
1 

 

平成２５年度第１回山梨地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２５年５月２７日（月） 

午後７時３０分～午後８時４５分

場 所 夢わーく山梨 講習室 

 

司会・進行 政策秘書課長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ   

３ 市長あいさつ 

４ 委員及び職員紹介 

５ 議 題  （出席委員 １３人  市出席者 市長他６人） 

関口会長が議長となり議事に入る。 

 

 （１）役員選任（副会長）について 

事務局：代表者変更に伴い、現在副会長が不在である。区長会長が審議会副会長をお務め 

いただくという先例があるので、ぜひ大村区長会長様に副会長をお引き受けいた 

だきたい。 

 

委員より承認をいただき、大村区長会長が山梨地域審議会副会長となる。 

 

副会長：この地域審議会は、大事な会である。委員皆様の意見を山梨市発展のために活か 

せるよう活発な審議をお願いしたい。 

 

 

 （２）平成２５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 ：P7において「児童福祉費」に「児童運営費」とあるが何か。 

市  ：私立保育園に対する運営補助である。  

委員 ：駅南整備事業が平成 27年に開始されると聞いた。現在の駅舎は、高齢者にとって大

変厳しい施設である。山梨市駅を利用せず、春日居町駅や塩山駅などを利用する市

民がいる。ぜひ、この現状を踏まえ検討していただきたい。 

市  ：現在、駅舎・南北通路・南側広場の計画を行っている。JRと協議し、橋上駅舎（塩 

    山駅舎と同様の構造）を思案している。バリアフリー化は当然ながら含め、計 4つ 
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のエレベーターをつくる予定。平成 26・27年ごろより工事開始を予定している。そ 

れに伴い駅南側の土地についても検討を行う。 

委員 ：高齢者にとってやさしい駅づくりを早く実現していただきたい。 

委員 ：市民会館耐震補強事業とは、平成 25年度において耐震補強の設計業務を行うという 

    ことか。 

市  ：図書館移転に伴い、平成 25年度に耐震補強の設計業務を行う予定。図書館移転後、 

    その業務に取り掛かる。 

委員 ：幼稚園の先生と話をするうえで疑問がある。少子化で子どもの人数が減少し、公立

幼稚園も廃止されるところがある。一般の幼稚園とつつじ幼稚園の保育料格差があ

り、経営が困難な園も出てきている。今後、適正価格の保育料となるか伺いたい。 

市  ：幼稚園の奨励費に関しては、昨年度改定した。見直しも必要だが、他市の状況と比 

    較しながら検討する。 

    幼稚園だけではなく全体的に子どもの数が減少している。西保保育園については、 

平成 25 年 4 月より休園措置を取っている。児童数や動向などを見極めながら幼稚

園・保育園の今後の在り方について検討を行う。 

委員 ：JRの踏み切りについて。通行困難な個所がいくつもある。ぜひ通行困難な踏切の改 

    善改良を JRに対し要望していただきたい。 

市  ：JRでは踏切に関し厳格に対応している。一般道路の幅員拡張工事のようにはいかな

い。現実的に踏切改善工事は難しい。山梨市駅舎について JRと協議の中、地下に南

北通路建設の場合、駅舎東側踏切は閉めると提言された。そのため橋上駅舎を計画

する事となった経緯がある。また、具体的に東山梨駅南側にある踏切だが、現在は

なみずき通りから東に抜ける道路を計画しており、県代行で跨線橋を建設する予定

である。JRからは、現在ある踏切を閉めてほしいと要望があった。市としては、受

け入れられないため解決策を検討していきながら協議を進める。 

    ぜひ、踏切に関しては改善改良が難しいことを理解していただきたい。 

委員 ：P32小中学校・幼稚園震災対策事業として「小学校、南中・北中学校窓ガラス飛散 

防止事業経費」とあるが、ここにある小中学校においては今年度事業として実施さ 

れるのか。 

また、「元気創造プロジェクト」とはどのような事業が認定されているのか。 

市  ：まず、窓ガラス飛散防止事業についてだが、旧山梨市内小学校・牧丘第三小学校、 

    南中・北中学校においては平成 25年度事業として実施される。また、記載のない小 

中学校に関しては、平成 24年度の補正予算事業として平成 25年度に繰越して行わ 

れる繰越事業として実施される。 

       次に「元気創造プロジェクト」についてだが、人を元気にする「元気な市民生活」、

地域を元気にする「元気な地域産業」、自然を元気にする「エコライフの推進」を 3

つの柱として全庁的に取り組んでいく重点プロジェクトであり、既存事業・新規事
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業あわせて事業推進するものである。 

委員 ：窓ガラス飛散防止事業についてだが、加納岩小に関して頭上にあるガラスについて 

    ゴムパッキンで枠づけされているため、災害時にはフレームから外れ、ガラスごと 

落下する危険性がある。飛散防止されていてもフレームから外れてしまうとフィル 

ムの意味がない。粘土状の粘着類で固定する必要がある。 

議長 ：加納岩小学校に限らず、大体の建物が類似構造となっている。 

市  ：意見として伺う。 

委員 ：「就学援助助成事業」について、以前は学校と民生委員を含めた中で、家庭審査を行 

    っていたが、近年学校のみで審査を行っている。学校側で審査困難事例を民生委員 

に家庭審査依頼をしてくるが、学校側がこの事業に対し、安易に考えているため、 

もう少し事業趣旨の理解を望む。確かに、民生委員は資料を持っており状況把握を 

しているが、学校側にも趣旨理解の徹底を願う。 

教育長：学校側も趣旨を理解していると思われるが、今後の在り方・受け止め方等を教育委 

員会において対応していく。学校側でも所得等審査しているはず。 

委員 ：所得がありながら審査困難として依頼してくる例もある。きちんと理解徹底がなさ 

    れていないと思われる。 

教育長：確認する。 

 

 

 

（３）その他 

事務局：任期について、現在の委員は平成 25年 8月 28日となっているが、地域審議会の 

   設置に関する協議 第 2条にあるように平成 27年 3月 31日までの設置期間があ 

   る。ぜひ、今後も引き続き委員としてご活躍願う。 

 

 

市  ：報告である。 

旧庁舎が解体されていることはご存知であると思う。未だ旧庁舎内に CCW という

会社が入っており、対応に苦慮している状態である。平成 21年 11月より 2階の一

部を貸与していた。当初、県より 200人～400人のコールセンターを設置する予定

があると勧められ、雇用が見込まれるのならと思い承諾したが、実際は、4・5人の

会社であった。3年間の賃貸借契約であり、昨年の 10月で契約が切れた。耐震性が

ない建物ということも承知して入っている。解体をして新築（図書館建設）の予定

があると 1 年以上前から話をしてきたが、なかなか退去しない。市内の別の物件を

10数か所紹介したが、社員が納得しても社長から断られてしまった。仕方なく訴訟 

を起こすこととなり、その旨昨年の議会において議決をいただいた。弁護士を通し 
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ながら話しを進めているが、撤退に要する要求が膨大になっている。今まで補助金 

も支給してきたが、市の提示する 200万円の移転補償に対し、3,500万円の要求を 

してきた。未だ決着がつかず、今後は別の形で訴えていく予定。2階の一部を除き 

徐々に解体を進めてはいるが、本体の解体まで着手できずに、大きな支障となって 

いる。理解を願うところ。 

市民小原スポーツ広場に関しては、順調に進んでいることをご報告する。 

議長 ：次回の山梨地域審議会開催予定は。 

事務局：例年年 2回（5月と 10月）開催されている。例年どおりであれば 10月に開催予 

定。 

議長 ：通知を早めにいただきたい。 

事務局：承知した。 

 

 

６ 閉 会     
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平成２５年度第１回牧丘地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２５年５月２９日（水） 

午後７時３０分～午後９時２５分 

場 所 牧丘支所大会議室 

 

司会・進行  網野牧丘支所長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ   

３ 市長あいさつ 

４ 議 題   （出席委員 １５人  市出席者 市長他９人） 

  大宮山会長が議長となり審議に入る。 

 

（1） 平成２５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  ：牧丘・三富が山梨市と合併し８年経過するが、都市一極集中により、庁舎等 

移転開発され、地方が置いてきぼりにされる感がある中、地方においても怠 

りのない行政をしていただきたい。 

現在、市の財政の起債比率についてお伺いしたい。 

ＹＬＯ総合会館耐震診断について費用が掛かることや、さらに高齢過疎化に 

伴い利用件数が減少し続けているため取り壊しをすると聞いているが、ぜひ 

存続をお願いしたい。 

琴川ダムの県企業団から出資されている水路改修工事費４９０万円の予算で 

は、改修を要望する工事をおよそ３０年継続しないと完成しない。市で努力 

していただき、かつ県単事業、国庫補助を利用し早期の水路改修工事をお願 

いしたい。 

成沢地区において、特定鳥獣適正管理事業のモデル地域として予算化してい 

ただき感謝申し上げる。しかし、すでに猿３０匹くらいの群れによる農作物 

の被害が発生しており、特殊花火の購入も難しいため、一日も早く予算執行 

していただきたい。 

市   ：牧丘・三富は過疎地域の指定をされている点から、地域の要望を念頭に置き 

ながら過疎対策事業において対応していきたい。また、ＹＬＯ総合会館につ 

いて、取り壊すと決めてはいない。まず、耐震診断を行ったうえで必要性等 
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を考慮し検討する。また、有害鳥獣対策として絶対数を減らすことが大切だ 

が、地域の協力も必要である。市としては、全国市長会を通じて国に要望を 

上げていく。 

市   ：水路改修について、市では４９０万円の予算と国及び県の補助制度利用し、 

地元地権者の了解のもと、できるところから進めていく。 

市   ：本市の財政指標については、現在、実質公債費比率は１４％であり、起債に 

県の許可が必要となる基準である１８％以上、早期健全化基準である２５％ 

以上ではないため、数値的に問題ない。また、将来負担比率は一時期の１６ 

０％から１４０％に下がっており、財政状況としては非常に良い推移をして 

いる。 

議長  ：ＹＬＯ総合会館については、牧丘地域審議会の立場として存続を希望する。 

委員  ： 給食センターについて市の考え方、内容、理由をお聞きしたい。 

議長  ：ＰＴＡで協議されていることをＰＴＡ代表としてお話していただきたい。 

委員  ：各学校の内容を把握していないが、牧丘第二小学校では給食センター方式よ 

りも、今まで通りの自校方式が良い。センター方式では、独自で栽培収穫し 

た野菜を使用することができなくなり、地産地消が困難になる。また、授業 

による給食時間のずれに対しても対応できない。 

議長  ：各学校で有している児童のアレルギー問題が、統一されたセントラルキッチ 

ン方式を採り入れることで、対応できるのか。 

市   ：現在の学校給食は、自校方式により調理をしている。それぞれ建築年数は様々 

だが、３５年以上経過している施設がだいぶ増えている。中でも現状で一番 

老朽化が問題になっているのは、山梨北中学校の給食室である。建て替えの 

必要があるが、平成２１年４月１日から施行されている学校給食衛生管理基 

準を満たすためには、今の施設の約３倍の面積が必要である。調理場の衛生 

管理として、調理機器からの排水が直接排水管を通して流すことで湿度が低 

く、細菌の増殖が抑えられ、床を乾いた状態にするドライシステムの導入に 

努めなければならない。調理場を壁により完全に仕切り、汚染作業区域・非 

汚染作業区域・その他の区域等区域を整理する必要もある。また、食物アレ 

ルギーに対しては、アレルギー専門の部屋を設けて対応する。 

自校方式のメリットは理解できるが、一番に求めるものは「安心安全」であ 

り、それにはセンター方式を採り入れることが最善であると考える。市では、 

学校給食に関する記事を広報６月号から掲載し、市民の皆さんのご理解を求 

めていく。また、各学校から要請があれば説明したいと思っている。 

議長  ：市民の理解を得ることが必要である。 

委員  ：候補地の果樹試験場跡地を利用する学校給食センターにおいて調理された給 

食は、近隣の学校では温かい給食が提供されるが、牧丘の場合配達されるま 
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でに給食が冷めてしまう。安全面においても配達の途中、空気に触れて食中 

毒になる恐れがある。各学校で意見が違うと思うが、やはり自校方式が良い。 

議長  ：配達の途中で菌が増殖することはない。最初の段階で菌が無ければ増殖はし 

ない。ただ、給食が冷めることはあるかもしれない。 

委員  ：他県の例だが、学校給食センター方式により食器回収の都合上、約２０分で 

食事を終えるようにしなければいけない。短時間で食べられない児童に対し 

先生は、最初から量を少なくしているようだ。これでは、食育について問題 

がある。また、給食の量を減らすことで、同じ給食費を支払うことに対し疑 

問をいだいている父兄もいる。学校給食センターに関しては、費用等多面に 

渡りじっくりと議論していただきたい。 

委員  ：防災対策について、南海トラフ巨大地震等騒がれる昨今、事前防災が一番大 

切だと聞いている。市としては、どの様な対策をしていくのかお聞きしたい。 

市   ：本市としては、自然地形から起こる恐れがある土砂災害が一番心配である。 

そこで、土砂災害・洪水ハザードマップを平成２５年３月に全世帯に配布し 

た。また、県を中心に砂防工事等防災対策を進めている。 

市   ：平成１７年度から山梨・牧丘・三富地域の全地域を基礎調査し、危険個所を 

示したものが、土砂災害・洪水ハザードマップである。市民の皆さんが、ど 

の様な地域に住んでいて、どの様な危険があるのか、また大雨・地震の災害 

時、いち早く何処に避難したら良いか確認していただくために配布をした。 

自分の身を守るためにぜひ活用していただきたい。防災対策については、危 

険度が高い場所を優先し、県・国に随時要望し実施している。現在、県にお 

いて牧丘第三小学校裏押手沢の防災対策事業を進めている。また、主要幹線 

道路が寸断され孤立した場合、資材の搬入等いち早くその場に行ける対策を 

思案している。 

市   ：急形斜地等の土砂崩壊について防災対策の説明があったが、居住している建 

物の安全性も確保していただきたい。特に道路に面している建物が地震等で 

倒壊することにより、道路を封鎖してしまう恐れがある。倒壊の恐れがある 

建物は、ぜひ耐震化をしていただきたい。木造住宅耐震化促進事業において、 

耐震診断は市で負担、耐震改修に関する設計及び耐震改修・耐震化建替・耐 

震シェルター設置の工事費用に対しては補助制度がある。まず、耐震診断を 

受けていただき、倒壊の恐れがあると診断を受けた場合は、これらの補助事 

業を利用し自分の身を守っていただきたい。 

議長  ：耐震基準については、築何年以上の建物が対象になるのか。 

市   ：昭和５６年５月３１日以前の木造住宅である。 

委員  ：災害時の食糧は最低１週間分確保しなければならないと聞いている。そこで 

災害時の際には学校が避難所となるため、給食が自校方式であれば給食室を 
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利用し、食事の提供が容易になると思われるので、検討課題としていただき 

たい。 

 

（２）その他 

委員  ：花かげホール裏の駐車場が使用できないため、正面駐車場が満車になると河 

川敷駐車場を使用することになるので、非常に不便である。花かげの湯と花 

かげホールの利用者の数の割合で駐車台数が決められているのか。 

市   ：花かげホール裏の駐車場は、地主のご要望で返却した。ご迷惑をお掛けして 

いる。 

市   ：正面駐車場については、予算上の処置として観光課の温泉利用について７割、 

生涯学習課ホール使用について３割の割合で賃借料を支払い、共有で使用し

ている。花かげホールで催し物があり満車になってしまうと、温泉利用者が

勘違いし帰ってしまうということで、利用スペースを話し合いで決め使用し

ている。ホール利用者が使用スペースを超えた場合は、河川敷駐車場及びＹ

ＬＯ総合会館駐車場を使用していただく取り決めとなっている。 

委員  ：文化協会は高齢者が多く河川敷駐車場だと大変だが、決め事なら致し方ない。 

委員  ：窪平保育園保護者からも、不満の声を聞く。 

議長  ：利用者には、ある程度理解をしてしただき、市として、駐車場を増やすこと 

を検討していただきたい。 

委員  ：林道塩平徳和線舗装事業について、２千万円予算計上してあるが、地元では 

本当に必要な事業なのか疑問の声も聞かれ、同じ費用を使うならば、我々が 

日々使用している道の未舗装整備に費やしていただきたい。また、山中の道 

路状況が良くなると私有地に不法投棄が増えるのではないか。ぜひ、ご検討

いただきたい。 

委員  ：関連した質問だが、担当課に当林道の舗装工事を依頼し、実施していただく 

ことになった。徳和線においては大雨が降ると道路に土砂が流れ込み、地元 

役員の作業が大変である。 

議長  ：両委員さんの要望内容に違いはあるが、各々の区長という立場もあるので、 

今後行政側と交渉していただきたい。 

市   ：林道塩平徳和線については、県のクリスラルライン構想の一環で、地元の要 

望でスタートした事業である。また、不法投棄については、牧丘地域に限ら 

ず、山梨市全体を市の不法投棄監視パトロール員が巡回して対処している。 

場合によっては、県峡東林務環境事務所に連絡をし、対処している。 

議長  ：各委員さんの活発な意見により牧丘地域の意見として大変良い議論が出来た。 

 

５ 閉 会 
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平成２５年度第１回三富地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２５年５月２８日（火） 

午後７時３０分~午後９時１５分 

場 所 三富支所委員会室 

 

司会・進行  日原三富支所長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ   

３ 市長あいさつ 

４ 職員紹介 

５ 議 題   （出席委員 １４人  市出席者 市長他１３人） 

  前島会長が議長となり議事に入る。  

 

（１）平成２５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  ：三富基幹集落センター改修事業はいつごろから開始するのか。 

市   ：現在、設計委託を進めている。 

9月頃から 12月頃に改修工事を施工する予定である。 

委員  ：食生活改善推進委員では、9月に伝達講習など事業が予定されている。 

生活改善実習室の調理台を使用する予定だが、どうなるか。 

市   ：三富基幹集落センターの外側全体に足場を組み、屋上・外壁修理・塗装まで実 

施するので、昼間については使用できない状態が発生すると思われる。 

議長  ：当該期間には、多くの団体が事業を計画している。11月には、福祉のつどい等 

の予定があるが、どう考えているのか。使用できる方向で検討してほしい。 

市   ：各使用団体と協議をし、工事を施工していく。しかし、コンクリート工事が主 

になるので、冬季をさけて当該期間に工事執行を考えている。 

議長  ：三富基幹集落センターの室内には入れる、という解釈で良いか。 

市   ：三富基幹集落センター外側の工事を施工するので、安全を第一に考えなくては 

ならない。 

議長  ：改修予定時期に三富基幹集落センターを使用する各種団体の事業がある。代替 

の施設がないので、三富基幹集落センターの室内が使用できるのであれば、年 

度計画がある事業については、使用できるよう十分検討願いたい。 
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市   ：会議等は、三富支所を使用していただきたい。また、公民館及び学童クラブに 

ついても支所の活用を願いたい。 

委員  ：支所を使用できることは良いことだが、大きな事業である福祉のつどいや文化 

祭に使用できないのは大変に困る。 

例えば、イベントにあわせて工事を中止するなど、使用できるような方法を検 

討していただきたい。 

市   ：昼間の使用については制限があるが、夜間については使用できる。 

大きな事業については、今後各団体と協議していきたいと思う。 

委員  ：文化祭については、参加者が高齢のため、秋から寒い冬への変更は無理である。 

また、夜間使用出来るということであるが、夜間に文化祭を実施するわけには 

いかない。 

市   ：実際に工程表を作成する段階で、使用できるように検討する。 

委員  ：平日の使用が無理ならば、土曜・日曜の昼間は使用できるか。  

市   ：現在、土曜・日曜の昼間は使用できないが、十分に検討したい。 

議長  ：改修工事を実施することは大変良いことだが、秋から 12月において、団体の 

利用が多いので、支障のないよう十分に検討していただきたい。 

 

（２）三富地内大平牧場大規模太陽光発電事業について 

担当課から説明 

 

 質疑 

議長  ：この計画はどのくらいの期間を要するのか。 

市   ：計画地は農用地区域であり、かなり広い面積の農業振興地域からの除外が必要 

である。国の許可がどのくらいで得られるのか不明なため、現在はっきりとし 

た期間は回答できない。 

       県に対し協力を依頼しているが、判断するのは国なので、県と連携を図りなが 

ら手続きを進めて行きたい。 

 市   ：当該地は、農業振興地域の農用地区域になっている。現状では、太陽光発電事 

業として計画している用地の除外はできないようだ。難しいことをなんとか解 

除しようとしている。 

      まずは、計画がある事を委員の皆様にご理解していただき、ご了解を願う。 

議長  ：当該地は、以前東京の会社が風力発電の計画で調査をしたが、風がなく断念し 

た事がある。 

     当該事業について、国からの許可が得られて実現できるのであれば、反対する 

ことはないと思う。 

     課題もあるが、積極的に取り組んでいただきたい。 
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委員  ：太陽光発電事業は、高冷地や気温などの影響で発電能力に変化があるのか。 

市   ：基本的に発電することで、熱の出る機械がある。それを冷却するためにも気温 

は低い方が適している。ただ、降雪になると発電には好ましくないが、全体的 

には、気温が低い方が望ましい。また、当該地は日照時間が長く、障害物のな 

いことが優れている場所でもある。   

市   ：今回計画を提出した業者は、北海道の釧路で２ヘクタールと４ヘクタールの用 

地を利用して太陽光発電事業を既に行っているので、温度（低温）に対しては 

問題がない。 

 委員  ：大変良い話と思うが、当該地区は国立公園ではないのか。 

 市   ：関係法令については、事業者が調査している。 

      国立公園の範囲外だが、ほかにも関係法令があるので、調査を行う。 

委員  ：多額な事業費が必要になるが、市の負担はあるか。 

市   ：民間の事業者が建設するため、市費の支出はない。 

      農業振興地域を除外する事に対し、市が積極的に協力をする。 

委員  ：太陽光発電が普及した頃、東京電力に良い場所があると言った事があるが東電 

では一般家庭の普及が先決で、そのような場所は考えていないと言われたが、 

考え方が変わってきたのか。また、東電が建設するのか。 

  市   ：国で固定買取り制度ができたのが昨年からであり、それ以来民間事業者がクリ 

ーンエネルギーの重要性や採算ベースで利益を得られるとの事から参入し、メ 

ガソーラ事業ができるようになってきたと思われる。買取り制度により、全量 

を東電に買い取っていただける事から、大きな発電事業にシフトして行ったの 

が現状である。また、東電は発電した電力を購入するのみである。 

議長  ：今後市としても積極的に取り組み、推進していただきたい。地域審議会として 

も、全員一致で一日も早く事業ができるよう取り組んでいただきいと要望する。 

委員  ：工事が始まれば、資材の搬入路として沿線地域に配慮が必要となる。 

      また、地元への承諾も必要になるのではないか。 

議長  ：そのことについては、取り組みが進み次第、具体的に説明していただく。 

    

 

（３）その他 

 

委員  ：川浦２区において、防災放送の個別受信機が入らない。業者と市の職員が来て 

見たが、その後の対応が無い。 

市   ：１件については、自宅真横に屋外放送のスピーカーがあるため、個別受信機の 

設置を辞退する旨の申し出があり、返却していただいた。別の１件についても 

対応しているが、再度確認する。 
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委員  ：３年位前、審議会において過疎計画に対する要望書を市に提出したが、その後 

の経過はどのようになっているのか。 

市   ：旧牧丘町・旧三富村では、過疎計画の中に事業名を盛り込まなければ、過疎計 

画での事業ができなかった。今回の計画では、具体的事業名は入れてないが、 

ある程度柔軟に取り込めるように、文章において表現してある。 

提出いただいた要望の事だが、あくまでも要望であり、回答しない旨は説明済 

みである。要望のなかで、現状で事業化できるものは実施している。 

過疎債は、牧丘・三富の事業において充当されるもので、優位な過疎債を活用 

して財政運用をしていることは間違いない。区長、議員を通じて上がってくる 

要望を精査しながら、過疎債を充当し対応している。 

委員  ：鳥獣害の被害だが、フェンスを設置して頂いたことにより一定の効果があった 

が、サルの場合はフェンスだけでは不十分である。鹿の場合も、効果を得られ 

ない状況である。絶対数を減らすことが必要だが、今でき得ることは、エアガ 

ンを用いて追い払う事や、電柵を用いて自衛策をしているところで、絶対数を 

減らすことまでには至ってない。猟友会にも協力を願っているが、高齢化が進 

んでいる事や、日中は勤務との事で対応ができない状況である。先進地の例で 

は、市職員に猟銃の免許を取得させて、業務の一環として駆除を行っている所 

があるので、本市としても検討願いたい。 

     また、エアガンの購入や電柵の設置補助金だが、山梨市の場合は予算の枠内で 

行っているので、要望どおりできるか心配である。駆除ではなく、予防する予 

算の上乗せ拡大を要望したい。 

委員  ：今年度、徳和地区においてモデル事業を実施する予定だが、どのようになって 

いるか。 

市   ：全てでは無いが実施する。 

市   ：国の補助制度を活用する中で、今年度モデル的事業の実施を予定している。サ 

ルについては、個体数の減少が効果的だと思う。 

職員に猟銃を持たせて駆除させることは、難しい状況である。 

猟友会の方々に負担が掛かっていることもあるので、サルを駆除した場合は、 

１頭あたりの捕獲料を今年度は２万５千円に引き上げした。 

併せて、国の補助制度で地域に協議会的なものを作っていただきながら、サル 

を捕獲した後、受信機を取り付けて行動の分析をし、協議会においてエアガン 

や花火を使い、追い払いを市民と一緒に取り組んでいけるような、組織を創設 

する事を現在検討している。 

猟友会と協議協力をする中で、特別公務員的な対応で処理ができれば良いかと 

検討している。 
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委員  ：捕獲するには免許が必要だが、免許を取得しても、毎年の狩猟許可証費用を個 

人が負担している。駆除をするために、様々な経費を個人に負担させることは 

酷ではないか。 

市   ：本年度、新たに狩猟免許取得等の補助金も創設したが、毎年の狩猟許可証費用 

について補助金制度はない。 

委員  ：徳和では有害対策組合を作り、年間で５０頭の鹿やいのししを捕獲したが、駆 

除した鹿やいのししの処理に苦慮しているので、早急に加工所の建設を要望す 

る。 

   委員  ：鳥獣害の話は全国的なもので、捕獲しても処理に苦慮しているなど、様々な問 

題があるが、一番困っているのは農家である。罠の免許が簡単にとれるように 

働きかけをしていただきたい。 

市   ：有害鳥獣対策として全国市長会を通じて国に要望を上げていく。 

   委員  ：徳和地区には店が１軒もなく、高齢者が指定ゴミ袋の購入に苦慮している。 

        例えば、組長宅などに置くことができないか要望する。 

市   ：要望に対し、何らかの手法を検討する。 

議長  ：今年から、合併浄化槽が市の一元化管理とされたが、検査をして汚泥の引き抜 

きの時期が来たら早急に引き抜きをしていただきたい。 

市   ：対応していきたい。 

  

６ 閉 会 

 

 


