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【遊亀公園・附属動物園整備に関する基本的方向に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

1 

 基本理念が生かされて計画されており、「ふれあい」をコンセプトに計画全体と合わせ、現在の動

物園のイメージを受け継ぐ、違和感のない計画といえます。各エリアの構成も無理なく、入り口から

連続する流れに立体感、わくわく感が感じられるレイアウトだと思います。 

１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

2 

 意見聴取、ワークショップ、アンケート等により、公園の未来像等を深く検討され、前案より改善さ

れた印象を持ちました。池の面積は狭くなりましたが、シンボリックな島を取り囲むよう残し辛うじて遊

亀公園の雰囲気が感じられます。四季折々の花々や、安らぎを感じる樹木で満ちた空間を創出

し、動物園と公園を再配置の実現を期待しております。将来への投資を生かすも殺すも、多方面

から検討された計画と運営のアイディア、利用者の支持・サポートが肝要と考えます。満足度の高

い遊亀公園・附属動物園と生まれ変わりますことを願います。 

１ 

遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承り、公園・動物園の未来像並

びに基本理念を達成するとういう基本姿勢のもと、本市の施策である「こども最優先」のまち

づくりに向けて、取り組んでまいります。 

3 
 新たに整備計画が打ち出され、歴史も重ね更に改善されていくことを嬉しく思います。予算や人

員など限られると思いますが、更に良い動物園・公園になってほしいと思います。 
１ 

遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。また費用対効果とスピ

ード感のある事業を実現するため、公園エリアを先行し整備してまいります。 

4 
 10年近くかけリニューアルするのですから、子供から高齢者まで、安全・安心で楽しく利用できる

公園・動物園を作ってほしいです。 
１ 

 「安心・安全に遊べる、くつろげる公園」「人にも動物にもやさしい動物園」に向けた整備・

運営に努めてまいります。 

5 

 既存の施設を一新し、大きな広場は開放的なイメージが感じられます。また、動物園の空中回

廊は斬新でした。既存施設は遊亀通りから動物園の気配が感じられないため、動物園のランドマ

ーク性を期待します。また、地元の人達や観光で訪れる人も増加すると思います。 

１ 
遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承り、地域における風致とランドマ

ーク性の両立について、今後の設計等で検討してまいります。 

6 

 素材の統一感とともに、洗練されたフォトジェニックなデザインにして欲しい。また、神社・お寺とも

調和したデザインにしてほしいと思います。 
２ 

 家族団らんで楽しめる公園広場との親和性を考慮する中で、地域における風致とランドマ

ーク性の両立について、今後の設計等で検討してまいります。 
７ 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

８ 

 甲府市の鳥、カワセミが池にいる事を子供に教えられ初めて見たときはこんな街中で‼と信じられ

ない気持ちでした。冬には白鳥、初夏にはフクロウが来ます。こんな公園が他にあるでしょうか？今

回の計画では、動物園の理想に近いものになり、住民の多くの方達の希望している「池のシンボル」

が残されたことなど評価に値する点が多かったと思います。 

１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

９ 

 整備後も、木々が多く季節の花々が楽しめ、水辺の風景も楽しめる場所になれば、「街中のオア

シス」というようなイメージになると思います。このような自然環境ならではの独自のイベントを開いた

らどうでしょうか。例えば講師を招いての「身近な自然を観察する会」公園の中のいわれのある石碑

や大ケヤキ等を学びながら回る集い等々あると思います。小さな子供だけでなく大人まで、自然に

興味を持ってもらえる様なイベント、学習の場が考えられれば良いです。 

１ 
ご意見につきましては、「こども最優先」のまちづくりに寄与する遊亀公園とする中で、市民

の皆様が自然に親しんでいただけるような事業を実施する上での参考とさせていただきます。 

10 

 動物園を拡張するなら、山梨県全体および民間団体に運営を移して、広い場所に移転すべき

です。現在地で運営するなら、動物の種類・個体数を厳選、減少させ、一つの檻や飼育施設を広

くするべきだと考えます。 

１ 

動物飼育に関するリスク等により民間事業者の参画が難しい状況です。また、移転につ

いては用地取得等の課題があり現在地での整備としました。なお、ご意見を参考とさせてい

ただき、種の保存と飼育管理方針に基づき動物を厳選してまいります。 

11 

 歴史（一蓮寺等）はもう少し大々的に構想の中に取り入れた方が良いと思います。武田時

代、明治時代と甲府の歴史の大きな存在だと思います。資料では、あまりにも軽く扱われていると

思います。 

１ 
市の事業は政教分離の原則に基づき宗教的に中立性が求められておりますので、ご指

摘の記載を資料へ盛り込む事が難しいため、歴史的な背景としての記載に留めております。 

12 

 長い歴史を大事にした計画を希望します。100年の歴史のある動物園です。周辺環境の変化

や利用者のニーズの変化とはいえ、長い間、親しんできた公園部分や砂遊び場、将棋場所、池

等、長く継承されてきたものは残すべきだと思います。 

１ 

ご意見を参考とさせていただき、「動物福祉」などへの配慮とともに、歴史ある動物園を、

今後も維持・運営していくため、老朽化の状況や構造面も考慮する中で、活用できるもの

は活用してまいります。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

13 
 新聞にも記載された文面より、公園部分でのコンセプトが曖昧に思えます。動物園の理想像のよ

うに、公園について明確な整備方針を設定した方が良いと思う。 
１ 

ご意見を参考とさせていただき、「こども最優先」のまちづくり寄与する遊亀公園とする中

で、魅力ある「こども公園」づくりを、進めてまいります。  

14 

 特に、アジアゾウ、ベンガルトラ、ライオン、マレーグマ、コンドル、チンパンジー、ユキヒョウに関して

は、失礼ながら『劣悪』と言わざるを得ません。これは、古い動物園をそのままの形で継承してきてし

まった事が要因でしょうが、国際的な基準からすれば、飼養ではなく虐待に相当するレベルです。 

１ ご意見を参考とさせていただき、改善を検討してまいります。 

15 

 ライオンもトラもチンパンジーもゾウも、下はコンクリートですが、甲府盆地で、猛暑日の日に、コン

クリートの上の空間が何度になるかご存知でしょうか？チンパンジー舎は、最低でも芝生にするのが

グローバルスタンダードではないでしょうか？それほど、遊亀公園附属動物園は世界からかけ離れて

います。世界の動物園の基準では、『まず、地面の 70％以上がコンクリートの動物園は、論外で

ある』という見方もある事を知って頂きたいと思います。甲府市が 30億円もの予算を使い、『動物

ファースト』というキーワードを掲げながら、万一、動物を置き去りにした改修をされた場合には、その

過程を克明に記録し、ドキュメント製作を試みる所存です。どうか、今までさんざん苦しんできた動

物達に、快適な余生を与えてくださいませ。人間は、幸せな動物を見て、自らも幸せを感じるので

はないでしょうか。 

１ 

 アジアゾウにつきましては、土のエリアの拡大やプールの増設等を予定しております。チンパ

ンジーについても増設を予定しており、土、立体的な動き、日陰、といった環境を整えてまい

ります。トラ、ライオン、マレーグマ、ユキヒョウにつきましても、それぞれの生態に見合った環境

への整備を行う予定です。なお、コンドルの飼育環境も改善する計画です。いずれの動物に

関しましても、ご意見を参考とさせていただき、環境改善につきまして、取り組んでまいりま

す。 

 

16 

 今回の計画案では、子供から大人が楽しめそうな広場、動物の生態や生息環境が、まじかで見

える工夫がされていると思います。私が所属している設計協会で視察等を行ったところ正面エントラ

ンスから開放感があり、動物の見せ方も変わっている京都市動物園が、参考になると思います。 

１ 

遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承り、家族揃って楽しめる芝生広

場の整備や、市街地で猛獣等を飼育している京都市などの都市型動物園の状況などを、

今後の設計等の参考にしてまいりたいと考えております。 
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17 

 視察した動物園は、園全体に安全確保が確認できる構成となっており動物が死角となる部分を

なくし、動物の位置確認ができ又、電子ロックや警報システムにより入園者、飼育員の安全確保

が徹底された施設でした。近年、全国的に飼育動物が減少し、各地の動物園の経営悪化が問

題となっていることを聞き、山梨県内に生息する動物を身近にみられ学習に利用できるこれらのエリ

アは、地域で調達できる動物であり動物園の長期的安定性を確保するものといえます。山梨県内

唯一の動物園として、基本理念にあるバイオフィリアを中心に据えブリーディングローンや老いた動物

の生態等、幅広く学習する生きた学習施設の側面も必要と考えます。又、上野動物園もシルバ

ーを対象としたサービスを行っていますので、これを進めて、高齢者がふれあい楽しめる施設づくりを

コンセプトに加える必要と考えます。 

１ 

山梨県に生息する動物の展示・飼育を検討しましたが、面積の関係で、現段階では飼

育できない状況です。繁殖促進と位置付けた動物やブリーディングローンなどで動物種を維

持する中で、その後、山梨県内の動物の展示を検討してまいります。 

また、あらゆる世代が、公園や動物園でふれあい関われる施設となるよう検討してまいりま

す。 

18 

 これからの動物園に求められていることとして、環境エンリッチメントと教育的視点をあげたいと考え

ます。動物を見るだけで終わらせるのでなく、動物福祉及び動物と人間との関係を知ることで地球

規模の環境意識をもつことを促す場所となることを期待します。 

１ 

ご意見を参考とさせていただき、動物舎・放飼場の規模や構造を改善し、動物本来の生

態を飼育展示できる環境とともに、給餌行動や運動などを誘発する仕掛けを研究しなが

ら、改善を検討してまいります。 

19 
 歴史、現状、市民の意向、動物園の役割・使命など多岐にわたり考察された実施計画案を拝

見いたしました。計画はどこであっても違和感のない動物園プランに、ふと、遊亀公園らしさ、甲府ら

しさはどこにあるのだろうと思いました。今後、具体的になっていく部分ではあると思いますが。 

２ 

動物展示おける特徴としては、姉妹都市である成都市から寄贈されたこともあるレッサー

パンダをウェルカム展示として、入場口に展示することとし、ヤマアラシは本園が血統登録者と

して、動物園同士の調整を行っていることから、他園の参考となるような施設を検討してまい

ります。なお、山梨県に生息するタヌキやキツネなどの動物の展示を検討しましたが、面積の

関係で現段階では飼育が難しい状況です。 
20 

21 

 この先、何年を見ての計画なのかもわかりません。またＰ8 の団体からの提言に何も応えないのは

何故でしょうか？ 平成 21年と 24年の提言に、市の答えがありません。これも質問です。市の

考えを教えてください。Ｐ11 の動物園の未来像の３点の文章は素晴らしいと思います。原点が分

かっているじゃないかと思います。後の具体的政策が良くないのです。 

１ 

 計画は整備が完了し、その後の運営までを含んでおります。動物コレクションの方針を検

討する中で、施設は最低でも 50年を見越し必要に応じてソフト事業を見直すこととしてお

ります。団体からの提言は、事業費等を検討する中で分園することはできませんが、お弁当

広場や長い時間が過ごせるような考え方（平成 21年）、また芝生広場、年間パスポー

トの導入など（平成 24年）を計画に取り入れております。 
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22 

 子供に触れあえる動物に特化すべきと思います。園が小さくなってもです。その分、子ども達には、

必ず、市の金で、上野動物園を訪れる事を政策とすべきです。東京都と提携したらどうでしょうか。

また、旭川とか、全国の動物園を紹介するシステムを構築し、子供たちが自分でいきたいな・・とい

うような方向性で紹介できる方法もいいと思います。それ以上に、甲府動物園では教えられない

事、それを補う事をＶＲを使用したり、アフリカの生態をみせたり、ワシントン条約の勉強をしたり、

今の先端技術を利用した、新しい、田舎の、動物園を模索すべきと思います。 

１ 

生きた動物でなければ学べないことを伝え、動物園の使命である「種の保存」を果たすた

めに、動物を継続して飼育していく努力を行ってまいります。また、ご意見につきましては、ふ

れあいをコンセプトとした「こども動物園」づくりの推進とともに、映像や情報機器等を使用し

た学習を実施する上での参考とさせていただきます。 

23 
 動物を映像で見せてはどうかなどの意見のあるようですが、リアルに感じることができるのが動物園

です。飼育や教育に集中する事が一番大切で、枝葉末節の議論だと思います。 
１ 

 ご意見を参考とさせていただき、現状の公園や動物園の資産を活用する中で、環境教

育、子育て支援、賑わい創出機能を強化してまいりたいと考えております。 

24 

 動物園は、子供の成長を親が確認できる場所、それが地元にある事が大事なのではないでしょう

か。動物が見たければ、東京の動物園や静岡の動物園に行けば良いとの意見を持っている友人も

いますが、自分達が幼いころは、動物園に親しんだはずです。人気が無い動物。ただ寝ている動物

でも良いのです。そこから、何を学ぶかは、人間の問題です。規模に合せて、小さい動物に特化す

る事はいつでもできます。そうしたら、大型動物の飼育ノウハウを手放し、二度と飼育できなくなりま

すので理解し応援する義務があると思います。 

１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

25  多くの意見、要望を狭い敷地にまとめているが、総花的であるため、実施にあったてはゾーンを絞

る。ゾウ、ライオン等の大型動物は、動物福祉、ワシントン条約などにより、このスペースで飼育する

のは無理があるため、将来、死亡した時のことも考慮すべき。 

２ 
 血統、繁殖制限、入手の可否、個体数の増加への対応、老齢、稀少、繁殖実績等、

様々な要素を踏まえ、次世代で撤退する種を整理する事とし、事業を推進してまいります。 
26 

27 

 空中回廊なんて動物が死んだらどうするのですか？私は、今回の見直し案に、交換できる動物、

譲れる動物、・・死んだあとの施設を有効利用できない動物、等々を議論、結論を出し、判断、

実行すべきと思います。 

１ 

 動物の行動範囲を拡張できる空中回廊については、トラで実施する予定でおりますが、個

体の性格により利用しない場合もございますので、他の動物に展示変えが行える施設とする

よう計画しております。なおネコ科の動物は、繁殖を制限している種もあるなど、導入が容易

なことも踏まえて、検討したところでございます。 



甲府市遊亀公園・附属動物園整備計画 （実施計画）案に対する意見の概要と市の考え方について 

6 

 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

28 

 賑わい広場の活用、防犯やビジターセンターとの連携を考慮した遊具の位置、縮小する池の位

置づけ等コンパクトな中でよく考えられている。また、参道の付け替えが不可能なことから、高低差

を利用した観覧動線は、動物本来の姿を見せることができる計画といえる。ただ、現敷地での整備

を条件とするのなら、テーマを持ちながら展示種類を減らし規模に合った小型動物のみとし、同時

にペットの適切な育て方や殺処分ゼロについて学べて「人と動物が幸せに暮らす社会の実現を目

指す」甲府ならではのコンパクトな動物園が望ましいと考える。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、動物愛護行政と、「生物多様性を学ぶ場」とする動物園

との連携が可能かを模索してまいります。 

29 

 檻の狭さは 2層にし、傾斜ループを設置すれば車椅子でも利用でき広さが確保できます。計画

案は 30億円と聞きビックリしました。国からの補助を活用するとの事ですが、国税でも市民の血税

が多く注ぎ込まれます。提案は大幅に経費を抑制出来ると考えます。10年間に及ぶ大事業です

ので、計画を練り直しても問題ないと思います。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、事業費やライフサイクルコスト等を鑑み、設計の中で検討

してまいります。 

30 

 民家から 20、30 メートルのところで猛獣を飼うのはやはり無理があるのではないかと思います。ヒ

ョウが逃げ池の島で捕獲された前例もありますし、災害時、避難することが困難になるのではないか

と危惧しております。そういった不安を取り除くように近隣住民にしっかりと何度でも説明してくださ

い。 

１ 
ご意見につきましては、動物の脱走に係わる対策を具体的に検討する上での参考にして

まいります。 

31 

 動物がストレスなく過ごせる効率的な動線は必然でしょうし、結果、面積も増やさざるを得ないこ

とは想像がつきます。課題である臭いの元の獣舎は、可能な限り住宅地から遠ざけ、換気・脱臭

装置を施すことで解決できると思います。一定程度の池の縮小が必要との判断は、やむを得ないと

思います。 

１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

32 

 今年誕生したお子さんはリニューアルが順当に進んでも、小学 5年生になってしまいます。工事

中も開園されながら整備すると思いますが、ソフト面で工夫していただいて、幅広い世代が集える

場所にしていくことも検討していただければと思います。また、遊亀公園は、県内唯一の動物と触れ

合え、物理・経済的にも気軽に誰もが訪れることのできる施設です。また、戦時中も関係者が尽

力なさった歴史もあり、成都市が姉妹都市という事ですので、パンダを導入され県外からも訪れる

施設になればと思います。 

１ 

関係する獣舎周辺を部分的に閉鎖し、展示可能な動物を中心に大人も子どもも楽しめ

るような工夫を行ってまいりたいと考えております。また費用対効果とスピード感のある事業を

実現するため、公園エリアを先行し整備してまいります。 

パンダにつきましては、入手が困難なため、このようなご要望があることを念頭におき、事業

を推進してまいります。 
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【公園の樹木・遊具・園路広場・駐車場等に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

33 
 人工的に植えられた樹木は老木が多いです。人工林や果樹園も、古くなれば植え替えるのは当

然です。樹木で暗い遊亀公園が、今の甲府市を物語っているように思えてなりません。 
２ ご意見を参考とさせていただき、公園が明るくなるよう環境の改善を、進めてまいります。 

34 

35 
 緑は必要で大切ですが、もう少し見通しを良くした方が良い。しかし、気象の変化で、特に夏の

暑さが厳しいので木陰も重要です。 
１ 

 ご意見を参考とさせていただき、公園の見通しがよく、木陰も生かせるように既存樹木の

選定・配置等の検討を行ってまいります。 

36 

 春は桜、秋は紅葉、冬はヒマラヤ杉（入口）にクリスマスイルミネーション、夏は猛暑対策

（40℃）をとり、公園周りのヒマラヤ杉はそのままにして、木の枝を切りケヤキの葉が道路に行かな

いようにしてもらいたい。ハワイにあるこの木なんの木の様な、日陰の木がほしい。現在、時計台の

後ろにあるカシの木が良いと思われます。 

１  既存樹木の状態等の調査を行いながら、ご意見を参考に検討してまいります。 

37 

 計画案では、遊具のところに日陰がなく、夏は子ども達が遊べないので日陰ができるようにしてほし

い。モンキーポッドのような形状の寒さに強い木が、子供の遊び場付近にあると、日陰対策にも景

観も良いと思います。他に夏の暑さ対策は何かあるのでしょうか？ 

１ 
 具体的な検討はこれから行いますので、ご意見を参考とさせていただき、夏の日差し対策

に取り組んでまいります。 

38 
 落ち葉を掃いてしまうのは、木の生育上大丈夫なのでしょうか？また、植物のプロは木の生育や

景観からも必要と思います。 
１ ご意見を参考とさせていただき、検討させていただきます。 

39  現在、木の根が出ているのは、昔、市立病院を取り壊した時に、瓦礫を埋めたままだからです。芝

を植える時に、怪我をしない様に瓦礫も取り除いてほしいと思います。 
２ 

 ご意見を参考とさせていただき、今後の設計・施工の時期に合せ、調査及び対応を行って

まいります。 40 

41  今あるもの、樹木や噴水を撤去せず、現状維持をしつつの、整備が良いと思う。 １ 
既存木や既存施設の調査結果を踏まえ、既存施設を活用しつつも、最低限の改善は

必要と考えております。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

42 
 Ｐ15 では、イベントは正の木祭りしかないようなので、いろんなイベントができる様な事をハード、

ソフト両面考えたらいいと思います。もっと大きな目標を掲げて意見を聴いた方が良いと思います。 
１ 

ご意見につきましては、動物園におけるイベントの拡充とともに、公園でもイベントが開催

しやすいような広場を検討する上での参考とさせていただきます。 

43 
 イベント会場は必要なのか。また、どんなイベントを行い、その間、子ども達は遊具で遊べないのか

など、詳しい説明がほしいです。 
１ 

賑わいの創出を図る上で、民間団体等が利用しやすい形態を想定しております。なお遊

具は、イベント時も使用できるよう検討してまいります。 

44 
 特に子供の遊び場近くを 0 として 500ｍ、1Kｍと距離をマークしたお散歩やランニングルートが

ほしい。また、ハトが来ないようにしてほしい。 
１ 

ご意見を参考とさせていただき、ウォーキングのための園路のコース上には距離が確認でき

る表示を検討してまいります。また、ハトについても対応を検討してまいります。 

45  サイドにスロープのついた太鼓橋が欲しい。また、寺と神社の参道は本当に必要か？ １ 
経年劣化が激しい太鼓橋はバリアフリーへの配慮が必要と考えております。また参道は

100年以上前から利用形態があることも考慮してまいりたいと考えております。 

46  園路は、現在アスファルトと同じです。でこぼこもあり大幅な改善が必要と思います。 １ 
ご意見を踏まえ、ライフサイクルコスト、バリアフリー等に配慮して改善を検討してまいりま

す。 

47 
 トイレはセンターに多く設置するようですが、それ以外は２ケ所。駐車場近くよりも交番の隣にもあ

ると、小さな子供連れの方には良いと思います。 
１  ご意見を踏まえ、設計の中で検討してまいります。 

48 
 トイレは、ベビーカーで入る事ができ、幼児用トイレ＆おむつ替えスペースが欲しい。また、障がい

者用トイレは、充分ヒアリングを行い作ってほしい。定期的に掃除した後、時間を表示しトイレが臭

わないようにし、ペーパータオルを設置する。手洗いの水周りを綺麗にし、冬はお湯がでるとうれし

い。 

２ 

 ご意見につきましては、「こども専用トイレ」やユニバーサルデザインに関する指針に基づく設

備、市民の皆様に満足していただけるモニタリング方法などを検討する上での参考とさせてい

ただきます。 49 

50 

 子供の頃からよく遊びに行った公園ですが、最近は少し寂れてきた気がします。子ども達の遊び場

を増やすために「じゃぶじゃぶ池」をお願いします。 
３ 

ご意見につきましては、水遊びのできる公園として、夏の暑い時期でも、「こども公園」とし

て水に戯れながら遊べる施設を検討する上での参考とさせていただきます。 
51 

52 

53 

 「じゃぶじゃぶ池」は水深 5㎝でも溺死事故が発生する危険性があり、そうした場合、監視員が
必要となります。また、1年の 3/4はデットスペースになります。一方で、フラットな噴水は、水を止

めればイベントスペース、夜を彩るイルミネーションとして活躍し大人も楽しむことができるなどバリエー

ションも豊富で、低コストです。衛生的にも「じゃぶじゃぶ池」は、犬猫の糞尿が含まれている砂や土
が入ることを防ぐ事が困難なため「フラットな噴水」へ変更を提言します。 

１ 
 ご意見につきましては、水遊びのできる公園として、夏の暑い時期でも、「こども公園」とし
て水に戯れながら遊べる施設を検討する上での参考とさせていただきます。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

54 

 遊具が非常に少ないので、子供達も親子さんも不満の声を耳にする。年齢層にあわせた遊具を

設置し、子供同士が安心して遊べるエリア作りや親同士のコミュ二ティの形成を作れる場所が必

要。不要な土木工事は控え、その工事分を子供遊具に使ってほしいです。 

１ 

ご意見につきましては、幼児用・小学校低学年用・高学年用等年齢層に応じた優良な

遊具を設置するようエリアを分けるなど「安心・安全」な公園で思い切り遊べる「こども公園」

を検討する上での参考とさせていただきます。 

55 
 幼児だけでなく小学生くらいの子供、また大人と子供が一緒に遊べる木の上を歩くようなアスレチ

ック的な無料の遊具がほしいです。具体的には、小さいフォレストアドベンチャーみたいなやつや、ボ

ルダリングの壁など。もぐらも面白そうなので、両方実現するなら。安全面は自己責任との看板を。 

３  ご意見を踏まえ、設計の中で検討してまいります。 56 

57 

58  遊具の他にストレッチ器具を置いてほしい。 １ 
 ご意見を参考とさせていただき、高齢者の皆様を含め健康づくりに寄与できる公園とするよ

う、検討してまいります。 

59 

 遊具や大人用の健康器具は、野外設置のため老朽化が早いのではと心配します。また、モグラ

の巣は、夜にアベックや不審者がイタズラ目的に使用したりタバコを吸っては困ります。交番があって

も、何か事故があったら誰の責任になるんですか？ふたをしてもらいたいです。監視の目が無いと、ど

のように使用されるか分かりませんので、安全の面からも再考をお願いします。 

１ 
 ご意見につきましては、「安心・安全」な公園を検討する上での参考とさせていただきます。 

なお、現在はモグラの巣などの設置を予定しておりますが、設計の中で検討してまいります。 

60 
 動物園に入る前、こども学習センターに動物の写真を飾ったり、大型の TVで動物の紹介や動物

に対するマナーについてのビデオを流し学習してもらう。 
１ 

ご意見につきましては、学習・屋内休憩・コミュ二ティ機能・家族で楽しめる芝生広場との

関連性、スペースや運用等を踏まえて検討する上での参考とさせていただきます。 

61 
 前のように公園内に図書館がほしいです。また、室内にも遊べるものを（トランポリンとか）多少

危なくても「自己責任で」の立て札を置く。 
２ 

 ご意見につきましては、学習・屋内休憩・コミュ二ティ機能・家族で楽しめる芝生広場との

関連性、スペースや運用等を踏まえて検討する上での参考とさせていただきます。 
62 

63  ビジターセンターに魅力的な飲食店を入れてほしい。 １ 
 ご意見につきましては、学習・屋内休憩・コミュ二ティ機能・家族で楽しめる芝生広場との

関連性、スペースや運用等を踏まえて検討する上での参考とさせていただきます。 

64 
 甲府市の場合、来場者はほぼ車での来場が予測される。駐車場の整備、観光で訪れる人のた

めの観光バスエリアも必要でしょうか。 
１ 

ご意見につきましては、大型、普通車等の駐車場の詳細を具体的に検討する上での参

考とさせていただきます。 
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【池に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

65 

 ここは森林・清流・野鳥・スポーツ公園でもなく動物園があることが特徴の公園です。池を残して

ほしい方は、ヘドロの除去を自らの責任で行うべきです。要望ばかりの日本人が増えていることを危

惧しています。 

１ 
 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細を検討する上での参考とさ

せていただきます。 

66 

 テーマが、自然と歴史を大切にするということですが、少なくとも 100年以上ある池の大半を埋め

立て、そのテーマはありえないと思います。あと、歴史を大切にするなら、今回の計画に携わった人の

名前を示しておいてください。 

１ 
 豊かで快適な自然環境を確保するためには、既存樹木の活用とともに、池については、移

入種の排除や水の循環に配慮した水質の改善が必要と考えております。 

67 
 未来の子ども達に残すのは池より動物園であることは、大多数の一般的な考えだと思います。ボ

ートを浮かべたのは昔の事で、汚い、臭い、池は縮小すべきと思います。 
１ 

 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細を検討する上での参考とさ

せていただきます。 

68 

 明治時代に池が人工的に作られ、樹木も後から植えられたものです。当時と比べ水も汚れてお

り、未来永劫綺麗にすることなど無理です。昔を懐かしむなら「一蓮寺の境内」に戻してはどうでしょ

うか。 

１ 

 明治時代は公園の北側やゾウ舎、遊園地となっている敷地の一部も池でした。こうした経

過も鑑みつつ、ご意見を踏まえ、今後、池のあり方の詳細を検討する上での参考とさせてい

ただきます。 

69 

 長い年月、池に親しみ、癒されてきた住民がたくさんいます。せめて南側（駐車場に面している

所）を残してほしいと願います。ワークショップ等では、池が濁っている汚いとの意見で、市側はそれ

を良い事に池を縮小する理由にしているようですが、本来、市が定期的にメンテナンスし綺麗に保

たなければいけないものです。それを、長年ほったらかしにしておいて、汚い、外来種を理由に１/８

に縮小しました。もし、定期的に浚渫等を行い、ヘドロやゴミ、外来種を駆除して綺麗な池に戻し、

鯉や鮒、ハヤ、ザリガニ、ヤゴ、そしてカワセミを筆頭に野鳥たちも見られる様な池だったら、埋めた方

が良いなんて言う人はいないと思います。近隣住民は、子供の頃などに綺麗な池を憩いの場として

親しんで来た心情を汲み取り、切に再考をお願いします。 

１ 

 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細を検討する上での参考とさ

せていただきます。なお、持続可能な動物園とするためには、公園用地を動物園とするか、

池を動物園とするか選択せざるを得ず、「こども最優先」のまちづくりには、公園エリアが重要

な要素であるため、池を埋め立てることといたしました。 

70 

 池は「濁りやヘドロ」がひどく埋め立てて公園用地として利用した方が良い。公園のレイアウトは、

今ある木を利用した方が良い。新しいレイアウトを作る費用と現状をアレンジする費用を比べてみる

べきだ。企画者は夢を見がちなのは理解できるが（夢がなければ良い物はできないのもわかる

が）、お金がかかることなので、手持ち材料で色々工夫する事がベストだと思う。 

１ 

 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方、既存木や既存施設の調査結果

を踏まえ、ライフサイクルコスト等を鑑みつつ、詳細を検討する上での参考とさせていただきま

す。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

71 

 浄化する機械を導入すれば多額のコストが必要になるでしょう。もしそうするなら、公園を有料化

して賄ってはいかがですか？国立公園は有料です。ですが、池を残してほしい方も、費用負担は前

提にないと思います。 

１ 
 新たに池を浄化するための機械設備の導入については、池のあり方の詳細、ライフサイク

ルコストを検討する上での参考とさせていただきます。 

72 
 動物園を拡大し、池を 1/８に縮小することに反対します。動物園は今の敷地内でリニューアルを

考えていただきたい。また、活性化や観光客の誘致のために動物園を無料化してはどうか。 
１ 

 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細とともに、遊亀公園の活性

化を検討する上での参考とさせていただきます。 

73 

 甲府市発展の起爆剤として観光のため、池を忍野八海化し赤い丸木橋を設置する。浄化電気

設備の導入で 60～70％の浄化が可能と見込まれる。また、観光と健康のため、高級・高度水準

の遊歩道の設置をリニューアル案として提言します。 

１ 
 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細、ライフサイクルコスト、遊亀

公園の活性化などを検討する上での参考とさせていただきます。 

74 

 池は、子供の頃から見慣れており風景が変わる事は寂しく思います。しかし、コストを掛けずに浄

化を保つためには、縮小もしかたないと思います。できるなら、天神川の水を全ていきもの池に入

れ、動物園の周囲を通り再び天神川に戻すのが自然かと考えます（小川のように）池の底の泥

水を必要に応じておみゆき川に流すことは可能でしょうか。 

１ 
 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細を検討する上での参考とさ

せていただきます。 

75 

 池は、建物や獣舎などを建てる場合、地震時の液状化などによる建物倒壊、動物脱走リスクを

勘案し基礎工事等万全な工法を用い、安全性の確保を願う。また、野鳥等の配慮として面積を

1/6程度確保して頂きたい。 

１ 
 ご意見につきましては、今後の設計の中で、池のあり方の詳細、基礎工事の工法比較な

どを検討する上での参考とさせていただきます。 

76 

 公園及び動物園は、市民全体のものかも知れませんが、地域住民の理解が最も大切にされるべ

きだと感じています。神社より西側に延びる道は、エレベーターを設置するように思えますが膨大な

費用とランニングコストが生じます。神社より南側に道路を設置し動物園を広くすれば、多少狭まる

かもしれませんが、1/8 にまで池が縮小する事はありません。水は区分けして浄化し外来種も排除

する。鳥インフルエンザ等の心配と言われましたが、リスクは変わらないと思います。現に不忍池、皇

居の堀などの規模は比になりません。 

１ 

 ご意見につきましては、今後の設計の中で、事業費やライフサイクルコストを鑑み、池のあり

方や動物園に関する事項を検討する上での参考とさせていただきます。なお、引き続き、学

識経験者から意見を聴取する中で、鳥インフルエンザへの対応についても検討してまいりま

す。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

77 
 池に関しては、難しい問題なので多方面からのアドバイスを検討して、最後の最後まで住民の気

持ちに寄り添う努力をして欲しい。 
１ 

 ご意見を参考とさせていただき、遊亀公園・附属動物園の整備について、様々な機会を

通じて市民の皆様に理解と関心を深めていただけるよう、周知に努めるよう取り組んでまいり

ます。 

78 

 野鳥が来る池は、野鳥スペースと子供が遊べるスペースを分けるなど、水の事故が予想されるの

でフェンスの設置をお願いします。 
２ 

 ご意見を参考とさせていただき、「安心・安全に遊べる、くつろげる公園」となるよう、安全

領域、水中柵、フェンス等の設置について、設計の中で検討してまいります。 

79 

80 

 昭和２０年７月６日から７日にかけての甲府大空襲は、１,１００名を越える死者・不明者

を出した大惨事でした。その時の犠牲者の遺骨が今でも池の底に、ヘドロの中に埋まっていると聞

いたことがあります。まずは犠牲者の遺骨を拾集し、供養し慰霊すべきだと考えます。 

１ 
  ご意見を踏まえ、工事を行う際は、ご遺骨の拾集に心がけ、遺骨を拾集した場合は、

供養や慰霊を行うよう検討してまいります。 
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【動物の展示・飼育管理・職員体制に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

81 

 地球温暖化による飼育動物への影響等を考慮し、動物の展示スペースを地下１～２階程度

まで確保するとともに、地下の暗闇を生かした（夜行性）動物等の行動様式を観察できるよう

な展示スペースの設置を考えて欲しい。また、赤外線ゴーグルなどで観察、探索するようなアトラク

ションの要素も取り入れて欲しい。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、夜行性の爬虫類など多様な動物種を観察しながら解説

を受けることがでるきような展示空間を検討してまいります。 

82 

 動物の臭い鳴き声への対応は、周辺住民の住環境を勘案し、最先端の防音・防臭対策を検

討し、最大限の対応を頂きたい。また、遊園地周辺の防音対策として防音壁の設置、音の拡散

の少ない音声システムの導入等検討頂きたい。 

１ ご意見を参考とさせていただき、設計の中で検討を行ってまいります。 

83 
 日本でハシビロコウに合える動物園が７園しかないので、是非、この機会にハシビロコウを、この

動物園に迎えていただきたいです。 
１ 

ご意見を参考とさせていただき、飼育や繁殖、入手、スペース等を鑑み、検討してまいりま

す。 

84 

 メスのゾウ“テル”は寄付であることと高齢のため移送ができないとのことだが、福祉と健康の改善

を目的とした“環境エンリッチメント”の提供は必要である。なるべく広いスペースや、自然環境に近

い土のフィールド、多様な採食活動を可能とするよう整備し、テルの生活環境が少しでも改善さ

れることを願う。 

１ 

ご意見を踏まえ、ゾウは、なるべく広いスペースや自然環境に近い土のフィールド、多様な

採食活動を可能とするよう検討するとともに、ブイを使ったフィーダーや採食時間の延長、砂

場の設置といった環境エンリッチメントのための取り組みを継続してまいります。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

85 

 アジアゾウのテルのスペースは、狭すぎるのは言うまでもありませんが、現状、井戸水の小さな掛

け流しが中央にあり、その水を受ける池が浅すぎて、地面が濡れているのは衛生上、問題ではな

いでしょうか？足の爪が何年も治癒しないのは、それが原因ではないかと思われます。テルは水浴

びが大好きな個体なので、最低でも、身体を横臥できる水深の池を象舎内に作って頂きたい。 

１ 

 現在の水場に関しましては、オーバーフローの状態であるため、常に全体の 1/10程度は濡

れた状態になっておりますが、毎夕、水場の水を抜き職員が清掃しており、昼間は定期的に

細菌検査を実施した井戸水を掛け流すよう衛生面に配慮しております。また、ご意見は、モ

ート堀部分の半分をプールとするよう検討する上での参考とさせていただきます。 

86 

 水浴びしていない時は、他の地面は乾いている状況になるようにしてください。排泄仕立ての糞

を身体に浴びる瞬間を見てしまいました。その様な行動を見せる事が情操教育の筈がなく、これ

はネグレクトに相当します。まず、この動作をなくすよう泥や砂を常設すれば、ある程度、改善され

る見込みがあります。現に、動物園の飼育担当者がホースで水をかけてあげたり、少量の砂を入

れてあげた時は、異常な行動は減っています。このような事は、ゾウの飼養として当たり前の最低

レベルの条件になっておりますので、スペースや予算の関係で、できないと言うのであれば

JAZA(日本動物園水族館協会)に進言し、ゾウを手放し、本来、群れで生活するゾウの為に他

の施設に譲渡される事を強く望みます。 

１ 

 野生のアジアゾウが熱帯雨林地域の湿った土壌に生息していること。週 1～2回程度の足

の手入れなどでは乾燥する冬場の方が足の皮膚の乾燥がみられること。有識者からも水場の

湿潤な環境がある方が良いとのご意見を頂戴しております。  

 こうしたことから、テル自身が濡れた場所と渇いた場所を選択できる状態としてございます。 

 なお、砂場につきましては、平成 31年３月に工事を行い、3月 16日からは自由に砂浴

びができるよう改善を行ったところです。 

87 

 チンパンジーについても『酷い』という言葉しか思い浮かびません。檻をバンバンと 20分間も叩く

ところを何度も見ましたが、えぐすぎます。人間と同じヒト科の生き物が、あのように狂った行動をし

ているのを甲府市民や子ども達が見慣れてしまうと、人間に対しても放置する習慣が付いてしまい

ます。飼育員が、より強固な檻にすると言っていましたが、ますますストレスを溜め廃人になるばかり

です。異常行動が起きた場合、原因を突き止め、元から断たない限り永遠にイタチごっこになって

しまいます。チンパンジーは樹上性の動物であるのに、檻の中に樹が 1本もない事が異常行動の

最大の原因と考えるのが普通ではないでしょうか。そして、極めて高等な類人猿を、四角四面の

鉄の檻に閉じ込めておけば、彼らが狂気を起こすのは当然です。今、チンパンジーはオープンなス

ペースでの飼養が基本です。 

１ 

  現在の飼育施設は、老朽化したコンクリート製の獣舎となっておりますので、ご意見につき

ましては、より良い獣舎づくりを具体的に検討する上での参考とさせていただきます。 

 また、平成 30年度は少し広く雨よけと夏の日陰が作れるよう、屋根の取り付け工事を行

いました。本格的な改修工事までの間は、チンパンジーが少しでも快適にすごせるよう、動物

園職員を中心に、内装やエンリッチメント等への取り組みを行ってまいりたいと考えております。 

88 
飼育員は、生物を扱っている以上、当然の努力としてプロの集団で構成してほしい。できれば、

最後まで変わらない責任者が欲しい。 
１ 

 適切に施設を維持管理し必要な技術を習得できる体制の確立や、行政運営の効率化、

組織の活性化などを踏まえ、職員の配置などを検討してまいります。 
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【事業費・維持管理費等に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

89 
 事業費についても、今まで設備投資を行ってこなかったものを、100周年だからこの際に整備す

る事は理解できます。 
１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

90 

 現在、県人口 85万人くらいとされ 20年後には 63万人と予想されますので、税収が見込ま

れず、30年後には 1人が 1人を支える社会となります。慎重に考え、工事費用を１/2～1/３

くらいまで下げるよう検討してほしい。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、事業費、ランニングコストなどから、持続可能な運営体制

の構築に取り組んでまいります。 

91 
 何れの市町村より来援されているのかを動物園入口で調査（簡単に甲府市、内、外）して、

山梨県に報告書として提出して財源提供に協力していただきましょう。 
１ ご意見を参考とさせていただき、検討してまいります。 

92 

 市民説明会に参加しました。維持管理費が赤字になるものを「負の遺産」とするなら、学校も

道路も病院も公園自体さえ「負の遺産」となり、そこに定性的な評価が抜けています。であれば

公園を売却し民間がマンションでも建てれば良いのです。市民意識の低さが露呈した説明会でし

た。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、動物園の使命（存在意義･機能）について、市民の皆

様に理解と関心を深めていただけるよう周知してまいります。 

93 

 車での来園者は甲府市以外の利用者が大半と思われますので、応分の負担を頂くよう駐車

場を有料化してはどうでしょう。昨今、公営、民間を問わず病院ですら有料もあります。初期投資

は掛かりますが費用対効果を満足できると思います。身障者の方には、動物園入口受付にて申

請いただき、出庫の際の無料件をお渡しすれば、良いと思います。 

１ 
ご意見を参考とさせていただき、受益者負担の原則と収益性の改善、入園料の見直し

等と併せて、今後、総合的に検討してまいります。 

94 

 駐車場の有料化は、市民に公園や動物園で長い時間楽しんでほしいのか、早くお帰り願いた

いのかを考えてください。車では１L当たり 150円で往復で約 300円です。近所の方のための

遊亀公園ではないと思います。また、リピートしてほしいので無料で良いと思います。 

１ 
 ご意見を参考とさせていただき、受益者負担の原則と収益性の改善、入園料の見直し等

と併せて、今後、総合的に検討してまいります。 
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NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

95  動物のエサやり、ふれあいコーナーの入場など有料化したらどうでしょうか。 １ 
ご意見を参考とさせていただき、個人・団体利用、サービスの実態などを踏まえて検討して

まいります。 

96 
 動物園の名前も、公募などして募集してリニューアルしてみてはどうか？また、アクセスの整備を

並行して進めてほしい。 
１ 

ご意見を参考とさせていただき、関係部署等と連携し、ネーミングライツパートナーの募集、

アクセスの整備について検討してまいります。 

97 

 賑わい・交流・連携・ 子育てなどの拠点という理念を基本に、本案の中にもあるように、魅力

的な公園・動物園とするために公園・動物園のサポーター制度、動物案内ボランティア制度、ネ

ーミングライツなど他府県例などを参考にする中でぜひ実現して頂きたい。 

１ 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承ります。 

98 

 公営施設に於いては、甲府市以外の利用者に対する利用料金の差別化は、他の都道府県

に於いても行われております。身障者及び高齢者の割引は据え置き、他の市町村の来園者に

は、応分の負担を求めるのは甲府市の財源で運営している施設である以上当然であると考えま

す。 

１ ご意見を参考とさせていただき、経常経費や他園の状況を踏まえ、検討してまいります。 

99 
 工事は、動物園を優先的にお願いします。公園は最低限で大丈夫。と言う方もいますので動

物園＆ビジターセンターの方が急務と感じています。 
１ 

動物の移動、事業効果、補助制度の活用等を鑑み、公園から整備を実施することとして

おります。ご理解とご協力をいただけるよう努めてまいります。 

100  11年間の工事期間は、長すぎて騒音に堪えられない。 １ 
 動物園の整備は、動物を馴らしながら整備する必要と、市街地であることから慎重な工事

が求められるため、長期間となります。ご理解とご協力をいただけるよう努めてまいります。 

101 

 遊亀公園、動物園の看板、案内標識、駐車場標識の設置を提案します。柳町通りは、渋滞

が日常的に見受けられますので、渋滞を逆手にとって、地震、風水害に絶えうる看板を設置し、

動物園や遊具、イベント情報を発信する。100周年の機会に公園に限らず庁舎、駅近辺に設

置し、来園者やリピーターを増やして増収に繫げられたらと思います。人口減の当市にとって最善

策です。同時に、バス停留所等の名称変更を宜しくお願いします。 

（遊亀公園前→市立動物園前、交差点 太田町→市立動物園南に変更） 

２ 
ご意見を参考とさせていただき、関係機関と協議する中で、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

102 
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【事業の進め方に関する意見】 

NO 意見（概要） 件数 市の考え方 

103 

 市民と市役所の協働体制のもとで計画の実施を目指したらいかがでしょうか。新たな甲府市遊

亀公園附属動物園は、長い歴史を大事にし、世代を超えて、多くの家族連れ、楽しく、元気に

飛び回る子供たちでいっぱいの動物園、身近で、思い出深い遊び場となる事を期待します。 

１ 
遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承り、様々な機会を通じて市民の

皆様に理解と関心を深めていただけるよう、努めてまいります。 

104 

 現実問題として近隣住民にしかわかり得ない匂い、吠える声、遊園地音楽などに悩まされてい

るのも事実です。その点も、多くの市民にもう少し考えていただいて、より良い案で皆が納得して笑

顔になれる動物園になれるようにと強く願います。日本の動物園の中でも珍しい、そして戦争中

は市民の獣医さんの個人が守り抜いてくれた歴史の古い動物園。誇りに思います。次世代の子

供達に動物にとっても市民にとっても良い形で残して欲しいと思います。市民も参加してより良い

公園作りができますように広く知らせていただける事を希望しています。皆で頑張りましょう。 

１ 
 遊亀公園・附属動物園整備に関する賛成意見として承り、様々な機会を通じて市民の

皆様に理解と関心を深めていただけるよう、努めてまいります。 

105 

 説明会や市民ワークショップは行われていますが、意見集約はまだまだ限られている印象です。

これからも催されていくとは思うのですが、民間業者や専門家だけでなく、もっと市民の声が聞ける

窓口を広げ、アイデアの募集をすべきではないかと考えます。できれば最終決定前にもう一度コミ

ュニケーションをとる機会を作って欲しいです。 

1 

 本計画は、説明会、市民ワークショップ、アンケート等を踏まえて取りまとめ、このパブリックコ

メントにより多数のアイデアやご意見を賜りました。様々な機会を通じて市民の皆様に理解と

関心を深めていただけるよう、努めてまいります。 

106 
 動物園の運営＆ソフト面に関しては、官民一体となった形で委員会のようなものを立ち上げ、

継続的にブラッシュアップをする中で、整備をお願いします。 
１ 

 動物園の運営については、ご意見を踏まえ、継続的にブラッシュアップができるよう、サポータ

ー・メンバーシップ制度の導入を検討してまいります。 

107 

 説明会での議論、パブリックコメントに基づいた見直しについて、ホームページ上での発表ばかり

でなく、近くの住民への直接の説明会も必要ではないでしょうか。お互いに意見を交えながら公園

の未来を見守っていきたいと思います。 

１ 
 ご意見を参考とさせていただき、様々な機会を通じて市民の皆様に理解と関心を深めてい

ただけるよう、努めてまいります。 
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 説明会を 2019年 3月の 1 ヶ月だけ実施し、4月より設計に取り掛かるとお聞きしましたが、

形式的なパフォーマンスの感が否めません。一応ステップを踏んだから実施するよと言わんばかりで

す。例えば、提示以外にも数案を示して意見を求める事も必要ではないですか？ 

１ 

以前の説明会において、具体的な事項を示さなければ説明会の意味がないとの意見を

踏まえ、時間を要しましたが、市民ワークショップの開催、概算事業費、工程など詳細検討

を行い実施計画案としてまとめ、今般、説明会を開催したところです。 
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 動物園を拠点として、英語を学び外国人とふれ合える場を提供して頂けるよう提案させてい

ただきます。 

 具体的には、切符売り場や園内に、県内で働く ALT(アシスタント ラングエッジ ティーチャー)

の空いている時間に働いて頂くか、数人の外国人を雇用して配置し、動物園は英語を楽しく学

べる場でもある・・ということをアピールしていただきたいのです。 

 東京都では、英語村「グローバルゲイトウェイ」をオープンされました。又、福島県には「ブリティッ

シュヒルズ」という場所があり、多くの学生がこの場で、生の英語を聞き外国人とコミュニケーション

をとるトレーニングの機会を得て、大変人気があります。甲府駅北口では、昨年国際フェスタが

あり、多くの外国の方とのふれ合いがございました。 

 動物名や出身国、楽しく目に出来る説明板、又、外国人と会話出来るルームなどが設置さ

れましたら、大人も子供も夢がふくらむような気が致します。 

１ 

 ご意見につきましては、「英語の学習と外国人とのふれあい」を目的とする関係機関等の

活動の場として、動物園を活用していただく事やサイン等を検討する上での参考とさせていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


