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平成 24 年度 

第２回山梨地域審議会議事概要 

 

日  時 平成 24年 10月 15日（月） 
                             午後 7 時 30 分～9 時 

場  所 夢わーく山梨 講習室 
 
司会・進行 奈良政策秘書課長 
１ 開 会  

２ 副会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議 題 

  齊藤副会長が議長となり議事に入る。 

 
（１）新市立図書館建設及び小原スポーツ広場整備について【資料１】 

     担当課から説明 

質 疑 
委員  ：インターネットの普及により、書籍や図書館での役割も変化してきているが、 

どう考えているか。また、電子書籍についてどう考えているか。 
市   ：図書館は基本的に本から情報を得てもらう施設と考えているが、本では得られ 

ない情報については視聴覚コーナー周辺にインターネットの検索用端末を整備 
しようと考えている。 
次に電子書籍については、平成 23 年に作成した基本計画の中でも検討したが、

全国的に図書館における電子書籍利用についてはまだ、進んでいない。また、

新書については電子化されていない状況になっており、通常の図書を整備しな

ければならない。 
県立図書館にも相談をしたが、県立図書館についても一部の利用にとどめると 
聞いている。 
新市立図書館についても電子書籍の利用は今後の状況を注視することにしてい 
る。 

委員  ：図書館の周りに、もう少し緑地（芝生）を増やした方がいいと思う。また、旧 
庁舎のような、建物の方が機能的で建設費用も安いのではないかと言う意見も 
聞いた。 
レイアウトを見ると、３つに建物が分かれているように見えるが、３つの建物 
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では経費がかかるのではないか。なるべく経費のかからないようにしてほしい。 
市   ：緑地については、三方に緑地を設けている。建物についても当初から木造と考 

え、プロポーザル審査会において現在の設計に決まった。 
基本的には木造の３棟構造となっており、一般書庫コーナーで１棟、多目的室、 
ホール、ラウンジ、児童書コーナーで１棟、機械室、閉架書庫、事務室などに 
ついては鉄筋コンクリート構造になっており、貴重な本を守るほか防火壁の役 
割も担っている。いずれも設計者からの提案が基本となっている。 

議長  ：パティオ（中庭）には屋根があるのか。 
市   ：屋根はない。 
委員  ：学習コーナーはどのくらいの席があるのか。 
市   ：現在の図書館は 30 席となっているが、新図書館については、多目的室なども含 
     め概ね 100 席になる予定。 
委員  ：市民サービスの面で新聞を読むコーナーなど市民の交流する場を増やしてほし 

い。 
市   ：新聞・雑誌コーナーは広めに設けてあるので利用してほしい。また、ラウンジ 

についても、自動販売機、机を設置し利用できるようにしてある。 
駐車場についても一部車の出入りを制限し多目的広場として利用できるように 
考えている。 

委員  ：一般書コーナーでの本の閲覧はどこでするのか不明であり、席数が少ないので 
     はないか、資料に席数の記載も必要ではないか。 
市   ：本棚の間と書架の端にはイスが用意してある。座席数については、再度検討し 
     たい。 
委員  ：滞在型図書館として、ラウンジを広くし市民の交流の場にしてほしい。 

また、10 年後など高齢者が増えることも考えてほしい。高齢者は図書館に勉強、 
研究に行くのではないと思う。 
滞在型図書館としてあるが、どこでゆっくりしていいかが分からない。楽しむ 
場にしてほしい。 

委員  ：外に芝生があればそこでも楽しむことができる。 
議長  ：ラウンジを広くしコーヒーショップを入れたらどうか。 
委員  ：敷地内に情報センターがあるが図書館との連携を考えているのか。また、連携 
     を考えているのであれば、子ども達の安全確保のため、情報センターへ行くと 

き駐車場を横断するようなかたちになっているので動線を考えてほしい。 
市   ：情報センターは情報機器を保管する建物になっている。１つは図書館のサーバ 

ーの保管場所と考えている。また、視聴覚コーナーの端末が足りない場合は、 
情報センターの端末の利用も考えている。１階部分には大きなスクリーンも備 
えてあるので、子どもの映画観賞会なども考えている。今後、検討を進めたい。 
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委員  ：図書館建設について、出てきた意見についてはできるだけ市民の声として、取 
り入れ、10 年先でも使いやすい図書館としてほしい。建設してからでは遅い。 

議長  ：検討を進めてほしい。 
委員  ：庁舎北側にある体育館は小原スポーツ広場と共に活用しないのか。 
市   ：体育館の活用は考えていない。 
副市長 ：体育館については、整備をしなければ体育館としては活用できない状況になっ 

ている。庁舎を含め、小原スポーツ広場を防災拠点として整備を進めている。 
体育館の１階部分を防災倉庫とし、２階部分は雑品庫としての有効活用を考え 
ている。 

議長  ：小原スポーツ広場の出入口は緊急車両出入口の一箇所だけか。 
市   ：中央は階段になっているが、両端はスロープになっているので車輛は入れる。 
委員  ：ウォーキングコースは何キロあるのか。 
市   ：500m ある。 
議長  ：資料には 200m トラックがあるが公式トラックの距離は 400m か。 
市   ：公式は 400m になる。 
委員  ：ユニバーサルデザインを取り入れるとあるが新図書館で授乳室はあるのか。 
市   ：児童書コーナーの対面朗読室を考えている。また、おはなしコーナーについて 
     も利用を考えている。 
     なお、一般書コーナーと児童書コーナーに距離を開けたことで、ある程度の音 

響の面は配慮し配置している。  
委員  ：子ども達は、大きな声をしたり、駆け回ったりしてしまうので、迷惑をかけて 

しまうこともあるので、ちょっとした仕切りがあるといい。 
完成してからになるが、子どもが利用する場所には、床に物を置かないなどの 

     配慮もしてほしい。 
委員  ：パティオ（中庭）は必要か。屋根がないのであれば管理が大変だと思う。 
     パティオ（中庭）があれば明るくていいと思うが交流スペースにしたらどうか。 
委員  ：管理が大変であれば鉢植えを置くようにしパティオ（中庭）のスペースを縮小 
     したらどうか。 
議長  ：これらの意見を踏まえ検討をお願いしたい。 
 

 

（２）その他 

 
委員  ：駅前広場にある与謝野夫妻の短歌「鴛鴦の歌碑」について 
     現在、駅前広場の端にある与謝野夫妻の碑について山梨市を訪れた時、山梨市

に因んで詠んだ歌になる。このことを誇りに思い広場中央への移動を検討して
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もらいたい。 
委員  ：当時、文化協会の希望で現在の場所に設置した記憶がある。 
 
委員  ：山梨市駅前広場の桃について 

「加納岩白桃」という品種はあまり赤くならない。次に植え替えをする際は、 
是非赤くなる品種にしてほしい。山梨市を訪れた人に素晴らしい桃を見てもら 
いたい。観光にもつながると思う。 

 

５ 閉 会  
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平成 24 年度 

第２回牧丘地域審議会議事概要 

 

日時 平成 24年 10月 9日（火） 

午後 7時 30分～9時 25分 

場所 牧丘支所 大会議室 

 

司会・進行 雨宮牧丘支所長 

１ 開    会 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議    題 

大宮山会長が議長となり審議に入る 

 

（１）新市立図書館建設及び小原スポーツ広場整備ついて【資料 1】 

担当課から説明 

質疑 

委員：資料を見ると、木造図書館の柔らかい雰囲気が感じられ、木材を利用

するということは良いことだと思う。５つのコンセプトを見ても素晴ら

しい。最近できた図書館は蔵書数が多い。また、今年のような猛暑にな

ると、図書館を避難場所のように考えてくる人達がいる。音響の面から

ワンフロアでは、本を読む部分、出会い交流する部分、飲食の部分で、

図書館本来の本を読む静かな場所が失われるのではないかと心配があ

る。声、音が響くような、建物の構造上の問題にならないよう、設計に

配慮してほしい。 

市 ：一般書コーナーと児童書コーナーはある程度距離をとってある。また、

学習コーナーについても少し離してある。多目的室、ボランティア室は、

学習コーナーの利用者が多い時には学習室として利用することも可能

ではないかと考える。また、クールシェアということも考えていきたい。 

委員：蔵書を保管する場所の防火についてはどうですか。 

市 ：館内レイアウトを見ると、一体に見えるが、３つの建物からなってい

る。基本的に木造建築となっているが、機械室、閉架書庫、事務室など

中央の建物はＲＣの鉄筋コンクリートの防火構造になっている。 
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委員：図書館建設にあたり市民に対して、いろいろな場所で内容説明をして

いただき、理解していただくよう努力してもらいたい。 

委員：資料にはハイテク部分の記載がないが、どのようなハイテク設備があ

るのか。 

市 ：現在の図書館でもインターネットを使って蔵書の検索、予約ができる。

その機能をさらに強化し、室内にタッチパネル式の画面を設け蔵書検索

できるようにする。また、ＩＣチップを使い蔵書管理や、自動貸出機の

設置、自由開放のパソコンを用意し、インターネットで検索できるよう

検討を進めている。また、司書の仕事の一つに図書の紹介をするレファ

レンスがあるが、今までは、司書が本の貸し出し業務におわれ、市民サ

ービスの面で劣っていた部分があったが、ハイテク設備を利用すること

で、司書が市民一人一人に対応できるように強化したいと考えている。 

委員：スポーツ広場の使用料についてお聞きしたい、夜間照明の利用は料金

がかかるのか、また、図書館の利用時間はどのように考えているのかお

聞きしたい。 

市 ：まだ設計段階なので施設利用の詳細は決まっていないが、通常、市内

の夜間照明施設は使用料をいただいているので、同じようになると思う。

なお、日中は無料で使用できる。図書館については、以前から開館時間

を延ばしてもらいたいとの要望があるので極力延長できるように考え

ている。 

 

（２）浄化槽使用料の見直しについて【資料 2】 

担当課から説明 

質疑 

委員：浄化槽審議会の委員を務め、事務局から細かい説明を受けた。事業自

体が赤字経営ということで、大変な事業だと理解した。河川の上流に住

む我々にとって環境汚染、水質汚染等で大変重要な事業ではないかと思

う。事務局には大変なご苦労をしていただき、限りなく実現できそうな

提言をさせていただいた。公共料金の値上げということで、様々な意見

をいただき、審議を重ねてきた。まだまだ未加入の家庭もあるが、高齢

者世帯、また、一人世帯など人も少なくなっている。三富の委員さんか

らの意見で、事業の関係で導入した人槽の多い大型の浄化槽を、事業を

縮減したので減免してもらえないかという意見もあった。そのことも考

慮するとのことだった。その中で提言事項をまとめさせていただいた。

審議会委員、また、牧丘、三富の住民も地域の生活環境を守っていくう

えでも重要なので委員さん方にご理解をいただきたいと思う。 
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議長：合併処理浄化槽事業審議会の会長として意見をいただいた。 

委員：浄化槽の財源が厳しいということで、値上げすることはしょうがない

と思うが、未加入の家庭からも財源確保を目的としたお金の徴収をして

もよいのではないかと思う、少し不公平感を感じる。そうすることで加

入者が増えると思うので検討していただきたい。 

市 ：合併浄化槽を市で設置しているのは年間１０基から多くても１０数基

になる。何とか未加入の方々に広報等を活用し加入促進に努めている。

また、高齢化世帯に新規加入を勧めるためにも、宅内工事の費用の３分

の１、最大１０万円の補助を考えている。 

委員：広報等で繰り返し合併浄化槽設置を呼びかけているが、設置者が増え

ないということは、十分に浸透していないのか、理解が得られないので

はないか。高齢化の家庭はしかたがないが、それ以外の家庭でも入って

いないのがほとんどなので、積極的な働きかけをしていただきたい。 

委員：以前、区長会の中で合併浄化槽について推進をお願いしたことがある。

まだまだ各地区でも未加入の世帯があるが、高齢者世帯への補助金のこ

とも考えていただけるということなので、区長会としても推進を図って

いきたいと思う。 

委員：基本的なところで、山梨市の全体の５割が水洗化されているという理

解でよいか。 

市 ：５割というのは、下水道で水洗化している家庭と、合併浄化槽で水洗

化している家庭の合計で約５割になる。 

委員：下水道工事がかなり進んでいたので５割は少なく感じた。近くに下水

道が来ていて入りやすい所でも、お金の問題で入れないなどもある。補

助金制度があり年々増えていけばいいと思う。 

議長：地域全体がまとまり行政と手を組んで進めるとかなりの成果が出ると

思う。 

 

（３）その他 

委員：フフ山梨の件でお願いがある。 

宿泊されるお客様に対し、市内全体で果樹農業が盛んであるので、広く 

農園の宣伝をしてもらいたいと思う。一つの園だけに誘い込まれると、 

私たちも、協力したくても協力できなくなってしまう。事業に係わって 

いる方を優先するのではなく、広く、牧丘地区、山梨地域全体の観光施 

設の案内をしていただきたい。そのことによって、地域にお金が落ちれ 

ばフフにも協力しようと思う。 

委員：先日、駅からハイキングがあったが、観光ブドウ園組合のパンプレッ 
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トを配布した。 

市長：フフの事業については、森林セラピーロードを歩いたり、農業体験も

できることをプログラムの中に入れたいと聞いている。あらゆる角度か

ら地域の資源を使っていただけるような要請はしていきたいと思って

いる。同時に、フフを支援する会と地域の人たちと意見交換をしながら、

事業展開をしていきたいと強い意向があり、地域の人たちのご協力を頂

けなければ予定をする事業ができないと言っているので、良好な関係を

地域とフフで作っていけるように、市でも強く要請していきたいと思う。 

 

５ 閉   会  
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平成２４年度 

第２回三富地域審議会議事概要 

                 日時 平成２４年１０月１２日（金） 
                    午後７時３０分～午後９時１０分 

           場所 三富支所委員会室 
 
 

司会・進行 名取三富支所長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 議事 

  前島会長が議長となり議事に入る。  

 
（１）新市立図書館建設及び小原スポーツ広場整備について【資料１】 

担当課から説明 

 

質疑 

委員：新市立図書館は、年間の利用人数は何人を目標にしているか。 

市 ：現在の図書館については、人数のカウントはしていない、本は、年間１

１万冊を貸し出している。目標としては、年間貸出冊数２５万冊程度を

考えている。 

           新図書館においては、出入り口付近に何人が出入りしたか、利用者数がわ

かるような仕組みを設置したいと考えている。   

委員：小原スポーツ広場について駐車場が、狭いのではないか。 

市 ：通常は、市役所駐車場が併設されているので収容は可能である。イベン

トは土日に開催されており、周辺には職員用の駐車場が複数あるので可

能であると考えている。    

委員：市役所を利用する方々に支障をきたさないようにしていただきたい。 

議長：ゲートボール、グラウンドゴルフ場として利用可能か。 

市 ：多目的広場であり、ゲートボール、グラウンドゴルフ場として利用は可

能である。 

議長：新市立図書館が完成した後、見学の機会を設けていただきたい。 
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（２）浄化槽使用料の見直しについて【資料２】 

担当課から説明 

 

質疑 

議長：浄化槽の清掃は個々で業者に頼み管理してきたが、今度は一元化という

ことで清掃も含め市が管理する。また廃業した民宿などの使用料減免の

検討をしていただけるなど、前に進んだ考えであることの説明がされた。 

委員：使用料の現行額は５人槽の例で説明されたが２７，０００円は年額か。 

市 ：年額である。 

委員：汚泥処理の個人負担金の金額は。 

市 ：汚泥の処理はおおよそ２年間で３万７千円ないし４万円の汚泥処理費を

払っていただいている。この額を年額に割り戻した金額が１０，８３０

円になる。補助申請書から平均を出した金額で形式的に１年間の額にし

ている。 

委員：値上げについて、最近は、いろんなものが上がっている。住民は安心し

て暮らしたいので誤解を受けないよう説明をしていただきたい。 

委員：値上げについて地域全体に設置してからではないかと思うが、三富地域

は観光地ということで国から助成を得て設置してきた。処理能力に余裕

のある浄化槽を設置している民宿などもある。答申に現状に合う使用料

の減免を検討するとあるが、民宿などで使用量が減少した場合の減免に

ついて、早い段階で検討して提示していただきたい。  

市 ：浄化槽審議会において５年に１回使用料の見直しを行うということであ

るが、下水道とは違い、建設費用を使用料に計上していない。浄化槽１

基あたりの費用を算出し、５９１基と１０年間に増加する１５０基合わ

せて、使用料を算出している。 

現在、危惧していることは、思った以上に浄化槽の器具の痛みがはげし

く、修理に多額な費用を要し、市の予算を補正しなければならない状況

である。審議会でも説明したが、一般財源を１千万円以上繰り入れし、

１基あたり２万円を市が負担して維持している状態である。 

他市の使用料は、１０人槽までは同程度で１０人槽以上は山梨市の方が

安い設定となっている。 

減免については、民宿が浄化槽設置する時、営業と個人住居分の利用人

数を合わせた人槽を設置している。営業を廃止した場合は、個人住居分

だけとなるので利用人数に適した区分に免除することになる。 

市として、汚泥処理がどのくらいになるか不明な点があるが、大きい浄

化槽ほど安定処理していれば、汚泥がたまらない場合ある。急激に使用
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量が増加すれば汚泥がたまることになり処理することになる。 

合併前は浄化槽を大きめに設置した経過があるが、申し出になると思う

が、市において使用状況等を確認した上で減免をしたいと考えている。 

委員：汚泥処理費は、今後は全部市で負担するのか。 

市 ：汚泥処理費は市で負担するが、浄化槽を適切に使用していただき皆様に

も守っていただきたい。 

委員：汚泥費用については分かったが、ブロアー、浄化槽の中の故障があった

場合も、市で全部見てくれるという解釈でよいか。 

市 ：現在もブロアーなど故障は、市が管理し費用を出している。 

委員：今回の値上げは、汚泥処理分として理解してよいか。 

市 ：汚泥処理分もあるが浄化槽の修繕が加速的に増加している。特に三富の

平成８年度以前に設置した浄化槽を修繕する時期に来ている。故障発生の

ピークはおそらく今後、何度か来るのではないかと思う。 

委員：汚泥引き抜きの業者で料金が高い業者を排除したらどうか。 

市 ：現在は市の許可制度になっており、許可業者を羅列している。この中か

ら選択していただくことになるが、業者に依頼する場合、同じ業者ばかり

でなく、業者を変えている人もいる。 

委員：１０年周期で修繕が必要であるとのことだが、公表してはどうか。 

市 ：業者のデーターがあるが、ポンプ系の壊れるのが何年くらいといったも

のになる。使用状況により短い例もある。 

委員：利用者個人から修理の連絡があった場合の対応はどうしているのか。 

市  ：直接、個人から業者へ修繕の依頼があった場合、修繕が完了したことを

連絡していない。今後は個人宅から修繕依頼があった場合は、利用者に

修繕が終わったことを報告するよう対応したい。 

       

（３）その他 

 

議長：要望であるが、現在三富地域で使用しているスクールバスが、老朽化し

ているので、検討していただきたい。 
 

５ 閉 会  


