しい部

分もある。担い手育成では農業ボランティアを追記してある。都会や市内

で農業に興味ある方をボランティア的に耕作放棄地の開墾などで手伝っ

ていただくことを考えている。 

 

○ 委員 

学校給食での地産地消のデータは取りにくいと思うが、地元の農林業を

活性化していくうえで重要なので、進捗率、また甲斐市全体の米の収穫量

の状況はどうか。 

取り組み状況では、安全で安心な食の提供が書かれているので、地産地

消に力を入れる甲斐市になってほしい。 

市では梅の里祭りの宣伝をしているが、梅の栽培が増えてない。荒れて

きている山全体に梅を植える農業政策はできないのか。観光産業づくりや

農業活性化策になるが、いかがか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

学校給食の米は 100％が地産地消である。やはたいもを調理したおかず

やワインビーフのおかずなどを積極的に使っている。葉ものでは、学校給

食では一度にたくさんの量が必要であるため、市内だけでは確保できない。

このため、県内産の材料を使うことを基本にしている。 

梅の里は旧敷島町でつくり、現在クラインガルテンになっている。現在

ゆうのう敷島に指定管理をさせて、梅園の管理・収穫、クラブハウス等の

整備等を行っている。確かに梅園は増えていないが、荒れた桑畑の抜根に

手間と経費がかかり、また梅の価格が低迷して、拡大に向かっていない実

情である。 

 

○ 委員 

担い手育成では、育成から支援までを一貫してできないのか。担い手の

育成だけでは、若い人にとって先行き不安であるので、先が見えるよう支

援、情報提供を行政がすることは可能か。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

農業生産法人、農業ボランティアの育成・促進、農業に参入する一般法

人の支援を行うという記述になっている。 

甲斐市の経営耕地を勘案すると、農業だけで生活が成り立たない農家が

ほとんどであり、専業が尐ない現状である。現在の農地を減らさないため、

収益性の高い作物に転換したり、法人に農地を集積して生産性をあげるな

どのやり方も検討している。しかし、広い農地の確保が難しいのが実情で

ある。 

情報提供は農林振興課でデータを持っていて、補助金制度の情報なども

あり随時提供している。 
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○ 委員 

達成目標の耕作放棄地率だが、優良農地のなかの耕作放棄地という理解

でよいのか。 

耕作放棄地の主要事業が、農地あっ旋、仲介機能の強化だけでよいのか。

他には必要ないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

耕作放棄地は何も作付けされず、荒れて放置されている農地のことであ

る。農業が展開されていれば優良農地という理解になる。 

農地の流動化の促進ということなので、このような事業になる。 

食育では 15頁に記載してあり、地産地消とも連携している。 

 

○ 事務局（課長） 

総合計画は部門計画の最上位なので、方向性を示している。事業に具体

性がないと思われる部分もあるが、例えば鳥獣被害防止などでは、部門計

画で防護柵の設置などを具体的な内容を事業化している。総合計画では細

かい内容に踏み込まないので、ご理解いただきたい。 

 

○ 委員 

これは基本計画なので、それを書かなければならない。地産地消は、施

策の方向として打ち出すべきではないのか。 

 

○ 事務局（課長） 

食育推進計画、地産地消では、28 頁で取り組みの内容が含まれている。

農業では同じことを繰り返してないが、全体をみていただくという理解で

お願いしたい。 

 

○ 委員 

そのことは分かるが、地産地消などは農業振興のなかに含めるべきだろ

う。耕作放棄地が増えている中で、課題があるのだから、そういう方向も

検討していただきたい。 

 

○ 今村議長 

では次の基本政策４の説明を求める。 

 

政策４ 知縁ネットワークを活かし魅力ある企業を導入するまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策４について案文を説明。【見直し（案）38 ﾍﾟｰｼﾞ、39 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

質問、意見をいただきたい。 
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○ 委員 

進出企業の雇用目標で、ラザウォークは数字に反映されていないのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

ラザウォークのデータは入っていない。事業所の数では拾えるが、その

なかの従業員数、甲斐市民かどうかは直接個別に問い合わせないと分から

ない。また従業員の出入りが激しく、不確定な部分が多いので、算出方法

の変更を行った。 

 

○ 委員 

雇用の創出 20 人の指標が市民にどう見られるか。活気にあふれるまち

づくりの指標としてふさわしいのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

甲斐市の生産者人口から比べると非常に尐ない目標値だが、算出方法を

誘致企業で定義している。現在２社だけなので、説明すれば納得していた

だけるのではないか。 

 

○ 事務局（課長） 

前期計画の指標では新たに進出した企業の数値として 1250 人を設定し

た。しかし、市へ報告義務がないので、数値をつかむことができず、誘致

企業の従業員に指標を変えた。   

これでいいのか、という質問なので、さらに検討する。 

 

○ 今村議長 

ではここで休憩にはいる。 

 

－午後 3時 35 分再開― 

 

○ 今村議長 

審議を再開する。基本政策５の説明を求める。 

 

②基本政策５ 安全で快適に暮らせるまちづくりについて 

政策１ まさか（大規模災害や事件・事故など）の不安が尐ないまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策１について案文を説明。【見直し（案）41 ﾍﾟｰｼﾞ～43 ﾍﾟｰｼﾞ】 

見直し（案）42 ﾍﾟｰｼﾞの施策の方向（1）4行目の「設置が必要となって

います。」を「設置を推進します。」に修正。 

 

○ 今村会長 

質疑を受けたい。 
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○ 委員 

施策の防災・減災の推進で、我々は市内に滑走路を持っている。大規模

災害が起これば、応援を頼むのに１週間はかかるという実績の中で、空の

ネットワークを活用することが必要になるので、検討するべきである。 

達成目標の救命講習会の受講者に関連して、目標値が尐ない。自治会で

は赤十字などのベテランに講演をお願いして開催しているが、目標値が

2200人では、数ヶ所の自治会だけで目標値に達してしまう。消防署等では

なく、明確にしてほしい。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

空の活用について、甲斐市には日本航空学園があり、県防災航空隊の発

着基地にもなっている。全国的な災害では当然、ヘリコプターなどの空輸

が主体になり、甲斐市のアドバンテージになる。しかし、空のヘリコプタ

ーの活用は一地方自治体では困難であり、そこまでの踏み込んだ表現はで

きないが、日本航空学園とは災害協定を結んでいるので、ご理解をいただ

きたい。 

応急手当ての受講者目標値は、実際には消防署が行った講習会に参加し

た市民の数である。広く一般の住民が赤十字などの講習を受けた数も含め

てはという質問の趣旨であるが、消防署等の「等」は省くよう修正をして

いきたい。 

 

○ 委員 

今後の施策を進めるなかで、現状で活動している自主防犯組織を削除し

た理由はなにか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

現在甲斐市に 136 自治会があり、自主防犯組織は 77 地区で設置されて

いる。老人団体の協力団体が 55地区、自主防犯グループ 13団体が活動を

行っている。 

42頁で（１）で地域防災計画を推進するなかで、災害防止組織の強化が

うたってある。またリーディングプロジェクトで自主防災組織の強化育成

を新たに盛り込んでいく。 

 

○ 事務局（課長） 

136 の自治会であるが、単純に自主防犯組織の比率が 77／136 という計

算ができない。実際には複数の地区で１つの組織になっているのがある。 

 

○ 委員 

敷島の北部などでは災害で孤立する集落がいくつか見られる。そのとき

に空を使えないかという意見があるが、ヘリコプターが止まれるよう整備

ができないか。 

消防本部が二つに分かれているが、その境界で災害が起きたときにはど
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のような指揮命令系統になるのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

ヘリポートの整備の必要性があるかということだが、この５年間ではそ

のような必要となる事例が挙がってない。可能性としてはゴルフ場が使え

る。物資を送り込む場合、敷島で土石流により孤立状態となったことがあ

るが、ヘリコプターの物資輸送の基本は物資を低空からホバリングで落と

すので、緊急用の物資も可能である。 

甲斐市の消防は甲府広域が竜王、峡北広域が双葉と管内が違うが、広域

出動はどちらに被害が集中しているかを広域同士の判断で決定している。 

 

○ 事務局（課長） 

指揮命令では、甲斐市防災対策本部があり、マニュアルによって指揮系

統が明示されている。 

市のレベルでヘリコプターを常備し、ヘリポートの確保をあらかじめ行

うことは考えておらず、必要に応じ、県に要請していく。 

 

○ 委員 

災害時に避難所に人が集まっているので、ゴルフ場に着陸して人が助け

られるのか。人は上から落とせないので、もう尐し配慮してもらいたい。 

 

○ 事務局（課長） 

避難所の公民館の広場、小学校の校庭で離着陸が可能である。 

 

○ 委員 

市民が災害にあったとき、自治会の組長が見回りをするが、時間がかか

るので、旗のような物を作り、玄関につるしておけば、組長も効率よく回

れる。甲斐市全体で配るよう考えてもらいたい。 

水路の大掃除は以前の年２回が１回になってしまい、水路にゴミがたま

ってしまって、余計に費用がかかるようになったと聞く。年２回に戻すこ

とが必要ではないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

目印を立てて、安否の確認ができるようにとのことであるが、弱者対策

で支援マニュアル作成の調査をしている。名簿を整備して、非常時の対応

を検討している。提言は目印を掲げるようにとのことだが、地域的な状況

で日中に人がいない家庭も多く、担当課に照会しておく。 

河川清掃がどういった経緯で１回になったのか分からないので、担当課

に問い合わせをして次に回答する。 

 

○ 委員 

冬になると小学生が暗く歩道のない道路で歩いているのを見かける。予
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算の関係もあるが、小中学生のためにオレンジ色の照明を設置してもらえ

れば、犯罪も尐なくなるのではないか。 

消防団員の募集では、響が丘などでは団員の参加がほとんどなく、他地

区から見回りに行ったりしている。双葉の消防分署の設置を急いで欲しい。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

小学校の通学路に指定されていれば、市が防犯灯の設置を行っている。

暗い場所には地域から要望を挙げてもらえれば、通学路等の確認をして、

防災安全課で対応する。 

消防団員の確保は、新しい住宅地で活動への理解が得られない傾向は双

葉ばかりでなく、他地区でも同じである。甲斐市の消防団の定員も割り込

んでいる。自治会連合会を通じてのお願いや勧誘活動をしている。 

双葉の消防分署設置は具体的な設置を協議している。 

 

○ 事務局（課長） 

双葉の消防分署は 24年度中に設置していく。 

 

○ 委員 

災害弱者の支援で、外国人の支援が必要である。広報は日本語なので、

理解されていない。改善をお願いしたい。 

 

○ 事務局（課長） 

リーディングプロジェクトで外国人への支援を考えている。 

 

○ 今村議長 

次に政策２の説明を求める。 

 

政策２ 潤いのある水と緑に囲まれたまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

政策２について案文を説明。【見直し（案）44 ﾍﾟｰｼﾞ、45 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

質問、意見をいただきたい。 

 

○ 委員 

甲斐市のキャッチフレーズである「緑と活力あふれる生活快適都市」か

らして、「まちが花と緑に囲まれていると感じる市民の割合」目標値の 60％

は低い。花と緑のマップなどを作り、季節別、地域別の緑化の推進計画が

あって、市民に参加してもらえれば、キャッチフレーズが活きてくる。 

今年の夏に甲斐市は緑のカーテンに取り組んだが、評判がよかった。 
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○ 事務局（担当リーダー） 

個別には、緑の基本計画が策定されてある。そのなかで、花と緑の拠点

形成が盛り込まれている。花と緑の景観道路の形成、公共施設の緑化であ

る。 

市民の参加では、花と緑のまちづくり推進協議会で、市民が積極的に作

業に参加していただくよう推進しているが、参加する企業・団体が増えて

いるわけでなく、花壇作りなども行政主導によるシルバー人材で水やりを

しているという実態である。それでも、他市町村より緑化は進んでいると

思う。 

また地域により、緑化の取り組み方に違いがある。格差を無くしていく

中で、市民、企業の積極的な参加を求める計画になっている。 

 

○ 委員 

竜王駅が立派になったが、店もなく寂しいので、花や緑を植えて、観光

客が寄れるようにしてはどうか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

竜王駅では冬のイルミネーションをして好評を得ている。また竜王駅は

緑化の拠点になっていて、担当課では研究会を立ち上げ、実験的に聖牛を

イメージしたオブジェを設置してある。 

 

○ 委員 

甲斐市はガーデンシティというキャッチフレーズがある。竜王駅前に観

光客が降りたときに目に入る、ガーデンシティをイメージできるオブジェ

などを検討してもらいたい。    

 

○ 今村議長 

議案には残りがあるが、５時近くなり、本日はここまでとしたい。 

 

５ その他 

○ 事務局（課長） 

総合計画は最上位計画なので、方針という理解で審議をお願いしたい。 

今後の日程は、パブリックコメントを１月６日から甲斐市の庁舎、また

ホームページで閲覧できるように実施する。 

議会には１月中旬に２回目の全員協議会で質問要望を受ける。 

 

６ 閉 会 

○ 山口副会長 

年末の多忙の中を、大変中身の濃い審議ができた。来年２回ほど会合が

開かれるので、委員には自宅で熟読していただき、次回はスムーズな会合

となるようお願いしたい。 
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次回審議会の日程 

１月 12日（水）、敷島庁舎で開催する。 

                             

(午後４時 45 分終了) 


