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平成２６年度第１回山梨地域審議会議事概要 

 

日 時  平成２６年７月２５日（金） 

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 

 

事務局より「地域審議会の今後のあり方」について説明 

質疑 

事務局 ：協議書第 2条の設置期間どおり平成 27年 3 月 31 日をもって終了予定が市とし

ての方針である。 

会長  ：地域審議会は山間地やへき地等に対し、合併による不利がないよう地元住民の

意見が市政に反映できることを目的として設立している。 

会長  ：牧丘・三富地域審議会においての意見はいかがか。 

事務局 ：過日の両審議会において、合併より 10年が経過し市としての一体感の醸成の観

点から審議会を設置期間どおり終了することに反対の意見はなし。 

委員  ：今後区長会等を強化充実させるとあるが、区長会は組織が大きいので、小さい

単位での組織づくりを検討していただきたい。 

会長  ：特に異論がないようなので、山梨地域審議会においても設置期間どおり平成 27

年 3月 31日をもって終了とする市の方針に賛同することでよろしいか 

委員  ：異論なし 

 

 

４ 議 題  （出席委員 ９人  市出席者 市長他８人） 

関口会長が議長となり議事に入る。 

 

 （１）平成２６年度予算概要・主要事業について【資料１・２】 

    担当課から説明 

質疑特になし 
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 （２）新市まちづくり計画変更方針について【資料３】 

 （３）第１次山梨市総合計画変更及び第２次総合計画策定方針について【資料４】 

     議題２・３において担当課から一括で説明 

委員  ：避難場所について、加納岩地区は公民館・小学校・中学校・ろう学校等様々な避

難場所がある。区長や館長等役職でどこに行けばよいのか市から指導がなされて

いない。行動指針のわかりやすいものを市民に伝達していただきたい。 

市   ：くらしのガイドや防災マップを利用しながら、9月 1日防災の日に市民に周知する

など、更に広報していきたい。 

委員  ：地区公会堂も避難場所として認めていただきたい。 

副市長 ：指定避難地は定められており、ほとんどがグラウンドである。各地域で集まって

から、まずは広い場所へ避難し、その後体育館等の避難所へと移動していく。各

区には避難経路等の確認をお願いしているところである。 

     平成 24年度には避難所開設運営マニュアルを作成し、各区に配布した。このマニ

ュアルは基本版となるので各地区に沿ったマニュアルを作成していただきたい。

各地区のマニュアルの具体を区に投げかけているが、一部の区では自主防災組織

をつくっているところもある。市としても明確に詳細を思案し、情報として伝達

していかなければならない。 

委員  ：加納岩公民館には住民が多く避難してこられても設備が何もないため対応ができ

ない。布団や毛布もなく、備品等の対応策について市でも検討していただきたい。 

副市長 ：各地区に防災倉庫が整備してあり、その中には毛布・ヘルメット・浄水器等備品

が配置されているので活用していただきたい。また、市役所敷地内北側の一角に

も防災倉庫があり、順次備品を備えているところである。各倉庫の点検を行ない

ながら補充している。食糧も 1 万食確保し、災害時には各避難所へ送ることにな

っている。 

委員  ：災害時には住民側が何も連絡をしなくても、市が配布してくれるのか。一時的で

あっても各避難所でも対応できるような準備が必要ではないか。各館長を集め話

し合い等を行なっていただきたい。 

副市長 ：万が一の時は、自主防災組織が主導となり動き、消防団や区長には連絡体制をと

っていただきたい。 

また防災訓練において、昨年度から避難所運営の訓練を重点地区を定めて実施し 

ている。昨年度は山梨地区で実施し、今年度は八幡地区を重点地区とし実施する 

予定である。この訓練は、順次地区を替え実施していく。 

委員  ：要望である。以前にも要望した内容であるが、実施されていない。現在、老老介 

護が増加し、介護が困難な状況が多い。介護される方に対する施策はあるが、介

護する人に対する施策がない。家庭介護されている方が施設に入所した場合、介

護保険料は莫大なものとなる。ぜひ、家庭介護を行なっている人に対する施策を 
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 考えていただきたい。 

市長  ：現実的に介護している方はご苦労されていることだろう。介護は地域で取り組

むと言われているが、なかなか前進していない。実態を明らかにし、精神的・

財政的な面で取り組んでいきたい。 

     防災について、自らが 3 日間ぐらいの食料と水を確保しておくなど、まずは自

己の命を自己が守る、という気持ちをもっていただきたい。もちろん行政も必

死に取り組んでいく。自助・公助・共助の気持ちが必要である。 

議長  ：（委員に対し）具体案を出していただくとよい。 

委員  ：金銭的なものではなく、話を聞いていただくだけでも介護者は楽になれる。心

のケアをしていただきたい。 

議長  ：議題 2・3に関して、具体内容については今後であり、今回は方針の提示か。 

事務局 ：そのとおりである。 

 

（４）その他 

委員  ：機構改革について、福祉事務所の体制を考えていただきたい。社会・長寿福祉

担当の所掌事務は業務幅が広く、その中でも生活保護を担当している職員は 3

人であり、220件を超える事案を抱えている。とても 3人では処理しきれていな

いように思われる。生活保護受給者に対し、家庭訪問等しっかりとした指導を

実施できなければ不正受給にも繋がりかねない。 

市長  ：現場の声をきいていく。 

委員  ：防災無線について、デジタル化したというがよく聞き取れない。災害時に聞こ

えなければ意味をなさない。イベント等の放送と緊急時の放送において、音量

を変えて放送することはできないのか。 

     また、放送は市の職員が行なっていると思うが、ある程度訓練し、技術を身に

付けた職員による放送はいかがか。 

市長  ：防災無線が聞き取れない場合、CATV によるテロップ放送・メール配信等によ

り情報を取得することができる。 

委員  ：放送内容について、防災無線を使用して放送する必要性のないものまで行なっ

ている。精査すべきである。 

副市長 ：補足であるが、防災行政無線で放送された内容を電話で確認できるサービスが

ある。これらの情報発信が不足していると思うので、今後広報等を通じてお知

らせしていく。 

 

５ 閉 会   
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平成２６年度第１回牧丘地域審議会議事概要 

 

日 時  平成２６年７月１５日（火） 

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  奥山牧丘支所長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ   

３ 市長あいさつ 

４ 議 題  （出席委員１３人  市出席者 市長以下９人） 

  大宮山会長が議長となり審議に入る。 

 

（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。委員の皆様が宜しければ、

事務局より提案させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員の皆様の異議なしの声により、荻原昌郎様に副会長をお引き受けい

ただきたい。 

 

        委員より承諾をいただき、荻原昌郎委員が牧丘地域審議会副会長となる。 

 

（２） 平成２６度予算概要・主要事業について【資料 1・資料２】 

担当課から説明 

  質疑特になし 

 

（３）新市まちづくり計画変更方針について【資料３】 

（４）第１次山梨市総合計画及び第２次総合計画策定方針について【資料４】 

      議題３・４において担当課から一括で説明 

質疑 

委員  ：牧丘・三富の小学生の児童数が減少傾向である関係で、給食センターや小 

学校統合の問題が話し合われている。そこで、計画が変更されるにあたり、 

牧丘地域に若者が定住する施策を要望する。 

議長  ：若者が定着する計画、また、牧丘の児童・生徒の減少は、牧丘の将来を考 

えると今後の課題である。小規模校について、牧丘地域審議会としての方 

向性を出す必要性がある。 

市長  ：出生率は減少傾向であり、今年の出生は 212人である。現在、牧丘・三富 
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には、計 4 校の小学校があるが、将来の子どものために、何をすれば良

いか考えていかなければならない。 

   教育長 ：本市の学校教育水準の維持向上と、将来を担う子ども達の望ましい教育 

環境を実現していくため、山梨市小規模校教育環境検討委員会を設置し、 

今年度で３年目になる。小規模になったので統合も仕方がないという消

極的な考えでなく、現状の児童数の推移を受け止め、現状の中で理想的

な教育環境をつくるにはどうしたら良いのかという積極的な考えで進め

ていくことが大切だと考えている。適正規模（クラス替えのできる１学

年２クラス以上が望ましく、１クラスは２０人程度以上）を話し合い、

小規模校教育環境検討委員会を設置し、統合ありきではなく、教育環境

は地域を優遇し、複式学級を解消し、昨年度はアンケートを実施した。

本年度に現行の配置のままで良いのか、統合等で適正配置を検討するの

か、何らかの方向性を決め、来年度に繋げていく。 

議長  ：特に小学校単位の地域との関わりは重要である。このことを重視してい 

ただき、将来の統合問題に対し、牧丘地域審議会としての方向性を決め 

るために意見を出して欲しい。 

委員  ：昨年の 8月～9月に実施された牧丘・三富地域の小学校・保育園の保護者 

のアンケート結果によると、63％が統合に賛成している。検討委員会で 

は、統合シミュレーションを作成し、そのなかのスクールバス登校案に 

おいて、牧三小学区、牧二小学区から牧丘第一小学校への運行がある。 

また、牧丘第三小学校においては、1年生・4年生の児童数はゼロの状況 

である。山梨市では、複式学級解除ために市単教員を 5人採用されてい 

る。 

また、笛川中においては部活動ができない部があり、廃部になった部も

あると聞いている。確かにマンツーマン教育も良いかもしれないが、こ

の様な状況から社会に出た場合、人間関係が固定化しやすく、幅広い人

間関係づくりが図りにくい。 

方向性として、決して市の方からではなく、皆さんのご意向として、ま

ずはＰＴＡが先導役とになり、学校の保護者、保育園の保護者と相談し、

その内容を重視し、今年度中に現状のままで良いのか、統合で良いのか、

資料を作っていただき、牧丘地域審議会として資料の数値を見たい。 

委員  ：学校教育課が各地区に出向いて、一度説明を開いていただき、地区代表

の検討委員の意見報告と温度差が生じないようお願いしたい。次の検討

委員会までに各地区の結論を出したい。 

       合併特例債が残り 49億円程度あるとお聞きしましたが、今後の使いみち

について、山梨市駅南口の地域整備事業については市の発展に繋がると
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思うが、牧丘・三富地域は人口が減少傾向ではある。両地域のことも考

えていただき、49億円の枠のなかで示していただきたい。 

議長 ：この審議会は意見を述べ合う場であり、市議会ではないため、決して予

算の決定はできない。市長は市議会の前に、方向性を地域審議会で示す

ことはできないと思う。先ほどの意見は良い意見であるが、市長の掲げ

る「山梨市を活かす３本柱」を軸に具体的重点施策を策定したことに牧

丘地域について質問することが、牧丘地域審議会としてあるべき姿であ

る。 

       統合の問題については、小規模校教育環境検討委員会に数名の牧丘地域

審議会の委員さんが出席されたが、ここでは牧丘地域審議会の委員とし

ての思いを意見として出していただき、牧丘の子どもために他の委員さ

んと審議していただきたい。 

委員  ：現状において地域の支援を得やすいことから、統合には反対である。 

地域の過疎化に拍車がかかると思われる。まずは、子ども数の増加に 

ついて考えるべきである。 

委員  ：統合には反対である。山梨市も少子高齢化が益々進むなかで、東京一 

極集中により、100ｋｍ位しか離れていない山梨に企業が居座らない現 

状である。山梨市もより過疎化が進んでしまう。このことを踏まえた 

なかで、市は考えていただきたい。 

委員  ：ＰＴＡの立場として賛成・反対の発言は差し控えるが、牧丘全体のこ 

とを考えると今年度の方針を探っていきたい。 

委員  ：牧丘地区に新規就農として入りたいが、なかなか空き家を貸してもら 

えないと聞いている。そこで、市の就農支援策をお聞きしたい。新規 

就農希望者のなかには、若者もいるので、結果的に多少若者も増えて 

いくのでは。 

市長  ：担当課に話をする。 

 

（５）牧丘町総合会館の耐震診断について【資料５】 

担当課から説明  

議長 ：耐震診断結果がたいへん厳しい状況である。近隣施設でどの位の集会人 

数を収容できるのか、100人以上の集会施設が他にあるのか、また、必要

性があるのか、牧丘住民としてどんな形で必要か等、牧丘地域審議会と

して重要視し、牧丘地域審議会としては、牧丘町選出の議員さんと意見

交換をし、働きかけていく。 

委員：耐震診断結果から億単位の金がかかる。そこで、近隣施設の利用、例え

ば牧丘町コミュニティセンターを活用すると収容が可能である。やはり
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耐震補強工事は無理であろう。  

   委員  ：場所が窪地であり、牧丘町総合会館の存続については、耐震診断結果が

このような結果であることから、やむをえない。また、牧丘町の人口が

減っている時でもあることから、この牧丘庁舎を有効に活用したら良い

のではないか。 

市長  ：第１次診断結果がでまして、このまま使用した場合、市民になにかあっ

たら責任が取りきれない。早急に改修するか、取り壊しをするのかどち

らかに方向性を決めないと、使用者の生命にかかわる。 

委員  ：社会福祉協議会評議委員として述べると、牧丘町総合会館を取り壊す場

合、隣接するデイサービスセンターの存続はどうなるのか。デイサービ

スセンターのことを一緒に考えていく必要がある。 

議長  ：牧丘町総合会館の問題と切り離して協議する。デイサービスセンターに 

ついては、市が考えることである。牧丘町総合会館の取り壊しによるデ 

イサービスセンター閉鎖はあるかもしれないが、高齢者のデイサービス 

センター利用については十分把握している。耐震診断結果を見て、補強 

工事をしても仕方がない、牧丘地域審議会としては、参考意見として、 

牧丘庁舎等の活用を考え、牧丘町総合会館は閉鎖の方向でよろしいか。 

後は、できるだけ早期に市に対応しいただく。 

委員  ：賛成である。例えば、牧丘庁舎に新たにエレベーターを設置し、活用す 

れば良いと思う。 

委員  ：牧丘庁舎の耐震は大丈夫か。 

市   ：昭和 56年 6月以降に設計された建築物については、建築基準法施行令改

正（新耐震）に適合している。この牧丘庁舎は、昭和 57 年 10 月に竣工

されているので、大丈夫である。 

議長  ：それでは、これらのことを踏まえ市長にお任せする。 

市長  ：今まで国は、建築物に対し起債があったが、解体に関しては起債が使え

なかった。現在、制度が変わり起債が可能になったので、起債を使った

解体を行いたいと思う。そこで、近隣施設を必要に応じて活用し、意見

を聞きながら対応していく。また、デイサービスセンターについても十

分考えている。 

        

（６）その他 

    地域審議会の今後のあり方について【資料】 

担当課から説明 

   議長  ：今後、区長会を中心とした組織もあるので、地域審議会が無くなった後

も、牧丘地域審議会とすれば、今後も住民意見を十分に市政に反映させ
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るための仕組みづくりを検討していただき、牧丘の過疎化が進まぬ様に、

市長が考えるまちづくりをしていただきたい。 

 

   委員  ：牧丘第一小学校のグラウンドにスプリンクラーを設置していただきたい。 

   教育長 ：只今、学校訪問をしており、この件に関しては検討中である。 

   委員  ：牧丘は、巨峰の時期はたいへん盛り上がるが、観光協会として、他の時

期にもイベントを考えている。乙女湖周辺については、素晴らしい観光

地にしたい。 

議長  ：牧丘町総合会館に関しては、市長を中心としたなかで、より良い活用方

法をお願いしたい。本日は、牧丘地域審議会の意見としてたいへん良い

意見がでましたことに、感謝申し上げる。 

 

５ 閉 会 
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平成２６年度第１回三富地域審議会議事概要 

 

日 時  平成２６年７月１８日（金） 

   午後７時３０分～午後９時 

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 

 

事務局より「地域審議会の今後のあり方」について説明 

質疑 

会長  ：地域審議会の設置に関する協議の中に、設置期間は、合併の日から平成 27年 3

月 31日までと定められているし、廃止されても住民意見を十分に市政に反映で

きる組織があるので、住民の不安はないのではないか。 

委員  ：区長会を中心とした外部検討組織の設置における人選や公平、地域の割り振 

りはどうなるか。  

事務局 ：今までの各種計画策定時の審議会と変わらず、地区ごとに、区長会代表、各団 

体長や学識経験者を人選し地域の意見を反映できると思う。 

委員  ：委員の選任はどうなるか。 

事務局 ：選任は、各担当課で地域ごとに、区長会代表、各団体長、学識経験者や公募 

による委員で構成し、より多くの住民の声を市政に反映ができると思う。 

 

 

５ 議 題 （出席委員１４人   市出席者 市長以下１０人） 

  前島会長が議長となり議事に入る。 

  

（1）平成２６年度予算概要・主要事業について【資料１】【資料２】 

担当課から説明 

質疑 

議長  ：子ども医療費窓口無料化が、中学校 3年生まで通院医療費助成の対象が拡大 

とあるが、今まで何年生までか。 

      市   ：今まで通院が小学 6年生終了まで、入院は中学校 3年生終了まで医療費窓口 

無料化であったが、10 月からは通院・入院とも中学校 3 年生終了まで医療費窓
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口無料化を行う。 

 

委員  ：子育て支援事業で子ども医療費窓口無料化を中学校 3 年生まで拡大するとのこ

とだが、現在健康保険財政が大変厳しい状況において、制度を拡充することで

どの位の負担が生じるかご説明願いたい。 

市   ：当初予算で 1億 2853万円を計上し、6月の補正予算で 1037万円を追加した。 

この額が必要な額である。 

委員  ：障害者については、今年 11月から医療費の窓口一時払いとなるが、子育て支援

事業の医療費窓口無料化との兼ね合いはどうか。 

市   ：重度医療の方が優先されるので、県と同様な制度となる。 

      障害の方々については、窓口で一旦お支払いいただき後に償還払いとなる。  

委員  ：重度医療も一緒に考えられたらよいのだが。 

市   ：市とすれば、県と同様な制度を運用することになる。 

市長  ：子育て支援事業で子ども医療費窓口無料化をすることで、制度上ペナルティ 

     が発生する。重度医療おいても、実施できないことは無いが、県及び 13市と 

の協議が必要である。 

委員  ：橋梁長寿命化事業に、三之橋の耐震化事業を実施していただけるとのことだが、

三富地域には笛吹川に架かる橋梁が多数あり、前に耐震診断を実施しているこ

とは知っていたが、その後の進捗状況はどうか。 

市   ：平成 20年度～平成 22年度に調査を実施し、その結果から優先順位を付けて 

順次実施したい。今年度は、三之橋の耐震補強を実施する。 

委員  ：今後は、どのような順序で改修するのか。 

市   ：主要幹線道、集落の孤立が懸念される橋を渇水期に施工するので、長い橋は二 

ヶ年に亘ることもある。 

委員  ：橋のペンキ等が剥がれている橋もあるので、耐震化とあわせて改修のお願いを

したい。 

市長  ：昨年の 12月に、国において国土強靱化基本法が制定され、予算化されること 

が予測され、活用することで当初の計画より早く耐震化が完成することが期 

待されるので積極的に取り組んで行きたいと思っている。 

委員  ：山梨市の財政状況について、公債費の現在の残高と家庭の台所にたとえればど

の様な評価か。 

市   ：歳入は市債が 8億 5千万円と臨時財政対策債の 6億 6千万円を合わせての 15 

億円程を借り入れている状況である。歳出は公債費として 23億円を返し、現 

在、公債費は 230億円前後の残高はあり、昨年から比べて 2億から 3億は減 

ってきていることから、順調に償還が進んでいると思われる。 

     山梨市の市税収入は 38億円で、概ね全体歳出 170 億円の予算から見ると 25 パ
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ーセントで以前より、税収入は落ち込んでいるが、市民ニーズに答えられる

よう国の補助金や合併特例債や過疎債を当てての、交付税などの額を増やす

など行うことで、予算化できるように行っているので、家庭の台所で例えま

すと普通位であると想定される。 

  

（2）新市まちづくり計画変更方針について【資料３】 

（3）第 1次山梨市総合計画変更及び第 2次総合計画策定方針について【資料４】 

   議題２・３において担当課から一括で説明 

 質疑特になし 

 

(4)その他 

委員  ：大平地内の太陽光発電計画はその後どうなっているか。 

また、グランドの芝生広場をお願いしたところ、ドクターヘリのヘリポートと

合わせて検討していただけるとのことだが、進捗状況を教えていただきたい。 

市長  ：太陽光発電について、制度が変わり 10ヘクタール（約 3万坪）以上の農地を 

転用するには、山梨市農地全体計画を見直ししなければならない大変厳しい状 

況である。 

副市長 ：大平については、第１種農地であり、良好の農地で広大面積であるとのこと           

     から国との協議が必要であり、ある程度の期間を要することになる。 

     国、県は農地を守るとの基本があるので、なかなか厳しい状況である。 

市   ：芝生広場の関係でドクターヘリポートとして市内の連方屋敷にある平坦な場所

が周囲に障害物がなく良いかと思ったが、条件が合わず実現できなかった。し

かし県の補助金により、順次（史跡公園として）芝生化している。芝生のグラ

ンドについては今の所未定である。 

         

         委員  ：牧丘の道の駅を過ぎた辺りから三富まで国道の外灯が少ないので、防犯や鹿な 

どの交通事故防止に大変有効であるため外灯を少しでも多く設置して頂きたい。

国道であるので、関係機関へ働きかけをお願いしていただきたい。 

教育長 ：通学路の危険個所として小・中学校の対応はしているが、今後関係課と勉強研

究する中で検討したい。 

議長  ：以前に塩原の県道の大カーブに、塩山高校の保護者が中心になってお願いし、 

外灯を設置した経過があるので、市で検討して頂きたい。 

委員  ：私の地域では、お盆が過ぎると牛と馬を川に流しているが、環境に配慮するな 

かで、今後どの様にしたら良いか。 

         委員  ：私の地域では畑に穴を掘って埋めている。川に流すのは衛生上良くないと思う 

が。 



12 

 

副市長 ：市内の一部では、衛生委員がまとめて片付けしている。 

議長  ：各地域で話しを持って、環境に配慮するようにしてはどうか。 

委員  ：歴史的の経過があるので、有識者に相談して結論を出していただきたい。 

 

委員  ：前回の地域審議会で確認したところ災害時避難所開設運営マニュアルがある 

とのことだが配布してあるか。三富地域は高齢者が多いので心配される。 

         副市長 ：国県の見直しを受け、本市も見直しを行ない平成 25年に「山梨市避難所開設運

営マニュアル」を作成した。地域ごとに違いがあるので、このマニュアルを参

考にして地域にあったマニュアルを運用していただきたい。   

         

   

未定です。 

ったが         ６ 閉 会 

 

 


