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平成２６年度第２回山梨地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２６年１１月１１日（火） 

 午後７時００分～午後８時４５分 

場 所 夢わーく山梨 D会議室 

 

司会・進行 小林政策秘書課長 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ  関口会長 

３ 市長あいさつ 

市長より会長へ「新市まちづくり計画変更案」について諮問書を手渡す 

４ 議 題  （出席委員 １２人  市出席者 市長他９人） 

関口会長が議長となり議事に入る。 

 

 （１）新市まちづくり計画変更（案）について【資料１－１・２】 

担当課から説明 

議長  ：3点の主要事業について、詳細の説明をいただきたい。 

市   ：「産科医療施設の整備充実」について、駅南市街地整備事業に伴い、南口にある

中村産婦人科も用地となり移転していただかなければならない。人口減少に歯

止めをかけるためにも産科医療施設はまちづくりの要となる。そのため、「公設

民営」という形で産科医療施設を経営する必要が生じた。中村産婦人科の移転

場所については、山梨高校の西北にある土地を検討している。また、「産後ケア

施設の整備」については、出産後の不安・体調不良の母親を対象にケアを行な

うものである。「学校給食施設の整備」については、学校給食を安心安全に児童

生徒に支給することを踏まえ、老朽化してきている給食施設を検討するもので

ある。センター方式・自校方式・委託など、さまざまな観点からどの方向性が

よいか検討している。議会においても検討中である。 

議長  ：財政計画については、法に基づき 5年間の延長である。 

市長  ：産後ケアについて、市長会でも県に要望し、現在笛吹市において平成 28年より

6 床整備した施設の建設計画がある。山梨市でも産後ケア施設の必要性があり、

県の事業を参考にする中で検討している。しかし、「県で１箇所建設」という事

業に山梨市が対抗することはあまりよろしいことではないので、宿泊なしで日

帰り施設として検討している。産後不安を抱える母親にとって身近に相談でき

る立ち寄れる場所として考えている。 

委員  ：「産後ケアの施設設備」について、チャレンジミッションの中で市立産婦人科医
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院建設とあるが、市が経営していくのか。 

市長  ：「公設民営」という形なので、市が建物建設をするが、業務運営については中村

産婦人科が運営することとなる。 

 

 

 （２）第１次山梨市総合計画後期基本計画のチャレンジミッション（重点施策） 

中間案について【資料２】 

担当課より説明 

市長  ：平成 17年に合併し、2ヶ年かけて第 1次総合計画を平成 29年までの 10カ年計画

として策定したところである。しかし、時代が変遷し計画に修正・加筆する必要

性が生じてきた。それがチャレンジミッションである。平成 29年から始まる第 2

次総合計画との整合性を図りながら、不足している施策をチャレンジミッション

として実施していく。 

委員  ：3点伺いたい。まず、全て実行に移せるのか疑問である。次に「①山梨市駅前のに

ぎわい創出と駅南地域の開発」について、この事業は南口に限る事業なのか、北

口の事業も入っているか不明である。例えば、北口に設置してあるバス停だが囲

いが必要と思う。建物内に市のＰＲ出来るものを掲示するなど活用方法はある。

最後に小中学校のエアコン設置事業は実施しているが、地区公民館へのエアコン

設置など高齢者への配慮もいただきたい。 

市長  ：駅南地域の開発については、駅南側についての開発のみである。北口については、

既に整備を終えているが、必要に応じて対応していく。次に、地区公民館へのエ

アコン設置であるが、日下部地区で行なわれた出前講座でも意見として出たので

説明させていただいたが、区によっては自ら出資し合い努力し設置したところも

ある。高齢者に対して大事にすることはもちろんである。健康長寿で幸福感にあ

ふれたまちづくりを推進していきたい。 

委員  ：しかしチャレンジミッションを読む限り高齢者への対策が希薄と思われる。 

市長  ：不足している箇所等あったら後日連絡いただきたい。 

委員  ：新市まちづくり計画変更案で説明のあった主要事業 3 事業のうち「産後ケアの施

設設備」と「学校給食施設の整備」の事業がチャレンジミッションに記載されて

いない。 

市長  ：「産後ケアの施設整備」事業については、県事業との兼ね合いもあるので、また、

「学校給食施設の整備」事業については、具体案が出ておらず今後検討していく

必要があるためチャレンジミッションへの記載はしていない。チャレンジミッシ

ョンへの記載事業は喫緊に取り組むべき事業である。 

委員  ：Ⅱ‐②「儲かる農業」に関し、新規農業者への支援の充実も理解できるが、子が

農業後継者となる農業営農者への支援も必要と思われる。また、「生産者」から「経
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営者」へ転換を図るのであれば、今後 6次産業化事業も必須である。「農地中間管

理機構」についても制度の活用を積極的に行なっていただきたい。 

     道路網整備について、南反保はどのようになるのか。 

市長  ：日下部地区内南反保について、当初反対者によって開発が中断となってしまった。

地区開発整備を線としてではなく面として活用しなければ補助金確保は難しい。

そのためには地区内に地権者をまとめあげることのできるリーダー的存在が不可

欠である。市としては、都市計画道路の見直しを行なう予定である。 

委員  ：過日成人大学講座で説明いただいた図面に、山梨市の中心となる旧市役所前から

消防署へ抜ける道が記載されていなかった。また、中央自動車道のアクセス向上

についてどのように整備していくのか。 

市長  ：中央自動車道のアクセス道路の整備に関しては、隣接地の市長と信頼関係を結び

今後検討して参りたい。 

 

 

 （３）下水道使用料の改定について【資料３】 

担当課より説明 

議長  ：率として 20％アップであり、思い切った値上げである。 

委員  ：水洗化率とは。また水洗化にしない理由は何が考えられる。 

市   ：水洗化率とは、下水道整備を完了した地域の住民が下水道に接続している率であ

る。現在水洗化率は約７５％であるが、水洗化率の低い理由は、まずは金銭面が

考えられる。次に既に設置されている合併浄化槽の年月が経過していないことが

理由と思われる。合併浄化槽の整備に対しても費用を投資しているため、すぐに

下水道設備への投資ができないのではないか。平成 24年度から加入促進補助金制

度があり、設置費用に対し補助率 1/3上限 10万円の補助金がでる。この制度の周

知に努め水洗化率を上昇させたいと考える。 

 

（４）その他 

事務局より「地域審議会に代わる新たな組織」について説明 

市長  ：市の一体感の醸成が成されたことより地域審議会は終了されるが、今後も地域

性の声を聞き市政運営に携わりたい。第 2 次総合計画策定に向けて、地域の思

いを聞いていきたいと考える。 

委員  ：委員の選出が難しいと思われる。 

 

 

５ 閉 会   
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平成２６年度第２回牧丘地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２６年１１月１７日（月） 

午後７時００分～午後９時２０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  大宮山会長 

３ 市長あいさつ 

市長より会長へ「新市まちづくり計画変更案」について諮問書を手渡す 

４ 議 題  （出席委員１４人  市出席者 市長他１２人） 

  大宮山会長が議長となり審議に入る。 

 

（１） 新市まちづくり計画変更（案）について【資料 1-1・資料 1-2】 

担当課から説明 

委員  ：新市財政計画について、どのくらいの比率で借入ができるかお聞きしたい。 

市   ：７０％は国の援助が受けられ、３０％は市が負担する。 

議長  ：５年間延長されましたので、有効に活用して頂けるようお願いしたい。 

委員  ：合併当初より人口が減少しており、歯止めがかからない状態である。 

子育て環境や福祉産業の振興、生活環境の推進を考えるのも分かるが、 

若手男女の人口を繁栄させるための具体的な考えがあるのか。 

市長  ：人口減少について、大きな問題だと考えている。人口減少の中で社会的要 

因と自然的要因があり、自然的要因は、新生児が誕生するより、亡くなる 

方が多いということ。社会的要因は、経済の発展が影響しており、経済が 

安定しなければ子作りができないと判断している。若者の雇用体制、市街 

地整備、環境整備、また西関東道路、近隣市への道路整備を重視し、定住 

人口を増やしていきたい。 

委員  ：偏らない政策をお願いしたい。英語を使うなど分かりにくい。年寄りにも 

分かる政策をしていただきたい。 

市長  ：分かりやすく日本語で、お伝えしていきたいと考えている。 

委員  ：人口減少についてであるが、改善するために大胆な方法で進めていかなけ 

     れば永住しない。個人的な考えであるが、野背坂線が開通すると西関東道 

路にもつながりやすく、西保、中牧など大勢の方が行き来しやすい。また 

向い山のゴルフ場開発で考えていた市の土地を宅地化し、住宅や公園を無 
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     料で提供するなど、大胆な方法で市街地整備を行うなど、市の土地を有効 

     利用していただきたい。 

市長  ：土砂災害が起こった場合の供給地として、社会資本の上下水道を整備し、 

安心・安全を考え市街地整備ができる土地があればと考えている。野背坂 

線は、県の協力を得て平成２７年度中に開通させていきたい。行政が計画 

を実行するにあたり、募集策や想定数値を練り、周到に計画し取り組んで 

いきたい。 

議長  ：人口減少の対策について色々考えていただきたい。 

委員  ：学校給食施設の整備に関して、給食センターについてどのような方向性で 

進めていかれるのか。 

市長  ：給食施設について、給食センター・各学校・中学校地域別・委託を検討し 

     ている。これからの人口の状況や安心・安全、コストの面も考え最良なも 

     のを選んでいきたい。議会で、検討委員会を設けておりますので、意見も 

     出たなかで早急に検討していきたい。 

委員  ：産科医療施設の整備の充実について具体的にどのようなことをおこなって 

いくのか。 

市長  ：産科医療施設について、山梨市駅南口の開設に伴い、中村産婦人科が移設 

し、開業をしていただけることとなった。移設候補地として、山梨高校の 

西北側を考えている。また、産後ケアの施設については、若い方が産後の 

不安や体調についてケアする施設を考えている。来年、山梨県が笛吹市に 

施設を計画しているので、経過を見て、山梨市も検討していこうと考えて 

いる。さらに、デイサービスのような、若い方が日中集まれる場所、子供 

を産みやすい環境を産婦人科と伴に、整えていきたいと考えている。 

議長  ：先程、人口を増やす話もあったが、中村産婦人科が山梨市にあることは、 

若者にも定住してもらい住みやすい街となる。ぜひ成功してもらいたい。 

委員  ：産後ケアの施設について、他の所ではやっていない事を山梨市は前へ出て 

進めていただきたい。しかし、その反面、市外の方が利用して、市内の方 

が利用できない施設にして欲しくない。よい施設を作れば、市外の方も集 

まってくる。それは良いことだと考えるが、山梨市に定住したが、産後ケ 

アを利用できないとなると、市外に定住してしまう。新しい事業をするに 

は、方向性も考えていただきたい。 

議長  ：難しい問題だと考える。 

市長  ：山梨市には良い施設がたくさんあるが、法人市民納税が低く、厳しい状況 

である。お金をかけない中で、皆さんが住みやすく、皆さんで連結してい 

く。区長が中心となり、色々な活動をして頂いているが、地域に入らない 

方が 30%もいる。地域コミュニティを設け、皆さんの知恵と力をかりて市を 
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良くしていきたい。皆さんのご意見とご協力でより良い山梨市を皆さんと 

作っていきたいと考えている。 

議長  ：ふるさと納税についてはどうか。 

市長  ：ふるさと納税の捉え方については、総務省で問題になったが、地元の特産 

物を送れば、その生産者の販売にもつながり喜んでいただける。良いか悪 

いか別として、今後研究して進めていきたいと考えている。 

委員  ：給食センターについて、財政にいいと聞かされてきた。PTAの方は反対であ 

り、子供たちにも衛生・安心であるもの、温かく、地元の物で子供たちに 

優しいものという声を頂いているが、私としては新しい方式を取り入れて 

考えてもらいたいと考えている。 

市長 ：現在の法では、既存の３倍の広さが必要となる。市としては、山梨県の試験 

場の跡地に給食センターを考えている。牧丘・三富への配布において、１０ 

分経過しても１・２度しか温度差のない食缶を使用し、温かい物を配布 

したいと考えている。 

  議長 ：見直しの基本的な主要事業として産科医療施設、産後ケア施設、学校給食施 

設の整備の３件がまちづくりに必要だという内容を答申するということで、 

よろしいか。 

  委員 ：まちづくりということで、１４０号線が開通当時は活発に栄えていた。しか 

し、時が経つにつれ、交通量が減ってしまった。そこで雁坂トンネルの無料 

化をお願いしたい。 

西関東道路も八幡を通り、岩手まで抜ける事を基に活気を取り戻せる１４０

号線にしていただきたい。 

  委員  ：東京から来る方が利用しやすい駅、山梨市駅に降りて頂ける駅を考慮して 

いただきたい。 

市長  ：秩父市の市長と話をし、秩父市と共同で取り組もうとしている。皆さんか 

らの無料化の声を、県へ要望していきたい。山梨市駅については、重い荷 

物を持った方、足の悪い方にとって利用しづらい駅ではある。早急に駅舎 

を改築する。また、勝沼・塩山と運賃が違うのも原因だと思う。公共バス 

の設置についても検討していきたいと考えている。 

委員  ：学校給食施設の整備と、少人数学級の検討について、どちらの内容に関し 

ても、子供・保護者・地区において納得するなかで進めていただきたい。 

市長  ：もちろんである。 

   事務局より諮問の確認 

委員  ：平成２７年３月３１日をもって審議会は終了とあるが、今後どのようにな 

っていくのか。 
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   地域審議会に代わる新たな組織について 

担当課から説明 

議長  ：審議会に代わる組織を検討していくということであるので、ご理解いただ 

きたい。 

委員  ：財政についてであるが、議員定数の削減の声を聞く。対応として市政の財 

政を考えて最大限の努力をしていただきたい。 

市長  ：まちづくり委員会についてであるが、山梨県内の他市町村において、審議 

会はすべて廃止になっている。来年度より第２次総合計画の策定もあるの 

で、地域の声を聞き、より良いものにしていきたいと考えている。 

委員  ：１４０号線新隼橋の標識について、埼玉県にあるダムまでの距離が書かれ 

ているが、その手前に市のダムがある。しかしその名称が書かれていない 

ため、観光対策としてなんとか考えていただきたい。 

委員  ：埼玉県のダムを牧丘で紹介するのではなく、市のダムを紹介していただき 

たい。 

市長  ：早急に対応する。 

議長  ：先ほど説明したとおり諮問に対する答申を行なってよろしいか。 

異議なしの声 

        

 

（２）第１次山梨市総合計画後期基本計画のチャレンジミッション（重点施策）中間案に

ついて【資料２】 

担当課から説明 

  委員  ：とても素晴らしい内容だと思う。ぜひ実現できるように取り組んでいただ 

きたい。 

市長  ：目的をきちんと掲げて、それに向かうこと。一丸となって取り組むこと。 

お年寄りが幸せで安心して暮らせる山梨市。掲げたことを全て実現できる 

ように最善の努力をしていきたいと考えている。 

  委員  ：市の健診通知が７４歳までしかこない。７５歳以上になると何も通知が来 

ない。その辺はどうなっているのか。 

  市長  ：ご意見を参考に検討する。 

  委員  ：デイサービスについて、総合会館の耐震問題で取壊しもあり、社会福祉協 

議会の移転先やデイサービスの問題もある。ぜひ、存続を願う。 

  委員  ：限界集落においての孤独死が６件あった。認知症においても問題が出てお 

り、高齢者の幸せと明るい部分のお話をされているが、暗い部分の問題も 

視野に入れて考えていただきたい。 

  市長  ：限界集落、高齢者のひとり暮らしの件については承知している。そのこと 
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については調査する中で検討していきたい。また認知の問題だが、市内の 

病院と連携して対応したいと考えている。 

  委員  ：「子育てするなら山梨市」と言われるまちの実現について、子供の医療費無 

料化制度を中学校３年生まで拡大とあるが、子供を育てる上でありがたい 

ことだが、大したことがなくても病院にかかるという事もでてくる。それ 

は個人の自由だが、一番良いことは健康でいられる家庭だと思う。逆に、 

病気をしないで病院にかからなかった場合に、何かメリットがあるような 

施策がないのか検討していただきたい。 

  議長  ：大変良い意見だと思う。 

  市長  ：山梨市には以前、健康まつりを行っており、国民健康保険証を使わない無 

受診世帯を表彰するというイベントを行ってきたが、無理をして国民健康 

保険証を使わないのは良くない、という意見をいただき廃止した。また、

改めて検討していきたい。 

  

 

（３）下水道使用料の改定について【資料３】 

   担当課から説明 

  質疑特になし。 

 

 

（４）その他 

  委員  ：牧丘支所改修工事の際に、図書館の分館を設けていただきたい。 

委員  ：民生委員の数について、次回の改正では、区長制度と同じように各学区内 

へ人数をぜひ増やしていただきたい。 

市長  ：検討する。 

委員  ：小学校の統合について、三富小学校・牧丘第二小学校・牧丘第三小学校が 

一緒に牧丘第一小学校へ統合されるのか、もしくは牧丘だけが統合される 

のかお聞きしたい。 

教育長 ：一緒に統合したいと考えている。しかし早く統合してほしい地区と、まだ 

検討したいという地区で意見が別れているので、そういう場合、一緒に統 

合するのは難しいと思われる。現在、学校訪問をしており、この件に関し

ては検討中である。ただ、何年経っても堂々巡りの意見では困るので、皆

さんの意見を取りまとめ、一緒に統合することを望んでいる。 

委員  ：要望。私たちの集落には、年に１回程度使用する公民館があるが、今回水 

道メーターが付き、小さい集落の公民館に対しそこまでして使用料を取ら 

なくても良いのでは。 
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議長  ：ご意見を承っておく。 

 

事務局より総合会館アンケート集計について報告 

 

 

５ 閉 会 
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平成２６年度第２回三富地域審議会議事概要 

 

日 時 平成２６年１１月１４日（金） 

午後７時００分～午後９時００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  前島会長 

３ 市長あいさつ 

市長より会長へ「新市まちづくり計画変更案」について諮問書を手渡す 

４ 議 題 （出席委員１３名   市出席者 市長他９名） 

  前島会長が議長となり議事に入る。 

  

（１）新市まちづくり計画変更（案）について【資料１－１】【資料１－２】 

担当課から説明 

議長  ：新市まちづくり計画変更（案）の変更内容の確認であるが、延長する５年間で「産

科医療施設の整備」と「産後ケア施設の整備」及び「学校給食施設の整備」を行う

こととして事務局より示された。   

     委員  ：産科医療施設の整備と産後ケア施設の整備については、当市の人口減少が基本に 

          あると思うが、産科医療施設は人口減少を防ぐための施策なのか。 

市長  ：人口減少問題もあるが、山梨市駅南口開設整備に伴い南口進入路の計画内におい 

て、中村産婦人科医院の用地が含まれている。そこで、山梨高校の北西の土地を市 

で代替地として購入し、市で施設をつくる「公設民営」という形で行い、運営を中 

村産婦人科医院にしていただきながら、市に産科医療施設を確保して行く。また、 

体調・精神的に安定していない出産後間もない母親に対し、産後ケアが必要と考え 

られる。笛吹市に県の施設として６床の産後ケア施設が建設予定である。県の今後 

の動向を見極めたうえで、市としても産後ケア施設の整備を行いたい。 

委員  ：人口減少が問題となっているが、これに対し、何らかの施策を講じなければ、更 

に人口減が進むことになるので、産科医療施設の整備や産後ケア施設の整備は積 

極的に進めていただきたい。 

委員  ：学校給食のあり方であるが、三富小学校も年々児童が減少している。このままでは 

学校が続けられるのか不安される中、学校給食設備の充実を図るために、どのよう 

に整備していくのか。 

市長  ：まだ、実際の方向性が定まっていないが、いくつかの案がある。 

例えば、市全体で給食センターを整備する案や、中学校の単位で整備する案、ま 

たは、学校毎に整備する案もある。さらに、全体的に委託する案などがあり、現 
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在、協議を進めているが、まだ決定されていない。また、議会においても各種研 

修を行い、意見集約を行っていただき、議会の意見を参考する中で方向性を定め 

ていきたいと考えている。現在、市内の各学校の給食設備が老朽していることや、 

今後の小学校の運営の在り方により変わってくるので、総合的に判断する中で慎 

重に進めている。 

委員  ：人口減少について、防止策や定住者に対する支援策をどのように考えているの 

か。また、市内には働く場所が少ないので、５か年計画の中で、何らかの施策 

を行うかをお尋ねしたい。 

市長  ：人口減少は、最大の問題と考えている。 

まず人口減少の防止策としては、正規雇用の創出をし若者に定住していただき、

その中で結婚や子育てをしていただくことが理想である。また、国や県において

も若者が結婚できるような施策を行っている。 

国土強靭化基本法により、人命重視の考えから急傾斜地の土砂崩落の防止を行っ

ている。また今年の９月に、地方創生を主においた計画が発足し、国も大変に力

を入れている。これは、山梨市、甲州市、笛吹市の峡東地域で核となり計画を作

り、地域が一体となって結束し人口流出のダムとなることにより、雇用の創出に

繋がることとなる。地域が頑張れば国から補助が得られる仕組みとなっている。

このような国の施策を取り入れる中で、積極的に活用して行きたいと思っている。 

委員  ：鳥獣害の被害は、収穫時期になると必ず被害が発生する。市でも猟友会に依頼

して、駆除なり追い払いを行っている。また市でも生態調査しているが、被害

が発生して初めて確認にするのでは、遅いのではないか。被害が発生する前に、

猿が来ないようにするには、どのような対策して行くのかをお尋ねしたい。 

市長  ：鳥獣害の被害は全国的に多く発生している。山梨県は、鳥獣害対策を標高 1000m 

以上は県で行い、1000ｍ以下は市で行うことになっている。管理捕獲の数も示 

されているが、数値は決して期待に沿えるものではないと思うし、対策として 

非常に遅れていると思う。特に山間地では、せっかく手をかけて生産した野菜 

が、収穫時期になると猿等の被害に遭うのでは、農業を営む気力も無くなるこ 

とは十分承知している。 

猿については、２つの群れが牧丘から三富において存在することが調査の結

果から判明している。最近では、市街地にも猿が出没しているのが発見されて

おり、子ども達に危害があってはいけないので対策をしている。 

このことは、隣接する市はもちろんとして、県、さらに隣接する県と連携を

密にしながらも抜本的な対策を講じることが必要である。時間を要するが、少

しでも成果が得られるよう、国、県から支援をいただく中で実施して行く方針

である。 

委員  ：費用をかけずに、より効果的な対策を行って頂きたい。 
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市長  ：関係する部署と協議しながら対応する。 

委員  ：地方交付税が５年間で１１億が減額になるとのことだが、市決算報告の財政状 

況の経常収支比率が８２．９％になっている。弾力性を失いつつあるとの事だ 

が、数値的に高いのか。 

市   ：経常収支比率は７０％台を維持されているのが良いとされている。しかし実際 

に市に入ってくる財源の７割、８割が経常経費であると投資的経費が不足し事 

業ができない状況であるが、合併特例債など活用する中で事業を行っている。 

委員  ：財政力指数の０．４１９の、値はどの様に判断すれば良いか。 

市   ：財政力指数は１以上が良いとされて、１以上になると交付税が不交付の自治体 

     となる。 

       

（２）第１次山梨市総合計画後期基本計画のチャレンジミッション（重点施策）中間案について

【資料２】 

担当課から説明 

委員  ：計画を見ると南方面の計画が多いが、北の玄関口を生かす計画をし、地域が活 

性化するような計画も加えて実施してほしい。 

市長  ：三富地域が北の玄関口であることは間違いない。先般、秩父市長と協議する中

で、国道１４０号の交通量が減少している要因について、ある程度判明している

ので、今後も共通な認識において取り組んで行く。 

委員  ：山梨市駅前の「にぎわい」の創出だが、人口が増えれば自然とにぎわいが出て 

くるとは思うが、人口が減少する中で、県内外から山梨市に来ていただくには、 

何か目玉となるものが必要とされる。このために、どのような計画があるかを 

お示し頂きたい。 

市長  ：山梨市駅は足腰の悪い方々にとって利用しづらい駅であるが、駅舎・南北通路 

を始めとし、エレベータ、エスカレーターの整備を５年間で JRと協議しなが 

ら国、県の補助金を活用し、計画を推進している。 

さらに旧山梨市役所跡地を人々が沢山集まる場所にしたいと考え、あらゆる可

能性を追求し「にぎわい」の創出に繋げたい。         

委員  ：北の玄関口で一番先に休憩するのは、道の駅なのでもう少し活用したらどうか。 

市長  ：国道１４０号線の交通量が激減した理由としては、圏央道の開通等が考えられる。

また、「道の駅」の施設が古いことや、商品の陳列方法や食堂のメニューも多岐に

わっている事から、何か一品にこだわりの特産物を提供したら良いのではないか

等を研究している。「道の駅」は、冬季は赤字であるので１２月から３月まで、食

堂、販売部門の一部を閉鎖とすることとし、来年の４月には改めて研究し、収益

を上げられるよう新たに営業を開始したいと思う。 

議長  ：三富村当時は、北の玄関口として道の駅、釣り場、冬期対策としてイチゴ栽培を
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行い収益があった。販売所では、地元特産物も販売しており、突然に、冬季閉鎖

することについて理解されるかが心配である。 

市長  ：久渡の沢釣り場は、釣り人の減少により収益を上げられない状況であり、イチゴ

栽培も当時は珍しく良かったが、現在では全国的に栽培する施設が多くなってい

る。また、現在重油をかけずにイチゴの生産が出来る施設があるのだが、「道の駅

みとみ」のイチゴ栽培は大変な燃料代がかかる施設であり、採算がとれない状況

である。販売所は観光課が農産物生産者の方々と協議し、観光案内する場所を整

備する中で販売場所を確保した。釣り場は、民間での営業をお願いしているもの

の難しい状況である。イチゴ栽培を民間で行う計画もある。最低限のトイレや観

光案内所、農産物販売を維持して行きたい。 

委員  ：合併当時、三富庁舎に観光課があった頃は、「石和」にも観光パンフレットが配 

布されてきたが、本庁へ観光課が移ってからはパンフレットを見なくなったので、 

以前と変わらないよう観光振興をしていただきたい。 

委員  ：西沢渓谷へは塩山駅からという観光客が多い。合併してから９年が経過してい 

るが、改善されてないので策を講じて頂きたい。 

委員  ：大手の旅行代理店のパンフレット等も西沢渓谷は塩山駅下車が多いので、関係 

者に働きかけて、山梨市駅下車をプラン化したらどうか。 

市長  ：東京からの電車賃も東山梨駅を境に高くなることや塩山駅から牧丘町乙女湖へ 

のバスが運行していることが原因かと考えられる。バスについては、山梨市駅 

からも運行をお願いしたが実施の方向には行かない現状である。魅力ある山梨 

市であるように継続して取り組んで行きたい。 

 

（３）その他 

                    １、地域審議会に代わる新たな組織について   

           担当課から説明    

           意見等特になし 

         ２、その他 

        委員  ：以前にも依頼したが、牧丘の「道の駅」を過ぎた辺りから三富にかけて国道の 

外灯が少ない件だが、その後の進捗状況をお聞かせ願いたい。 

市長  ：道路には、街路灯・防犯灯・道路照明灯の３つあるが、道路を管理している管 

理者が設置するのは道路照明灯で、危険箇所の橋や交差点等である。街路灯は 

自分で設置し維持費も負担している。防犯灯は市の補助金で設置し電気代を区 

で負担することとなる。今は LEDなどあるので市や区と相談してほしい。国道

には照明をつけないことが基本であるためご理解してほしい。 

 

          ５ 閉 会 
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地域審議会に代わる新たな組織について 

 

 第 1回各地域審議会において、地域審議会の設置に関する協議書第 2条に定

められている設置期間である平成 27年 3月 31日をもって地域審議会は終了と

する市の方針に同意していただいたが、今後、住民の声を聞く組織づくりが必

要であると判断したため、住民で組織する地域内連携協議会となる「まちづく

り委員会（仮称）」を創設し、住民意見を十分に市政に反映させ、市民とともに

まちづくりを行なっていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨市 

区長会 

市長をかこむ座談会 

（平成 26年度より 11地区開催） 

住民意向調査 

（毎年 2,000人を対象に調

査） 

各種審議会 

まちづくり委員会 

山梨の声 牧丘の声 三富の声 

パブリックコメント 

市政運営に住民意見を反映させるための各組織 

資 料 
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『まちづくり委員会（仮称）』とは・・・ 

 ●区長会を中心とした外部団体組織であり、各種団体・学識経験

者・地域を代表する者で構成し、委員 30名以内で組織する。 

 ●市の施策・計画に対し、調査及び審議する。 

 ●各地域に「山梨の声」「牧丘の声」「三富の声」という区長を中

心に若者から高齢者までの幅広い年代に渡る人材を会員とした

「住民の声を聞く会（仮称）」を結成し、各地域の要望等を取り

まとめ「まちづくり委員会」に報告し、その意見を委員会にお

いて取りまとめ市の施策に反映することができる。 

 ●「まちづくり委員会」において各種団体の横の連携を強化し、

地域活性化に向け効果的な活動を行なう。 

 ●「住民の声を聞く会」においては、人材育成をも目的とし、地

域内外の情報交換を密にし、地域コミュニティ力を高めていた

だきたい。 

 

 


