
平成２３年度第１回 

山梨地域審議会議事概要 

 

平成 23 年 5 月 27 日（金） 

午後 7 時 30 分～午後 8 時 45 分 

夢わーく山梨 大集会室 

※開会前に新委員に委嘱状交付 

 

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１１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）平成 23 年度予算概要・主要事業について 

 担当課から説明 

質疑 

委員：議会費の支出が増えているのはなぜか。また、消防費減額の理由はなにか。 

消防費のなかに広域消防の費用も含まれているのか。 

市 ：議会費の増額については、議員の共済制度が改正になり、市の負担分が増えたためで 

ある。消防費のなかには、広域消防の分も含まれている。 

委員：消防団活動は地元の寄付などで賄っているが、最近は寄付も尐なくなっている。 

急を要するホースの申請などは、なるべくスムーズに購入してほしい。 

市 ：総務課行政防災担当へ伝える。 

委員：消防費が昨年より 14％削減になった理由を教えていただきたい。 

市 ：平成 21・22 年度で防災行政無線デジタル化本統合事業が終了したので、その事業費 

減額になっている。その他の事業は、平成 21 年度の予算額とだいたい同じになって 

いる。 

委員：社会教育費に含まれる統括公民館費の内容を教えていただきたい。 

市 ：合併時に山梨中央公民館、諏訪公民館、基幹集落センターを統括公民館として位置 

付けた。 

委員：意見としてだが、牧丘、三富に統括公民館が必要なのか。 

市 ：期限を決めて条例改正をしたと思う。予算内容を確認し回答したい。 

委員：保育園の耐震工事について、想定している震度はいくつか。 



市 ：震度 7 までを想定している。 

委員：八日市場保育園の耐震工事について、6,000 万円が計上されている。検討したと思うが、 

新築との比較ではどうか。 

  市 ：新築より耐震工事をした方が費用は安い。 

 また、八日市場保育園について定員に対しての充足率はよい。 

委員：日川に新しい保育園ができることで、他の園がつぶれてしまうという話を聞いたこと 

がある。市としての対応策はあるか。 

市 ：既存の保育園は継続できると聞いている。 

八日市場保育園の設置場所は、地域的にみてもよい場所だと考えている。 

他に望ましい場所も見当たらない。 

委員：市の予算を使うのだから、よく検討した上で事業に取り組んでほしい。 

 

（２）第１次山梨市総合計画 後期基本計画について 

   担当課から説明 

質疑 

議長：後期計画策定の進捗状況を教えていただきたい。 

市 ：今年 2月に関係課に検討を依頼し、現在、庁内策定委員会で計画内容の見直しを 

進めている。10 月の地域審議会では内容を説明し、意見をいただく予定である。 

 

（３）山梨市観光指針の策定について 

   担当課より説明 

質疑 

委員：「おもてなしの心をおみやげに」すばらしいことだと思う。 

委員：夕方 6 時に流れる「花かげ」の曲は、心が癒されていいと思う。担当課はどこか。 

市 ：総務課が担当し、防災行政無線正常運転の確認の意味で、午前 7 時と 12 時には 

チャイムを、午後 6 時には「花かげ」の曲を流している。 

また、区長会にも了解を得て、実施している。 

委員：山梨市の農業就業者数と平均年齢を教えてほしい。また過去 5 年くらいで比較を 

 するとどうか。 

市 ：農林商工課の担当になる。確認し改めてお知らせしたい。 

委員：図書館についてはどうなっているか。 

市 ：今年度図書館についての検討委員会を設置することになっている。 

   場所についても、現在の場所が環境的にはいいと思うが、狭いという課題もある。 

 今後、検討していく。 

 また、整備するとすれば合併特例債が活用できる平成 26 年度までが望ましいと 

考えている。 



 

５ 閉会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度第１回 

牧丘地域審議会議事概要 

 

平成 23 年 6 月 3 日（金） 

午後 7 時 30 分～9 時 15 分 

牧丘支所 大会議室 

※ 開会前に新委員に委嘱状交付 

 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 大宮山会長 

３ 市長あいさつ 

４ 議題の審議（出席委員１２人 市出席者 市長以下１３人） 

大宮山会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）平成 23 度予算概要・主要事業について 

担当課から説明 

質疑 

委員：フルーツラインの馬場～小田野の間において、小田野山からの落石で人身事故が 

起こる恐れがある。3 月末に落石があり側溝で止まった。大事故が発生する前に 

対策願いたい。 

市 ：担当課と検討を進めていく。 

委員：消防ポンプ車の購入について、北原地区（牧丘分団第 9 部）のものを購入予定と 

いうことだが老朽化が進んでいるので 1 日でも早くお願いしたい。 

市 ：予定どおりに購入する。 

委員：東山中部林道の塩平～赤芝間の、未舗装区間の舗装をお願いしたい。大雤が 

降るたびに土砂崩れしたり、削られたりで通行できなくなる。市でその都度補修 

しているが、舗装したほうが安く上がるのではないか。 

市 ：担当課と検討を進めていく。 

 

（２）第１次山梨市総合計画 後期基本計画について 

担当課から説明 

質疑 

委員：東海地震の発生や、近県の原発事故（静岡県御前崎市の浜岡原発・石川県羽咋郡志 

賀町の志賀原発・新潟県柏崎市の柏崎刈羽原発）など最悪を想定し、各区単位での 



防災活動が自立してできるような、本格的で実のある防災計画を作成してほしい。 

委員：先の大地震でおきた福島原発事故で山梨の農産物が風評被害・出荷停止になるよう 

な事態になっては困るなどの不安を感じている。放射線量を、市で計測して公表して 

ほしい。市では何か対策を講じているのか。 

市 ：市独自の測定について検討したが、予定していない。測定の仕方（風向き・地上 

   からの距離）で測定値が変わってしまい、専門の検査員でなければ他と比較できる 

有意なデータが得られない。現在、県がモニタリングポスト・上水道・定時降下 

物の三つの測定結果を公表しており、そのデータが震災前と同じであり、国からの 

情報でも山梨への拡散は予想されていない。ただし、状況が変化すれば必要な対応 

をとる。 

 

（３）市有林について 

旧ゴルフ場予定地の利用について経過と今後の見込みの説明 

      担当課から説明 

質疑 

委員：馬場から市川へ抜ける市道野背坂線付近に獣除けのフェンスがないため、城南区・ 

  城東区で、農産物のシカ・イノシシによる食害があり、襲われてけがをする危険が 

  ある。ぜひともフェンスの設置をお願いする。 

市 ：市道 7 号野背坂線工事終了後（平成 26 年度末に開通予定）、平成 27 以降に行う見込み。 

農地の集約事業と市道工事の残土集積場、林地開発として今年度承認を県から得る 

予定であり、地形が変わったりするので設置ができない。地権者・地元には説明会 

を開き理解を求めている。 

  地元（城南区）からは、区の総会で区民の了承があったと報告が来ている。 

 その間のシカ・イノシシ等の獣害に対しては、電柵等資材費の補助・有害鳥獣駆除 

（猟友会）で対応する。 

 

（４） 夜間照明について 

（老朽化している牧 1 小と笛川中の夜間照明を、笛川中へ一本化していく。 

笛川中は施設の更新をする。牧 1 小の照明は、使える間は使う。） 

    担当課から説明 

質疑 

委員：牧 1 小と笛川中の夜間照明利用を笛川中に集約していくのは、予算面だけでなく 

利用者が減っていて、1 カ所で十分需要を満たせるということか。 

市 ：お見込みのとおり。現状でも利用者相互で利用日程を融通して間に合う状況だと 

認識している。照度の低い照明を 2 カ所に置くよりは、きちんとした設備を１カ 

所で整備したほうが利用者にとって有用だと考えている。 



（５） オーチャードヴィレッジ・フフの今後の整備計画について 

（一部利用価値の高いものを残して、施設を順次解体していく方針。） 

    担当課から説明 

質疑 

委員：フフを支援する会で、花の種蒔きやイベントへの協力などの活動をしているが、 

施設有効利用の妙案がない。 

委員：建設費の償還はいつごろまで続くのか。 

委員：数日前のフフを支援する会の総会で、女性会員から、市が応援（財政・企画面で） 

してくれるのであればレストランだけでもやってみたいという提案がある。温泉 

を掘れば宿泊も継続していけないか。また、あれだけ広い敷地があるのだから太 

陽光発電の基地にしたらどうか。という意見が出ていたので取り入れてくれると 

ありがたい。 

議長：何をするにしても、あの場所では採算をとるのは難しい。また、支援前提の話では、 

    市は受けられないだろう。太陽光発電の基地には、採算をとるには狭い、風が強い 

ところで土埃などが保守の妨げになる。 

委員：小楢山の登山客が多い。湖、琴川ダムもあるし単独でなく、そういう（広い） 

枠組みで考えていったらいいのではないか。 

委員：建物のレイアウトが非効率的・木造家屋の屋根に土を盛るというのはそもそも 

どうだったのか。 

委員：レストランからセミナーホールまでの土手の土留め、木の板と杭で階段状になって 

いるがボロボロでいつ崩れるかわからない状態だ。 

市 ：建設費債務の償還は平成 27 年度に完了する。フフを支援する会で提案のあった話は 

承知しており、より良い提案ができるよう検討材料に入れていく。土手の土留めの 

件については、自然勾配に樹や芝を植栽する形で保全するようにしていく。 

委員：使わないともったいない。やる前にあれこれ言うよりも、最初から結果は出ないの 

だから、もう尐し長い目で前向きに検討したらいいのではないか。使いたいという 

話があるのに、なぜ採用しないのか。 

議長：使いたいという人と一緒に現地を歩いたことがあるが、実際見てみたら場所が 

分かりにくく、レイアウトの効率も悪い。周囲には壁もなく警備保安上の不安が 

あり難しいということだった。 

委員：大変なお金をかけたのに、またお金をかけて潰すのか。きちんと修繕して使う人を 

募集したほうがいいように思う。 

市 ：宿泊施設など、利用価値が低く老朽化が激しいものについて 24 年度から順次解体 

するが、セミナーホール・レストラン・研修室などは残して整備する。すべて解体・ 

廃止するわけではなく、使える施設は整備して活用していくので御理解をいただき 

たい。 



議長：市の方針は、決して後ろ向きでなく、あるものをできるだけ生かそうというもの。 

オーチャードを何とか生かしてもらいたいという気持ちは、牧丘地域審議会全員の 

ものだ。また、現実に利用できず、維持費がかかるばかりであれば潰しても仕方 

がないのではないか。今後残る施設及び解体跡地を有効に活用にするほうが前向き 

で有効な議論になる。 

 

（６） 山梨市観光指針について 

    担当課から説明 

質疑 

委員：牧丘地域に人が来てくれるようにしっかり計画してもらいたい。 

委員：観光に関連して、旅行者が安心して来られるように道路整備をお願いしたい。 

県道 206 号塩平窪平線の用地買収が進まない話を聞いている。県任せでなく 

市が関与していくべきでないか。 

同じ県道 206 号の中村～古宿の間、鼓川温泉へ行く道の幅員が狭く、くねって 

いるうえ歩道もないので危ない。地元の人も観光客も安心して歩けるように 

するべき。 

委員：県営林道川上牧丘線の塩平～焼山峠の間が工事で通れない。このために牧丘を 

一周できないでおり、温泉事業や乙女湖・乙女高原・小楢山登山などの観光に 

大きな打撃を与えている。一日でも早い工事の完了をお願いしたい。 

市 ：県営林道川上牧丘線の塩平～焼山峠の工事の完成は 3 年後。 

今年度工事は 7 月の工事発注予定となっている。土日祝日は通行可能になるので、 

協力をお願いする。 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度第１回 

三富地域審議会議事概要 

 

平成 23 年 5 月 30 日（月） 

午後 7 時 30 分～午後 9 時 00 分 

三富支所委員会室 

※ 開会前に新委員に委嘱状交付 

 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 前島会長 

３ 市長あいさつ 

４ 議事（出席委員 １５人 市出席者 市長以下１０人） 

  前島会長が議長になり議事に入る。 

  

（１）平成２３年度予算概要・主要事業について 

担当課から説明 

 

質疑 

議長：鳥獣害対策事業はどのような内容か。 

市 ：事業期間として平成２１年度から２５年度までの県の計画により事業展開を行って 

いきたいと考えている。事業はフェンスの設置を継続して行うものである。 

委員：リユース食器導入促進事業があるが、観光イベントなどで使う使い捨てでない 

食器を補助対象にしていただけるのか。 

市 ：リユース食器を業者から借りた場合に、その一部を助成するものである。 

 

（２）第 1 次山梨市総合計画 後期基本計画について 

    担当課から説明 

 質疑なし 

 

（３）山梨市観光指針の策定について 

    担当課から説明 

        

質疑 

委員：重点戦略で山梨市ブランドの確立とあるが、山梨市ブランドをどのように考えて 



いるのか。 

市 ：果樹観光の推進で、山梨市を代表する果樹を使った商品の開発を考えながら 

ブランド化を進めたい。 

委員：山梨市のＪＡフルーツ山梨でもブランド化を進めているので、互いに連携を図って 

いくべきである。 

委員：西沢渓谷、フルーツ公園のポスターはあるが、乾徳山についてはなくＰＲが 

足りないと感じる。 

市 ：多くの情報をホームページなどで提供していきたい。 

委員：森林浴と森林セラピーの違いは。 

市 ：森林浴は森林のもつ清々しいものを体に取り入れ健康になる。森林セラピーは心の 

ケアが中心になり、主に都会の人は仕事で精神的に疲れたりしているので、西沢渓谷 

の渓谷美を観たり、森林の緑のなかを歩くことにより、精神療法をするのが森林 

セラピーである。 

市 ：森林浴はなんの形も見えない。科学的に実証して結果が出るのが森林セラピーである。 

 

（４）その他 

 

質疑 

委員：主要事業にある防災行政無線の個別受信機設置予定数の内容は。 

市 ：基本的には２年計画で、難聴地域を調べたうえで希望をとりながら行っていく 

予定である。 

議長：三富村時代に研究を重ねて放送塔を設置したが、やまびこ等の影響があり各戸へ 

個別受信機を配布した経過がある。 

最近は、「何を放送しているかわからない。」という声が多い。 

このことについては、質問しようかと思っていたが、今回予算化されて安心した。 

地域にとって行政の情報は大切である。 

特に三富地域審議会としてお願いしたい。 

委員：最近になって屋内放送が聞こえなくなった。 

広報などで知らせたかどうかわからないが、屋内放送は続けていくのか。 

お年寄りや耳の悪い人、降雤時に閉め切った場合など、屋内では聞こえない実情が 

ある。元のように聞こえるようにしてほしい。 

議長：地域に入って地域の意見をよく聞いて実施してほしい。今までは、そういうことが 

なかったため不平が出ている。 

委員：広瀬ダムの放流にあたって、サイレンが鳴ってから放送を行うため、よく知らない 

人は驚いてしまう。放送を行ってからサイレンを流すべきではないか。 

委員：現在の個別受信機は使えないのか。 



市 ：デジタル方式になるので使えない。 

委員：使えないのであれば回収するなり、その処分方法はどうなっているのか。 

市 ：新しい受信機を設置する際に、現在の受信機は引き上げたいと考えている。 

大平中継所を経由するので、聞きづらくなる場合があることは承知している。 

調査を行っていく中で、順次受信機を設置する予定である。 

議長：委員の皆さんも、地域で聞かれた場合は説明をお願いしたい。 

委員：１０時、１５時のチャイムがなくなって不便である。また、夕方の花かげの 

メロディーが寂しく感じるときいている。 

市  ：現在、７時・１２時・１８時に流している。 

三富では、宿泊者がいるので早朝には鳴らしてほしくない。また、牧丘では農作業 

の関係で６時に鳴らしてほしい。との希望がある。 

新市になって、一体感が得られるように区長会で検討していただき、現在の時間 

設定になった。 

花かげのメロディーは、地元の著名人の作品で、非常によいとの意見をいただいて 

いる。 

  今後、広報などで由来など周知していきたいと思っている。 

１５時のチャイムは、学校の授業中にチャイムが入ってしまうケースがあり、 

避けてきた経緯がある。 

委員：今回、大震災があった。三富地区は、土石流などの危険性が高いと思う。避難場所 

も各地区で決められていると思うが、避難所についても土石流などの危険性がある。 

もう一度、避難場所の確認をしていただきたい。 

広瀬ダムが決壊した場合に、どの程度の範囲で水が浸かるのか、そういったものが 

あれば安心できる。 

市  ：急傾斜地については、今年度、県で危険個所の調査を行う予定であり、それに 

伴って市のハザードマップや地域防災計画も見直しを行う予定である。 

山間地域は、すべて急傾斜地に入ってしまう。 

あくまでも最終的な避難場所ではなく、家が危険であれば近所の避難所に、そこも 

危険であれば、さらに次の場所へ移動していく。 

  山間地域では、急傾斜地が多く完全に安全な場所はない。 

  繰り返しになるが、地域防災計画では、危険な場所を記載していく。 

市 ：本日、水防会議があり同じ質問があった。 

広瀬湖・乙女湖が同時に決壊した場合は、どういう状態になるのかとの質問だった。 

ダム担当者は、「地震で崩壊することは想定の想定も考えられない。」と言っていた。 

  しかし、想定外の事態に備えて県を含めて協議していきたい。 

仮に決壊した場合にはどうかということを市に提示していただくようお願いした。 

市 ：三富に入ったところ（坂本さんの売店のところ）に、「ようこそ三富へ」という看板が 



ある。 

過日、東電から電柱を点検したところ看板が揺らいでいて危険であるとの指摘を 

受けた。 

市で確認をしたところ、基礎が危険であり、現在の土台のままでは改修もできない 

状態であったので撤去したい。 

区長会長、地域審議会長や観光協会長に相談させていただき、撤去の準備を行って 

いる。 

  それに代わる看板は、検討して新たに考えていく。 

  ぜひ、ご理解をいただきたい。 

議長：支所長から話があり、危険な状態であるならば撤去することについて賛成した。 

委員：昨年９月に、過疎計画策定にあたり意見書を提出したが、その後の進捗状況はどう 

なっているのか。 

市 ：過疎計画については、昨年の９月議会に提案し議決いただいた。 

従来の過疎計画は、詳細な箇所をあげて策定していたが、今回の計画は、具体的な 

事業名は一切入れず、臨機応変に対応できる内容になっている。 

  三富地域における要望については、回答は要しないとのことで承った。 

各要望については、関係各課に渡してあるので、内容精査のうえ優先順位をつけ 

順次執行していく。 

本年度２年目で、平成２７年度までの計画である。 

 

５ 閉会 

 

 


