
第５回甲斐市総合計画審議会 会議概要  

 

日 時：平成 23年１月 12日（水） 午後１時 30分～５時５分 

会 場：敷島庁舎２階会議室 

出席者：審議会委員 

今村会長、天野副会長、福岡副会長、横山委員、塚原委員、 

赤岡委員、中込委員、原田委員、望月委員、橘田委員、 

清水委員、佐々木委員、小林委員、田中(陽)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、三枝） 

欠席委員 

山口副会長、雨宮委員、田中(實)委員、渡邉委員、 

中村委員、神田委員、須藤委員、西川委員 

 

 

開  会 

 

１ 会長あいさつ（今村会長） 

  審議会は新年の初会合ですが、審議は本日が最後となりますので、今日は

しっかり意見を絞り込んで審議を終了したい。委員の皆様にはよろしくお願

いする。 

 

２ 報告事項（市川課長） 

  欠席委員について 

  第４回審議会要望事項検討結果について【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。 

なければ審議に入る。 

 

３ 案 件 

（１）審議事項 

①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３ 快適な生活環境があるまちづくり 

○ 今村議長 

政策３からの説明を求める。 

 

 ○ 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）46 ﾍﾟｰｼﾞ～49 ﾍﾟｰｼﾞ】 
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 ○ 今村議長 

説明が終わりました。質問、意見等を伺いたい。 

 

 ○ 委員 

新たなエネルギーの普及啓発については、山梨は日照時間日本一というこ

とで、太陽光発電をやることはよいが、甲斐市には「水と緑」のコンセプト

があり、水の活用が大事だ。釜無川から水を取り入れて、釜無川スポーツ公

園・釜無川レクリエーションセンターや青尐年育成センターなどの電力をま

かなうことができるのではないか。水力をエネルギーに入れてもらいたい。

エネルギーの地産地消という視点で太陽光と水を取り入れてはどうか。 

 

 ○ 事務局（担当リーダー） 

山梨県内は中小河川が多い。小水力発電では都留市などの事例がある。甲

斐市でも市内で２箇所の小水力発電の候補地が選定されており、担当課でも

承知している。 

問題点としては、水車はお金がかかり、それに見合う発電が可能か、採算

ベースも検討しなければならないことがある。 

 

 ○ 委員 

上水道の整備について、竜王、双葉は料金を統一したが、敷島地区は甲府

市の水道だから統一していないという説明であったが料金は甲斐市民であ

れば等しく同じであるのは当然である。主要事業から水道事業の統合を削除

したが、せめて目標値で料金ぐらいは統一する目標を示していただきたい。 

 

 ○ 事務局（担当リーダー） 

水道料金は双葉、竜王は市営の水道ということで統一したが、敷島の上水

道事業は甲府水道局から供給されており、水道の事業主体が違うので料金に

格差が出ている。このため、後期計画の５年間の取り組みとしては不可能で

はないかと実感している。 

また簡易水道も抱えているが、料金の統一などは大きな課題であるが後期

計画での改善は現状では無理がある。 

 

 ○ 委員 

上水道の問題は市長に一般質問し、統一することが望ましいとの答弁があ

るにもかかわらず、今回それを削除することは、現状に何ら問題がないと解

釈される。それでよいのか。 

 

 ○ 事務局（担当リーダー） 

この問題は担当課では市単独の水道事業のレベルでなく、それを越えた問

題という認識である。今後甲府市との話し合いが必要になっている。 
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○ 事務局（市川課長） 

甲斐市だけで解決できないので、甲府市とも協議しているが、なかなか前

に進まない実情がある。計画から除外したのではなく、将来的な課題として

47頁に記載されている。 

 

○ 今村議長 

その他なければ次のテーマに入る。政策４について説明をお願いする。 

 

政策４ 豊かな自然環境と都市の便利さが共存するまちづくり 

○ 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）50 ﾍﾟｰｼﾞ～51 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

質問・意見等を伺う。 

 

○ 委員 

51 頁の（３）は前回と文面変わらないが、都市計画に基づいて土地利用

をやっておれば、例えば駅周辺の乱開発はないと解釈して良いのか。 

 

○ 事務局（石合リーダー） 

都市計画では地域別の用途区域が設定されており、低層の一般住宅の地域、

商業施設、工業施設を誘致する地域などの色分けがされている。色分けに適

合した施設であれば、建設が可能であるが、場合によっては近隣住民や農業

委員の同意が必要な施設もある。    

施設の建設を行政が一方的に中止させることはできないが、用途にあった

開発であれば、工場と住宅が入り乱れたり、迷惑施設が乱立することは防げ

るという認識である。 

 

○ 委員 

甲斐市は市のほぼ半分にあたる 43.8％が森林であるという現状であるの

で、市民参加型の自然保護を明確に出したことはよい。学校林などを作り、

間伐の有効利用を子どもたちで進めてはどうか。 

用途指定地域の指標で、面積の目標値が現況と同じなのは、何もしないと

いうことになるが、それでは指標の意味がない。別の指標にするべきではな

いか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

学校林の活用についてのご意見であるが、旧敷島町で学校林を所有してい

る。学校林の木材を学校建設に充てた歴史的経緯があるが、現在では学校が

鉄筋化して、木材が活用されない現状にある。環境課の担当が何らかの事業

を展開する予定で、具体的な内容を検討していく。 

用途指定地域について、現段階では、目標値の 50.1％を維持するという
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ことは、住居の環境を保っていくということであるので、ご理解をいただき

たい。 

 

○ 委員 

課題には「森林が適正に保全されていない」という字句があるのに、施

策に対応した事業が出てこないのはおかしい。森林を適正に保全するとい

うことがどういうことか、しっかり表現するべきではないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

ここでは自然環境についての記述であるので、この表現となる。36 頁の

「活気にあふれるまちづくり」の主要事業で「森林資源の保全と活用」をう

たっているので、ご理解いただきたい。 

 

○ 委員 

山林地帯が 43.8％であるが、市有林は何パーセントであるか。自然環境

のために、森林保全と言うことなので、市民参加型の自然保護活動の努力を

していく方がよい。国、県、市の山林所有割合はどうなっているのか。 

 

○ 今村議長 

事務局で調べておいて欲しい。以上で審議を終わり基本政策６に入る。 

 

②基本政策６ 住みよさをみんなで築くまちづくり 

政策１ 効率的に行政が運営されているまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

基本政策６ 政策１の説明を行う。【見直し（案）53 ﾍﾟｰｼﾞ～55 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

質問、意見を伺う。 

 

○ 委員 

職員の定員適正化計画で 450 人の目標値を上回る結果になるのはすごい。

さらに総合計画で 430 人ぐらいの目標値を設定して改革ナンバーワンの自

治体を目指すべきではないか。 

また経常収支比率の達成目標値で、0.5％は何億円に相当するのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

定員適正化計画では第１次をクリアできたということであり、今後の組織

統合により職員の状況に変化も予想されるので、450人を守ると言うことで

はない。450人を上回る年も出てくる可能性もある。 

経常収支比率の指標では、平成 22 年度一般会計当初ベースが 215 億円で

あり、そのうちの 0.05％であるので、10億円ほどになる。 
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○ 事務局（市川課長） 

職員の定員適正化計画は 450人で、目標は達成したが、中途で退職した職

員もいたので、自然減もあった。甲斐市の定員は他市町村と比較しても尐な

い数字であり、13 市の中で 1,000 人あたりの職員数は一番尐ないので、こ

れをさらにということは、住民サービスの低下にもなるので、450人を最低

限として、維持していくこととしているので、ご理解をいただきたい。 

 

○ 今村議長 

他になければ、次の政策２について説明を求める。 

 

政策２ 親切・丁寧で分かりやすい行政サービスが提供されるまちづくり 

○ 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）53 ﾍﾟｰｼﾞ～55 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

意見を伺う。 

 

○ 委員 

「窓口サービスの一層の向上」について、私自身の問い合わせで１時間程

度たらい回しされた経験がある。老人であれば、これではよくないと感じる。

老人の問い合わせは１箇所で済む仕組みを検討してもらいたい。 

生活保護の手続きで職員によって回答が違うと怒っている人もいる。新し

い市庁舎ができるので、市民サービスの一本化ができるシステムを特に老人

関係でできないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

直接の経緯は不明であるが、対応した職員が間違ったことを話すといけな

いので、どうしても担当職員のところに行ってもらうことになる。今後、新

庁舎の完成に伴い来庁者がいる窓口に担当者の職員が出向く仕組みができ

る予定である。 

人により対応が違うことがあってはならないので、職員研修や事務打合せ

などで徹底を図っていきたい。 

 

○ 委員  

振り込め詐欺について、消費者庁ができてから国も力を入れているが、市

では消費者相談での取り組み、対応はどうなっているのか。高齢者が被害を

受けるケースが多いので、相談業務にそのようなことが入っているのか。 

 

○ 事務局（市川課長） 

高齢者の相談は地域包括支援センターで担当している。現在は敷島庁舎に

あるが、４月から竜王庁舎に一本化されるので、集中して適切な対応ができ

るようになる。振り込め詐欺なども対応していきたい。 
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○ 委員 

一般消費者の対応はどうなるのか。 

 

○ 今村議長 

時間もあるので、細かい対応についてはあとで担当者と話をしていただく

ようにお願いしたい。他になければ、政策について政策３について説明を求

める。 

 

政策３ 市民との協働・共創が進むまちづくり 

○ 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）53 ﾍﾟｰｼﾞ～55 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

ご意見等を伺う。 

 

○ 委員 

自治組織の活性化に関して、最近転入者が多いが、自治会に加入をしてい

ただけない。未加入世帯の加入推進を支援していただけないか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

地域で良い取り組み事例があれば、自治会連合会でディスカッションし、

取り入れてもらいたい。自治会長である天野副会長に良いアイデアがないか

お伺いしたい。 

 

○ 委員 

自治会入会について案内する工夫やルール作りはできている。集合住宅で

は管理会社と事前に交渉しておくなど、自治会としての積極的な入会活動の

やり方がある。 

 

○ 委員 

審議会などへの女性委員の登用割合が 30％とあるが、積極的な意見を出

せる女性の方も多いので、50％にしてはどうか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

これらの数字は既に行政改革大綱の中で目標設定がされている。部門計画

との整合性を図る上で、この数値になった。５年後に達成できていれば、そ

の数値からのステップアップが期待できる。今回は部門別の目標値を合わせ

たものであるので、ご理解をいただきたい。 

 

○ 事務局（市川課長） 

審議会委員の打診は男女半々でしているが、女性側から逃げ腰になる嫌い

がある。女性の意識改革も進まないと達成ができない面がある。 
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○ 委員 

行政活動への住民参加で、自治基本条例が大切であり住民の関心もある。

これまで制定を進めるといいながら、成立していない理由は何か。今後制定

を進めるとあるが、成立させるつもりがあのるか。また行政活動への住民参

画とあるが、どのように住民が関与するのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

自治基本条例がこの５年間で制定できなかったのは、取り組みが遅れてい

た。今後５年間で解決していく。 

協働のまちづくりでは、２つのパターンがある。行政が抱える課題を提示

し、それに係わる提案を受ける方法と自由に地域課題を自発的に提案する場

合と２つある。その２つの方法が可能となる仕組みづくりを行っていきたい。 

 

○ 委員 

積極的に女性を登用するとの意見だが、先ほどの事務局の回答には偏見が

あるのではないか。女性が参加しなければ、するように積極的な事務局の指

導が必要ではないか。否定していてはだめだ。 

 

○ 事務局（市川課長） 

否定はしていない。審議会委員では 50対 50にする方針で積極的にお願い

しているが、女性側に消極的な面もあるということで、女性の認識を見直し

てもらう必要があることを指摘した。 

 

○ 委員 

市川課長の発言ももっともな面がある。女性側にもっと受け入れやすい公

募の方法を行政で工夫をしていただきたい。 

 

○ 委員 

女性に対して皆様大変関心をもっている。望月委員の自治会で何人の女性

役員がいるか。 

 

○ 委員 

６人ほどである。 

 

○ 委員 

自治会長で、ヒューマンプランの委員などを女性にお願いしても、受けて

くれないことがある。市において女性が積極的に参加できる体制づくりをお

願いしたい。 

 

○ 今村議長 

ここで休憩に入る。 

３時 40分休会 
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３時 50分再開 

○ 今村議長 

審議を再開する。基本政策その他の説明を求める。 

 

③基本政策 その他（全基本政策共通） 

政策１ 新たな郷土愛を育み一体感が実感できるまちづくり 

○ 事務局（担当リーダー） 

基本政策その他の案文について説明。【見直し（案）63 ﾍﾟｰｼﾞ～64 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

ご意見を伺う。 

 

○ 委員 

地域に誇りを持てるまちづくりで、前回記述されていた地域のお祭りが削

除されているものがある。削除したその理由は何か。また、取り組み状況と

成果に記述される「郷育の日」が主要事業にうたわれていない。「わくわく

フェスタ」だけになっているのは何か理由があるのか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

現状と課題で、下福沢道祖神祭、金山神社祭典が削られているが、複数の

祭りおみゆきさんなどという標記でまとめたものと、ご理解いただきたい。 

主要事業でイベント名に郷育の日が抜けているのは、ご指摘通りで、「郷

育の日・甲斐市わくわくフェスタ」に修正する。 

 

○ 今村議長 

次にリーディングプロジェクトについて説明を求める。 

 

④リーディングプロジェクトについて 

プロジェクト１ ＪＲ竜王駅を拠点とする周辺地域活性化プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト１について案文を説明。【見直し（案）2 ﾍﾟｰｼﾞ～3 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

意見がないか、なければ、次にプロジェクト２について説明を求める。 

 

プロジェクト２ 食と文化による生涯学習推進プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト２について案文を説明。【見直し（案）4 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

意見がなければ、次のプロジェクト３について説明を求める。 
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プロジェクト３ 小地域ふれあい交流サロン推進プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト３について案文を説明。【見直し（案）5 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

意見がなければ、次のプロジェクト４について説明を求める。 

 

プロジェクト４ 農を起点とする新たな地域産業創造プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト４について案文を説明。【見直し（案）6 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

ご意見、質問をお受けする。 

 

○ 委員 

学校給食の納入業者には赤坂トマト販売の情報がなかった。学校給食の納

入業者は地域の業者を使うということになっていたが、その基本が覆されて

いる。地域の業者に情報をいただきたい。 

また学校給食で、地域の食材を納めてほしいという学校側からの要望があ

るが、甲斐市の学校全体に供給できる農業団地もなく、現状では地産地消に

無理がある。地域を決めて蔬菜を栽培し、われわれ商人が納入する方針を作

ってもらいたい。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

赤坂トマトの販売方法について、詳しい情報は得ていない。詳しい状況は

担当課に確認してみる。 

地産地消は、米では 100％となっている。しかし、野菜は 100％とはなら

ないので、甲斐産で足りない分は県内産を基本にしている。ご意見の契約栽

培のような方式で栽培していただくのは、甲斐市の農業経営の規模では無理

があると思う。入手可能な食材については当然使っていくが、供給が追いつ

かない現状にある。 

 

○ 今村議長 

次にプロジェクト５について説明を求める。 

 

プロジェクト５ 災害に強いまちづくり推進プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト５の案文について説明。【見直し（案）7 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

次にプロジェクト６について求める。 
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プロジェクト６ 市民の声を活かす協働のまちづくり推進プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

プロジェクト６の案文について説明。【見直し（案）8 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

最後のプロジェクトについて説明をお願いする。 

 

プロジェクト７ 地域ブランド戦略推進プロジェクト 

○ 事務局（担当リーダー） 

  プロジェクト７の案文について説明。【見直し（案）9 ﾍﾟｰｼﾞ】 

 

○ 今村議長 

ご意見、質問をお受けする。 

 

○ 委員 

商工会で実施している双葉の桑の実で、一昨年旅サラダという番組で全国

放送をしていただいたら、大盛況となった。はとバスの来訪もあった。昔懐

かしい桑の葉、蚕でイベントには驚くほど遠くの方がきてくれるようになっ

た。しかし、水がないなど多くの課題があるので、行政の支援をしていただ

きたい。 

信玄堤はほとんどの方が知らないし、説明できない。子どもたちが信玄堤

の歴史的経緯を勉強して、説明できるような教育をして欲しい。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

桑の実摘みを支援して欲しいという意見だが、商工観光課でも事業計画に

は桑の実摘みが入っており、具体的な事業として認識している。旅サラダの

効果も承知をしている。 

観光資源の関係では、いくつかの資源をつなげた観光ルートとしてＰＲし

ていきたい。 

 

○ 事務局（市川課長） 

桑の実は、商工観光課が八王子駅などで観光ＰＲしており、成果もあがっ

ている。 

信玄堤の案内ではガイドのボランティアの後継者が問題になっているが、

現場には案内システムがあるので、利用してもらえるよう、担当からもＰＲ

していきたい。 

 

○ 委員 

信玄堤の歴史を子どもに話していくことが大切だ。地域資源があるのに、

その意味がわからないのではもったいない。地域文化の継承システムができ

れば、それが甲斐市の財産になる。甲斐市には立地資源もあるので、整理し

てもらいたい。 
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○ 今村議長 

大切な話なので、担当の方に伝えてもらいたい。その他あるか。 

 

○ 委員 

甲斐市には観光資源がないとの話だが、これだけの資源がある。観光基本

計画を立てられた方がよいと思うが、いかがか。 

 

○ 事務局（担当リーダー） 

甲斐市は観光で成り立っている地域でないが、地域には拾い上げたい資源

はたくさんある。しかし、まず地域の人が地元の歴史を学ぶことで、愛着心

を向上させることが大切なことであり、観光計画はまちづくりの最終章であ

ると認識している。 

 

○ 委員 

災害に強いまちづくりのプロジェクトで災害ハザードマップの文言を削

除したが、オーストラリアのゲリラ豪雨などを見ると不安が強く、削除する

ことはいかがか。 

 

○ 今村議長 

ハザードマップは完成したので、除いてある。 

 

○ 委員 

新住民は知らない。終わったと言うことでは済まない。項目として残して

欲しい。 

 

○ 今村議長 

ハザードマップは作成され、配付されているものであるので、ご理解いた

だきたい。以上で審議を終了する。委員にはご協力に感謝する。 

 

５ その他 

○ 事務局（市川課長） 

パブリックコメント、人口推計の修正について報告。 

 

６ 閉会の言葉 

 ○ 福岡副会長 

委員の皆さまには５回にわたりご審議を頂き感謝する。後期計画の内容は

充実したものになったと思う。次回は市長への答申となるので、よろしくお

願いしたい。 

 

 

                    (午後 5時 5分終了) 


