
平成 22 年度第 2 回 

山梨地域審議会議事概要 

 

日時  平成22年10月29日（金） 

午後7時～午後8時30分 

場所  夢わーく山梨  講習室 

 

 

1  開会   

2  会長あいさつ  関口会長 

3  市長あいさつ   

4  議題（出席委員  １４人  市出席者  市長以下８人） 

   関口会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）水道料金の見直しについて 

担当課から説明 

質議       

議長：他市はいつ改定をしたのか。 

市  ：甲州市は10月に使用料を統一した。甲府市は平成21年4月に見直しを行い、笛吹市は、平成

19年度に見直したと記憶している。 

委員：今回の見直しの一番のポイントはどこか。 

市  ：一つ目は、独立採算制に近づけることである。水道法でも料金は適正な原価に対して妥当なも

のであることとされている。二つ目は、合併時にバラバラであった水道料金を統一することで

ある。平成19年度の水道審議会において、見直しがスタートした。平成25年度には、さらに

統一に近づけたいと考えている。 

委員：三富地域の料金も見直しされるが、三富地域への説明はどうなっているのか。 

市  ：昨夜、三富地域審議会が開催され、説明を行った。 

議長：かなり赤字のまま続くようだが、いつ頃赤字は解消できるのか。できるだけ一般会計からの繰

入を少なくする必要があると思うが。 

市  ：水道課としては、まず、料金の統一を図り、その後、上水道については、採算のとれる料金に

していきたい。また、今は、山梨地域の上水道は企業会計、牧丘、三富の簡易水道は特別会計

と異なる会計形態となっているが、将来的には統一を図りたい。 

委員：苦しい内情を聞いた。統一の方針に沿って進めなくてはならない。同じ山梨市なので地域ごと

のバラつきをなくすことは致し方ない。3年後には料金統一し、独立採算制に近づけて、税金

の投入が少なくなるようにしてほしい。 

委員：これからの見通しで、給水人口が減るとのことだが、どういう理由か。 

市  ：まず初めに、全国的傾向だが、人口減少による給水人口の減と、水洗トイレが普及しているが、

節水型が普及してきたことである。エコ意識の浸透もあり、これまでのような増加は見込めな

い。 

委員：料金が統一されると、平均的な使用量の40 ㎥がどの位の料金になるのか。 

市  ：山梨、牧丘地域の料金は今回の見直しで統一となる予定だが、将来的に、水道料金を何円にす

べきなのか、その時点における使用水量と、給水人口を基に計算しなくてはならないので、現

時点では料金の計算は行っていない。 



議長：簡単におおよその料金はわからないのか。 

市  ：上水道会計の改定後の料金は、供給原価の約90%となり、料金回収率を考えると約10%足りな

い。単純に考えると改定後の料金を 10%位上げることになるが、その時の水量などで計算し、

決めなくてはならない。 

委員：少子化や時代の事情がある。今は、ミネラルウォーターを買う人も多く、水道水の需要は減っ

ている。東京では水ビジネスに取り組んでいる。水ビジネスで収入面の改善を考えても良いの

ではないか。井戸を掘っても、なかなか飲める水は出てこない。飲める水の販売などを考えて

も良いかもしれない。 

市  ：市の水は検査し、安全で、問題ない水である。市販されているミネラルウォーターにはさらに

付加価値があり、市で対応するのは難しい。いずれにしても、安全な水の安定供給を使命とし

て、運営をしていきたい。 

 

（２）市政功労者表彰規則改正について 

      担当課から説明 

委員：年数基準は、新山梨市になってからの年数か、旧山梨市の年数も加算されるのか。 

市  ：合併後、新山梨市になってからの年数である。 

議長：合併後、8年間、区長しないと該当しないということか。旧市の分は、清算済みという考えか。 

市  ：そのように理解していただきたい。 

委員：消防団長は6年以上となっているが、6年以上も団長を務める人がいるだろうか。 

市  ：団長6年の規則となっているが、副団長の2年間と、分団長の2年間を合算できる。 

委員：合併前と異なり、合併後は分団長から副団長となり、副団長から団長となるので、期間は6年

になる。 

委員：関係者が納得済みであれば良い 

市  ：他市でも見直しがされており、8～10 年という所が多いが、これだと本市では該当者がないの

で、内部で協議し、この内容にした。 

委員：本年度までは従来の内容か。 

市  ：平成23年4月から新しい規則を適用したい。 

議長：表彰の名称は検討したのか。他市の表彰者はどの位いるのか。 

市  ：検討した。他市でも最高位の表彰は市政功労である。甲府市の今年度の表彰者は、4 人位だっ

たと記憶している。 

 

（３）その他 

委員：街の駅やまなしの利用状況はどうか。また、施設の目的は果たされているのか。 

市  ：この場に資料がないため、詳細な数字についてはわからない。先日、新聞にも紹介されたが、

街の駅で実施したプラモデルの作品展示会をきっかけに、東京の幕張メッセで開催された「全

日本模型ホビーショー」に出展し、山梨市を全国にPRできた。貸し自転車も利用されている。

夜の会議にも多く利用されていると聞いている。広報紙にも毎月イベント情報を掲載している。 

委員：市の満足度はいかがか。 

市  ：ある程度は満足している。 

委員：街の駅ができて、山梨市の駅前に市の顔ができ、週末に行われる展示を楽しみにしている人も

いる。隣にはエコハウスもあり、見学者も多い。今後に生かす課題もあるが、駅前の活性化に

つながり、市全体の活性化の材料にもなっている。 

委員：着付けの指導を行っている知り合いが、車の運転ができないので、駅前に施設ができて、大変

喜んでいる。 

議長：大きな成果があがっていると理解している。 



5  その他  なし 

 

6  閉会  齋藤副会長 

 



平成 22 年度第 2 回 

牧丘地域審議会議事概要 

 

日時 平成22 年10月26日（火） 

午後7時00分～9時 

場所 牧丘支所 大会議室 

 

1  開会 

2  会長あいさつ  大宮山会長 

3  市長あいさつ 

4  議題（出席委員  １６人  市出席者  市長以下１１人） 

   大宮山会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）水道料金の見直しについて 

      担当課から説明 

質疑 

委員：水道施設の減価償却の満了期間はいつか。 

市  ：個々の施設の種類によって異なる。 

議長：一般な施設の償却期間はどのくらいか。 

委員：管は38年、電気関係は10年、建物は60年となる。 

委員：償却が済むと水道料金が安くなるのではないかと思った。 

市  ：内部留保をし、施設の更新をするので、償却が終わって水道料金が安くなるわけではない。 

委員：牧丘地域の水道料金は変わらないようだが、値上がりする地域の住民の抵抗は大きいのではな

いか。 

市  ：水道料金は高くなるが、安心・安全な水を住民に提供するということで理解を求めていく。ま

た、水道審議会の答申結果をホームページに掲載し、各地域審議会、議会で説明をし、理解を

深めていただき、広報で周知を図っていく。 

委員：牧丘の簡易水道が上水道に切り替わるのはいつ頃になるのか。 

市  ：上水道に変わるのではなく、地域管理の簡易水道を統合する事業を行っている。倉科地域以東

の第一簡易水道事業区域は平成30年度、西保下地域以西の第二簡水事業区域は平成25年度に

統合の予定で事業を進めている。 

 

（２）市政功労者表彰規則改正について 

担当課からの説明 

質疑 特になし 

 

（３）期日前投票の期間短縮について 

担当課からの説明 

質疑 特になし 

 

 

（４）山梨市牧丘町コミュニティセンターについて 



支所から説明 

質疑 

委員：コミュニティセンターと名前が付いているが、利用時間、利用日に制限が多かった。コミュニ

ティセンターの行政上の位置づけはどうなっているのか。 

市  ：保健センターとして利用していた時は、国からの補助金を受けて建設した施設のため、建物の

用途が特定されていた。合併後、本庁の保健センターに主な機能が移り、利用率が低下したた

め、平成21年度に、保健センターからコミュニティセンターへ建物の用途変更手続を行った。

地域審議会において、諏訪公民館として利用したい希望が地域にあるとの意見を受けたが、既

に諏訪公民館があるので、一地域の公民館としてではなく、市全体で有効に利用するため、今

年4月からコミュニティセンターの名称を付け、諏訪地域に限らず全市民の方に利用していた

だける施設とした。 

委員：休日、夜間について、「市長が認めるときに利用することができる。」とあるが、「市長が認める

とき」とはどんな場合なのか。 

市  ：基本的には、平日昼の利用と同じ許可基準となる。ただし、利用許可できない場合は、どんな

場合なのか曖昧な部分があるので、平日の昼の利用も含めて「利用許可できない場合」につい

て定義・確定作業をしている。 

委員  ：婦人団体の菜の花の会で、行事や事業の際、お焼きなどを販売する時の下ごしらえで調理室

を利用することは可能か。また、保健所の販売営業許可は市で取ってもらえるのか。 

市  ：基本的には、営利目的の場合は許可できない。ただし、市が主催する事業への出店の場合は、

担当課の依頼があれば可能になる場合もある。保健所への営業許可申請は、主催者側でまとめ

て申請する場合があるので、その都度、主催者側に問い合わせをしていただきたい。 

（５）その他 

議長：市長の挨拶の中で、オーチャードヴィレッジ・フフの宿泊を廃止するという話があったが、廃

止後の方針はどうなっているのか。 

市  ：詳細な方針はまだ決まっていない。 

議長：この件に関して、何か意見があるか。 

委員：過日、婚活パーティーを開催したところ、参加者から、とても良い場所だとの声があ 

がった。以前のようにレストランを再開して、牧丘を売り込んで欲しい。やってみたいという

人が地域にいる。 

議長：委員も、実現に向けて働きかけてみてはどうか。 

委員：あの場所からの富士山の眺めはすばらしい。春や秋に富士山の撮影会をやってみては 

どうか。桜だけでなく藤の花を植えるのも良いと思う。あの施設の一番の問題は、道がわかり

づらいこと。看板を設置し、道順をわかりやすくしなければならない。 

市  ：宿泊をやめる件については、9月議会の答弁でも説明させていただいた。別の機会に施設の活

用に関する意見や検討をしていただきたいと思う。 

議長：地域の盛り上がりも必要だ。 

委員：今年度、施設の庭にコスモスを植えたが、雑草に負けてしまった。しかし、来年も取り組んで

みようと思う。 

議長：委員から色々な意見を出してもらい、フフの活用に関する会議を開催したい。 

委員：宿泊棟がなくなるのは、地域としては残念である。 

議長：ビジネスの世界では、厳しい時こそチャンスがある。先程、賛同いただいた会議を開催したい。 

5  その他  なし 

6  閉会  山下副会長 



平成22年度第3回 

三富地域審議会議事概要 

 

日時 平成22年10月28日（木） 

午後7時30分～9時 

場所 三富支所委員会室       

 

 

1  開会 

2  会長あいさつ  前島会長 

3  市長あいさつ 

4  議題（出席委員  １４人  市出席者 市長以下１１人） 

    前島会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）水道料金の見直しについて 

      担当課から説明 

質疑 

委員：私は水道審議会の委員であり、審議会にも出席した。今回の料金見直しは、以前の水道審議会

において、料金の見直しをするべきと答申されたことに基づくもので、改定の見送りはできな

かった。水道審議会では改定内容に理解をしたので、地域審議会委員にも理解願いたい。 

委員：上水道事業、簡易水道事業の人件費は何人分か。簡易水道事業の内、三富分は何人になるのか。

水道課の職員数は何人か。 

市  ：上水道事業は12人、簡易水道事業は5人、その内三富分は1人となる。職員数は17人である。 

議長：水道企業団からの配水区域はどこか。 

市  ：琴川ダムの水を利用した企業団用水を、山梨地域の一部と牧丘地域に配水している。 

議長：三富地域審議会の二人の委員が、水道審議会に出席していた。いまの説明を受けて料金の改定

もやむを得ないと思う。この改定が 12 月議会で議決されたら、この内容を審議委員も地域に

よく説明してもらいたい。 

 

（２）市政功労者表彰規則改正について 

担当課から説明。 

質疑 

議長：以前から対象者が多いという意見があった。改正は了承した。 

 

（３）期日前投票の期間短縮について 

担当課から説明。 

質疑 

委員：選挙立会人の苦労を考えると、期間の短縮はもっともである。賛成する。 

議長：審議会としても、賛成である。 

 

（４）その他 

委員：境川に建設されるゴミ処理場の件だが、市長の話では完成が２年延長となるようだが、東山梨

環境衛生組合の施設を建設する時も、反対があった。当初の予定では、施設の使用期限は平成



23年3月であった。今回の延長の話は、三富地域には説明がまだされていないが。 

市  ：牧丘地域の大沢、成沢地区には住民説明をした。三富地域の市議会議員から隣接する三富地域

の住民に説明をするべきだと話があった。話をする機会を設けたいと思う。 

議長：現施設の東山梨環境衛生センターの建設当時、私が責任者であった。当時も、いろいろな意見

があった。 

委員：施設の建設に、賛成の区もあったし、反対の区もあった。 

市  ：要請があれば地域全体に説明をしても良いと思う。市で説明の場を設定し、東山梨環境衛生組

合で説明を行うことになる。 

議長：新施設の稼働までの６年間延長となる。使用期間が、長くなればなるほど住民も抵抗がある。

現施設の建設時に、三富地域も何らかの補償があったので、過去の資料を確認してもらいたい。 

委員：施設は成沢地区にあるが、煙の影響は三富地域に多くあるので、大沢、成沢地区に話をすると

きは三富地域にも話をしてもらいたい。 

委員：私達は、すももだいらスポーツ広場でグラウンドゴルフをやっているが、用具を入れる物置を

グラウンドに設置してもらいたい。 

市  ：以前から要望があった。可能か検討したい。 

市  ：現在、二つの倉庫を設置しているが、一つはグラウンド整備道具の保管用で、もう一つは少年

野球チームで設置し使っている。設置が可能か、本庁の担当課と協議している。また、ゲート

ボール部からも、物置を置かせてほしいとの申し込みが来ている。 

議長：グラウンドゴルフ部とゲートボール部で供用できないか、相談してほしい。 

委員：ゴミの収集袋の件だが、リサイクルステーションができて、それ以前に使用していたスチール

缶やアルミ缶用のゴミ袋が余っている。生ゴミ用の袋として使用できないか。 

市  ：生ゴミは専用の袋でないと出せない。以前使用していた袋については、東山梨環境衛生組合に

確認をする。 

委員：最近、捨て猫が多い。注意してもらいたい。 

委員：防災行政無線を順次デジタル化しているということだが、農協の放送は本庁に依頼しないとで

きないようだが。 

市  ：現在は、アナログからデジタルに移行する過渡期であり、完成したら JA フルーツ諏訪支所か

ら直接放送ができるようになる。切り替えの期間は不便をかけている。 

 

5  その他  なし 

 

6  閉会：坂本副委員長 

 

 

 

 

 


