
1．当局に送付するもの

担当委員会 目指すところ 課題解決の方向性 具体的な方策 委員からの意見 取扱いの方向性

若い人の働く場をつくる

女性が住みやすくする

働きやすい甲府市にする

若い新規就農者を増やす

総務委員会 災害弱者への一層の配慮 豪雨への対応も考える
地震だけでなく台風や大雨を想
定した訓練を

総務委員会 希望を持てるまちに 災害に強いまちづくりへ 市⺠理解の推進

総務委員会 防災と子育て 洪水被害の対策
洪水ハザードマップによるイン
フラの整備・点検

経済建設委員会 どうしたら元気にできるか
地場産業の活性化 / 藤村記念館の
活用

①駅前に大きな看板を /② 藤村
記念館で食事を

①
・昔甲府駅前の宝石のオブジェの噴水があった。県外から来た人に甲府市が「宝石
の街」だと一発で分かった。機会があれば設置を検討していくというスタンスで良
いのではないかと思う。
・駅前は県外から来た方に対して大きなアピールポイントの1つとなる。
・甲府駅南口に新しくできる商業施設に対し、市としての意向も伝えてもらう中
で、賑わいの連携を図っていってもらいたい。
②
・指定管理者が管理しているため、所管のまちづくり部を通じて市⺠の皆様からこ
ういったお話があったことを、指定管理者に伝えるという方法がよいのではない
か。

①市⺠からの要望事項として当局へ送
付するもの。

②指定管理者へ市⺠からの意⾒として
お伝えする。

意見交換会での意見の状況に対する取扱いの方向性

総務委員会 人口を増やすこと 先進的取り組み事例の活用

・こちらの意⾒について「若い人を増やすべきだ」という主張と集約し、検討し
た。本市は大学の数が多いという特徴があることから、大学生がもっと地域とかか
わりを持てる場をつくり、地域に残れる環境整備を検討すべきとしました。
・人口を増やすことについてはそのとおりであるが、東京一極集中を解消する動き
とともに、リニア中央新幹線の開業や新宿−甲府間1時間構想の実現により、⼆拠
点居住やテレワークの推進などを図ってはどうかとの意⾒があった。
・「自分たちで一から考えるより先進地視察を行ってアイデアを参考にして、それ
を採用しろと、甲府に合うようにアレンジして」について、人口を増やすことを
テーマにした視察などを行い、甲府モデルにアレンジして政策提言していくべき
だ、などの意⾒があった。

人口を増やすことはどの都市において
も課題であり、本市にしかできないこ
とを検討し、住んでみたいと思える甲
府オリジナルの取組を検討する。

・「災害弱者への対応」について、自治会や⺠生委員との協⼒が重要であるとの意
⾒やそれぞれ不安な点が違うことから、個別の避難行動について相談できる場があ
ると安心との意⾒があった。
・「ハザードマップをもう一度⾒直す」について、改正したハザードマップが
1000年に1度の豪雨を想定したものであるとの周知を行い、マップとして作成した
だけでなく、まちかどの電柱や公共施設などに被災時の浸水深などを掲示し、⾒え
る化すべきとの意⾒があった。
・「台風とか大雨に対する訓練」について、今年度から実施していくことから周知
すべきとし、訓練についても年に1度だけではなく、小規模でも年に数回の訓練を
すべきとの意⾒があった。
・「修復とか点検」については消防団が年に1度、危険個所の点検をしていること
からその情報を共有すべきとの意⾒があった。

市⺠との意⾒交換において、ハザード
マップや避難訓練についての周知が行
き届いていないことが明らかになった
ことから、このことについて執行部に
対して取組をもっと推進すべきである
と伝える。

別 紙
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経済建設委員会 人口を増やす 住居と働く場所を増やす
空き家を活用して若い人に住む
場所を提供する

・積極的なアピールしかないと思われるため、より分かりやすい形で取り組んだ
り、市⺠に対しもっと居住してもらいたい地域を明確にして、市としてしっかりと
した優遇施策をとる必要がある。

（当局による）更なる周知が求められ
る。

経済建設委員会 安心して住めるまち 住みやすくするための整備
都会流出を食い止めるための方
策を

・都内で出ていったきりでは意味がないので、ゆくゆくは甲府に帰ってきて学びた
い、働きたいと思ってもらえるような施策が求められる。
・親からコミュニケーションを図っていくことも大事ではないかと考える。
・本制度があることにより市内の自宅から都内に通っている状況である。利用者も
増えてきているように思われるので、是非継続していっていただきたい。

当局側でも危機感を持って積極的に取
り組んでいることと思われるが、更な
る強化を求める意⾒も出された。
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２．委員会等として調査を要するもの

担当委員会 目指すところ 課題解決の方向性 具体的な方策 委員からの意見 取扱いの方向性

⺠生⽂教委員会
聴覚障がい者も健常者と同等
に

相互理解を進める 手話の普及

・手話の普及は大事である。
・聴覚障がい者の現状、当事者の声を聴く機会を。
・話したこと（言語）が瞬時に⽂字に変換できるようなＩＴシステムの活用。
・聴覚障がい者と対話を通じて要望を聞く機会を設ける。
・高齢に伴い難聴になるケースが多く、高齢になってから手話を習得するのは非常
に難しいため要約筆記が重要。機械的なものへの改善。
・手話通訳について関心をもっている方も多いので生涯学習で講座を。
・公的なことへの手話通訳者・要約筆記者等の派遣に対する公費の援助
・普及というところでは、モバイル端末等も含め今後研究していく必要がある。
・災害現場に関しては、消防団員等へ最低限の手話をパンフレット等で周知を行う
等、防災・災害対応としては早急に必要。
・災害時等、最低限の手話についてはすぐに⾒られるような形であると良い。

委員会として調査研究し、当局への要
望していく。

⺠生⽂教委員会 甲府に外からの人を 外からの人を受け入れる交通機関
電車や自動車だけではなく、レ
ンタサイクルなどの整備

・レンタサイクルなどの整備については、所管する委員会で協議（経済建設委員
会）。

⺠生⽂教委員会に関わるもの以外につ
いては、所管する委員会へ。

若者のためにもショッピング
モール誘致 ／高齢者の買い物
難⺠化

積極的な企業誘致

有名大学の付属学校の誘致

空き家を改築して若い世代に提
供

高齢世代による三世代子育てへ
の支援拡大

心の教育の充実を

障がい者への理解と思いやり
情報アクセス環境の整備と手話
の義務教育化

⺠生⽂教委員会
子どもの笑顔が輝き毎日健康
で幸せが実感できる甲府を

まず自分たちでという意識改革

意⾒として承り、⺠生⽂教委員会に関
わるものについては議論していく。
（⺠生⽂教委員会に関わるもの以外に
ついては、所管する委員会へ）

中心街の活性化と市⺠モラル
を高める

手話については、委員会で調査研究す
る。

・⺠生⽂教委員会とすれば、「高齢者の買い物難⺠」配達等実施している。
・買い物支援については、本市でも実施している。さらに⺠間企業とも連携し充実
させていく。
・企業誘致、有名大学の付属小学校の誘致は所管する委員会で協議（経済建設委員
会）。
・大きなショッピングモールができれば、地域の小さな店舗は疲弊してしまう。買
い物難⺠に⻭軸を合わせれば、今以上にいろいろな手⽴てができる。

・ 空き家対策については所管する委員会で協議を。国においても三世代同居の支
援を行っているが、本市としても独自支援を検討する。意⾒としては経済建設委員
会の所管だが、福祉的な観点から今後何ができるのか研究する価値はある。

・手話について、「手話の普及」というところで、学校教育についても今後、委員
会で議論をしていく。

⺠生⽂教委員会
安全・安心そして自慢できる
まち

治水と歩いて暮らせる環境整備

意⾒として承り、買い物弱者について
は委員会で調査研究し、意⾒があれば
当局へ要望していく。
（⺠生⽂教委員会に関わるもの以外に
ついては、所管する委員会へ）

⺠生⽂教委員会
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⺠生⽂教委員会 世代がお互い支え合う社会へ 高齢者の活用
子どもの⾒守りと後世に伝える
べき知識の伝達

・開府５００記念事業「私の地域・歴史探訪」冊子を作製した。これを小学校で活
用し、地域のことを子どもたちが知ることができる環境を。
・子どもたちが地域に馴染むことが必要。
・少子高齢社会の中でどうやって昔のことを未来へつないでいくか。地域のお祭り
等交流のベースがあるものを市としても応援できる体制を。学校等で高齢者との交
流の機会を増やしていく。学校の安全管理とのバランスを市が指針をとって交流は
積極的に。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、接触の場面が減る恐れがあるの
で、想定した上でコミュニケーションを維持していくか。希薄化したら地域コミュ
ニティがなくなってしまうので、この意⾒の中では最重要だと思う。
・日本遺産になった昇仙峡を含めて歴史遺跡等をもう一度⾒直して、生涯学習や学
校教育に活かす。
・学校等と連携して子どもたちを巻き込んだ取り組みを。様々な地域で様々な取り
組みをしているので、その状況がわかるような交流ができればよい。一方で、高齢
者の現状（働く高齢者、自治会活動の衰退）を踏まえて、どのような活動をしてい
けば地域が活性化するのかを考えていく必要がある。
・地域愛の醸成。

重要課題として閉会中の常任委員会な
どで継続して調査研究し当局へ要望して
いく。

経済建設委員会 どうしたら元気にできるか
地場産業の活性化 / 藤村記念館の
活用

経済建設委員会 中心に人が集まって欲しい
ユニバーサルデザイン化を /
 インバウンドを含む観光客誘致

中心街の空き家に宝石関係の起
業を

・市として既に取り組んでいることであるため、更なる取り組みをお願いしていく
ということでよいのではないか。
・空き家の現状について、外部講師を招いて勉強会を開いてはどうか。
・ものづくりとしてそこに集積してエリアを形成し、拡大しくことで空き家の解消
に繋がる。

中心街の空き家については、その現状
について詳しい方を招いての勉強会開
催を含め委員会として対応。

無料の駐車場を増やす

・郊外の大型ショッピングモールの駐車場では、確かに利用者は無料であるが、
モールの設置者や家賃を支払っているテナント出店者などが皆で負担し合っている
のが実際のところである。こうしたところとのバランスという意味でも行政が単独
で無料駐車場を整備するというスタンスではなく、⺠間の取り組みとセットで考え
るべきではないか。例えば複数の店舗で購入したレシートを集めて、金額に応じて
駐車料を無料にするなどの方法も考えられる。制度に賛同する店舗が組織を作っ
て、売上のあった店舗が少しずつ駐車料金を負担していくというような仕組みであ
る。
・過去何度も出されている問題であり、お金を払ってでも利用する魅⼒が必要とな
る。
・現在有料駐車場を経営している方に対する代替案も検討していく必要がある。
・市⺠の方からは、中心街には無料の駐車場が少ないから、どうしても郊外の大型
商業施設に出掛けてしまうという声を聞く。
・色々なお店での買い物金額の合計が一定金額になると無料になるようなシステム
も考えられる。それが集客にもつながる。ただし、あまりハードルが高くない金額
設定を行う必要がある。
・そこに行きたいと思ってもらうための魅⼒が求められる。

今後も引き続き⻑期的な検討課題とし
て取り扱っていく必要がある。
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歩行者天国をつくる

・昔春日モールについては、かつては車両を排除していたが、利便性の観点から途
中で車両が通行できるようになった。こうした事例もあるので、実施するにあたっ
ては様々な関係者と協議する必要がある。
・警察への届出や許可が中々難しい。

子どもとファミリーが歩いて中
心街に来られるように

・「無料の駐車場を増やす」や「歩行者天国をつくる」とつながる問題である。

リニアと身延線をつなげて沿線
の活性化を図る

・明確に市の⽴場や方向性を示す必要があり、例えばシャトルバスでつなぐという
方法も考えられる。
・県のリニア担当課から意⾒を聴取することも考えられる。
・議会の調査研究会等との活動とつなげて、実現に向けて取り組んでいくことが大
事ではないかと考える。
・国⺟駅とリニア駅との間を、例えば小型の自動運転バス等、コストの安い乗り物
で結ぶとか、周辺住⺠の日常の公共交通の⾜にも使えるようなものを市として⼯
夫・検討の余地があると思われる。

議会としても調査研究会等と連携を図
る中で、しっかりとその進捗状況を確
認しながら、議論していく必要があ
る。

経済建設委員会 人口減少を食い止める 若者の働く場所、居場所を増やす

お城の整備のなかで若者の遊べ
る場所を

・高齢者の方をターゲットにするという方法も考えられる。
・例えば、京都市の鴨川沿いのように「恋人たちの聖地」等、若者をターゲットと
した仕掛けづくりが求められる。
・甲府商業高校の生徒会役員と話をした際に、甲府には若者が集まる場所が少ない
という意⾒があった。
・甲府駅南口の所謂「お城フロント」では、市で購入した土地はあるものの、かな
りの部分は⺠間の活⼒を入れて色々な物販や飲食の施設をつくって、賑わいを創出
していく取組を進めることになっている。⺠間の知恵を期待する中で、観光客にも
利用してもらえるような施設をつくり、すでに甲州夢小路などで賑わっている駅北
口からお城を通って南口へ人が流れるような動線をつくることが大事ではないかと
考える。
・スマートフォンのインスタグラムで、例えば“インスタ映え”のようなスポットを
仕掛けるという方法も考えられる。若者間での拡散も期待できる。
・県庁東側にできた芝生広場については、土日にかなり若者が集まって遊んだりし
ており、昼休みにご飯を食べたり、リニア開業とつながる形で賑わいを創出できた
らと考える。

引き続き議論していく必要がある。
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駐車場不⾜を考えた交通手段を
確保する

・マイカー以外の公共交通は今後スマートフォン１つでつながってくると思われ
る。
・今から取り組むことが大切だと思われるので、是非⼒強く進めていただきたい。

今後当局はもとより議員からも様々な
アイデアが出されるものと思われるこ
とから、引き続き議論していく必要が
ある。

若者を集めるような商品を開発
する

・どこから優れたアイデアが出てくるかも分からないので、考える余地があれば
様々な課で考えてもらっても良いのではないか。

今後当局が国からの助成等の情報収集
を行っていくとのことで、その推移を
⾒守っていき、必要に応じて議論して
いく。

経済建設委員会 人口を増やす 住居と働く場所を増やす
地場産業と企業誘致により働く
場所を増やす

・市として求人に関する情報を収集するとともに、なるべく早く情報発信を行い、
マッチングをして、市に呼び込んでもらいたい。
・企業誘致について、連携中枢都市として、リニア駅を活用して、他都市と役割分
担を図る中で、例えば他市に居住しながら、甲府市内で働くというような、一体と
なった取組が求められる。
・連携中枢都市として、お互いの強みを生かして、県外から人を呼び込むことも考
えらえる。
・地場産業、特に宝飾関係については、多くが個人経営のため横の連携が図られて
いない。
・市内にあまり広い土地がなく、有効活用されていない土地もあるのではないかと
思われる。
・⼯業団地のような形態で受け皿となる土地の確保が必要となる。
・市として利用されていない土地の情報について、積極的に情報発信し、法人から
の収入減を確保していくことが求められる。

今後も議論していく必要がある。

経済建設委員会 日本の中心に 活性化の実現

武田通りと平和通りを直接つな
ぐ

・駅北口と南口とをつなぐコンセプトは何なのか問題となる。
・「武田通りと平和通りを直接つなぐ」という発想はよいことだと思う。ただしコ
ストも課題だが、どのようにつなぐかという方法も難しい。過去において中央線の
高架化という提案がなされたことがある。具体的には、石和温泉駅を過ぎた辺りか
ら線路を高架化し、甲府市池田付近で今のレベルまで戻していくという案である。
こうした高架化が図られれば、甲府のかなりの地域で東京23区内を走る中央線と同
様に踏切がいらなくなる。当時の試算では約１，０００億円掛かると言われていた
ので現在ではその2倍以上になるか、もっとかかるかもしれないが、仮にそうなれ
ば甲府の街はかなり良くなるし、「武田通りと平和通りを直接つなぐ」ことが実現
できるだろう。１００年計画ぐらいのスパンで考える必要がある。
・例えばリニアが開通し、甲府駅が南北つながれば、武田神社からリニアまで歴史
のつながりが⾒られるようになり、発想としては良い案である。
・国⺟駅の下を通すという意⾒が聞かれるが、その方が現実的であるし、「お城の
整備のなかで若者の遊べる場所を」にもつながる話ではないか。
・地元要望としても南北を繋ぐための横断歩道橋の設置が出されている。車が通れ
るというということではなく人が通れるようにとの要望である。地下道を設置する
となるとかなりの経費が掛かる。例えば、酒折駅に約１０年前に完成した南北地下
通路は約８億円掛かっている。

度々出される要望であり、今後も議論
していく必要がある。
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経済建設委員会 甲府に外からの人を 楽しめる目的地づくり
温泉を活用したプールなどの資
源整備

・需要はあるものと思われる。
・プールに行くために、子どもがいる家庭は県外に出てしまうため、市内でも既存
施設の改修という方法も考えられる。
・⺠間主導で取り組んでもらう話ではないかと思われる。
・中途半端な施設では効果がなく、例えば、リニア駅前に全国的にも有名なレ
ジャー施設の誘致という案も考えられる。

今後議論してくべき課題である。

安い駐車場の整備 ※「駐車場不⾜を考えた交通手段を確保する」と重複。

交通アクセスの改善

・サイクルアンドライド事業は、自転車専用道路交通帯を増やしてく必要があり、
バス停付近の駐輪場等の置き場がないと、実現は厳しいと考えている。いずれ取り
組まなければならない課題であり、安全性の観点やこれからの公共交通体系から⾒
ると、自転車を活用することは必然的に求められるものであり、積極的に進めて
いってもらいたい。また、特定のバス事業者だけでなく、幅広く事業者の活用を検
討してくことが求められる。

観光資源としての舞鶴城整備 ※「お城の整備のなかで若者の遊べる場所を」と重複。

環境水道委員会
甲府のことを考えることので
きる人材育成

子どもたちの学習環境の整備 学校教育を通じた環境教育

・既に計画している環境教育を周知徹底し、推進していく。
・地球温暖化対策やマイクロプラスチックの問題に対しての
 提案が出せるのではないか。
・環境教育の現状を調査し、議論を深める。

環境教育について、現在の取組状況を
調査し、議論を深めていく。

議会運営委員会
（小委員会）

意⾒交換会の在り方 周知の徹底
大学の活用と連携を / 第２部の
意⾒交換を⻑く

・新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえ、３密を回避する観点からも、高校も
含めた形で対象を絞った上で、少人数に限って開催してもらいたい。
・積極的に市内の各大学に周知して参加を募る方法も考えられる。
・甲府市自治会連合会と意⾒交換を図る方法も検討してもらいたい。
・参加者を半分や４つに分けてミーティング形式で行い、各チームで分科会として
行う方法も考えられる。そうすることにより、第２部の意⾒交換の時間も⻑く確保
できるのではないか。
・複数の大学との間でオンラインによる開催方法も考えられる。

ご意⾒を承るとともに、小委員会を設
置し、前回の意⾒交換会の課題を検証
する中で、次回の開催について協議し
ていく。

経済建設委員会
中心街の活性化と市⺠モラル
を高める

資源整備を
（他の項目と重複している箇所もあ
り、）今後検討が必要な課題である。
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３．議会活動の参考とするもの

担当委員会 目指すところ 課題解決の方向性 具体的な方策 委員からの意見 取扱いの方向性

住⺠一人ひとりが行政や税金に
頼らずできることを

広域行政と身をきる対策を

総務委員会 真の子ども・子育て最優先を 議員の公約の実現
交流会の機会を今後一層の充実
/ 子育て最優先のまちの実現

・「意⾒を本当に吸い上げていただいて、政策にしていただけて」について、市⺠
意⾒をお聞きし、議員間討論、そして政策提言、実現というプロセスは、まさに今
行っていることであり、進めていくべきだとの意⾒があった。
・「これからも市⺠の声を聞いて欲しい」について、市⺠と議会の交流会を継続す
ることはもちろんのこと、子育て世代に特化した交流会なども検討すべきとの意⾒
があった。

市⺠の声を真摯に受け止める場とし
て、引き続き市⺠と議会の交流会を開
催し、世代や業種を設定した出張交流
会も開催していくとともに、地域の⾒
守り活動などに議員も積極的に参加し
ていく。

総務委員会 １００万人都市を目指す
甲府市が先頭となり課題を一つ一
つ解決するモデル事業

子育て環境、住みやすいまちづ
くり、中心街活性化

・「甲府市が先頭になってやってもらいたい」について、他都市が困るくらい本市
が先んじて取組を進めていってもいいのではないか、との意⾒があった。

ご意⾒として受け止め、今後の議会に
おける政策形成の際の参考としてい
く。

⺠生⽂教委員会 甲府に外からの人を 健康でいられる環境づくり セミナー実施、サポーター養成

・セミナー実施・サポーター養成については、広範であり、現在本市としても様々
な施策を実施していることから、甲府市の動向を⾒ながら各自がそれぞれ対応して
いく。
・「甲府に外からの人を」というところで甲府の魅⼒をアピールする人のようなサ
ポーター養成が本市の事業としてないのであればやっていくべき。
・新型コロナウイルス感染防止の対応とセミナー実施・サポーター養成（感染症の
拡大防止のため開催しないというのではなく、感染対策を徹底して開催を）。

意⾒として承る。

総務委員会 若者が夢を持てるまちに コンパクトシティに

・「若者が夢を持てるまちにする」については、若者からの声を聞くため、大学や
PTA、子育てグループなどに出向き、または場を設け、意⾒交換を行うべきといた
しました。若者の投票率が低いことに言及があり、若者がまちに関わりが持てるよ
うに議会も努⼒すべきで、若者がまちづくりのプレイヤーとして登場できるように
するには議会としては何ができるか検討していくべきとしました。
・「行政や税金に頼らないで、私たちが住⺠自治、一人ひとりが何ができるか」に
ついて、市⺠協働の基盤となる自治会加入率が下がってきていることから、自治会
の活性化に向けて議会としてできることを検討するといたしました。また、継続し
て市⺠と議会の交流会を行っていくことも市⺠協働推進の一助になるとしました。
・「議員の数を減らす。身を切る対策」については、平成24年3月8日に設置した
「定数及び報酬等に関する議員研究会」での検討結果など、これまでの経過につい
て説明すべきとしました。

継続して市⺠と議会の交流会を開催
し、また世代や業種を設定した出張交
流会も開催する。
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医療費無料化の拡大

不登校の児童・生徒の居場所づ
くり

子ども食堂の拡大

環境水道委員会 日本の中心に 活性化の実現
川や水を守って子どもの情操教
育につなげる
水辺を大事にしながらつくる産
業の育成
水辺を大事にしながらつくる憩
いの場の創出

環境水道委員会

・個人情報に関わるため休憩中に協議を行った。

 −要旨−
    市の担当としては、これまでに様々な調査や対応をしてき
  たが、議会としては改めて市の対応等を確認した方が良い。

ご意⾒を承るということにとどめ、こ
のような思いをしている方がいらっ
しゃるということを議員で共有する。

・河川清掃で子どもの姿はなく、関心が少ない。
・事故の心配があり、川に近寄らせないという状況がある。
・甲府城のお堀を活用した情操教育の推進。
・緑豊かで水を大切にするということを総合的に推進して
 いく。

甲府の強みを生かす環境水道委員会 自然環境に着目した取り組みを

ばい煙による大気汚染（健康被害）

⺠生⽂教委員会 防災と子育て 学校とＰＴＡの関係充実 意⾒として承る。

・県内の状況を調査しつつ、少子化が深刻になってきている中で医療費無料化の年
齢拡大（18歳まで・高校3年生）を要望。
・ 常任委員会の中でも議論をしているところなので、引き続き各自が対応を。
・高齢者医療費助成制度の復活、あすなろ学級を４ブロックに（⻄部地域にも）、
石和こすもす教室の県の対応を（意⾒のみ）。

ご意⾒を承り、今後の議会活動に活か
していく。
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