
平成 24 年度 

第 1 回山梨地域審議会議事概要 

 

日 時 平成 24 年 5 月 25 日（金） 

                        午後 7 時 30 分～9 時 

場 所 夢わーく山梨 講習室 

 

※開会前に委嘱状の交付 

 

１ 開 会 副会長 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議 題（出席委員 12 人 市出席者 市長以下 10人） 

  関口会長が議長となり議事に入る。 

 

（１）平成 24 年度予算概要・主要事業について【資料１】 

     担当課から説明 

 

質 疑 

委員  ：整備後の山梨市民小原スポーツ広場は、どのように貸し出しを行な

うのか。特定の競技団体だけではなく、地域の運動会で使うことも

できるのか。 

市   ：一般の方に、広く利用してもらいたいと考えている。 

委員  ：広くとは、どこまでの範囲を考えているのか。 

市   ：体育祭を行うなど多目的での活用を想定している。小中学生に関わ

らず、各種団体など、多くの人に利用してもらいたいと考えている。 

議長  ：現在、基本計画を策定中とのことである。今後、具体的に決まって

くるという理解でいいのではないか。 

委員  ：国民文化祭事業について、平成 24 年度の予算は準備経費として

528,000 円計上してあるが、来年度は山梨市でも行われるため、予算

を増やしてほしい。 

委員  ：当初の計画では、南棟に社会福祉協議会が入ると聞いていた。今後、

社会福祉協議会はどうなるのか。 

副市長 ：南棟については、当初計画では図書館、社会福祉協議会などを検討



していたが、旧山梨庁舎が倒壊の危険があることから解体し、跡地

に図書館建設をということになった。また、災害時の避難場所確保

の観点から、小原スポーツ広場の拡張も考えなければならないとい

うことになった。市民会館内にある図書館が移転した後のスペース

を、どのように活用していくのかも検討していかなければいけない。

現在、社会福祉協議会が分散しているので、社会福祉協議会に入っ

てもらうことも考えている。 

委員  ：社会福祉協議会は同じ場所にあった方が便利だと思うが、現在の場

所に新たに建設することは考えていないのか。 

副市長 ：現在の社会福祉協議会の敷地は非常に狭い。そのため、老人健康福

祉センターにも、社会福祉協議会が入っているのが現状である。社

会福祉協議会は行政と密接に関係する組織であり、分散しているよ

り一か所にある方が機能を発揮できる。そのためのスペースを確保

することも必要だと考えている。 

委員  ：最初、図書館は市民会館でもいいと思っていたが、市長と話す中で、

旧山梨庁舎跡地がふさわしいと感じた。市民会館については国有地

と聞いているが、今後の活用について検討をお願いしたい。 

 

（２）新山梨市立図書館基本計画について【資料２】 

担当課から説明 

 

質 疑 

委員  ：子供に関わる仕事をしている。子供向けの本がたくさんあることか

ら、笛吹市一宮町の図書館を利用することが多い。山梨市の図書館

についても、子どもたち、お母さんたちが利用しやすい図書館にな

ることを楽しみにしている。 

議長  ：サービス面での意見である。よろしくお願いしたい。 

委員  ：図書館は何階建てを考えているのか。 

市   ：基本計画の提言では、ワンフロアの方が利用しやすいとしている。

ワンフロアに収まらない場合は、設計の段階で協議していくものと

考えている。 

委員  ：駐車スペースはどうか。 

市   ：現在の市民会館にも駐車スペースはあるが、道路に面していて使い

にくいという意見もいただいている。また、旧山梨庁舎周辺には 100

台程度の駐車スペースがあり、専用で利用できるため市民会館より

駐車スペースは増えると考えている。 



委員  ：文化協会としては、推進することを要望している。 

委員  ：エントランスホールとは何か。 

市   ：エントランスホールとは、建物に入ってすぐの広間、玄関ホールの

ことを言う。現在の図書館のエントランスホールは狭くて暗い。 

委員  ：喫茶スペースを設けてほしい。 

委員  ：笛吹市一宮町の図書館は小さいながらも、明るくてとても感じが良

かった。山梨市でも立派な図書館を造ってほしい。 

委員  ：旧山梨庁舎前には庭園があり、かつては噴水もあった。この活用を

考えているのか。 

市   ：これから提案していただくことになるが、活用できればいいと考え 

ている。 

議長  ：庭園など周辺整備についても、今後、協議していく中で検討してほ 

しい。 

市長  ：周辺整備も重要だと考えているが、まずは図書館の建物を重視した

いと考えている。建設に当たっては、財政状況も厳しいことから経

費を抑えた形で進めてほしいとの要望もある。周辺整備は今後の課

題だと考えている。 

委員  ：旧山梨庁舎駐車場の中に道があったが、現在も残っているのか。 

市   ：公図をみると道がなくなっているようである。地目も変わっている

ので再度、確認したい。 

委員  ：旧山梨庁舎跡地に建設が決定しているのであれば、早く市民が使用

できるようにしてほしい。また、具体的に図面などができたら、早

く委員会にかけてほしい。 

副市長 ：ここで基本設計の提案をいただき業者の選定をする予定になってい

る。できるだけ早い時期に基本的な平面図などを提示しながら、審

議委員のご意見をいただきたいと考えている。小原市民スポーツ広

場についても、同じように、図面ができた段階で見ていただき、ご

意見をいただきたいと考えている。 

委員  ：すばらしいことだと思う。 

 

（３）山梨市民小原スポーツ広場整備について 

   担当課から説明 

 

質 疑 

委員  ：夜間照明についてお聞きしたい。スポーツ広場の夜間の貸し出しも 

あるのか。 



市   ：夜間照明については、なるべく利用できるように進めているが、近

隣住民の理解も必要になってくることから、今後、検討したい。 

委員  ：今後に期待したい。また、図面ができた段階で地域審議会を開催し 

てほしい。 

委員  ：第 1 次山梨市総合計画後期基本計画の審議会において、「400m トラ

ックなどを備えた総合グラウンドの整備は 5 年以内には難しいので

はないか」という意見を出した。また、体育協会として、現在、市

内にある拡張可能なグラウンドの整備を考え、南棟を解体して市民

小原スポーツ広場を拡張してほしいとの要望を行なった。市の体育

祭など、中学校のグラウンドを借りて行ってきたが、昨年度も、雨

の後、グラウンド内に駐車することによる影響があるとの理由で、

屋外競技を断念した経緯があった。議会においては反対意見があっ

たが、今後は、区長会、商工会など、すべての団体において協力を

お願いしたい。 

 

 

 

（４）その他 

 

委員  ：山下ガソリンスタンドの裏にある土地については、現在、所有者が

東京にいるため、雑草が生い茂った状態になっている。家を建てた

くても建てることができないと聞いた。行政で宅地や駐車場などに

開発してほしい。  

市長  ：地権者の考えもあることなので、市ではどうすることもできない。

関心を持ちながら経過を見て検討したい。 

 

 

５ 閉 会 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 24 年度 

第 1 回牧丘地域審議会議事概要 

 

日時 平成 24年 5月 28日（月） 

午後 7時 30分～9時 10分 

場所 牧丘支所 大会議室 

※ 開会前に委嘱状の交付 

 

１ 開    会 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議題の審議（出席委員 16人 市出席者 市長以下 14人） 

議長：大宮山会長が議長となり審議に入る 

 

（１）平成２４度予算概要・主要事業について【資料 1】 

担当課から説明 

質疑 

委員：野背坂線改良工事について、事業期間が平成１９年から平成２６年度、

後２年で完成ということで大変ありがたい。野背坂峠の部分だけ獣害防

止柵がないため、鹿、猪等が西保下地域に出没し農作物に被害が出てい

る。防止柵の設置の陳情をしてきた。野背坂線完成後ゴルフ場跡地の公

園整備と合わせて防止柵を設置すると言われているが、市の考えはいか

がか。 

市 ：市有林の中に民有農地が含まれており、農地の集積化の話を進めてい

る。県単事業により、市道 7号線沿いに防止柵を設置する案を提示した

が、使用しづらくなるため、市有林の民地集積事業終了後まで待つとい

うことなので設置を見送った。当面の間は市の補助を活用していただく

と話をしてある。 

委員：下水道関係で中牧地区は個人による浄化槽の設置となっている。広域

の下水道が入らなければ、集落排水などで河川浄化を進めるべきではな

いか。将来に向けて素晴らしい環境、自然のある山梨市にするために力

を入れなければならないと思う。 

市 ：下水処理については、牧丘地域は下水道の地域と、それ以外の地域は



市町村設置型の合併浄化槽の整備をし、河川等の浄化を図ることで進め

てきている。市町村設置型の浄化槽については、市で設置工事を行いそ

れに附帯する設備工事等の一部が個人負担になり、改修は市で行う。昨

年度は１０基以上の予算を計上したが、設置希望者が尐ない状況であっ

た。市の方針としては下水道の地域と市町村設置型の合併浄化槽で処理

をしてく地域で進めている、また、以前に個人で設置した単独浄化槽も

合併浄化槽に改修していくよう進めている。 

委員：牧丘地域にも中小企業がいくつかある。企業から出る排水の指導はど

この管轄か、また、どのような指導をしているのか教えてもらいたい。 

議長：基本は保健所であるが、水路については環境課、下水道課、問題があ

れば保健所だと思う。 

市 ：市では環境課で対応する。 

委員：山梨市では、下水道に入れるように下水道管は整っているのか。 

委員：私の家で改築をした際、合併浄化槽を入れたが、業者から牧丘では勾

配がありすぎて排水管の汚物が流れないため、合併浄化槽処理をすると

説明を受けた。 

委員：主要な施策概要の冒頭に、水とか緑とか自然環境を守っていく項目が

あるのだから、幾年かかってもプランをもって行かなければならない。 

市長：牧丘地域の中は、下水道で整備する区域と市が設置をする合併浄化槽

で整備をする区域での方針となっている。合併浄化槽でも、処理能力は

同等であり、国の方針に従うなかで、下水道処理区域と市町村設置型合

併浄化槽設置区域と区域分けしている。 

議長：今回の下水道、浄化槽のことについて市に持ち帰り検討していただき

たい。 

 

（２）新市立図書館基本計画について【資料 2】 

担当課から説明 

質疑 

委員：待ち望んでいた独立の図書館の建設は歓迎である。山梨市の図書館に

はこういう関係の本が充実していると言われるような特色のある図書

館とするのが良いと思う。勝沼の図書館にはワインや葡萄関係の本が多

く、利用者も多い。山梨市では森林セラピーに非常に力を入れ国立公園

もあることから、自然・環境・森林セラピー・山岳関係に特化したらど

うか。他の図書館から借りるばかりでなく貸す側にもなれば良いと思う。 

議長：提案型の意見である。よろしくお願いしたい。 

 



（３）山梨市民小原スポーツ広場整備について【資料なし】 

   担当課から説明 

質疑  

委員：場所は市役所前になるのか。このような施設では駐車場が必要となる

ので十分確保できると思う。合併前の牧丘町時代からスポーツ広場を希

望してきたので、将来的には牧丘地域にもスポーツ施設が必要ではない

かと思う。 

議長：市民に喜ばれるスポーツ広場の整備をお願いしたい。 

 

（４）その他 

 

議長：市長がオーチャードヴィレッジ・フフについて述べたが、牧丘審議会

の立場とすればフフを活用していただくことがありがたい。牧丘地域が

歓迎的な形でいければよいと思う。 

委員：フフについては大歓迎。今後も、フフを会場にしてお祭りを一緒にや

っていきたいと㈱グリーンドックの社長と話をした。 

議長：牧丘市民はフフの活用を望み、今回、よい形のものが実行になった。

観光課長一言お願いしたい。 

市 ：５月２日に森林セラピーを行い滞在型の健康施設の運営をするグリー

ンドック社と契約をした。現在、会社では現地に宿泊などしながら８月

のオープンに向けて会社が改修しなければならない箇所の点検、また、

市が改修すべき箇所の確認などを行っている。市が行う改修については、

５年間をかけて順次行う。５月２日に地域の方は会社より説明をした際

に、地域との懇話会を設けてほしいとの話があった。年に数回となると

思うが、よろしくお願いしたい。また、引続きフフを使っての地域のイ

ベント等もご協力をいただく中で、フフを中心にこの事業が順調に進み、

牧丘地域の活性化につながればと考えている。今後ともよろしくお願い

したい。 

委員：長年、オーチャードを支える会が地元で頑張ってきた。信頼できる会

社に１０年契約でまかせられるのなら、オーチャードを支える会の仕事

も終わり、これで解散するという話も出たが、会議の中で満場一致でグ

リーンドック社が成功するまで地元の窓口として続けていくことと確

認した。また、地元には芸術村があり、菜の花祭りの時に、芸術村の人

の展示会と演奏会をした。今、ＮＰＯ法人妣田圭子豊原塾という法人が

あり、その理事長、副理事長もフフについて全面的に応援したい旨の申

し出があった。地元の受け入れが重要で、長い目で成功するよう、今は



ＰＲ活動をしている。この決断をした市長、市議会の方々に改めて敬意

を表したい。地元でも成功するよう頑張っていきたいと思う。 

議長：牧丘地域審議会を始めとして、牧丘地区市民にも全力を挙げて応援し

てもらいたい。 

 

５ 閉    会 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２４年度 

第１回三富地域審議会議事概要 

 

日時 平成２４年５月３０日（水） 

午後７時３０分～午後８

時４５分 

場所 三富支所委員会室 

 

※開会前に委嘱状の交付 

 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議事（出席委員 12 人 市出席者市長以下 13 人） 

  前島会長が議長となり議事に入る。  

 

（１）役員構成について 

 

議長：副会長を務めていた、本委員の日原吉日出委員が4月23日付けで退職した。 

現在、副会長が不在であるため、副会長の選任をしていただきたい。 

 

会長が委員の一任を受けて、副会長に坂本眞委員の選出をおこなった。 

    

（２）平成２４年度予算概要・主要事業について【資料１】 

担当課から説明 

質疑 

委員：防災体制の強化、防災行政無線同報系本統合整備事業の、難聴地域解消 

個別受信機設置事業経費に計上してある設置戸数は２００戸なっている 

が、全戸数ではないのか。 

市 ：２３年度分とあわせて、全戸の難聴地域を解消する。 

議長：新エネルギー推進事業とは何か。 

市 ：ペレットストーブ設置事業は、市内中学校 3 校にする。 

薪ストーブ設置事業は、万力公園に薪ストーブを設置し、来園者に環境へ 

の意識啓発を図る。 



住宅用太陽光発電シムテム設置等は、家庭用住宅に太陽光発電システム設 

置及び木質バイオマスストーブ設置に対する補助金である。事前協議して 

から申請していただきたい。 

 

（３）新山梨市立図書館基本計画について【資料２】 

   担当課から説明 

 

質疑なし 

 

（４）山梨市民小原スポーツ広場整備について 

   担当課から説明 

質疑 

委員：新図書館建設及び小原スポーツ広場整備について、税収等が減尐するな 

かでの整備事業になるので、市民に利用価値の高い施設を是非建設して 

頂きたい。 

 

（５）その他 

 

委員 ：市ではデマンドバスを検討しているか。また、デマンドバスとは何か。 

副市長：デマンドバスとは、通常の路線バスと異なり、時刻表、運行経路を定 

めずに予約制で運行する。そのため、駅に着くが時間が遅れるなど、 

デメリットもある。 

現在の路線バスの契約更新が平成 28 年になっている。メリット、デメ 

ッリット検討し結論を出したい。 

委員 ：路線バスの通らないところを通ってほしい。 

市長 ：三富地域ばかりではなく、山梨市全体の問題であり、既存の路線バス 

を運行しながら、デマンドバス運行は難しい。市民の利便性を考慮し 

検討しているので、ご理解をお願いしたい。 

委員 ：旧ＮＥＣの体育館は、現在どの様な状況か。 

副市長：１階については、書庫として行政文書を収納し、一部を資機材の置き 

場として使用している。２階の体育館は、床を張り替えないと使用で 

きない状況となっている。 

また、体育館として使用する場合、消防法の許可を得ないと使用できな 

い。小原スポーツ広場整備事業と併せて、防災の拠点となる災害時の備 

蓄倉庫として、検討している。 

議長 ：防災無線は、ある程度は改善されてきたが、できるだけ早急な個別受 



信機設置をしていただきたい。 

委員 ：広瀬ダムの放流にあたって、放送を行ってからサイレンを鳴らしてほ 

しい。 

副市長：サイレンを鳴らし注意をひいてから放送することで放送内容を聞いて 

もらえるようにしている。 

委員 ：サイレンが先だと火災と間違える。 

副市長：改善できることなのか確認したい。 

 

５ 閉 会 

 


