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平成３０年度 第３回小淵沢地域委員会会議録 

 

 

 １ 開催日時  平成３０年１０月３１日（水曜日） 

         午後１時３０分開会～午後４時３０分閉会 

  

 ２ 開催場所  小淵沢総合支所会議室 

 

 ３ 出席委員  花輪英明、今井一夫、宮坂 清、宮沢 俊彦、佐藤 護、 

進藤雅房、小林隆次、山中眞理子、浅川武彦、藤原真理、 

今井哲郎、伊藤やよい、武藤三津子、岩崎栄、 

岡安祐樹（敬称略） １５人 

 

４ 欠席委員  中澤規（敬称略） １人 

 

 ５ 事務局員  小淵沢総合支所長      中山晃彦 

         地域振興課長        清水厚司 

地域市民課市民担当     天池富貴男 

企画課企画担当       土屋雅光 

観光課観光振興担当     堀内玲     

 

 ６ 議  題  （１）公共交通について 

         （２）世界に誇る「水の山」プロジェクトについて 

         （３）その他 

 

 ７ 公開・非公開の別     公開      ・      非公開 

 

 ８ 傍聴人   ０人 

 

 ９ 署  名  署名委員  ４番   宮沢 俊彦    

 

         署名委員  ５番   佐藤 護     

 

１ 開会 

   始めに、７月３１日付けで辞職されました中山宏樹委員に代わり、８月１日

付けで宮沢俊彦委員が新たに小淵沢地域委員として任命されましたので、ここ
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で任命書の交付をさせていただきます。 

 

２ 会長あいさつ 

   浅川武彦会長からあいさつ。 

 

３ 議事録署名人選出 

 （会長） 

   議事録署名人は、４番の宮沢 俊彦委員、５番の佐藤 護委員を指名。 

 

４ 議題 

 （事務局） 

   北杜市地域委員会設置条例第８条第２項の規定により、浅川会長に議長をお

願いします。 

 （議長） 

   活発なご意見をいただきながら有意義な委員会となるよう、御協力をお願い

します。なお、この会議は、「北杜市審議会等の会議の公開に関する要綱」第

２条、「公開の原則」に基づいて開催されます。本日の議事内容には、非公開

情報は含まれていませんので、公開といたします。よろしいでしょうか。 

（委員） 

異議なし 

（議長） 

異議がございませんので、本日の会議は公開といたします。 

なお、御意見・御質問などにつきましては、議題ごとに受けますのでよろし

くお願いします。 

   それでは、議題の（１）「公共交通について」ですが、説明をお願いします。 

 （企画課） 

   「公共交通について」資料に基づき説明。 

 （会長） 

   この件につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いします。 

（委員） 

   鉄道を利用する際、電車の時間に合わせて巡回バスを利用することが難しい。

現行は北部巡回線と小淵沢巡回線の２路線であるが、路線数を増やすことは可

能か。 

（企画課） 

   利用者にとって便利で分かりやすい公共交通となるよう協議しており、今後

路線等が決まってくる中で順次お知らせしたいと考えている。まずは運行し、

運行後は利用者の声を聞きながら改善していきたい。 
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 （委員） 

 公共交通は費用対効果では考えられないことが多いと思うが、費用はどのく

らいを想定しているか。 

 （企画課） 

   現在のところ、小淵沢町内の支線で約７００万円を考えているが、全体の計

画の中で考えなければならないため流動的ではある。 

 （委員） 

   小淵沢にはタクシー業者があり、他の地域より交通の利便性は良い。例えば

タクシーの利用者に補助券を交付することも良いと思う。 

 （委員） 

 バスの利用者から何か要望や意見等を聞いているか。 

（企画課） 

  バス停が自宅から離れている方から、バスに乗りたくても乗れないとの声が 

ある。 

  多くの方が自動車を利用するため、どうしてもバスの利用者が限定的でバス 

の利用が少ないことが課題である。 

 （委員） 

   協議会ではいろいろな意見を集め、検討していただいているので、計画の内

容はとても良いと思う。出来る限り早めに実行していただき、その後改善され

ていくことを希望する。 

 （委員） 

   デマンドの運行は誰がするのか。 

 （企画課） 

   タクシー事業者が運行する。 

 （委員） 

   デマンドの実証実験の際もタクシー業者が運行したが、タクシーとの競合が

発生しうまくいかないのではないか。 

 （企画課） 

  業者も地域住民のことを考えながら事業を実施しているので、御理解を得た

中で運行していただけると考えている。 

（委員） 

   行政で運営すべきではないか。 

 （企画課） 

   市で運営すると民営圧迫になる。 

 （委員） 

   富士見町のデマンドバスの運営方法は。 
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 （企画課） 

   商工会が町から補助を受け、観光バス会社へ委託して実施している。 

 （委員） 

   富士見町のデマンドバスは大武川への乗り入れを行っている。ぜひ運行エリ

アを拡大していただき、道の駅こぶちさわから富士見町へのアクセスをつなげ

て欲しい。 

 （委員） 

   公共交通は介助が必要な方は利用することが難しい。自分で歩け、考えられ

るうちに路線を調べたりする等した方が良い。 

（会長） 

他に意見がないようでしたら、次に進みたいと思います。 

（２）議題の「世界に誇る「水の山」プロジェクトについて」ですが、説明を

お願いします。 

 （事務局） 

「世界に誇る「水の山」プロジェクトの取り組み」資料に基づき説明。 

（会長） 

   この件につきまして、御質問や御意見がありましたらお願いします。 

（委員） 

  女神の森セントラルガーデンで行われる「水の山」上映会のドラマ映像につ

いて再放送はあるか。 

（観光課） 

  YBSテレビで放送する。また、DVD して市内の図書館や小中学校に配布す

る予定である。 

（委員） 

  「水の山」プロジェクト自体が自然というすでにあるものに頼り過ぎている

ように感じる。人もエビデンスに加え、地元の取り組み等を紹介し、そこに住

む人も「水の山」を形成する要素の一つであることをアピールすべきではない

か。 

（観光課） 

  「水の山」プロジェクトについて、市民の３割にしか認知されていないとい

う状況であるため、まずは市民に周知を図りながら、人とのつながりも含めて

対外的にアピールしていく。 

（委員）    

  南アルプスユネスコエコパークとの関連は。 

（観光課） 

  南アルプスユネスコエコパークは白州、武川地域を拠点としているが、「水

の山」プロジェクトは北杜市全域で進めている。 
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（委員） 

  南アルプスユネスコエコパークも「水の山」プロジェクトもお互い連携しな

がら進めていくべきである。 

（委員） 

  「水の山」プロジェクトは第３期まで計画されており、現在の第２期は全国

展開となっている。来年度からは第３期に移行し国際化を図っていくこととな

っているが、全国展開を進めている状況の中で、来年度の国際化は難しいので

はないか。 

（観光課） 

  「水の山」のテレビコマーシャルが全国で放送されており、全国に向けて「水 

の山」を PRしている。第３期では国際化を図るため、世界に向けて情報発信 

等ができるよう検討している。 

（委員） 

  理想は必要。シナリオコンクールでも全国から３３０作品もの応募があり、

全国展開も図られている。 

（委員） 

  今まで観光課主導で外部に向けて「水の山」をアピールし、北杜市の魅力を

伝えてきたが、今は個人事業主や地元の人などが「水の山」プロジェクトにど

う関わるかを考える段階にある。市民に「水の山」を意識付けすることにより、

市民主体で進めることができ、外部からの受け入れ環境も良くなる。 

（委員） 

  我々の生活には水が必要で、水の大切さを学び、どう守っていくかを住民が

考える必要がある。「水の山」プロジェクトがその機会になれば良い。 

 （委員） 

   北杜市内には名水百選のうち３ヶ所が認定されているが、資料を見てもその 

旨が記載されていないのでしっかりと PRすべき。 

（委員） 

  報道で中国の人が水源地を買収しているというニュースを聞く。市民にも知

らせる等の対応をお願いしたい。 

（観光課） 

  「水の山」プロジェクトを進めるにあたり、他部署とも連携を図りながら今

後の検討課題として対応していく。 

（事務局） 

  地方自治体の条例では対応できない面もあり、国の法律で規制する必要があ

る。市としては現在も白州町で行っている水量調査等、水の管理を適正に実施

していく。 
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（委員） 

  「水の山」プロジェクトがスタートしてから数年が経過しているが、市民に

十分に周知されていない。観光課だけではなく、他部署とも連携を図り、もっ

と市民が参画できるような事業を行うべきである。 

（事務局） 

  昨年行われた外部評価においても、地域に偏りがあり、市民全体に周知が図

られていないとの意見があったため、今年からは他の地域においても事業を展

開している。今回は「水の山」プロジェクトということで、所管の観光課にお

いて説明をしているが、全体として水の大切さや自然保護等について、今後市

民に周知が図られるよう、関係部署とも連携を図りながら事業を進めていく。 

 （委員） 

   パートナーとサポーターの違いは。 

 （観光課） 

   パートナーは企業として「水の山」プロジェクトの活動を行っている。サポ

ーターは企業でなくてもよく、PRをしていただける方々である。 

 （委員） 

   地元の方々が「ミズクマ」のマークを使うにはどうすればよいか。 

 （観光課） 

   サポーターになれば使うことができる。 

（会長） 

特に意見がないようでしたら、次に進みたいと思います。 

（３）議題の「その他」ですが、何かございますか。 

（委員） 

１１月１８日に「こぶちさわ馬のまち祭り」が開催される。小淵沢に住んで

いる方や、小淵沢に訪れた方々にも気軽に参加していただき、「馬のまち・こ

ぶちさわ」を満喫できる楽しいお祭りにしたい。ついては、この企画に賛同し

お祭りを盛り上げてくださる方々から支援金を頂戴したく御協力をお願いし

たい。 

（委員） 

  子どもにも楽しんでもらえるような企画を用意しているので、ぜひ御参加を 

お願いしたい。 

 （委員） 

   昨年は９月に開催したと思うが、１１月開催となった理由は。 

 （委員） 

   棒道ウォーキングの表彰と併せて行うため、１１月開催となった。  

  

（委員） 
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   今年度のホースショーは中止となったが、地域委員会から支出している予算 

使途提案事業補助金の支出状況は。 

（事務局） 

   ホースショーは台風の影響により中止となったが、会場の設営やホースマン 

クラブの方々の練習、前日のリハーサル等、事前に準備をしていたため費用は 

発生した。９月に実行委員会を開催し、状況説明や決算見込みを報告し、実 

行委員会には承認をいただいている。 

 （委員） 

   決算の見込みは。 

 （事務局） 

   約１，６００万円強の事業費の見込みであったが、準備費用等にそのうち８ 

割程度の経費がかかった。 

 （会長） 

   他に何かありますか。 

（事務局） 

   次年度の予算使途提案事業につきましては、毎年、事務局において予算案を 

作成し、１２月に行われる地域委員会において協議し、ご承認をいただいてい 

るところであります。来年度に向けては事業の目的の明確化等を図り、財政健 

全化を進めるため、地域委員の皆様の御協力をいただき、各団体からの事業の 

進捗状況の報告や、来年度における事業計画等の聞き取りを行いながら、改め 

て事業の精査等を行う中で、次年度の予算使途提案事業の予算を編成したいと 

考えている。 

これについて、地域委員の皆様のご意見をいただきたい。 

 （会長） 

   事務局より提案がありましたが、ご意見がありましたらお願いします。 

 （委員） 

   本年度スタートした新規２事業について、進捗状況は。 

（事務局） 

   まず、（仮称）小淵沢放課後見守り支援事業について、小淵沢小学校６年生

を対象に、７月より本日まで計８回実施している。平均で毎回１６名の子ども

たちが参加し、教職経験者であるスタッフが子どもが持ち寄った宿題や課題に

ついて指導をしている。今年度は３月まで計１５回の開催を予定している。 

   次に、（仮称）こぶちさわ町おこし事業ですが、４月より月に１度メンバー

が集まり、来年度の事業の具現化に向け話合いを行っています。現在のところ、

小淵沢の強みである「馬」をテーマに来年度は子どもを対象にして、事業を進

めていく方向で検討しています。 

（委員） 
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  ホースショーの来場者数については、毎年約１４，０００人と公表しているが、 

実際の来場者数と乖離していないか。 

（事務局） 

  来場者数については、会場出入り口に職員を配置し計測しているが、途中で会

場を離れ再入場する方も多い。来場者数は延べ人数となる。 

（会長） 

次回の地域委員会において、各団体からの事業の進捗状況の報告や、来年度に

おける事業計画等の聞き取りを行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（委員一同） 

   異議なし。 

（会長） 

ほかに意見がないようでしたら、これで協議事項を終わります。御協力あり

がとうございました。 

  

５ 閉会 

（事務局） 

   長時間の審議お疲れ様でした。これで、平成３０年度第３回北杜市小淵沢地

域委員会を閉会します。 

 

         閉会時間   午後４時３０分 


