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1. 対象企業・団体の概要 

 

本調査で対象とした企業・関係団体の概要は下記の通りである。 

 

【企業】 

企業名 
設立年

（西暦） 

事業・活動内容 

 
職員数 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

2009 年 小売業。ショッピングセンターラザ

ウォーク甲斐双葉の運営。ラザウォ

ークはユニー系のスーパー、アピタ

双葉店と 111 の専門店から成る。商

圏は半径約 20 ㎞。山梨県全域と長

野県の一部を含む。ラザウォークの

「ラザ」は、旧双葉町の花アザレア

に冠詞 La を付けたのが由来。 

アピタ 180

名 

専門店 1,167

名 

山梨中央銀行竜王支店 

 

1891 年 金融業。竜王には明治 31 年に第十

銀行竜王新 4 番庫として設立。現在

甲斐市には竜王支店、南竜王支店、

敷島支店の 3 店舗を営業。 

25 名 

学校法人日本航空学園 

 

1932 年 日本一古い航空学校。甲斐市の山梨

キャンパスの日本航空高等学校の

ほか千歳、白老、能登にキャンパス

がある。山梨キャンパスの高等学校

は普通科が主体。能登の高等学校は

航空科。千歳、白老、能登には航空

専門学校、航空大学校があり、整備

士、操縦士、グランドハンドリング

スタッフ、客室乗務員、グランドス

タッフなどを養成している。 

学生数は全

体 で 2,400

名、山梨キャ

ンパスの学

生数は 650

名、職員数は

100 名。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

1903 年 旅客鉄道事業。竜王駅の開業は明治

36 年 12 月 15 日。すでに 110 周年

を迎えている。八王子支社は吉祥寺

から小淵沢までの線区を担当。 

11 名 

株式会社メイコー 

 

1962 年 電気機械器具製造 

①環境関連……自動車の排気ガス

や焼却場・製鉄所等から出る排気ガ

172 名 

(H27.3.1 現

在) 
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スなどの濃度測定機器・装置の組立

/試験 

②エネルギー関連……風力発電設

備/装置の部品（軸受）加工、燃料電

池、リチウムイオン電池製造に使用

する真空加熱乾燥装置 

③医療関連……シリンジ供給装置、

薬梱包装置等、MRI 装置の製造・試

験 

④半導体・液晶関連……半導体関連

の各種装置（研磨装置・搬送装置・

検査装置等）、液晶関連の各種装置

(パターン検査装置、ムラ検査装置)、

プラズマ発生装置 

⑤産業関連……プラスチックウェ

ルダー、充放電装置の部品加工 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

1972 年 旅館業。富士山や美しい夜景を楽し

める 11 もの源泉かけ流し温泉を楽

しめる一軒宿。総部屋数 24 室。 

正社員 18 名 

アルバイト

16 名 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

1989 年 金融・共済・購買事業。平成元年に

旧５町の農協が合併して設立。正組

合員 3,023 人、準組合員 2,466 人、

計 5,489 人。 

173 名 

竜王支店は9

名 

 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

1993 年 信用・共済・営農・経済事業。平成

5 年に北杜市、韮崎市、旧双葉町の

農協が合併して設立。組合員 700

名、準組合員 300 名。 

職員 10 名 

山梨貸切自動車株式会

社 

1940 年 タクシー198 台のほか、貸切バス、

貸マンションの不動産業。 

198 名 

株式会社フィッツ 2000 年 スポーツクラブ運営。甲斐市の玉川

のほか、甲府市の湯村と青葉でクラ

ブを営業。10 施設の指定管理者と

なっている。そのうち甲斐市の施設

は kai・遊・パーク（玉畑公園総合

屋内プール）、敷島 B&G 海洋センタ

ー、双葉 B&G 海洋センターの 3 施

正 社 員 40

名、パート

130 名、計

170 名。 

会員数は約

1,000 名。 
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設。 

 

【関係団体】 

団体名 
設立年

（西暦) 

事業・活動内容 

 
職員数 会員数 

甲斐市商工会 2004 年 地域の経済団体として、

行政とともに経営に関す

る相談・指導等を行って

いる。 

14 人 1,450 名 

建設安全協議会 

 

2004 年 建設業の団体で、年に何

回か会議を行い、ボラン

ティアで年に 1～2 回草

取り、泥上げなどを行う。 

事務局は

商工会に

委託 

52 社 

文化協会 

 

2004 年 文化祭を中心に会員各部

の年間の成果発表を行っ

ている。そのほか県外研

修、文化公演など外部発

表を行っている。 

事務局は

生涯学習

文化課 

33 の専門

部。合併当

時は 800人

以上。 

 

陸上競技協会 

（体育協会） 

2004 年 陸上競技会としては 10

月の第一日曜日に開催す

る県下１周駅伝で優勝す

ることを大目標に活動し

ている。体育協会には 14

の加盟団体と 16 の専門

部がある。 

３名 50 名以上 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

2005 年 子育てサポートサーク

ル。乳幼児をもつ母親の

育児の悩み相談や意見交

換等の活動を行う。 

5 名  

一般社団法人中巨摩医

師会 

1947 年 主として開業医及び勤務

医の団体としての活動、

行政からの委託による活

動(救急医療、各種予防接

種、乳幼児健診、学校医・

園医)。 

事務局 2

名 

155 名 

(H26.3.26

現在) 
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2. 最近の事業・活動のトピック 

 

それぞれの企業・団体がそれぞれのトピックをあげている。市民バスの利用促進、地域

活性に向けた相談会、災害対策、子育て支援、特産品ブランドのアピール、ジュニア選手

の育成など甲斐市の行政課題と関連したものも多い。 

 

【企業】 

企業名 最近の事業・活動のトピック 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

オープン以来いろいろな店が入退店を繰り返し、その都度リニ

ューアルして活性化している。チャージ式のユニコというカー

ドが専門店でも使えるようになった。 

甲斐市と連携して市民バスの利用促進の取組をしている。2 千

円以上買い物をしてくださったお客様は帰りの運賃が無料に。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

地域活性化に向けて各種相談会を実施。独自の相談会、商工会

主催の相談会、個人の相談会。災害対策や子育て支援にも力を

入れている。災害時にはお金が大切なインフラになる。 

学校法人日本航空学園 

 

航空従事者は不足しており、就職率は 100%。9 月には内定し

ている。JAL、ANA、三菱重工、川崎重工、IHI などの一流企

業に大勢が就職。各企業からの寄付で最先端の教育設備が整

い、最先端の技術の実技が行われている。毎年千歳キャンパス

の卒業式には 70 社の社長が参列する。山梨キャンパスの高等

学校はスポーツ特進があり県でトップ、高校総体でも 1 位、2

位の選手が多い。全寮制で塾もやっている。 

広告しなくても独立心と国際性が身に付く教育をしているの

で生徒は集まる。模擬試験、推薦入試、本試験の 3 回のチャン

スを与えて優秀な生徒を選抜している。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

最近２台の指定席券自動販売機を導入したので、お客様に機械

に慣れていただくことに力を入れている。 

株式会社メイコー 

 

半導体や液晶の製造装置に使用する「プラズマ発生装置」の特

許が取れたこと。 

風力発電設備に使用される軸受部品の加工が受注できたこと。 

国家試験等へチャレンジし自己のスキルアップを図ることを

すすめているが、数名の社員がそれぞれの職種で一級もしくは

二級の合格を果たしたこと。 
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丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

いままで旅行会社に頼っていた団体客の誘致営業をネットを

使って個人客を含め幅広く展開。外国人の日本のローカル地域

への関心が高まり、アジアの客が増えている。インドネシア、

中国の富裕層はツアーのレベルも高い。タイ、台湾、香港の客

も。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

昨年の大雪でハウスの倒壊被害が甚大で、その撤去・新設をお

願いしている。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

ブランド米の「梨北米」を新宿でアピール。特 A 米で、おいし

いと評判を呼んでいる。ラジオでも紹介。「梨北米栽培の手引

き―良質米栽培のポイント」を作成し栽培管理を農協が指導。 

山梨貸切自動車株式会

社 

妊婦や介護者の送迎事業などやりたいことはあるが、講習や資

格が必要で、踏み切れないでいる。成田、羽田、新宿からの高

速バスを検討。 

株式会社フィッツ 少子化で会員数が微減。最初は水泳教室だったのが、スポーツ

少年団で 1 年生からサッカーに取られてしまう。 

介護福祉課と連携して介護予防事業に力を入れている。また、

ダンス、バレー、空手、運動教室など青少年育成事業にも力を

入れていこうとしている。 

 

【関係団体】 

団体名 最近の事業・活動のトピック 

甲斐市商工会 販路開拓や補助金の申請、事業継承、省エネ、IT 活用等の支援。 

大型店等とのタイアップなど希望、共存共栄を合言葉に活動し

ている。 

最近では地域の特産品として山縣大弐の芋焼酎、赤坂とまとを

ブランド化。また、残っている桑園を手入れして桑の実のジャ

ムと桑の葉のお茶やパウダーを開発。桑の葉の成分は血糖値を

下げるなどの効果があり、年々販売も増加している。 

建設安全協議会 数年前にはドッグランを整備。市と災害時の協定を結んで、大

雪、台風、水害等に備えている。人員は無報酬で重機代だけい

ただく。最近では甲斐市長に公共事業について陳情に行った

り、県議会議員選挙が話題になったりしている。 

文化協会 

 

文化祭を中心とした年間の成果発表。新会員の募集。 

フラダンス部が施設訪問などで盛んに活動している。 



8 

器楽部も 50 人以上のメンバーがおり吹奏楽で有名。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

ジュニアの育成に力を入れており、小学生 30 人を毎週指導し

ている。その成果として最近高校生が活躍してきている。 

ベテランの方々も検討しており、別府マラソンには 10 名近く

の人が参加。40 代、50 代の壮年の層が厚い。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

プレママ支援教室ということで妊婦を対象にしたマタニティ

ビクスや木工教室を開催。最初は子育て広場ということで「病

院のかかり方」などの講座を開いた。3.11 の次の年から「防災

に備える」などのメニューも加えた。「楽しく」が大事で、「学

び」ももうひとつの柱。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

救急医療、在宅医療、大規模災害医療救護 
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3. 甲斐市で事業・活動を展開するメリット・デメリット 

 

メリットとしては、交通アクセスのよさ、人口の多さ、自然の豊富さ、景観や水のよさ、

市長の積極的なイベント、特産品開発などの施策展開があげられている。 

デメリットとしては、商業施設の集積がないこと、生活道路が狭いこと、「来たり者（よ

そ者）」を受け入れない閉鎖性、観光、医療関連施策などがあげられている。 

 

【企業】 

企業名 メリット デメリット 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

20 号線に面しており甲斐市の

中でも好立地。交通の要衝で、

山梨、長野だけでなく静岡の

お客さんも呼べる。 

１㎞圏内の足元商圏の人口が

少ない。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

甲府に次いで人口が多い市と

いうことで、商売が成り立つ。 

中央道、中部横断道など交通

が便利。自然環境が豊か。 

生活道路が狭く、区画整理が

遅れている。 

学校法人日本航空学園 

 

自然が豊富。どんな客もここ

のキャンパスから富士山を見

ると日本一の景色だとほめ

る。 

出る杭は打つ、来たり者（よ

そ者）を受け入れないところ

があった。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

駐車場が１時間無料であるこ

と。甲府は 30 分だけ無料。 

降りたときに商業施設がな

く、2 次コースもない。安藤忠

雄設計事務所の設計のため改

装等が自由にできない。 

株式会社メイコー 

 

双葉スマートインター完成で

交通の便が良くなった。 

 

双葉バイパス・中央線ガード

付近の出退勤時における渋滞

（事故の元）。右折・左折のウ

インカーを出さないドライバ

ーが多く、止まれの標識や信

号の取り付け等の対処が必

要。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

温泉だけでなく、景観と水。

高台から見る富士山や景観は

甲府では見られない。水がお

甲府市や韮崎市と比べて観光

行政の活動が乏しい。PR は甲

府や韮崎の媒体に頼ってい
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いしく自然資源が豊か。双葉

インターの近く。住宅地に近

いため近隣の利用客も多い。 

る。 

いわゆる温泉郷、温泉街がな

い。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

役場と農協が近い。旧竜王の

人は親しみやすい。 

デメリットは特にない。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

チャレンジデ―など市長が率

先して盛り上げている。参加

して仲間ができた。特産物の

キャラクターの「やはたいぬ」

も誕生。 

特にない。 

山梨貸切自動車株式会

社 

拠点となる営業区域がないと

タクシーはできないので、拠

点を置かせていただけること

自体がメリット。公共交通と

してジャンボタクシーなども

利用してもらっている。甲府

と甲斐に拠点を置いているタ

クシーは、他に合同、双葉、

第一がある。 

デメリットはそんなにない。 

最近社屋を移転して、出入り

口の通りが右折できないこと

ぐらい。 

株式会社フィッツ 保坂市長になってから創甲斐

教育ということで、25m 泳げ

るようにということで、水泳

についての理解が広がった。 

介護予防事業についても医療

費削減につながると積極的。 

人口が増えていること。スポ

ーツクラブの会員数は人口に

比例する。 

デメリットは思いつかない。 

 

【関係団体】 

団体名 メリット デメリット 

甲斐市商工会 居住者、消費者が若いこと。

最近では甲斐市と昭和町の人

口が増えている。 

JRの 2つの駅と中央道の双葉

渋滞が多い。 
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スマートインターがあり交通

の利便性が高い。 

建設安全協議会 忙しい事業者と暇な事業者が

いるので相互のつながりの中

で助け合うことができる。 

特にない。 

文化協会 

 

文化祭を中心に成果発表の場

を用意し、県外研修などの助

成もしてくれる。 

文化協会会員の年齢が高くな

って、若い人が入らなくなっ

た。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

ドラゴンパークや信玄堤など

走るのに持ってこいの環境が

あり、起伏もある。 

400 メートルトラックの陸上

競技場がない。現在は甲府と

櫛型の陸上競技場を使用。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

子育て支援課からの委託で活

動しており企画は私たちで行

う形。とてもやりやすい。平

成 16 年、17 年の国の事業を受

けてスタートした活動だった

が、最終的に活動を継続して

いるのは甲斐市だけ。 

子育て世代の転出入が多く、

ママサークルができればいい

なと思うが、そこまでいかな

い。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

交通の便が良い。 道路や下水道の整備が遅れて

いる地域がある。 

市街化調整区域が長年、その

ままになっていて開発が遅れ

ている。医療福祉への理解が

不十分。 

市役所の配置転換が頻繁で、

事業の継続性に疑問がある

（特に消防防災対策室）。 
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4. 最近の事業・活動上の課題 

 

それぞれの企業・団体がそれぞれの課題を抱えているが、制度融資、防災対策、観光客

誘致、耕作放棄地対策、農産物のブランド化、中小企業支援、新生児訪問、救急医療、大

規模災害医療救護など甲斐市の行政課題と関連するものも少なくない。 

 

【企業】 

企業名 最近の事業・活動上の課題 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

チャージ式のユニコカード、UCS カードの普及で安定した優良

顧客の拡大を図ること。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

制度融資の小口融資が動かない。 

学校法人日本航空学園 

 

地域との連携、防災対策など。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

鉄道を使ったイベントを開催して観光客の誘致を図ること。商

工観光課と連携して PR している。 

株式会社メイコー 

 

アベノミクスの恩恵があるのは輸出大手だけ。まだまだ経済状

況は不透明感がある。課題は受注活動先（業界）の選定。昨今

の大手の縮小（退職者募集）、撤退、M&A 等の情報から投資は

まだ先になると見ている。当社は、設備投資に動きがないとな

かなか受注に結び付かない。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

観光協会がない。いわゆる温泉旅館がうちしかないので。長期

スパンの課題としては海外市場の開拓。地元比率が高いが日本

人は減少し、地元の宴会需要に頼っている。施設の劣化も大き

な経営リスク。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

都市化、農家数の減少、耕作放棄地の増加が課題。営農サポー

トセンターでまとめて借りて耕作をしたり、ミニ農園などの対

策をしている。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

組合員のために農産物を買取制で最後の販売まで面倒を見る

かたちでやっている。高齢化でぶどうやももは 3分の 1に減少。

後継者がいない。大型化・法人化が課題。 

梨北米など農産物のブランド化に力を入れている。特 A を連続

で取っているが、気候の影響は逃れられない。双葉は南なので、

胴割れが出やすい。 
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山梨貸切自動車株式会

社 

タクシーの売上が落ち込んで歩合制のため社員は苦しんでい

る。人員も減少。 

株式会社フィッツ 優秀な人材の確保と育成。積極的な雇用に努めているが、正社

員としての採用は限られている。30 歳前くらいが体力のピーク

なので継続雇用が問題となる。 

 

【関係団体】 

団体名 最近の事業・活動上の課題 

甲斐市商工会 中小企業支援施策の向上。 

建設安全協議会 手続き書類の簡素化等について市役所と意見交換している。 

電気・設備事業者と一緒に講習会を開催。 

公共事業が縮小、金額も低下している斜陽産業。少子高齢化で

道路などインフラ整備も少なくなっている。工事受注の確保が

課題。 

オリンピックを開催する東京や東北はいいが、その他の地方は

厳しい状況。発足当初の 60 社が 52 社に減少。 

文化協会 

 

年齢が高くなってきて、若い人が入らないので新会員の募集が

課題。文化協会の会員でなくとも公民館等は利用できる。協会

活動は面倒くさいので自分たちで好きなことだけやればいい

という考え。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

協会役員が高齢化している。若い人たちに協会に入ってきてほ

しい。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

出て来られない層は見えないので実態がつかめない。新生児訪

問で出向いていく支援が必要。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

救急医療、大規模災害医療救護の実現に向けて、財政的な裏付

けが不安定。 
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5. 事業・活動を展開する上での甲斐市への期待 

 

それぞれの企業・団体がそれぞれの事業・活動に対応した期待を述べているが、甲斐市

との共存共栄、甲斐市の発展につながる提案も多い。 

 

【企業】 

企業名 事業・活動を展開する上での甲斐市への期待 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

人口の増加対策、流出防止対策。生活の利便性を高め、観光振

興などに力を入れてほしい。選挙の期日前投票所にラザウォー

クを使ってほしい。市の展示、イベントで利用してほしい。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

制度融資の小口融資の斡旋 PR。 

学校法人日本航空学園 

 

下水道料金を滑走路面積を含めて算出している。学校と寮の面

積に限定してもらいたい。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

八王子や新宿で特産物の販売や観光キャンペーンをしてほし

い。ゆるキャラやこぴっと体操なども活用し、子どもから老人

にまで巻き込んでイベントをするのがよい。 

株式会社メイコー 

 

工場誘致は難しい？ 自然環境（河川、山等）を活かしたイベ

ントの模索。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

双葉スマートインターを大型バスも通行可能にしてほしい。 

塩崎駅近くにヴァンフォーレのホームグラウンドのスタジア

ムを誘致してヴァンフォーレの駅にできないか。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

道の駅を建てて農産物の販売をしてほしい。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

遊休農地の活用を JA と市役所で協力して対応。 

さつまいもや桑の実や葉などの特産物のブランド化。 

山梨貸切自動車株式会

社 

公共交通としての運行事業委託。竜王駅への特急の停車と乗降

客の増加。 

株式会社フィッツ 平成 28 年度以降、さらに介護予防事業に力を入れて、医療費

削減につなげてもらいたい。 
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【関係団体】 

団体名 事業・活動を展開する上での甲斐市への期待 

甲斐市商工会 小規模中小企業法に基づく零細下請け業者の保護のための多

様な施策を展開するための産業振興条例の制定を商工会連合

会として何年にもわたって各市に嘆願している。ぜひ甲斐市で

も実現したい。 

建設安全協議会 仕事を増やしてほしいと市と意見交換会を行っている。国や県

の事業の関係の工事を地元の受注につなげたい。 

文化協会 

 

文化協会の会費は年間一人 500 円なので、公民館利用者はみん

な加入させるようにしてほしい。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

体育協会への助成の充実と社会体育の推進。11 の小学校、5 つ

の中学校の学校教育との連携。特に中学生は部活だけでなく、

地域のスポーツイベントへの参加を促すとともに体育協会の

方々を指導者として活用してもらいたい。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

ホームスタート（家庭訪問型子育て支援）を甲斐市でやってほ

しい。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

本来、行政が責任を持つべき救急医療・大規模災害医療救護に

関して、もっと医師会と密に連携をとってほしい。 
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6. 甲斐市の良い点・悪い点 

 

良い点としては、公園、公共施設、積極的なイベント、特産品開発、山岳景観、交通ア

クセス、生活の利便性、市役所のワンストップサービスなどがあげられている。 

悪い点としては、観光客を呼べるような観光地・施設がない、4 月にしか入園できない保

育制度の遅れ、目玉産業の不在、山間農村地域の過疎化、竜王駅前開発の遅れ、華美な施

設建設、医療福祉に対する無理解などがあげられている。 

 

【企業】 

企業名 良い点 悪い点 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

公共施設がきれい。ドラゴン

パーク、プール、温泉施設な

ど。住む、憩うということで

は適したところ。 

特出した外からのお客様を呼

べるようなアピールする施設

がない。展示会場、メッセ施

設などはない。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

積極的にイベントを展開、花

を植える活動をしている。 

赤坂トマトや芋焼酎などふる

さと産物のブランド化を展

開。 

保育制度が遅れている。4 月に

しか入園できない。 

目玉の産業がない。宿泊施設

も少ない。住むにはいいが人

を呼べない。 

学校法人日本航空学園 

 

甲斐市わくわくフェスタなど

で市長を先頭に職員が汗をか

いているのが良い。 

自然が豊かで山岳景観が良

い。 

ベッドタウンとして 30年程度

はいい状態が続いているが、

次のビジョンがない。すでに

山間部では過疎化が進展して

いる。農業改革ができていな

い。耕地整理をして株式会社

を含む組合で経営すべき。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

竜王、塩崎の 2 つの駅があり

双葉スマートインターもあり

交通アクセスがよいこと。 

特産物開発をしている。 

竜王駅前に商業施設がなく、2

次コースがないこと。 

株式会社メイコー 

 

自然がある。甲府のベッドタ

ウンとしての立地。 

白山など優れた観光資源はあ

るが活かしていない。清川あ

たりでは過疎が始まってい

る。 
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丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

市長は赤坂トマトや山縣大弐

の焼酎などの地域ブランド産

品を作っている。都市ガスな

ど敷島のライフラインも充実

してきた。 

子育て世代から見ると、子ど

もの医療費無料が甲斐市は 6

歳までのとき、甲府は 12 歳ま

でだった。だから甲府に住ん

でいる。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

竜王駅、塩崎駅が立派に整備

された。 

駅前の商店街がなくさびし

い。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

チャレンジデ―などで市長が

率先して盛り上げ、職員も会

うと頭を下げてくれる。 

双葉は人口の流入があるの

で、新旧住民間の問題はある。 

山梨貸切自動車株式会

社 

竜王駅魅力発信協議会での活

動が熱心に行われている。「鈴

虫の声を聞く甲斐」とか大弐

の焼酎とか、やはたいぬとか

話題になっている。 

水がおいしい。 

甲府と比べるとやはり田舎。 

竜王駅前には保坂さんしか飲

食店がない。駅のロータリー

も見た目はいいが、屋根が中

途半端で使いにくい。 

株式会社フィッツ 甲府以上に県の中心になりつ

つある。甲府にも数分で行け

るし、イオンモールやラザウ

ォークにも近い。 

Kai・遊・パークは日本一のプ

ールだと思うが、建築上の形

にこだわり過ぎて、ランニン

グコストがかかる。設備の故

障が多く、ガラス張りで夏場

はエアコンが効かない。イタ

リア天然石は水に濡れるとシ

ミになる。 

竜王駅も屋根が中途半端で通

路に水たまりができている。 
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【関係団体】 

団体名 良い点 悪い点 

甲斐市商工会 環境が良くなってきている。

空気も水も住み心地も。 

農商工住分散した中でバラン

スがとれている。 

悪いところはあまりない。行

政も一生懸命やっている。 

建設安全協議会 自然がある。甲府の業界の人

とも話すが、甲斐のほうが自

然があり、人間も丸い。双葉

は甲州弁丸出しでのどか。 

ない。 

文化協会 

 

緑が多くて災害が少ない。地

域で防犯活動をしており犯罪

も少ない。 

合併して 10 年になるが、まだ

地域性が出ることがある。特

に旧敷島町地区は甲府との合

併を望んでいた人も多かった

ので。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

いいところに住んでいるとよ

く言われるが長年住んでいる

ので実感がない。 

響ヶ丘のあたりはドクタービ

レッジがあり、商業施設ラザ

ウォークがあり生活しやすい

環境が整っている。 

過疎と過密が同居している。 

合併で住民の融和が課題とさ

れていたが、いまは少しずつ

いい方向に向かっている。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

引っ越してきた人にワンスト

ップで各種手続きサービスを

提供している。 

施設を借りるときにそれぞれ

の施設に行かないといけな

い。図書館のようにどこの本

でも借りられるようなシステ

ムにできないか。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

住みやすい。 医療福祉は行政が責任をもっ

て進めるべきもの、という認

識が弱い。この分野は成長の

期待できる分野である、とい

う認識も弱い。もっと分野に

予算をつける、助成する、と

いった方針を考えてほしい。 
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7. 甲斐市の魅力（対外的アピールポイント）  

 

甲府市に近く、交通アクセスも良く住宅地として魅力的との評価や自然・山岳景観が魅

力的との声が多い。 

具体的な観光資源等としては、信玄堤、昇仙峡、山縣大弐、やはたいも、日本航空学園

飛行場、ドラゴンパーク等の公園、山縣神社、慈照寺などがあげられている。 

 

【企業】 

企業名 甲斐市の魅力（対外的アピールポイント） 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

甲府市に近く、甲府市以外とのアクセスもよい。住宅地として

は最適。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

山縣大弐、信玄堤、やはたいも。昇仙峡や武田信玄というと甲

府や塩山のイメージが強い。教育・文化での目玉があればよい。

美術館の活用なども考えられる。 

学校法人日本航空学園 

 

山岳観光しかない。山岳観光に絞って観光開発をすべき。長野

県は山岳観光に力を入れているが山梨はまだ。欧州のスイス、

フランス、ドイツなどは山岳観光リゾート開発をして人を呼

び、そこに科学技術都市を作り上げている。ロープウェイなど

を整備すれば自然環境を破壊しないで開発できる。茅ヶ岳など

を徹底的に研究して開発する。中央道や中部横断道の開通で人

は呼べる。ヘリコプターによる富士山を一望できる山岳観光な

ども魅力的である。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

山梨県の中央に位置し、富士山や八ヶ岳が見え、体験型農業や

観光が楽しめる。 

株式会社メイコー 

 

昇仙峡、茅ヶ岳など自然がたくさんある。交通の便が良い。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

釜無川、信玄堤とそれにまつわる古い歴史。昇仙峡。 

甲府市、韮崎市、北杜市、南アルプス市など周辺市に比べて甲

斐市の知名度は低いと感じている。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

信玄堤、釜無川。 

緑の多い街で、花を植える活動も盛ん。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

日本航空学園。飛行場。 
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山梨貸切自動車株式会

社 

竜王から乗る人の観光利用としては北岳に行く人が多い。登山

者にとっては魅力があるかも知れない。 

株式会社フィッツ 甲府市に隣接した利便性。双葉スマートインターで高速道路へ

のアクセスが便利になった。静岡に行くにも便利。 

やはたいもは安価な中でブランド化したので、おみやげとして

持っていきやすい。ケーキなどを買って持っていくと気をつか

わせるが、農家からもらった、近所からもらったと言えば気を

つかわずにもらってくれる。やはたいもは砂糖醤油で食べると

つるんとおいしい。 

 

【関係団体】 

団体名 甲斐市の魅力（対外的アピールポイント） 

甲斐市商工会 歴史文化。武田信玄の造った信玄堤、学問の神様山縣大弐の明

治維新や吉田松陰に影響を与えた新しい思想など。 

歴代の市長が力を入れた公園は、防災面やお年寄りの健康づく

りにも役立っている。 

建設安全協議会 信玄堤。おみゆきさんの祭り。もともと本竜王の祭り。4 月 15

日は竜王小学校は休みになって血が騒いだ。 

文化協会 

 

ドラゴンパーク、敷島総合公園などの公園。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

保坂市長が未来を見つめて諸施策を展開している。 

歴史のあるまち。信玄堤、山縣神社、慈照寺など。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

水と緑が豊か。ドラゴンパークなど公園が整備されている。広

くて、手入れが行き届いていて安心して遊べる。展望がいい。

水辺公園、信玄堤、昇仙峡。子育て、病院、買い物なども便利

で生活しやすい。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

自然が豊かで、交通の便もよく、生活基盤も充実していて、住

みやすい。 
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8. 合併 10周年の甲斐市に対する評価  

 

合併 10 周年は概ね好意的に評価されており、交通インフラをはじめとした施設整備など

合併効果があり、旧 3 町の融和、一体化も進みつつあるとされている。 

一部にはまだ旧町の意識が出るとか、竜王駅周辺の開発整備が不十分で甲斐市のアピー

ルができていないなどの批判的な評価も見られる。 

 

 

【企業】 

企業名 合併 10 周年の甲斐市に対する評価 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

道路や駅の整備が進み利便性は高まってきた。 

周辺に商業施設がもっと増えると思っていた。 

イオンモールの影響は当初あったが、いまは初年度なみの売上

に戻ってきている。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

順調に合併効果が出てきている。旧町の境がなくなって一体化

してきた。 

学校法人日本航空学園 

 

保坂市長の元気な頑張りでよくなってきている。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

3 町がうまくまとまってきた。竜王駅では南北自由通路が整備

され、バリアフリーで 24 時間稼働エレベータもめずらしい。 

株式会社メイコー 

 

竜王・塩崎の各駅の整備、双葉スマートインター開設等の都市

基盤の整備が進んだ。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

10 周年の間にすばらしい成果があったと評価している。駅前が

整備され、昇仙峡への道も整備された。魅力を感じる市になっ

てきている。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

合併して大きな市になってよかった。店舗の客数も売上も増え

ている。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

韮崎市などより発展していると思う。 

山梨貸切自動車株式会

社 

合併によって営業エリアが広がった。 

まだ甲斐市としてまとまっていないところがあるように感じ

る。双葉はこうだった、敷島はこうだったという話がまだ時々

出る。 
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株式会社フィッツ 合併によって他の市町村より活気が出てきた。Kai・遊・パー

クの利用者数は圧倒的に多い。介護や教育に力を入れている。

特に創甲斐教育は的を得ていて素晴らしい。 

 

【関係団体】 

団体名 合併 10 周年の甲斐市に対する評価 

甲斐市商工会 10 年経って道路も整備され渋滞も緩和されてきている。旧町の

融和も進んできている。 

建設安全協議会 県内 2 位の人口の自治体になって、警察署もでき、旧竜王から

見るとよかった。敷島、双葉の事業の入札にも参加できるよう

になって、市場も拡大した。 

文化協会 

 

いろいろな人に出会えてよかった。 

敷島の人は甲府との合併を望んだ人もいたので、よかったとい

う人とそうでなかったという人がいる。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

旧敷島、竜王、双葉のバランスを意識して諸施策を展開してき

ていると評価している。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

何かをするときに旧町の意識がまだ出るときがある。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

甲斐市としての特色を打ち出せていない。JR 竜王駅の周辺開

発・整備が不十分。 
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9. 地域社会や甲斐市への貢献 

 

すでに各企業・団体が地域社会や甲斐市への貢献活動を実施しており、さらなる連携、

協働の提案をしてきている。 

【企業】 

企業名 地域社会や甲斐市への貢献 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

甲斐市にはない商店街的な要素を再構築する。地元資本の店舗

の導入。甲斐市のアンテナショップ的なものを出店して情報発

信、地産地消を促す。平日の場所貸しで。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

支店として道路清掃、花の植栽管理、相談会の開催、小学生、

中学生の職場体験。甲府には金融資料館があり日本最初の通帳

が見られる。 

学校法人日本航空学園 

 

スポーツ面の貢献、特に山梨県最大の体育館はバスケットボー

ルコート 3 面、バレーコート 1 面がとれる。そのうちバスケッ

トボール 1 面はクインビーズに提供している。 

人工芝のサッカー場は少年サッカークラブに提供。 

ウィングシアターでは地域の人々とミュージカルを演じてい

る。太鼓隊やダンス部は地元のイベントを盛り上げている。 

日本航空学園の生徒、職員関係者が住民となることで地方交付

税は相当アップしていると思われるので、それに見合った処遇

をお願いしたい。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

地域との連携強化を図っており、依頼があれば積極的に協力す

る。魅力を発信できれば人口増や企業誘致にもつながる。 

株式会社メイコー 

 

受注活動を活発に行い仕事を確保し、雇用の増加、税金の納入

を増やすのが基本。ものづくり現場を知ってもらう工場見学や

従業員の介護・子育ての面でも検討したい。 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

旅館業として、県外に甲斐市の魅力を発信し、アピールしてい

きたい。 

赤坂トマト、焼酎などの地域ブランド産品も県外の人におみや

げとして買ってもらい、アピール。ゆるキャラもつくられてい

るので、もっと PR しないともったいない。 

中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

昔から市役所と農協は連携して事業やイベントを展開してき

ている。おみゆきさんや山縣神社のお祭りなどにも参画。農産

物のブランド開発や販売にも協力している。 
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梨北農業協同組合双葉

支店 

遊休農地の活用を通じた貢献。ブランド農産物による甲斐市の

アピール。 

山梨貸切自動車株式会

社 

竜王駅魅力発信協議会のイベント等については 100%協力して

いきたい。市民バスの運行についても全路線いいなりの料金で

協力している。 

株式会社フィッツ 子どもから高齢者の健康づくりのために活用できる施設はま

だまだあり、体制があれば実施できる余力はある。例えば敷島

の保健センターや温泉施設など。甲斐市民にもっと歩いてもら

うためのウォーキングの指導もできる。 

 

【関係団体】 

団体名 地域社会や甲斐市への貢献 

甲斐市商工会 行政が補助金や支援で手をかければ、商工業者の成長が地域の

雇用や発展につながる。桑製品は甲斐市のブランドとして全国

に販売したい。 

建設安全協議会 協会のボランティア活動は、地域住民からの要望が市役所に上

がってきたものに対応しているが、毎年 10 か所くらい上がっ

てきたものを絞ってやらせてもらっている。 

災害についてはいつでも出動できるようにしている。 

文化協会 

 

各部が高齢者の施設訪問やいきいきサロンでの活動をしてい

る。 

陸上競技協会 

（体育協会） 

体育協会として様々な加盟団体や専門部の活動を通じて市民

スポーツの振興に貢献している。甲斐市のフェスタやチャレン

ジデ―にも運営参画し、大きな役割を果たしている。ラジオ体

操の普及にも協力。 

甲斐市が優秀な成績を収めている種目としては、ゲートボー

ル、グラウンドゴルフ、ラグビー、水泳、バスケット、壮年ソ

フトボール、アーチェリーなど。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

行政とひざづめ談義ができる会議の機会をもっと作っていた

だければ、いろいろな子育て支援の方法が実現できると思う。 

市民レベルにもう少し我々の活動や子育て中の母親の声が伝

わればいいと思う。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

地域医療活動、在宅医療、救急医療、大規模災害医療救護 
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10. 第 2次甲斐市総合計画への提言・期待・要望 

 

策定プロセスで多様な市民の声を聴き反映し、協働を進めてほしいとの要望がある。 

施策としては、商業施設拡大、子育て支援、防災、山岳観光開発、福祉介護、企業誘致、

駅前整備、竜王駅への特急停車、既存施設の有効利用、中小企業育成、バイパスの早期完

成などがあげられている。 

 

 

【企業】 

企業名 第 2 次甲斐市総合計画への提言・期待・要望 

ユニー株式会社アピタ

双葉店（ラザウォーク） 

商業施設の拡大、子育て支援等の面でも貢献を考えており、今

後も連携を深めたい。 

山梨中央銀行竜王支店 

 

策定過程での地元への説明会、ヒアリングで市民の声を聴きな

がら役に立つ、みんなのための総合計画を作ってもらいたい。 

産学官金労の連携を進めてほしい。 

学校法人日本航空学園 

 

大雪被害の時は、滑走路を自衛隊に提供し、防災拠点とした。

食料もヘリコプター輸送も提供した。市や県の防災担当者は現

場を見に来なかったが、小野寺防衛大臣からは感謝のメッセー

ジをいただいた。 

山梨キャンパスの滑走路や設備を利用すれば、甲斐市を防災拠

点都市にすることができ、山梨県や国に貢献することができ

る。 

総合計画では、国や世界に貢献する広い視野をもって山岳観光

開発や防災拠点都市を盛り込んでもらいたい。 

保坂市長の応援団魂を発揮してもらいたい。 

竜王駅 

（東日本旅客鉄道株式

会社八王子支社） 

少子高齢化が進む中で福祉介護施策の充実を図ってほしい。 

バイオマスの事業なども進めてほしい。 

広報で途中経過を知らせてほしい。 

株式会社メイコー 

 

難しいと思うが工場誘致や自然環境を活かしたアウトドア施

設の整備を要望する。 

 

丸久ホテル神の湯温泉

株式会社 

 

観光スポット開発。双葉スマートインターを大型車両通行可能

に。 

空き地の整備、働き口を増やす意味で大手企業の工場等の誘致

を期待する。 
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中巨摩東部農業協同組

合竜王支店 

市長に頑張って甲斐市を盛り上げていってもらいたい。市職員

を 2年間消防団に入れて研修をするということで安全安心なま

ちづくりにつながっている。 

駅前整備が遅れているので進めてほしい。 

梨北農業協同組合双葉

支店 

 

高齢者が生きがいをもって生活し、国民年金だけでも安心して

入所できる施設の整備。 

山梨貸切自動車株式会

社 

まず、竜王駅に特急を停車させてもらいたい。竜王駅周辺の整

備を昭和町のイオンモール誘致のように 10 年、20 年の先を見

て行ってもらいたい。 

株式会社フィッツ 新規の無駄な建設はやめて、既存施設のリニューアルや整備を

して有効活用を図っていくべき。 

 

【関係団体】 

団体名 第 2 次甲斐市総合計画への提言・期待・要望 

甲斐市商工会 中小企業育成支援のバックアップ。 

甲斐市の顔である竜王駅前の再開発投資。 

中部横断自動車道によって第２東名と双葉ジャンクションが

つながる。双葉が東西を結ぶ中央自動車道と太平洋と日本海を

つなぐ中部横断自動車道の要衝になる。物流拠点としての用地

の確保を構想しておく必要がある。 

東京オリンピックは甲斐市の建設事業者にとっては資材高騰

などでむしろデメリットが多くなると予想している。リニアに

ついては経済団体としてはオリンピックまでに都留―甲府間

の開通を要望している。 

「快適=甲斐的」都市でいう「甲斐的」なものや甲斐市民の気

質の特徴は、創甲斐（爽快）教育に通じるもので「さわやかさ」

ではないかと思う。 

ふるさと納税や甲斐市の PR にも力を入れていただきたい。 

建設安全協議会 竜王駅前に繁華街を形成して、人が集まる駅にしてほしい。 

県への要望になるがバイパス田富敷島線の早期開通。 

災害時協定における市職員の増員と重機代金の見直し。 

文化協会 文化協会の会員拡大に力を入れてほしい。 
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陸上競技協会 

（体育協会） 

敷島総合公園に 400m トラックの陸上競技場を。 

学校教育と連携した社会体育の振興。 

若い人たちが地域のスポーツ活動はもちろん、自治会やボラン

ティアなどの地域活動に参加できる環境をつくってほしい。 

子育てサポーターリー

ダーズクラブ 

げんき甲斐 

ホームスタート（家庭訪問型子育て支援）事業を計画に盛り込

んでほしい。 

子育て中のお母さんの声を聴ける機会を増やしてほしい。 

支援する人を増やすために興味のある人の研修を行ってほし

い。 

一般社団法人中巨摩医

師会 

安心して子育てでき、老後を過ごせる街をめざしてほしい。あ

わせて、災害に強い街をめざしてほしい。 

 

 


