「韮崎市第６次長期総合計画」策定記念
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まちづくりシンポジウム

開催記録

シンポジウムの概要

①日時、場所
日時：平成２１年４月２５日（土） 13:30～16:00（開場
場所：東京エレクトロン韮崎文化ホール 小ホール

13:00）

②開催内容
１ 主催者あいさつ
２

３

まちづくり講演会
「協働ってなに？ 市民がつくるまちづくり」
講師：前山梨県立大学国際政策学部教授 市原

実

パネルディスカッション
「協働でひろがる新たなまちづくり」
パネリスト：山本知恵（子育てサークルピーターラビット）
伊藤啓子（韮崎市シニア健康サポーター）
清水 一（甘利山倶楽部会長）
石川和仁（穂坂町ふるさと協議会会長）
高木智朗（NPO 法人にらさき味噌汁学校代表理事）
山田七穂（韮崎市商工会青年部部長）
小尾千秋（図書館ボランティアサークルポラン代表）
横内公明（韮崎市長）
コーディネーター：市原 実（前山梨県立大学国際政策学部教授）

③資料
・シンポジウムプログラム（レジュメ）
・韮崎市第６次長期総合計画概要版
・まちづくりシンポジウム アンケート
④参加者数
約１５０名

２

開催記録

①主催者あいさつ（韮崎市企画財政課長 水川秋人）
皆さま、こんにちは。私たちの目を楽しませてくれました桜の花とか桃の花が散りまして、新緑がま
ぶしい良い季節となりました。本日はご来場いただきましてありがとうございます。また、お足元の悪
い中ご来場いただきまして本当にありがとうございます。冒頭に市長が皆さんに挨拶するところでござ
いますけれども、他の公務がございまして、この後のパネルディスカッショ
ンのほうに参加するということで、そちらのほうでパネリストとして参加さ
せていただくことをまずご了承願いたいと思います。さて、第６次長期総合
計画につきましては、この３月議会におきましてご承認をいただきまして、
その概要版につきましては、全てのご家庭のほうにお配りさせていただきま
した。この長期計画というのは申すまでもなく、今後の市の方針といいます
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か、いろんな施策の方向性を示す大事なものでありまして、我々もそれに沿っていろんな施策を進行し
ていくといった大事なものでございます。今回、この策定にあたりまして、特徴的なことがございまし
た。その一つは計画の策定にあたりまして、市民の多くに方に関わっていただいて何日、何時間もかけ
て策定に加わっていただいたということ、それから今回、キーワードとして市民と行政が協働で、共に
働くという意味ですけれど、事業を推進していこうということを盛り込んだことが大きな特徴でござい
ます。ご案内のとおり、少子高齢化に伴う人口の減とか環境問題とか、それから地域の安心安全とか過
去にはなかったいろんなテーマがこれからの行政の課題として載ってくる訳ですけれど、厳しい財政状
況の中でなかなか全てのものを解決するのは難しいと考えておりまして、その中で一つ浮かんできたの
が市民と行政と、あるいは民間と民間、あるいはいろんなところとの協働作業で物事を解決していこう
というのが今回生まれた発想でございます。本日はこの後、この長期計画の策定にご尽力いただきまし
た、市原実先生の基調講演のあと、市内各所各分野でご活躍なさっている方々によります協働について
のディスカッションを展開していただいて、これからのまちづくりのキーワードであります協働につい
て考えていただいて、また、その考えが広く市民の方に伝わっていけば良いなという趣旨で今回開催さ
せていただきました。短い時間ではありますが、この後有意義な時間を過ごしていただきたいと思いま
す。簡単ではございますけれども、開会にあたりましての主催者としての挨拶とさせていただきます。
本日はご苦労様でございます。
②まちづくり講演会

～協働ってなに？ 市民がつくるまちづくり～

（司会者）
それでは、これよりまちづくり講演会「協働ってなに？市民がつくるまちづくり」を始めさせていた
だきます。ここで講師の先生についてご紹介いたします。プログラムの中ほどをお開きください。市原
実先生は１９４２年に千葉県でお生まれになりました。慶應義塾大学をご卒業後、民間会社に勤務の傍
ら、中小企業診断士の資格を取得されました。長崎総合大学教授を経て、２００５年より新設されまし
た山梨県立大学国際政策学部の教授としてまちづくり、まちおこしを専門にご活躍されこの４月からは
聖学院大学の講師をお努めになっています。２００７年１１月からこのたび策定いたしました、韮崎市
第６次長期総合計画の審議会会長を務めていただきました。それでは市原先生よろしくお願いいたしま
す。
（市原）
どうもこんにちは。外は大変な雨の中、おいで頂きましてありがたく思っております。今日はテーマ
がテーマでちょっと難いなというふうに皆さんお思いかと思っておりますが、できるだけ事例を含めて
ですね、お話をしていきたいと思っております。今日、皆さんのお手元にこのような資料が配られてい
ると思います。“夢と感動のテーマシティにらさき”今回作られました、韮崎市第６次長期総合計画、
なんか厳しいですね、いや何てことはない、１０年に１回作っている計画なのですね。第６次というわ
けですからもう６回目ということになっているわけです。先ほど、課長さ
んもおっしゃっておられましたように、この長期総合計画によって行政の
いろいろなプログラムが毎年作られているということで、一種のガイドラ
インになるわけです。おこがましい、ちょっと日本語では難しいのですが、
私たち、本当素人の方々、また、この道の詳しいプロの企業の方、そうい
った方々も一緒にいたしまして、この審議委員会というものを立ち上げま
した。立ち上げた後ですね、実は市民の皆さんからいろいろなご協力をい
ただきました。一つはアンケート、皆さんの中にはアンケート用紙が届か
れたかと思いますが、これもちゃんと地区ごとに、あまり一箇所に固まってはいけませんから、それぞ
れ機械的にピックアップいたしまして、それでアンケートをとらせて頂きました。それから、ワークシ
ョップといいまして、商工会の代表の方、まちづくりの代表の方、あるいはシニアの代表の方、自治会
の代表の方、そういう方々もお集まりいただきました。それで何と３回、さらにあとそれにプラスして
ですね、またワークショップを立ち上げました。そういうことで、本当に夏の暑い時、１年以上をかけ
てこの基本計画を作らせていただいたわけでございます。この基本計画、各市、各自治体がみな作って
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いるわけですが、そういったものを見ますと、ほとんど作文なのですね、私に言わせれば。これこれこ
ういうことを検討します。こういうことを努力いたします。ということで、極めて曖昧なのですね。そ
れじゃいかんなと、私は密かに思いました。それで委員会の席で、これでは他の自治体の作っているも
のとあまり変わりないんじゃないですか、やっぱり今のような時代はきちんと何をどうしていくかとい
う具体的な中身が必要ではないのですか、とは言うものの１０年計画ですからそんな先までわかりませ
ん、私自身も生きているかどうかわかりません。そんな状態ですから、そう先まではできないけれど一
応これは３年をサイクルとして計画を途中見直しながら進んでいくという、こういう中身でございます。
そういうことで、実は新しい項目を二つ入れました。これ私ね、本当に皆さん頭の良い人がいるんです
よ、知恵のある人が、これじゃいけないよということでですね、一つはやはりですね、数値目標を入れ
ようと。皆さんは全部の方この本編といいますか、冊子がたぶん予算
の関係で届いていないと思います。ですからこの中身のちらっとだけ
こういう形になっているんですよということをご説明しておきたいん
ですね。実は全部のですね、項目の中で６つ大切なことが書かれてい
ます。私が言うのもおかしいのですが。飛ばして悪いのですが、０４
０５というところをちょうど真ん中を開いていただけますか。左側が
テーマとして“夢と感動のテーマシティにらさき”ということが大き
く書かれています。その下に実はこれも新しい言葉でですね、
“まちづ
くり人口”いわば韮崎市は４万人の都市としてこれからどういうことをしていこうかということで、こ
れが一種の基準になっています。４万人というのは定住人口、いわゆる夜間人口が３万５千人、それか
ら交流人口というのは、外から見えられる方、これは観光も含めて、あるいは企業でお勤めになってい
る他の地区に住んでいて昼間、韮崎市で働いている方、こうした方々も含めていわば４万人のまちとし
てこれを基本計画の一つの土台部分といたしました。そしてその右側のほうにこれからの取り組みの方
向ということで、基本方向１と書いてありますね。
“将来を担う子どもをのびのび育むまちづくり”、そ
れから基本方向２が“誰もが安心して暮らせるまちづくり”、恐れいりますが次を開けていただけます
か０６というページですね。真ん中へんに基本方向３としまして“心地よい定住環境のあるまちづくり”、
それから０７のほうを見て頂けますと、基本方向４として“魅力あふれるまちづくり”、続いて最後の
０８のページを見ていただけますか。基本方向５のところに“人が集う交流のあるまちづくり”、それ
から下のほうに基本方向６として“健全な行政活動によるまちづくり”、こういう大きくは６本の柱で
この基本計画を組み立てているということです。そして、その基本計画の中に、先ほど申し上げました
ように何か新しい内容を加えようということで、二つほど加えました。一つは数値目標、一つは協働の
モデルというのが各項目ごとに全部書かれております。ちなみにちょっといくつか紹介いたしますと、
本編の６３ページを見ますと、ここに“将来を担う子どもをのびのび育むまちづくり”というとこに実
は図書館ボランティアの活動というのが書かれています。後ほど、図書館ボランティアの活動をしてい
る方がパネリストとして登壇されますので、細かいことは後ほどということにさせていただきますが、
このボランティア活動、これも行政と民間の方々がタイアップしてする事業なんですね。それで具体的
な数値目標として何が書かれているかと言いますと、例えば、子育て広場の利用者数を平成１９年度は
5,181 人ですが、これを平成 30 年には 6,200 人に増やしていこう、といったことが書いてあります。さ
て、次ですね。いくつかだけ紹介させていただきますね。こんなことが書いているということを知って
頂きたいからです。今度は“誰もが安心して暮らせるまちづくり”というところにこんなことが書いて
あります。“向こう３軒見守り隊”何々したいっていうの“たい”が隊列の隊、自衛隊の隊という字が
当てはめてあるのですが、“向こう３軒見守り隊による一人暮らし高齢者の見守り”これもですね、だ
んだんだんだん独居老人、あまり良い言葉ではないんですね、独居老人って言うのは。そういう方々を
やはり近所がですね、支え合おうじゃないかということでですね、そういった人を募集いたしまして、
それを組織化していく、こういうことを計画の中に入れております。これまた行政はそうしたことを全
然タッチしていませんでした。ただ、行政だけではそうしたことはできにくいですから、やはり民間の
方々にも協力していただく、こういうことですね。それでそこのところの項目の中に指標としてですね、
将来の数値目標としては、福祉ボランティア参加者数を平成１９年度は 650 人であるものを平成３０年
度には 800 人に増やしたい、こういうことを書かしていただいております。こんなところもありますよ。
例えば、“誰もが安心して暮らせるまちづくり”のところに協働のモデルとして、消防団協力事業所制
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度を実施したい。いわば地域の防災をやはり今までは消防署に全部任せていたのですが、それだけでは
必ずしも十分ではありあません。きめ細い防災の組織が必要なのですが、なかなか今、消防団に入り手
がいないのですね。じゃあ、ということでいろいろ考えたのが企業がそこで消防団を組織してもらおう
といったこともここで書かせていただいております。最後に、“心地よい定住環境のあるまちづくり”
のところにですね、甘利山の自然環境保全、市民団体による甘利山の草刈ボランティアが行われていま
すと、これも実は既に、市とですね甘利山倶楽部、あるいはそれ以外の方々がいろんなボランティア組
織で活動をしております。後ほど甘利山倶楽部の方がパネリストとして参加されますので、またその方
から細かいお話は出ると思いますが、そんなことでですね、いろいろな形で実は既に行われていること
とこれから実施していこうという、いわば協働という形をですねこの長期総合計画の中に全項目のとこ
ろに該当することを加えていっております。ですからそういう面ではおそらく県内でも、あるいは県外
でもこういった中身まで書いてあるのはまだ私はないだろうと、そういう意味で少しでも皆さんにそん
なもの作ったかということでですね、ご理解いただければありがたいなと思っております。さて、ここ
に書いてありますように“協働ってなに？”と、実はね、言葉で言うほどやさしくないんですね。私た
ちの年齢は、協働って言うとすぐに共に同じとかあるいは協力の協に同じとか、協同組合の協同とか、
そういう言葉がすぐ頭の中にインプットされてしまっているのですね。頭の中に入っちゃってます。協
働、協力の協に働く、これ何ですかいって、いうふうに思われる方がほとんどだと思います。私もです
ね、今から７・８年前に初めてこの協働って言葉を知りました。新しいんですよ。本当にここ３・４年
ぐらいからぐーっとこの言葉が使われるようになりました。特に、去年の暮れあたりから例のリーマン
ブラザーズの関係で、世の中が一変しました。もう各自治体は財政、財政、財政不足ということですご
く困ってきました。もう一つはですね、地域の高齢化、もう地方に行きますとですね、後期高齢者、前
期高齢者も含めてですね、６０％、７０％、中山間地域になりますと若い人は出て行ってしまって、も
う赤ちゃんの泣き声さえ聞こえない、という日本はここ数年で劇的に変わってしまいました。そうする
と、財源が無い、それから地域でお互いに助ける組織もできない、要するに限界集落ということですね。
何も集落だけでなくて、いまや商店街も限界商店街と言われるほど落ち込んでしまっている。さあ、こ
れどうしようかと、みんな頭を痛めているのですね。どうしたら良いのかと。その一つの切り札、一つ
の解決策としてこの協働をやっていこうじゃないかと、今まではお金もありました、それからスタッフ
も市内の中、あるいは村部の中でも農村地域でも働き手となる方々がおられました。先ほどの消防団の
ように。ある意味ではお金で解決できたんですよ。ところがお金が無い、人手が無い。人手というのは
実際にそうしたことをやってくださいる人がいない、もうダブルパンチなんですね。それならどうする
かと。ともかくお金が無い、人手が無い、そうした中でどうやってやっていくかということで協働って
いう言葉が本当に３・４年前、特に去年の後半から急激に世の中のニーズにその言葉が使われるように
なりました。今年の年頭の各市町村の首長さんが年頭のあいさつに大体書いてあります。どこか見れば
協働によってまちづくりを進めたいなんて必ずほとんどのところの行政が入っています。じゃあ一体何
っていうところなのですが、私の言葉は一つ簡単です。要はお互いにですね、持っている力を出し合い
ましょう、それは別に若い人だけではなくてシニアの方も同様なのですね。地域にいますとですね、悪
いのですが男の人はあまり出てこないんですよ。不思議に地方に行きますと元気のあるのはおばちゃん
なのですね。おばちゃんパワーです。ですから私は、別に男性は出てこないっていうよりもそういうこ
との必要性がなかったんです。それはなぜかと言うと、地域にあまりいなかった、どちらかと言うと外
で働いていた。その方々がどちらかと言うと地元に戻るかなんかしている。特に、東京近郊はそういう
傾向がすごく強いのです。あそこの家も定年になった、旦那さん毎日いるな。ということがだんだんだ
んだんわかってくるのですよ。そういうふうになった時に、じゃあおばちゃんパワーとシニアになった
方で能力のある方はたくさんいられるのですね。そうした方々も今度は一緒になって仕事をしてもらお
う、仕事という言葉が良いかはわかりませんが、そういうことでやって頂こう、もっとわかりやすく言
いますと、今地方で困っていることは先ほど申し上げましたように、独居老人なのですよ。特に男の人
が一人で住んでいる場合ですね。わからないんですよ。この人ちゃんと食事しているのかどうか、それ
で私は九州に前にいたときに、こんなことがありました。九州でですね、元気なおばちゃんたちが学校
が廃校になりました。学校がもう子どもが数少なくなって給食室が空いている、そこでですね、おばち
ゃん達がお弁当を作ってそれを旦那さん車で配達する、１食 500 円。500 円のお金を持って配達するの
です。普通、街中の宅配お弁当やさんはプラスチックのケースで配達されますよね。もう片道なのです
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よ。ところがその九州、そこに行きますと、きれいな漆塗りのお弁当箱を使っているのですよ。なぜか
と言いますと、回収しなくてはいけないのですよ。届けに行って回収すると、そうするとそこに会話が
生まれるわけですよ。お弁当おいしかったですかとか。うまかったよとか。おじいちゃん何かほかに用
事ありませんかという会話があると、ここの家はちゃんと元気だというのがわかるのですね。これはご
くありふれたことなのですよ。これが私は協働だと思うのですね。何が協働かと言うと、おばちゃん達
が地元の地場産品を使って学校の給食室を借りるわけですよ。ここなのですよ。これが自分達で給食を
する施設を造るとしたらお金もかかりますよね、中の厨房器具も必要になりますね。けれども空いてい
る学校の給食室を使うことによってそこで協働が生まれるんですよ。行政と民間が組んで。お弁当を届
けるおじいちゃんも喜ぶのですよ。３者が一両損じゃなくて一両得ですよね。行政だってそういう細か
い手が回らないお弁当を１個配達する業者が地方にはいないんですよ。都会はいますよ。そうしたこと
が私は協働の一つのパターンだと思います。なぜ協働が必要かと言いますと、先ほど申したように財政
の問題ですね。それからもう一つはやっぱり地域の皆さんに力を発揮してもらいたい、先ほど申し上げ
たように男の人は自宅にこもると朝昼晩家にいてですね、そしてお母ちゃんに風呂、飯、寝るって言う
わけですよ。そうすると女の人は今までいなかったお父ちゃんが帰ってきて風呂、飯、寝るっていうの
はものすごく苦痛なのですって。そうした時に、はい父ちゃん出番ですよ、お弁当できたら届けてと言
うと父ちゃんはよしこれはやっぱり自分がやらなきゃと仕事をすることによって、たとえ自給が 100 円
か 200 円かその程度でしょうね。私ははっきりはわかりません。やっぱりそこが生きがいなのですよ。
仕事があるわけなのですよ。人に届けておじいちゃん、おばあちゃんが喜んでいるうれしそうな顔を見
ると、そこで会話が生まれて、このじいちゃん自分がパイプ役になっているのだと感じることが大事な
役目ではないかと思っております。時間がだいぶ過ぎましたので、端折ってまいりますが、要はですね、
私たちはいろんなことができるのですよ。ただ、やらないだけなのですね。だからそういうする場所を
これから作っていきたいなというふうに思っています。レジュメの中に有名な事例の中で、福島県矢祭
町の図書館を造ったという話が出てきます。私ももったいない図書館なんてすごいネーミングだと思い
ます。あそこもですねお金がないのですね。矢祭町っていうのは時々、国に反発して話題になっている
のですが、その前の町長さんが、やっぱり図書館が必要だと、これは住民の皆さんのニーズですね。そ
れに応えたいけれどお金がないと、建物を建てて図書を買うお金がないと、じゃあ建物は体育館を転用
しようと、図書は全国から無料で送ってもらいたいと、しかも料金元払いで送ってもらうと、そしたら
何と 50 万冊以上集まってしまった。山の山ですね。それを地元の町民が私たちがそれを整理してです
ね、ちゃんと分類してダブッているものは除いて棚に陳列してちゃんと貸し出しできるようなラベルを
付けたりした。これなのですよね。行政と民間そしてさらに事業所が必要なんですね。事業所というと
皆さんは会社と思うかもしれませんが、それは会社もあります。それから組合、何とか何とか協同組合、
農協の組合もあれば商店街の組合もあればいろんな組合があります。そういった組合と組むと。これも
やっぱり協働なのですね。ですから、市民、市民団体、それから事業所、それから行政、こういったと
ころがいろんな組み合わせをするわけです。中には市民団体同士が一緒に事業をする、これも協働なの
ですね。だからそういうことで今まではできにくかったこと、自分一人ではできにくかったことをです
ね他の力、他のところと一緒にパートナーを組むことによって市民の皆
さんの課題を解決できる、先ほど申しました地方だとお弁当を届けてく
れない、安否を確認できない、と言うときに民間が学校の給食室を使っ
てお弁当を届ける、これは立派な協働なんですよ、ということなんです。
ですからレジュメの中に書きましたように山梨市だと駅前の広場、本当
に駅を降りたすぐそばにちょっとしたモニュメントがあって空き地が
あるんですよ。そこを朝市の会の人たちが市から借りましてそこで日曜
日の朝、地元の方々が作った野菜だとかお惣菜だとか、そういったものを並べてそれを販売する。夏に
なると夕市をそこでやる。ただそこで夕市だけだと面白くないから音楽のコンサートなんかをやって皆
さんがそこで楽しむ。こういうことだって立派な協働なのですね。そんなことをですね是非是非これか
らですね、いきなり大きなことをやるというわけには参りません、ともかく小さなことを積み上げてい
く、そうすると市民の皆さんの意識が変わると思います。それからもう一つ、やっぱり仕事をしていく
にはそういった団体が能力をつけていかなければいけない。今までのように単なるやればいいっていう
のでなく、少しずつレベルアップをしていこうと、その団体も大きくなっていかなければいけない、そ
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して中身も充実していかなければいけないということでですね、どんどん皆さんが目覚めるんではない
かという気がいたしております。私は実は南アルプス市というところも応援しております。この協働に
ついてです。それから山梨市のほうも協働を応援しております。山梨市は今年の３月に方針を作りまし
た。それから南アルプス市はもう２年前に方針を作りました。今年の４月から“みんなでまちづくり課”
という課を発足しました。そういう面では私はこの韮崎市はまだ階段１．５段くらいかな、それから山
梨市はまだ階段１段目くらいかな、そこへいくと南アルプス市はもう階段３段目ちょっとくらいまでい
ったかなと、そんな気がいたしております。まだまだ皆さんそんなに大きな差はありません。要はこれ
からどれだけ取り組んでいくのか、是非是非、今日をスタートとして皆さんの中で協働についてもっと
勉強してみようじゃないかと、いろんなことをですね、是非これからですね市のほうに投げかけていた
だきたいのです。そうすれば市のほうも、じゃあみんなで勉強会をやりましょうとか、あるいはどこか
に見学会に行きましょうかとか、あるいは他の地域のＮＰＯだとかいろんな団体の人と討論会と言いま
すか研修会と言いますかそういうものをやりましょうとかいろんなことでですね勉強の場が私は生ま
れてくるだろうとこんなふうに思っております。全ては今日が始まりです。そんなわけですから是非是
非、皆さんと一緒に今日を機会に、この韮崎市の中で市民がつくるまちづくりというものを始めていき
たいなとそんなふうに思っております。後がずーっと控えておりますからちょっと早いのですがこれで
私のつたないレポートを終わりにさせていただきます。この後また、パネルディスカッションがありま
すから是非そこの場で皆さんからの熱い思いを質問という形でも結構ですし意見という形でも結構で
すからお寄せいただきたいとそんなふうに思っております。どうもありがとうございました。
（清水）
市原先生どうもありがとうございました。以上を持ちましてまちづくり講演会は終了とさせていただ
きます。市原先生本当にどうもありがとうございました。後半のパネルディスカッションにつきまして
は２時１５分より始めさせて頂きます。ここで１０分間休憩といたします。
③パネルディスカッション

～協働でひろがる新たなまちづくり～

（司会者）
それでは時間になりましたので、これからパネルディスカッション「協働でひろがる新たなまちづく
り」を始めさせていただきます。コーディネーターは先ほどご講演いただきました市原先生にお願いい
たします。次に、パネリストの皆さまをご紹介いたします。今回のシンポジウム開催にあたり市民の代
表として７名の方にパネリストをお願いいたしました。まず、子育てサークルピーターラビット 山本
知恵様、韮崎市シニア健康サポーター 伊藤啓子様、甘利山倶楽部会長 清水一様、穂坂町ふるさと協
議会会長 石川和仁様、ＮＰＯ法人にらさき味噌汁学校代表理事 高木智朗様、韮崎市商工会青年部部
長 山田七穂様、図書館ボランティアサークルポラン代表 小尾千秋様、そして横内公明韮崎市長です。
各団体の活動内容につきましては、プログラムに載せてありますのでご覧ください。その中で１点訂正
がございます。子育てサークルピーターラビットの活動場所についてですが、韮崎中央公民館とありま
すが、韮崎中央公園の誤りですので訂正をお願いします。それでは、ここからの進行は市原先生にお願
いいたします。よろしくお願いいたします。
（市原）
はい、承知いたしました。それではこれからちょっと長い時間ですが、始めさせていただきます。ま
ず最初に、先ほど公務でご挨拶いただけませんでした横内市長さんからご挨拶をお願いいたします。
（市長）
皆さんこんにちは。市長の横内でございます。梨北農協の総代会がありまして、そちらのほうに行っ
ておりましたので開会時にはご挨拶ができませんでした。本当に今日はお
足元の悪い中、空席を除けば満杯の盛況でございまして、まあ、こういっ
たかたい話はなかなか人を寄せるのは難しいのですけれども、多くの方に
ご参加いただきましてありがとうございます。ご存知だとは思いますが、
6

今日、コーディネーターをしていただく市原先生につきましては、昨年度、韮崎市第６次長期総合計画
を策定するにあたりまして審議会の会長さんをお努めいただいておりまして、本当にお世話になったと
ころであります。ありがとうございました。今回の計画の特色は、今日のシンポジウムのキーワードで
あります“協働”に踏み込んだところでございます。今後の韮崎市のあり方として、単に行政がやるで
はなく、市民、市民団体、事業者がお互いに責任、役割を分担して手を取り合いながらまちづくりを進
めていきたいというふうに思っております。パネリストの皆さまにおかれましては、日ごろから各地区、
各分野で実践している活動状況や忌憚のないご意見をいただき、会場の皆さんと一緒にまちづくりにつ
いて考えて参りたいと思いますのでよろしくどうかお願い申し上げます。以上であります。
（市原）
はい、ありがとうございました。それでは今日のパネリストの皆さまに自己紹介を兼ねまして簡単に
ご自分の団体、あるいはグループの紹介をお願いしたいと思います。勝手ですが、一人３分くらいでお
願いします。では、一番向こう側の山本さんからずっとお願いいたします。
（山本）
子育てサークルピーターラビットからきました山本といいます。よろしくお願いします。私どもの子
育てサークルは竜岡町に住んでいる方たちを中心として、入園前の子どもとお母さんが一緒に活動して
います。お母さんたちが作った遊びや季節の行事などを取り入れた遊びをやっております。暖かくなっ
てくると、公園などに出かけて遊んだりもしています。主に竜岡公民館とか甘利児童センターなどを利
用させていただいております。子どもたちの友だちを作るだけでなくてお母さん同士の情報交換の場所
として楽しく活動しています。よろしくお願いいたします。
（市原）
はい、ありがとうございました。どうぞ皆さん、このグリーンの３ページ目に各団体の短いのですが
紹介が載っておりますので、それもあわせてご覧いただきたいと思います。それでは、伊藤さんお願い
します。
（伊藤）
改めまして、韮崎市シニア健康サポーターとして活動しております伊藤啓子と申します。よろしくお
願いいたします。私たちシニア健康サポーターとは、
「いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らしたい、
そう望んでいる高齢者がより元気で過ごしていくためには、地域の力や若い世代の協力が必要です。健
康づくりや介護予防活動の企画運営を行政とともに行い、参加者が参加しやすいように身近で支援する
サポーターの養成を行います。」という韮崎市の呼びかけに応募して活動している者たちです。実際の
活動は、行政が各地区で毎年開催しております“いきいき貯筋クラブ”、この
貯筋の筋は、お金の金ではなくて筋力の筋ですが、そのお手伝い、会場設定
とか受付、高齢者の方への配慮などを行っております。月２回、合計６回、
外部の専門トレーナーの先生の指導のもとに開催されているわけですが、こ
れが終了してしまいますと、折角、筋力トレーニングの必要に目覚めたお年
寄りたちもなかなか習慣化してお家で自主的にトレーニングに励むという方
は少ないわけです。そこで、サポーターが自主的に各地区の公民館などで“い
きいき貯筋クラブ”を立ち上げて年間を通して活動を行っています。そのほ
かには高齢の方が地域のいろいろな行事に参加しやすいような環境づくりや声かけなど、介護予防サポ
ート地区で行う介護予防への協力にも取り組んでおります。シニア健康サポーターの取り組みは平成１
８年度から始まりましたが、１８年度はサポーターが２９名、いきいき貯筋クラブ終了後の自主活動地
区は４地区、１９年度はサポーターが５６名、自主活動地区は９地区、２０年度はサポーターが５８名、
自主活動地区は韮崎市全地区の１２地区まで広がりを見せて、本当に生き生きとして活動しております。
（市原）
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、清水さんお願いいたします。
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（清水）
皆さん、こんにちは。今日は甘利山倶楽部という会の会長という肩書きでこのシンポジウムに参加を
させていただきます清水一でございます。よろしくお願いいたします。もう既に甘利山倶楽部の名前、
活動等については多くの方もご承知のこととは存じますけれど、甘利山倶楽部は本当に皆さま方が知っ
ているように、韮崎の一つの自然の財産であり、山紫水明の地韮崎においては一つの代表である甘利山、
ちょうど今、もう間もなくですねレンゲツツジの開花の時期になります。そして、甘利山倶楽部がもと
もと発足したきっかけというのが、ちょうど今から６年位前にいつも例年当
たり前のように咲いていたレンゲツツジがほとんどと言っていいほど花を
つけなくなった。そして、その時に甘利山の頂上を見たときに、なんか身震
いのするような感じをした。韮崎のこの宝である甘利山のツツジが今後こん
なことで果たして良いのだろうか、何とかしてこれは残していかなければい
けない、これが甘利山倶楽部の発足の本当のきっかけ、発端でございます。
そういう中で、じゃあ何故咲かなくなったんだろうかということをいろいろ
な形で調査をしたり調べたりしましたが、なかなか我々一人ひとりの考えや
力では本当のところがわかりません。ましてや自然界が相手でございます。そういう中で、いろいろ研
究をしたり、市へもお願いをしたりして一定の結論が出まして、今、甘利山の自然、特にツツジとか草
花とかを守っていくには、あの笹で覆われた、ミヤコ笹と言いますが、ミヤコ笹の草刈を中心としてツ
ツジや草花を守っていこうというというのが一番良い、ベターな方法であるということでもって、今日
も計画をしておりましたけれども、春の草刈、秋の草刈、その間にはいろいろなできることを研究をし
たり、体験をしたりして何とか守っていこうという活動をしております。幸い、市でもご理解をいただ
きまして昨年１１月１日には大クリーン作戦ということで市長以下３００名の方があの甘利山の山頂
に集まっていただきまして、一大草刈クリーン大作戦をやったところでございます。これは１回で終る
ものではありませんが、今年もたぶん継続をしてやって頂けるということで、その中心となってやって
います。なかなか、こういう会でございますので、会員は非常に広くから集まって頂いておりますけれ
ども、なかなか定着をしてまとまって行動するというところにはいきませんけれども頑張っていきたい
と思います。清水一でございます。よろしくお願いをいたします。
（市原）
はい、ありがとうございました。続きまして石川さん、お願いいたします。
（石川）
皆さん、こんにちは。穂坂町ふるさと協議会の石川と申します。今、韮崎市に住んでいる方もこの地
を離れた方もふるさとというものは誰しも大事にしているものと思います。この組織は穂坂町民全員を
対象にしていまして、平成２０年８月に設立総会をもって設立されました。山梨は宝石の産地ですので
例えて言いますと、穂坂はダイヤモンドの原石だと考えています。まず、はじめにやったことは穂坂の
ダイヤモンドって一体何だというところからスタートを切りました。穂坂は豊かな自然、農産物、それ
からそこに住んでいる人たちの知恵や経験や神社仏閣、それからお神楽等の伝統文化、様々なものがご
ざいます。これをいかにして活用していくかということを一つの課題として取り上げまして、じゃあど
うするかということの中で、今までそのダイヤモンドを誰もさほど磨いてはきませんでした。それで、
まずどこにダイヤモンドが埋まっているかという発掘から始めまして、それをブリリアンカットを施し
ましてやっと、光り輝くようなダイヤモンドが一つできあがりました。今週の２１日に“ぶどううるヴ
ァン穂坂”という赤の発泡性のワインを発表することができました。白とかロゼというのは世間に出回
っていますので、その隙間を狙ってですね無いものを作っていこう。それから今までの農家というのは、
作ったものをそのまま売ると、作ることはプロでも売ることはプロではないと、それで我々の発想は作
ったものを加工して我々の手で売っていこうと、そして農家収入の底上げを図っていこうということで、
まずはワインの発売から始めます。これからですね、先日も４月１４日に穂坂町の柳平という地区でお
神楽の舞いがＹＢＳ等で放送されたわけなのですが、まず部会を作りまして、ものを作る部会、観光の
部会、それから穂坂の公園に千本桜を植えようではないかということで桜の部会、それから伝統文化を
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いかにＰＲしていくかという研究する部会、まずそれを立ち上げまして、２年目のスタートを切りまし
た。そんなことで、いかに数多くのダイヤモンドを磨いていくかというのがこれからの穂坂町ふるさと
協議会の課題かというふうに考えています。以上でございます。
（市原）
はい、ありがとうございました。続きまして高木さんお願いいたします。
（高木）
にらさき味噌汁学校は、現在味噌と味噌汁に関するまちおこし活動をしております。味噌に関する知
識の普及とか味噌を利用した商品開発とか販売を行っております。現在、味噌汁学校という商品名と武
田の里という甲州味噌、それから味噌汁クッキーなどが開発、販売しております。実際には１９年の４
月に団体を竜岡町で立ち上げまして、最初の１年間はエコパーク竜岡の中のコミュニティセンターを会
場にして１年間毎月１回、毎回３時間ずつセミナーを開催してきました。そして２０年３月に韮崎市商
店街空き店舗対策事業第１号認定事業所として４月には本町一丁目にバーバラハウス９９生鮮コンビ
ニ＆味噌汁カフェという店を開店してその年に韮崎文化村を会場にして大人の食育、それから保健セン
ターを会場にして一流ホテルのシェフに学ぶ味噌料理教室ということを開催しております。そして現在、
新しい仮の名称なんですが、あひる市の開催とかを計画中で現在に至っております。
（市原）
はい、ありがとうございました。続きまして山田さんお願いいたします。
（山田）
韮崎市商工会青年部部長 山田と言います。よろしくお願いいたします。今日参加の他の方々は会長
さんといった形ですけれども、本来ならばですね商工会の会長が来るべきなんだろうかなと思いますけ
れども、若手の視点からというところで今回これに参加させて頂きました。まず、私たちの活動内容等
を報告させて頂きます。私たち商工会青年部は市内の若手経営者、また、後継者で構成されておる団体
で、現在、２１名で活動しております。それぞれ業種は異なりますけれども、自分の事業所発展のため
には個々の経営努力というのもありますけれども地元韮崎を元気にするという観点から魅力あるまち
づくりをテーマのもとに地域活性化のために様々な活動をしております。具体的な活動といたしまして
は、過去におきましてですけれど、よさこいソーランまつりを立ち上げました札幌市商工会のほうへ研
修に行かせていただき、韮崎のみこしまつりＩＮにらさきの立ち上げの参考とさせて頂きました。現在
このお祭りは韮崎の夏祭りの風物詩として定着しつつあるお祭りになってきていると思います。また、
平成１９年度ですけれども、当地域でも関心の高かった企業立地をテーマに
して、宮城県の企業誘致担当者の話を聞いたり、県内製造業の動向について
朝日新聞社甲府総局の記者の方による講演会を開催いたしました。また、観
光や仕事で韮崎を訪れた人たちが「飲食店どこにあるの？」という声が非常
に多かったものですので、全部とは言い切れませんけれども、主だった飲食
店が紹介できるようなマップを製作いたしました。また、平成２０年度にお
きましては、地域ブランドの開発という視点から、韮崎市の名称の韮に注目
して、にらによる特産品の開発を目指しました。これはご当地グルメで成功
している静岡県裾野市の裾野餃子クラブを訪れ、商品の開発、また販売について様々な意見を聞かせて
いただきました。また、富士宮やきそば学会会長を講師に招きまして“Ｂ級ご当地グルメの地域ブラン
ド化とそのポテンシャリティ”というテーマで講演会を開催いたしました。また、様々なイベントを盛
り上げるために市制祭、みこしまつり、花火大会等様々なイベントに参加協力してイベントを盛り上げ
ております。また、世間では不況の風が吹き荒れておりますけれど、そういう時だからこそ積極的にい
ろいろなことに参加していこうというで私たちは日ごろ活動している団体です。よろしくお願いいたし
ます。
（市原）
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はい、ありがとうございました。それではパネリスト最後の小尾さんお願いいたします。
（小尾）
こんにちは。私は韮崎市立図書館付けのボランティアサークルで活動しておりますポランの小尾と申
します。本日はよろしくお願いいたします。私たちの活動内容といいますか発足のきっかけは、子ども
を通して知り合ったお母さんたち７名で活動しています。仲間のうちの２名が当初、隣のまちの当時双
葉町の図書館のほうでボランティアをしていまして、そういえば韮崎市のほうの図書館にはグループで
活動しているボランティアが無いね、ということで折角だから住んでいるまちに何か協力できればとい
うことで、図書館のほうに申し出て活動がスタートしたグループで、今年で１２年目を迎えます。主な
活動内容としましては、韮崎市の図書館付けですので、図書館のほうの活動が主なのですが、毎年６月
にあります図書館まつり、１２月のクリスマス会、あとは毎月第４土曜日の午前中に行っております、
今日も午前中あったんですけれど、お話し会をしております。あとは中央公民館の出前講座のお話をい
ただいて、市内の保育園、幼稚園、児童センター、あとはあけぼのの支援学校のほうにも出かけていま
す。あとは、活動を広げることで、市内はもとより市外の小学校、保育園のほうからもお話をいただい
て、出張して公演をしています。今日もご一緒しているのですが、子育てサークルピーターラビットさ
んのほうにもお話をいただいて、読み聞かせをしたりしています。あと、図書館まつりとクリスマス会
には児童書や絵本などを参考にして自分たちで手作りのものを大型の絵本や人形劇に作り変えたり、大
型のパネルシアターで演じたりしています。対象として園児さん、子どもさんはお母さんの膝の上にい
る赤ちゃんから小学校３年生くらいまでの子どもさんの読み聞かせということで、市内の小学校のほう
にも春と秋にあります読書週間に呼ばれて１年生から３年生、時には高学年のほうにも入るのですが、
活動の場を広げています。自分たちの子どもが小さかった頃には、わりと私たちも自分の自由になる時
間があったので、とても精力的な活動を続けてこられたのですが、ここのところちょっとみんなが働き
出してしまったということで、活動がちょっと先細りになって寂しいのですが、図書館のボランティア
でグループで活動しているのが私たちだけなので、是非別のグループの立ち上げにも協力したいなと思
っています。よろしくお願いします。
（市原）
はい、ありがとうございました。お聞きのように７つのグループ、団体のそれぞれの方からご自分の
活動内容をご報告いただいたわけでございます。時間が今、２時４２・３分で、さっき３分程度でお願
いしますと言いましたが、大体３分程度なのですよ。ありがたいのですよ、こういう時は。それでは、
２巡目を参りたいと思います。実は今日のテーマは“協働”ということで皆さんにご理解いただきたい
のが狙いであります。いったい“協働”って何、と聞いただけではなかなかわかりにくいというふうに
申し上げました。ということで、“協働”は市民、市民団体、それから事業所、事業者と言ったほうが
良いでしょうね、それから行政、この組み合わせですねいろんな活動をしていくということを申し上げ
ました。それでこれからですね、各グループ、団体の方に私のところはこういうことで協働してます。
それを皆さんにわかるようにちょっとご説明いただけませんでしょうか。これが協働なんですと。こう
いうことで事例紹介を、またすみませんが一番向こうの山本さんのほうからお願いいたします。
（山本）
私たちの子育てサークルでは、地域にある竜岡町の公民館を利用させて
頂いておりまして、月に１回から２回位、甘利小学校の近くに児童センタ
ーがあるので、そちらの行事に参加させて頂いて地域の場所を利用して楽
しく活動しています。これからは場所だけではなくて、韮崎市には他にい
くつか子育てサークルがあると思うので、そちらのサークルの方たちと交
流を深めたり、小さい子だけの活動でなくて、少し大きいお兄ちゃんお姉
ちゃんやおじいちゃんおばあちゃんなどとの交流ができたらいいなとい
うことを考えています。まだ、こちらのほうは計画だけなのですけれど実
現できたらいいなと思います。
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（市原）
ありがとうございました。そういう形で子育てサークルの皆さんはやっていらっしゃるそうです。そ
れでは続いて先ほど話も出ましたが、伊藤さんのほうからシニア健康サポーターの活動について、こう
いう形で協働しているんですよということをもう一度お願いいたします。
（伊藤）
私はこのシニア健康サポーターに１９年度から参加させて頂いているのですが、保健福祉センターの
保健師さんたちの熱意が素晴らしいですよね。それで、「あなただってできるよ」と言うような保健福
祉センターの保健師さんたちの声に後押しされて、私は入れていただいたのですけれど、サポーターの
ほとんどが６５歳以上なのですよ。私たちもいわゆる高齢者です。みんな本当に７０歳以上の方もいら
っしゃるし、お年寄りに筋力体操を教えるというかやっていただくのですが、自分たちがもう一緒にな
って体操をして元気でいようというそういう気持ちで皆さんやっていらっしゃいます。私たちが８０歳、
９０歳になった時に、介護を必要とすることなく自立して生き生きとした老人であろうねっていうのが
いつも会うとそういう掛け声でやっていますね。それから、いきいき貯筋クラブに参加されている方の
中でも８０歳を越えていらっしゃる方も大勢いらっしゃるんですけれども、その方が私たちにパワーを
くださるように毎日私はこのように体操をしているよとか、毎日歩いているよという方がいらっしゃっ
て反対に私たちが教えていただくようなこともいっぱいあるわけですよね。このシニア健康サポーター
になって本当に良かったなと私自身は思っています。そんなふうで、私は中田町に住んでいるのですが、
中田町でも月２回、第１第３の火曜日の午前中に公民館をお借りして開催しているのですが、なかなか
農閑期では参加者が多いのですけれども、農業が忙しい時期になりますと参加者が非常に少なくなって
しまうんですよね。でも、継続は力なりと思っていまして、一人になってもやるよ、という意気込みで
年間を通して活動しています。
（市原）
はい、ありがとうございました。先ほど活動紹介のところで行政と相当な関係でこのサポータークラ
ブがあるということを私はちょっと感じたところでございます。それでは、もう一度清水さんのほうか
ら再度、先ほど１１月１日の話も出ましたが、それもちょっと含めてもう一度どういう形の協働なのか
を皆さんにご説明をお願いしたいと思います。
（清水）
はい、今日のテーマであります“協働”という言葉はまさしく甘利山倶楽部の活動につけていただい
たようなお名前であるといっても過言ではありません。と言うのはまず、甘利山の自然あるいはレンゲ
ツツジを守っていくためには、やはり私たちの倶楽部のメンバーがたくさん増えてはきてはいますけど、
あの広大な自然の中においては、本当にわずかな存在でしかありません。したがって、いろんな人の協
力を得て、共にこの事業を働いていかなければできない事業である、基本的にはまずそういうことが言
えるのではないかと思います。そういう意味で先ほどもご挨拶の中でちょっと申し上げましたけれども
何にも規制はございません、私たちの倶楽部へ入っていただくには。まさしくあの自然を守っていく、
美しさを無くしてはいけないよね、といった本当に即時的な感覚で思っていただいた人に入っていただ
いているわけですから非常に広範囲で何もこう入りやすいわけですけれど、さあ、ところでこの事業を
やっていくには本当に今日も春の草刈の日程になっていたんですけれど、雨が降って天候が悪いという
ことでもって今日は中止にしました。そういうふうに一方では自然を相手で時期的にもこういう時期に
こういうことをやらなければならないということもありまして、なかなかたくさんの人手がいる事業に
もかかわらず、なかなかこうそういう規制がありますので、たくさんの人手を具体的に実践していくの
は難しい現実もございます。そういう中で、とにかくまあ、これは甘利山というところへ何回も行った
方もあると思いますが、意外と地元にお住まいしているにも関わらず、知らない方も結構多ございまし
て、とにかくまあこういうことは目で見て体で感じていただく、現実を見ていただくということが一番
手っ取り早いし、早いのではないかということもありまして、それとまあ物理的に人手がいるというこ
とでもって何とかいろんな団体とかいろいろな企業とか、私たちの可能な限りのところへ声をかけまし
たり、要はこの一番肝心の市長がおいでになりますが、韮崎市でもやっぱり市として韮崎市の持ってい
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る宝を先頭に立ってリーダーシップをとっていただいて、市の一大事業としてやっていただくことが、
この韮崎の自然を守り宝を守っていくことにもつながるんだろうということで大いに働きかけをいた
しましたところ、市でも大変ご理解をいただいて、その結果として団体的にはいろんなライオンズクラ
ブとかロータリークラブとかありますけれど、いろんな団体の方が参加していただいて総勢３００人と
いう規模でお天気にも恵まれましたし、若干このしんどかったという反省もありましたけれど、いろん
な年齢的にも若い方から結構の年配の方まで３００人の方が集まって頂いて、草刈をやっていただいた
と。全体の構想からいきますと、まだまだ足りなかったんですけれど、我々が日ごろやっていることか
ら見ますとやっぱり人の力は大きいな、３００人の力はこんなにも広い範囲を変えたんだなという感じ
がいたしましたし、また、あのいろいろな方々から反省とかその時の模様をお聞きしましたけれど、お
弁当がおいしかっただとか、やっぱり自然はいいねとかというお答えをいただきまして、大いにこれか
らまた会の活動の励みになったところでもございます。そんな形で今、自然環境の問題も言われており
まして企業の皆さん方をちょっと我々とは関わり方が微妙に違うところがあるのですが、何とかの森と
かという形で企業も大いに自然保護とかいうことにも関わっていています。ですからこれからの課題と
いたしましては、そういう企業さんともこういう形でやっていくことに協力してくださいみたいにお互
いに考えをぶつけ合って、甘利山を守っていく、自然を守っていくという事業にどんどん参加していた
だきたいというふうな考え方も持っているところでございます。そんなところでもってこの協働という
言葉は本当に甘利山を守っていくうえにも皆さん方のいろんな、多くの人たちの力が必要だということ
でこれまでの昨年１１月１日の大クリーン作戦についてはこんな経過でこんなふうに行われてきたと
いう話をさせていただきまして、今のコーディネーターの先生からの問題提起といいますか、お答えに
なったかわかりませんが、お答えとさせていただきます。
（市原）
はい、ありがとうございました。この甘利山倶楽部もですね自分たちだけでやっていたのだけでは広
がりがないのですね。そこで市長さんをはじめ市民の皆さんがバックアップして先ほどの３００人とい
う数字が私は出たんだろうというふうに思っております。それではお隣の石川さんお願いいたします。
協働の内容についてお願いいたします。
（石川）
本日はですね、韮崎市第６次長期総合計画策定記念ということでこれにちょっと即しますと、このパ
ンフレットの基本方向４「魅力あふれるまちづくり」、単純にですね魅力があふれるまちづくりをしよ
うと、あふれると言うことは魅力がたくさんあるということですね、じゃあ魅力って何だろうって、韮
崎市の夏祭りになるとですね、皆さん何かワクワクしてお祭りに行ってみようという気になりませんか。
例えば、まちを歩いていて何かいいなっていう時には何か魅力があるんで
すよね。その時にはですね、もっと深く考えた時に、やっている人たちが
楽しくなくっちゃいけないというふうに私は考えます。我々のまちづくり
もやっている人が楽しく、やはり夢を語り合ってこうしよう、ああしよう
と言うそういう語らいの中でまちづくりをしていかないと全然面白くない
と、だから端から見ている人も魅力を感じないということではないかと思
うんですね。そんなことで、あと農産物のブランド化ということも意識し
ましてブランドのロゴマークが製作されました。
“ぶどううるヴァン穂坂”、
ぶどううるというのは日本語ですからぶどうを売ると、たくさん買ってく
ださいよという単純な言葉とですね、インドネシアのジャワ語で丘、穂坂は丘ですので二つを掛け合わ
せた言葉、“ヴァン穂坂”ヴァンはワインということでやはり昔から穂坂はぶどう作りが盛んな地域で
したので、それを一つのロゴマークとしまして、その共通のロゴマークのほかに各農家のロゴマークを
作っていこうと、今回ですね作ったヴァン穂坂の赤の発泡性のワインはその第一人者である保坂耕さん
のぶどうを仕込んで作りましたので、保坂耕、耕すということで三つ葉というロゴマークが今回完成し
ております。ですから違う人が作るものは下の三つ葉が何になるんでしょうね。形が変わってきます。
ですからそういう細かいところも楽しみながら見ていただければと思うのですが、今考えているのは、
第２弾として昔からの地域の方々がジャムを作っていますので、そのジャムなんですけれども、昔手書
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きの色鉛筆で塗ったような感じだったので、まずビンとかデザイン化とかということを考えて、ワイン
もおらんとうのワインとかで作ったワインもあるのですが、やはり流通ということを考えますとどこに
流通させるかということによってやはりイメージというものも違ってきますし、この近辺で売る分だと
それなりのもので良いのでしょうが、例えば都心のデパートとかそういう高級志向、例えば原宿のフラ
ンス料理店とかイタリア料理店とか芸能人が通うようなお店とかとなるとそれなりのブランド力を持
ったデザインが必要になってきます。この協働ということを考えた場合に、今まで穂坂の人たちという
のは知恵も経験もあります。結束力も非常に強いです。ただ、先ほど私が申しましたようにダイヤモン
ドの原石を磨くのにはやはり優れた機械が必要です。その機械がですね、今回市長をはじめとして副市
長は以前、観光のお仕事をされていましたので、そういう実践的なアドバイスとか江戸川大学の鈴木教
授のアドバイスとか、それからフードコーディネーターの奥村さんのアドバイスとかデザイナーの三木
さんの力とかそういうものを全て結集してはじめてできたのがこの“ヴァン穂坂”というワインなので
すね。ですから、協働という字を見ていただけると協力して働くという字が書いてあります。その言葉
の中に皆さんの力が一つ一つの力が集結してはじめて出た作品なのですね。ですから、こういう行政と
の協働がなければ今回、この作品は誕生してきませんでした。我々穂坂の人間にとっては、この協働作
業というものが非常にベクトルを同じにして良いものができたなというふうに思っております。それか
らデザインをするのにも、お金がかかります。この会はお金がありません。じゃあどうするかという、
もともとの前提が農林水産省の助成金を使ってみようじゃあないかというところから出発しまして、昨
年の８月に組織を立ち上げました。私も農水省のほうに行ったのですが、やはり助成金となると非常に
大変ですね。このくらい分厚い資料を２時間位で説明して質問に答えよと、なかなか非常に難しいです。
各自職業を持っていますので、それに集中専念することがなかなかできません。今ですね農林課の平賀
富士夫課長をはじめとしまして、担当の井上さん、非常によくやってくれています。情熱的で私も頭が
下がるくらい良くやってくれています。そういう人たちの力がないとなかなかこういうものというのは
できないんじゃないかというふうに思います。我々ができるのは一つ一つ、一人一人のできる力を束ね
て、それを如何に表現するか、如何にいいものを作り上げていくかというそのパワーですね。その磨く
ものは他の方の力を借りなければできませんので、そういう部分では協働というものは非常に素晴らし
いものだと感じております。以上でございます。
（市原）
はい、ありがとうございました。ヴァン穂坂の誕生はですねやはり行政の協力があってできたという
ことをお話されたと思っております。それでは、お隣の高木さんお願いいたします。
（高木）
にらさき味噌汁学校の発足はそもそも商工会の出る杭塾というのに参加したのが発足のきっかけで
あったのですが、私ども活動の計画当初から今で言う協働というか、そういうものをイメージして計画
を立ててきました。私たちは協働ということに対しまして、トライアングルと言うか具体的には三輪車
をイメージして取り組んでおります。三輪車というのは方向性とか推進を図るのが前輪であって、三輪
車の本体と推進の安定を図る後輪２つがあるわけですけれども、前輪は事業主体となるグループなり団
体ということですね、それから後輪のほうの一つは行政であり、もう一つは地域だとか企業だとか学校
だとかそういうことになろうかと思っております。そういうことで私どもは
三者といいますか、そういった三要素をもとにして計画を立ててきました。
最初の味噌汁学校を立ち上げた当初のセミナーは、県内の味噌メーカーさん
の方を講師に呼んだり、地元の山梨県立大学の市原先生だとか山梨大学の先
生だとかそれから地元の料理教室の先生だとか、そういう方に講師としてお
いでいただいて推進してきました。２年目になりまして、空き店舗対策の時
に行政から空き店舗対策事業ということで、支援をしていただくとともに、
生鮮コンビニという営業といいますか運営の方向性も一応アドバイスをいた
だきました。それで、その時始めました大人の食育講座というものは、これは前編、山梨学院大学の食
物科の教授たちに全部お願いしました。それからもう一つのまちおこし実践担い手教室というのは、こ
れは市原先生が座長となって頂いて、各よそのＮＰＯの方々とかのお話をうかがいました。そんなよう
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なことで、私たちは常に協働と言いますか、協働というのは行政とのつながりばかりでなく、地元の企
業だとか大学、学校、地域の皆さん、こういったところとのつながりで一緒にやっていこうというのが
協働だと思っております。
（市原）
はい、ありがとうございました。協働の範囲も広いんだということが高木さんはおっしゃったと思っ
ております。それでは、商工会もいろんな活動をされておられますので、そのへんのことも踏まえて山
田さんお願いします。
（山田）
私、実は勉強不足でありまして、この協働っていう言葉がつい最近知ることになったわけであります。
ですけれども、この協働っていう内容の意味を見てみますと商工会の活動自体が既に協働なんではない
かというような感じがいたします。個人では何もできなしですけれども、商工会という組織の中で入っ
ていろいろな事業を展開していく、これがまあ協働と本来言うのかわかりませんけれども、自分はそう
だと思っております。あとですね、どういう活動をしてきたかと言いますと、先ほども活動内容でお話
したと思いますけれども、みこしまつりＩＮにらさき、これは若宮の神社の一つの夏の例大祭のお祭り
でした、元は。これがですね、あまりお客さんが来なくなった時、商工会の青年部で盛り上げていこう
じゃないかという話が出たときに、まだ私は商工会に入った間もない時でしたので、何で氏子のお祭り
と商工会のっていう感じがしました。けれども、紆余曲折を経ながら、何年かやっていくうちにかなり
の人が集まってくれるようになりました。もともとは本当に地元の青年部の人たちがみこしを持ち寄っ
て参加した祭りですけれども、最終的には各企業、また団体、学校等参加してくれて多いときで５００
から６００人が参加するようになりました。そうなってくると、商工会としても折角ここまで人が集ま
っているのだったらもったいないのではないかというような話になりまして、露天商のブースとはまた
違うブースで商工会としてのイベント等をしまして、その商工会に加盟している商店の皆さんのＰＲの
場所にできるようなお祭りとなってきました。そういうふうなところを見ていくと、ああ、やっていて
良かったのかなと、もともとは商工会と違うような活動じゃあないかなと思ったんですけれども、やっ
てみれば結構地元の今まで露天商にしかお金が落ちなかったやつが、こうやって地元の商店街に少しで
もお金が落ちるようになってきたというへんがやって良かったなと思います。また、これも青年部とし
ては手に終えないくらいの大きなお祭りとなってきましたので、実行委員会等を立ち上げてこれからま
すます大きくなっていくお祭りではないかと思います。また、花火大会なのですけれども、この花火大
会、やはりこれも商工会、もともとは商工会でやっていたのですけれども、行政のほうに協力をお願い
して行政と商工会とでやっているのですけれど、商工会として寄付をしております。その中で、ただ寄
付をしてお祭りをやるだけでは全然商店街のあれにならないじゃあないかということで、当初は青年部
だけなのですけれどもお祭りの的屋さんの中に店を出して、商工会の青年部というとこらへんでＰＲを
してきたのですが、だんだんだんだんそれも商工会の中で浸透してきまして、あのお祭りに出るのには
どうしたら良いのですか、といった質問がきまして、今ではまだ５，６軒ですけれどその地元の名物を
販売しているお店のＰＲの場と今なってきております。いずれにしても、先ほど活動内容についての話
をしたのですが、こんなご時勢だから何もできないよ、って言っていたらだんだんだんだん気持ちがネ
ガティブになってきます。こういう時代だからこそ、いろいろな活動をしていき、下手な鉄砲も数打ち
ゃ当たるではないですが、いろいろやっていく中で本当に自分たちの商売また、韮崎の発展のために有
効になっていくというようなイベント等を手がけていきたいなと思っております。以上です。
（市原）
はい、ありがとうございました。花火大会というのも関係されるというのを私、今日知った次第でご
ざいます。さて、最後のグループとしてもう一度、小尾さんのほうからお願いしたいと思います。先ほ
どはかなりお話されたと思うのですが、もうちょっとお願いいたします。
（小尾）
重複するところがあるかもしれませんが、私たちが活動するにあたって、とても図書館の方とか中央
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公民館の方たちにはとても良い環境を与えていただいて、私たち活動をすることができています。今、
より多面的なサービスが求められていて、地域の図書館が何を準備し、市の全体の情報化とか学習機能
の充実がすごく求められている時代だと思うのですね。生涯学習社会におけるボランティアのあり方を
考えていくうえで、図書館ボランティアの組織化というのも図書館の大きな役割の一つだと考えていま
す。その図書館を拠点としたボランティアグループの結成の呼びかけも私たちは１２年間やってきた中
で多少のノウハウもあったりするので、後進の育成もしていけたらいいなということは考えています。
具体的な協働活動としましては、先ほども話しましたように中央公民館のほうへボランティア登録を私
たちはしております。中央公民館のほうに市民の皆さんからお話し会に来てくださいとか、こういう団
体いませんか、といったお話が中央公民館のほうにいって、それに当てはまる団体に話がいくわけです
ね。私たちは子ども向けの話をしているので、そういった幼稚園や保育園からの要請に応える形で中央
公民館のほうから、ポランさんこんな話が来てますが行ってもらえますか、というような形で活動をし
ています。それは協働活動の一つですよね。先ほども言ったように県内には各市町村にこういったボラ
ンティア活動をしているグループが韮崎は本当に少なくてあれなのですけれども、たくさんのボランテ
ィアサークルを抱えている図書館なんかが数多くあって、その県内の図書館ボランティアで作る勉強会
なんかが年に何回か催されていて、とても専門的な話し方、声の発声のお勉強からもさせてもらえるよ
うな講座が開かれていたりします。あと、これからやっていきたいなと考える中ではやっぱり韮崎市は
その障がい者へのサービスをしているボランティア、読み聞かせにしても出張してテープにおこしてそ
れを渡している活動をされている方とかほかの図書館にはいらっしゃるのですけれど、韮崎市にはまだ
それがないので、いろんな人材の方が、シルバーとかの方で登録されている方がいらっしゃると思うん
ですね。そういった方たちにも是非、力を貸していただいて図書館の活動を充実したものにしていきた
いなと思っています。
（市原）
はい、ありがとうございました。図書館のボランティア活動というのは各地でいろんな形で協力して
いる姿を私は見ております。さて、２巡目が終わりました。大変皆さん時間を良く守っていただいてお
りまして、私もちょっと気分的にはすごく今、いい状態にあります。さて、
引き続きまして、皆さんに私のほうからちょっと質問をさせていただきた
いと思います。実は、先ほどの中で甘利山のことが気になったんですね。
気になったというのはおかしいのですが、今はいいと思うのですが、さら
にですね、やはり草刈とか大変なことだと思うのですね。私は企業の方も
本当は入ってもらいたいなという気はしているのですが、そのへんも問題
もあると思います。どうも現場の方々としては来る人を拒まず、去る人を
追わずというわけではなく、皆さんと一緒の認識に立ってスタートしないとまずい、ということもたぶ
んあるかと思うので、そのへんも含めてちょっともう一度、清水さんのほうから今後の活動も含めてお
話していただけませんか。お願いいたします。
（清水）
今まで２度発言する機会がありましたけれども、一応大雑把に甘利山倶楽部でやっている活動と甘利
山の現状をお話しました。ここへ至るまでにはいろいろな問題がありました。そして、これからもいろ
んな問題はクリアーをしていかなければならない、こんなふうに基本的には思っております。その一つ
といたしましては、この草刈をやっている、要するに今は草刈をやればまあ甘利山の自然を残していく
ことにつながるとなっていますが、ここまでにもいろんな紆余曲折がありまして、今、自然保護という
言葉がありますけれども、これもいろんな考え方があるんですよね。例えば、全然手をつけないでその
ままにするのがいいのだとか、やっぱり一定の人間の手を入れてやっていかなければダメだとかいろい
ろあるのです。そのへんでじゃあ甘利山の例えばツツジを残していくことが自然保護になるのかどうか、
ツツジも含めてそれは自然の一部ではないかという考え方の人もいまして、しかしながら、何かを目標
にして、それが果たしてベストの答えかどうかわかりませんけれども、ツツジをとにかく残して、あそ
この草花も残していこうということにターゲットをおきまして、いろんな形で調査も専門家にしてもら
ったのですが、やはりボランティア団体だけですとなかなか公にお金もかかるわけですし、公な形でで
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きない。それはまあ市にもお願いしまして市の事業として取り組んでいただくということと相俟って、
森林総合研究所というところがあるのですが、そこでかなり具体的な調査をしていただいて一定の結論
が出て、今のところ草刈をしていくのが一番ベターな方法だろうとこういうことでもって一生懸命やっ
ているわけでございます。それともう一つは時代の趨勢といいますか、流れでもあるのですけれど、ご
存知かどうかわかりませんけれども甘利山にも韮崎市にも大きな企業が２つほど何らかの形でもって
緑の森を守ろうというキャッチフレーズのもとに関わってきております。一つはコカコーラだと思いま
したが、これが南甘利山の森というのを、ちょうど甘利山へ行く途中に栗平というところがあるのです
が、あそこから苗敷山へ行くほうの道のところに看板がありますけれど、あの一帯を南甘利山の森とい
う名称で企業が関わっておりますし、また、さわら池という池がございます。ここはちょっと余談にな
りますけれど、甘利山の武田氏の話をしますと、ここらへんは５番隊の甘利備前守虎泰の地元でござい
まして、ついこの間もうちの議長が虎泰になってやりましてけれども、この甘利郷というところをかつ
て領地として領民として治めていたのが、甘利氏でございまして、それに基づいて甘利とう名前がつい
て甘利山もそういう形でついたということがありまして、さわら池にもいろいろ伝説がございます。そ
この一帯をこれはリコーという会社でございますけど、これも同じような形で関わってきております。
ところが、自然界も昔は緑を植えよう植えようということが主流だったのですが、今はこの間、あるそ
うした会議に行きましたら、植えろはダメだ、少し切ろうと、少しおろぬいてきていにしましょう、と
いったことがむしろ主流だというのが一つの例ですね。それと同じように関わり方でもいろいろあるん
ですね。ですから企業は企業なりのいわゆる採算というか、利益を追求するというか、あるいは自分の
会社を売ろうというかそうしたいろんな目的があって山に関わってくるわけでして、それとやっぱり私
たちとか自然を守ろうとかいう形の中で若干このニュアンスが違うところがあるわけです。そこをやっ
ぱりしっかり話し合って共通のところで納得してやっていかないと取り返しがつかないということも
往々にして考えられるんではないかということです。そういう問題も残っておりまして、日本のこの大
きなボランティア団体もあるのですけれど、そういうところなんかは結構外国にも出て、いろいろボラ
ンティア活動をしていますが、またそういうところとこういう地方の一つの甘利山を守っていこうとい
うところとは微妙に違うところがありまして、そういう考え方とも摺りあわせをしていかなければいけ
ないみたいな問題が多々残っております。また、官公庁といいますか、管理省庁といいますか、例えば
甘利山は山梨県の県立公園の特別地域というところに指定されておりまして、そこに関わる所管の官庁
が山梨県の林務とか観光課とかいろいろあるのですが、その一つ例えば、じゃああそこのツツジを綺麗
に咲かせて観光の人に来てもらってやるには眺望もやらなければならない。ツツジを残していくために
いろいろ雑木も出てきますよね。そうした雑木を切らなければいけない、ということになると今度は林
務はそういうのは切ってはいけない、とこういうような問題もありまして、なかなか自分たちの思うよ
うな形でもってできない問題もあります。そういう問題をもやはりきちんとした話の中で理解をしてい
ただいて一定の結論を出していくということがこれからの一つの課題でもありますし、また、もう一つ
には今、一つの例としてこれは個人の考えでもあるのですが、長野県の駒ヶ根方式に本当に自動車の害
というのもありますので、自動車を規制していくことも必要なのかなという課題も持っていますし、そ
ういう方向もクリアーしていくことも一つの理解をしてもらうということが協働につながるんではな
いかと考えております。
（市原）
はい、今お話しを承りましていろんな苦労がおありなのですね。さて、ここで市長さんに甘利山のこ
とについて何かコメントをいただければと思います。お願いいたします。
（市長）
今、甘利山倶楽部というのは本当にレンゲツツジの保存で大変ご活躍いただいて、危機感を感じて甘
利山倶楽部が出たわけでありまして、この長期計画の写真の中にありますけれど、昔は本当に綺麗なツ
ツジが群生していたわけでありますけれど、地球温暖化、まあ私どもが小さい頃は甘利山というのは冬
場はほとんど雪で覆われていたわけでありまして、その雪が覆うことによって植物が保護されていたと
いうこともあるのではないかと思うのですが、それで雪解けになってツツジが花を咲かせるということ
だったというふうに思います。今、甘利山のスズラン、スズランも甘利山は有名なのですけけども、や
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はりツツジと同じように少なくなってきているわけであります。これは笹が本当に繁茂して笹が覆い尽
くしてしまってツツジがダメになってきている、スズランがダメになってきていることのようでありま
して、そこらへんを甘利山倶楽部の方々が先頭になって今、やっていただいているということでありま
す。企業の方々も今環境問題が非常に問題になりまして、企業の方々
が環境整備のために何々の山というよな、先ほど清水さんが話したよ
うな企業の山というようなことで整備をしたりなんかしていますけれ
ども、そういった活動もいいわけでありまして、いろいろな地域によ
って環境保護の仕方というのは難しい問題も絡んでくるとは思うんで
すが、南アルプスを自然遺産にという運動を南アルプスの周辺の地域
の市町で今運動をしているんですが、この南アルプス自体も高山植物
というのが大変有名なんですけれども、それが今、高山植物が要する
に獣害によって非常に荒らされてきている大変な問題も今起きてきて
いるわけでありまして、自然を残していく、保護していくということは自然との闘いで本当に、そのほ
かにもやっぱり例えば温暖化、中国からの酸性雨というような問題もあったりして非常に難しい問題で
はあろうとは思うのですが、こういった問題はやはり民間の方々、また行政も絡みながらお互いに協力
しながらどれだけの力になるかわかりませんけれどもやっていかなければならない問題だというふう
に思います。
（市原）
はい、ありがとうございました。続いての質問を石川さんにさせて頂きますが、石川さんは今回やっ
ぱり市の農林課のいろんな協力をいただいてあそこまでいったと思いますが、これについて行政との関
係あるいは他の組織との関係含めて何かございましたらお願いしたいと思います。
（石川）
先ほど申しましたように、穂坂のダイヤモンドの原石をまず探すところからまず始めました。それで
いくつかそれが見つかった段階の中で、まずどれからやっていこうかという時に、赤の発泡性のワイン
をやっていこうという段階になりまして、その時にじゃあ誰がやるのかと、新しいことをするのにはま
ず、勇気もいりますし、度胸もいりますし、成功もあれば失敗もあります。失敗はしてはいけないので
すが、じゃあという時に勇気を出してくれたのが保坂耕さんでした。保坂耕さんはですね、何年か前に
山梨の１００人という本が出版されまして、肩書きはぶどう農家です。彼がですね、まあダメでもいい
からまずやってくれまして、今回成功しました。これを基盤にやっと基礎ができましたので、後はです
ね、いろんな方から原材料を仕入れて、どんどんどんどん増やしていくという作業なんですけれど、や
はりブランドというのは安売りしてはいけないものだと思いますので、高級志向でいくか本当に欲しけ
れば穂坂に来てくださいという戦略で我々はいます。穂坂だったら買えるけれどほかだったら買えない
よと、そんなふうにちょっと考えているのですが、穂坂全体もですね、ただものを作って売る農業では
これからの時代は違うのではないかと、来てもらってそこで時間を費やしていただいてということで、
観光も非常に力を入れていかなければなりません。ですから、観光会社に対しても穂坂全体の魅力をア
ピールして観光コースに組み込んでいただくというところまで考えています。そういうことによって、
先ほどの“魅力あふれる”という言葉につながっていくのではないかと思いますけれども、まだまだこ
れからですね、我々の力だけでは足りない部分がたくさんあります。地元選出の市会議員の先生も含め
てもっともっとアンテナを高くして、いろんな知恵とかいろんなものを結集しないとまだまだスタート
を切ったばかりですので、スプローグしないと思いますので、いろんな方と出合って、今日ここにいら
っしゃる方々とも何かでジョイント、コラボレーションできるような気が私はしているんです。みんな
で手を取り合ってやっていけたら素晴らしい穂坂、素晴らしい韮崎市になっていくんじゃあないかとい
うことでどんな方がどんな方と手を携えたらよいのかというのはこれからの課題だと思っています。
（市原）
じゃあ、ここでまた市長さんからコメントをいただきたいと思います。穂坂町の活動はモデルになる
と思いますので。
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（市長）
私も３年前、選挙の時には１町１ブランドということを訴えて、一つの町に一つの特色といったこと
を言って当選させて頂いたのですけれど、韮崎にはものすごくポテンシャル、資源が、観光資源にして
もものすごくポテンシャルがあるのですね。穂坂にはやっぱりぶどうとか山とか昆虫とかそういうもの
がある。実を言うとおととしに今言ったぶどう農家の保坂耕さんと一杯やる機会がありまして、その時
に穂坂のぶどうは何とかならないかと言う話をしていましたら、今、生食ぶどうというのはものすごく
手がかかって今ぶどう農家は高齢化で生食用のぶどうの栽培というのは本当にえらいらしいんですよ。
だけれども醸造用のぶどうというのはそんなに手を入れなくても良い、だから醸造用が本当にもっとも
っと売れていっていただくと農家の方々は楽になる、だったらワインを、前も余った原料用ぶどうを農
協がまとめて買ってワインを作ったということもありますが、そうではなくて今、石川さんが言ったよ
うに穂坂のブランドとして出るようなぶどうを作ったらどうなの、という話をしましたら、早速ですね、
保坂耕さんが今言うようにたった１トン、１トンというと 720ml で 1,000 本なのですね。ところが、
500ml ですから 1,400 本を今年は作っていただきましたけれど、先日発表会をさせていただいたわけで
あります。その席にですね、韮崎には VF 甲府の企業スポンサーになっていただいている天下鳥という
焼鳥屋のチェーン店がありますね、あの社長のオーナーの鈴木正一さんという方が韮崎で農業法人を作
っているのですけれども、水耕栽培をもうハウスが出来上がって２９日頃にオープンするのではないか
と思いますが、その方も招待しておいたのですが、その方はレストランを持っていますから、このワイ
ンを 120 本とりあえず仕入れていただきました。そしたら早速、皆さんコンピュータ持ってましたら、
インターネットで見ていただいてもよいですが、ベジタブルラウンジで検索しますとホームページが出
ます。昨日とおととい、このヴァン穂坂のブログの中にヴァン穂坂を写真で撮って、昨日のブログには
あの方がイタリアレストランを持ってまいまして、マリノスタウンというところにイタリアレストラン
があるのですが、そのイタリアンレストランの室内でヴァン穂坂の写真を掲載していただいています。
こうやって先ほども石川さんが言うように安売りはあまりしたらいかんと思うんですけれど、ブランド
品として成長していっていただければなと思っております。
（市原）
いい話ですね。続きまして高木さん、高木さんもいろいろ今、頑張っていらっしゃるわけですけれど
何か今の時点で皆さんにお願いすると言うか、何かご意見がありましたらお願いします。
（高木）
一応、バーバラハウスの開設にあたりましては、市か
ら先ほど言いましたように家賃補助という形で、それか
ら県からは改修費の一部ということで資金的な支援をい
ただいてきているのですが、やりはじめて１年になりま
すが、非常に商売が成り立ちにくくなった場所でビジネ
ス的と言いますか家賃を払って人件費を払ってというそ
ういう形の活動が非常に厳しい状態におかれています。１２月以来、世界的な不況も相俟ったのでしょ
うが、非常にその撤収も視野にいれなくてはならないような事態に陥るほど苦戦を強いられております。
そこで先般、市長に現状の訴えというか泣きこんだのですが、それでその翌日に早速、市の商工観光課
とかでいらっしゃっていまして、現状の実態調査も含めまして経営指導を含めまして今後どういうふう
にしたら良いかみんなで考えていこうじゃないかと、いうような形で今いるのですが、こういった先ほ
どの良い話の後で、あまり芳しくない話でよろしくないのですが、開設当初とか推進する始めにいろん
な協働だとか支援だとかも必要なのですけれど、やはり事業が衰退した場合とか悪化した場合にどのよ
うに協働してもらえるのだろうかと、行動していったらよいのかといったのがまた一つのテーマになる
のかなと考えております。それで、会場に空き店舗対策の空き店舗をお持ちの家主さんがいたら大変失
礼な話なのですが、非常にその現状その商工会とかの情報の中で空き店舗対象として登録されているお
店が各地あるのですが、その家賃設定が非常に現状に比べて非常に高いんじゃあないかと、家賃として
の賃貸契約という意味ではまあ妥当なんでしょうけれども、地域の経済力とかそこの場所の収益力から
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考えますと非常に難しい金額ではないかと、大きな事業をやっていく方が出店するなら良いのでしょう
けれども、私たち市民団体とかボランティアの人たちがそこで活動して何かやり始めようという場合に
は非常に難しいと、例えば中小企業診断士の一般的な意見としましては、大体家賃というのは１日の売
上げの３日分位が大体妥当だと、成り立つような数字とのことです。そうなりますと例えば、１０万円
の家賃だとすると１日平均で 35,000 円位の売上げということになるのですが、果たして本町通りに１
日 35,000 円の売上げが可能かどうかということを考えますと、大体１万から２万くらいだとするとや
っぱりせいぜい５万円以下で対応していただけないかというふうに思っております。また、先ほど市原
先生さんから聞きましたら、そうした地域の収益数とかのデータからいくと甲府の商店街あたりでも坪
当たり 7,500 円というような相場が妥当だろうというデータが出ているということを換算しますと、甲
府の街の中でも１日あたり２・３万の売上げしか見込めないという状況が今、実態だと思います。そう
しますと、空き店舗対策でといった時に例えば、市とか商工会とか地元との関わりが強いですから、難
しいでしょうけれども第三者機構による、大体団体が出る場合の家賃にしてもらえませんかというよう
な提示がなされると、非常にあとで入ってくる団体も運営しやすいのではないかと思います。確かに、
最初の１年間は補助をいただくのですが、その後２年目からはそれがちょっときつくなりますね。そう
いうことを含めまして空き店舗をお持ちの皆さん方も地域の活性化ということにご理解をしていただ
いて家賃の金額についてご理解いただければなと思っております。
（市原）
極めてシリアスな問題になってまいりました。これは市長さん答えにくいんでしょうが、お願いいた
します。
（市長）
高木さんとお知り合いになったのは、おととし小池百合子元環境大臣がもったいない風呂敷というの
を作りまして、それを竜岡の高木さんの集落の奥さん方がもったいない風呂敷というのを作ったのを市
役所へ持ってきて頂いた時からのつながりでありまして、この方のアイディアというのは本当にたくさ
ん素晴らしいところがありまして、バーバラハウスをなんとか続けていって頂きたいと思っております。
確かに家賃の問題等これは今後の課題として、この空いている店舗に対してこれはこの位の家賃で地主
さんと交渉しながらこういった問題についてはやっぱり考えていかなければならないなと今思ったと
ころであります。
（市原）
はい、ありがとうございました。それではですね、続いて山本さんお願いします。実は今、子育ての
問題は都会の部分ではすごく大きな問題なのですね。やはり、日本の少子高齢化のためには子育てする
場所がどうしても少ないという問題で山本さん一生懸命頑張っていらっしゃるわけですけれど、今何か
山本さんのところで困っていることとかありましたらどうぞ皆さんにお話していただけませんか。
（山本）
私たちが活動させていただいている公民館や児童センターは公民館の主事さんや児童センターの先
生たちがこころよく貸して頂いたり、協力をしていただいているので、活動自体には特に不満などはな
いのですけれども、ただ、時々いつもと違った場所で活動したいとか屋外のほうに出てみんなでワイワ
イ騒ぎたいとかという時にちょっと韮崎市内は親子みんなで出かけて遊べるっていう場所が公園以外
に少ないのかなって感じます。特に、雨が降ってしまうとやはり室内の多目的施設というか場所がない
ので、つい別のところの場所に足を伸ばしてしまっているというのが実情です。もし、できれば駐車場
があって多目的ホールというか小さい子だけでなくていろんな年代の方たちと交流ができるような場
所があったらいいかなというふうに感じています。
（市原）
また、市長さん、要望に近くなっちゃったのですが。
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（市長）
そういった施設については、遅れている点が、児童館とはたくさんありますけれども、今山本さんが
終わりのほうで言ったような施設については。ただ、屋外ですけれど中央公園に今度新しく遊具施設を
４千万かけて福祉の日が１０月２日ですか、その福祉の日の１０月２日にオープンができるように今計
画しているところでございますけれど、ただ、屋内でのあれになりますと、児童館とかそういった公民
館とかのあれになってしまいますけど、今後またそれは検討課題の一つとして十分頭の中に入れさせて
いただきたいと思います。
（市原）
はい、ありがとうございました。それでは続いて隣の伊藤さん、すいません今度はシニアサポーター
のほうから何かお話いただけませんでしょうか。
（伊藤）
シニアサポーターの私たちはいきいき貯筋クラブを一生懸命やっているんですけれど、地区によって
参加者に非常に偏りがあるのですよね。やっぱりこれは大勢の参加者があれば地域もいきいき活性化す
るのではないかと思っているのですけれど、この偏りというのが見てみますと、公民館をまた、お借り
しているんですけれど、公民館の館長さんとか主事さんとかが非常に一生懸命で呼びかけなども何度も
やっていただいているようなところでは大勢の参加者があると。私たちも口コミで皆さんにお声がけを
するのですが、やっぱり地域の方や私たちの先輩のような方は上からと言うと変ですけれど、地域の地
位のある方がちょっと行ってみよう、といった声をかけてくださると大勢の方が参加してくれるかなと、
それから、私たちサポーターも不思議と女性ばっかりなのですね。市は女性を募集しているわけではな
いと思いますが、男性の参加が一人もいない。それから貯筋クラブのほうに出かけてくださる方も男性
が少ないということで、男女の協働もあったらいいかなと思っておりますので、是非皆さん毎日がお忙
しいかとは思いますが、月に２回程度、筋肉を伸ばしたり自分の体の疲れをとるというつもりで２時間
程度、地区の公民館にお出かけになってくださったら、いいかなと、私たちと一緒に楽しみたいと思い
ます。それから、本当にささやかなお願いですけれど、私たちの１年間の反省会の中で、外部の専門の
トレーナーの方はボールとかダンベルとか持ってご指導してくださるわけですね。私たちにはそうした
ものが全然ないわけです。中には熱心な方は自分で購入して持ってきてやっていますけれど、できたら
本当のささやかなお願いですけれども、保健福祉センターのほうへそのくらいのものをちょっと購入し
て備えておいていつでも借りられるようにしていただけたらなと、たいしたお金ではないと思いますが、
よろしくお願いしたいと思います。
（市原）
はい、またちょっといろいろな話が出てまいりました。
（市長）
今日もここには役所の人間がいますので、ダンベルについてはすぐできるのではないかと思います。
昨日も老壮大学の開校式があったのですが、最近老人クラブっていうのはバタバタ潰れていく、バタバ
タではないですけれど。７０歳を過ぎても老人クラブに入らないという方々が大分増えてきまして、老
壮大学においても、今年はちょっと増えたようでありますけど、どんどんどんどん会員が減ってきてい
るわけでありますけれど、どういう加減かちょっとわかりませんけれど、この貯筋クラブなんかはこの
前、韮崎小学校から佐久まで７８キロの強歩大会を毎年やっていますけれど、佐久市にはピンコロ地蔵
というのがありまして、ピンピンしていてコロッと逝ってくれるのが一番いい、確かにこれそうなんで
すね、ピンピンしていて医者にかからないでコロッと逝っていただくと医療費というのは無くなってき
ますから。特に国保を運営している市とかは大変いいわけですが、やはりこうした筋力クラブに多くの
人に参加していただいて健康で長生きしていただくことがやっぱり一番いいことですので、こういった
ものは各自治会の区長さん方にも積極的に老人クラブの方々にも積極的にＰＲしていくよう努力した
いと思っております。
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（市原）
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、あとお二人いらっしゃいます。質問させてい
ただきます。商工会の山田さんのほうから何かありますか。いろんなイベントを今までやってこられた
ので、私もびっくりしていますが。どうぞ何かありましたら。
（山田）
これからの活動展開といたしまして、青年部の方針とか述べさせていただきたいと思います。これま
でですね、地域のイベントの協力とかまちづくりで成功しているところの地域の事例を研修して、まち
づくりの参考にしてくるといった活動の実績もありますので、本日このまちづくりシンポジウムという
のには非常に興味があるところでございます。また、このようにパネルディスカッションをやらせても
らうことによって他の団体の皆さんの意見を聞けるということは、今後の青年部の活動を展開していく
うえで非常に参考になると思いました。昨年度開催した富士宮やきそば学会会長による講演会でもパー
トナーシップはコラボレーションという地域の各団体、また、市民、行政が連携していくことがまちづ
くりということを成功させていく鍵であるということをおっしゃっておられました。まさに協働という
言葉で、まちづくりをしていくことだと思います。青年部としては今までの研修を踏まえたうえで、こ
れからの事業展開としてですが、韮崎の名物となり得るご当地グルメの研究また、開発というところで、
力を入れていきたいと思います。また、何かの時には皆さんのご協力を得るようなことなると思います
けれど、逆に皆さんがちょっと人手が足りなくて困っているよとかいうことがあれば是非ともお気軽に
青年部のほうに声をかけていただければ、積極的にそういうところにも参加していく所存であります。
また、先ほどからずっと言っていますけれど、イベントへの積極的な参加、こういうご時勢ですから普
通は参加したくはないのですけれど、それをも逆に参加していくことによって人間ポジティブに生きて
いこうかなということもありますので、なるべく積極的にイベント等に参加していきたいと思います。
けれどもあくまで青年部というのは商工会の中の内部組織でありますので、商工会の会長さんが尻ごみ
をするのであれば、仕方ないかなということもありますけれど、そのへんは是非とも積極的に青年部に
商工会としての活動も協力していきますので、私たちの意見も聞いて頂いた中で、イベント等決して休
んだりすることのないようしていきたいと思います。また、行政へのお願いですけれど、今までイベン
ト等商工会として参加してきました。是非とも自分の事業所のＰＲの場をもう少し、今まで的屋さんと
いいますか露天商の立場もあるでしょうけれど、商工会の各事業所のＰＲの場所ということでもうちょ
っと良いところにスペースをとっていただいて、私たちも参加していけたらいいかなと思います。また、
今後も韮崎市の第６次長期総合計画の中にもあります、“賑わいをつくりだす商工業の振興”につなが
るような活動を今日お集まりの皆さんと、行政、各団体の方々とともに力を合わせて展開していきたい
と思いますのでご協力よろしくお願いいたします。
（市原）
はい、ありがとうございました。頼もしい限りの青年部でいらっしゃいます。市長さん答えることな
いですね。
（市長）
私も何年か商工会長やりましたから、ここの人たちの活躍については良くわかっているわけでありま
して、ただ、中心市街地というのは非常に難しい状態となってきていて、若い経営者たちも大変悩むと
ころでございまして、それがいろいろな活動を削ぐような方向になってはいけない、やはり市のほうで
こういう若い人たちに活力を与えて街を活性化する方向になんとかこの人たちの力を借りてやってい
くような方向に持っていけたらなというふうに思っております。
（市原）
ありがとうございました。それでは最後に小尾さんのほうから図書館ボランティアをされているわけ
ですが、私もやっぱり今の図書館を見た場合にちょっと貧弱じゃないかなと、場所も坂ですから登りに
くいといったことがあると思うのですね。ですから、折角活動されていてもまだやっぱり心の中には燃
焼しきれないものがあるんじゃないかという気もします。どうぞ小尾さんのほうからご意見ありました
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らお願いいたします。
（小尾）
皆さん、図書館に足を運ばれたことありますよね。とても急な坂、階段を登って行かなければならな
い、駐車場は狭い、老朽化が進んでいるという県内に４９ある公立の図書館において唯一、図書館業務
にコンピュータが入っていないのが韮崎市の図書館です。なので、利用されている方はとても不便を感
じていらっしゃると感じています。図書館の方たちは館長さん１名、職員
１名、嘱託臨時３名の５名で仕事をされていますね。他の図書館を見ます
と、隣の甲斐市なんかですと、アルバイトを３５名雇っています。同じ規
模ですると大月あたりでも１０人ほどアルバイトを置いています。ここは
既にコンピュータ業務が入っています。なのにこれだけのアルバイトを雇
って目一杯仕事があるようです。韮崎市は貸し出しも手作業ですし、要す
るにコンピュータ導入がされていないことによって予約をかけても、誰が
借りていて、いつ返せるか分からない状態で、電話がくるまで待っている
状態にあります。広さ的にもとても狭くて、収蔵書も５万冊が限界です。
平成２０年度の市政ダイジェストで見ますと、先に年間の運営費を数字でいいますと、年間の予算１３
６４万８千円、これは１０年間ほとんど変わりなく、年間で図書の購入費に充てられている資料費が５
８０万円です。これは住民１人あたりにしますと１８１円ですね。これも過去１０年間平行線です。と
ても場所的に見晴らしも良くていい場所に建っているわけですけれど、集客力がなくて使いにくいって
いうのは皆さん感じていらっしゃることだと思います。そんなことで、過去１０年間の登録者数、利用
者数、貸し出し冊数を見ると年々下がっている状況であります。それって言うのも近隣にとても使いや
すいところに立派な図書館が建ってしまっていて、皆さん人がそちらに流れてしまっているというのが
現状だと思います。先日の山日新聞にはルネスの跡地の活用、解体っていうふうにあったのですよね。
既存の建物を残して使うのか解体するのかはともかくとして、とにかく駅前の一等地が空いたというこ
とで、是非複合型の施設でいいので、図書館だけでなく小さい子からお年寄りまで使える施設があった
り、新しい図書館があったり、小林一三さんのような人の蔵書、関係資料が展示できる施設が持てたら
いいなというふうに感じています。平成１２年でも、かれこれ８年、９年ほど前ですけれど、当時の韮
崎市長期総合計画で、住民のニーズが高まってきて図書館建設に向けて話し合いが１年半ほど持たれま
した。とても良い案が出て、ソフト的なことを話し合ったのですが、協議を重ねたんですけれど財政状
況やら立地場所ですよね、そういうことが得られなかったということで、立ち消えた形になってしまい
ました。それで、ルネスの跡地を活用するのに市が動いているという記事を読んで、私は、いよいよ新
しい図書館に向けて行政も動き出してくれたなということをすごく感じています。街の中心に学校があ
るように、図書館も市民の生活の中心にあるべきだと思うのですね。とても情報を発信する場所だと思
いますので、ルネスの場所はとても駅前でいいとこ、ＪＲの駅もありますし、幹線道路も走っているし、
最近商業施設もオープンしました。生活の導線上にある図書館というのは、とても利用しやすいと思う
のですね。なので、今のところを使うとちょっと窓がないとか考えるところが多くて、駅から見たとき
にガラス張りのところに人がいて、本を読んでいる、書架があって子どもたちからお年寄りからそこに
いる。駅から見たときにいいな、韮崎って、文化のまちだなっていうことを観光で訪れる方、通過する
方がすごく目にする場所だと思うのですよね。だから、そういった刺激を与えるといったら良い場所だ
と思いますし、是非考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
（市原）
市長さんもちょっと答えにくいと思いますが、答えられる範囲でお願いします。
（市長）
時間が無いようなので簡単に言いますけど、確かに今言われるように韮崎の図書館は遅れているもの
であります。それは十分わかっておりまして、１２年に図書館建設検討委員会というのができまして、
１年半検討していただいて、まず土地の問題がありましたし、また、小学校、中学校の建設もありまし
たのでそちらのほうにお金がかかっていましたものですから、ちょっと遅れておりますけれど、昨年、
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子ども議会というのがありましたけれども、子どもさんの何人からか図書館を欲しいというお声もいた
だいておりますので、ルネスも絡めていろいろと検討してまいりたいと考えております。あまり長くな
るといけませんのでこの程度で。
（市原）
はい、わかりました。本当は私、先ほど皆さんからご質問、ご意見をいただきたいと申し上げたので
すが、時間の進行上あと７分位しかありませんので、約束ですので一人だけどなたか。
（市長）
先生、ちょっとごめんなさい。今日もルネスの問題のアンケートが入っていますし、５月の広報の中
に旧ルネスに関してのアンケートというのが挟んでありますので多くの方のご意見をいただきたいと
思います。以上です。
（横内）
はい、どうぞ今手を上げられた方、お願いします。
（会場発言者）
図書館ボランティアの方には経験されたことを全部話していただきました。私も長く韮崎の図書館を
応援してきました者として今日はどうしてもここへ来て、図書館の話ができたらいいなと思ってまいり
ました。本当に今おっしゃったように一番貧弱でさみしいのが韮崎の図書館です。是非、この一番遅れ
たことをいいことにして、他の図書館の良い部分を全部取り入れて図書館を作ったら、待っただけのか
いがあったと思います。本当にコンピュータの時代にコンピュータのな
い図書館というのは、もうこれは文化財だねと図書館会では言っている
ほどでしたけども、今日まで待っていたわけですからそういう運営も含
めて是非、一番先の事業にしていただきたいと思います。たまたま、駅
前のルネスのこのアンケートもありますので、どうぞ皆さん、図書館が
一番いいとお書きください。そんなようですから、是非図書館には本当
に赤ちゃんからお年寄りまで大勢の人が集まります。先ほどのピーター
ラビットのグループも多目的な部屋があればそこで利用して本を借り
て帰るということもできます。もう一つ、保阪嘉内さんの手紙もやっぱり韮崎の本当のお宝です。あの
物も図書館の中に入って保存して大勢の方に見ていただくこともできるので、韮崎はいろいろ素晴らし
いものもありますので、図書館に集めていただきたいと思います。是非、市長さんよろしくお願いいた
します。
（市原）
はい、ありがとうございました。今日はですね、もう時間でこの後、ご質問、ご意見を頂くわけには
まいりませんが、やはりやって良かったなと私は思いました。というのはですね、本音を言いますと普
通ここに市長さん出てきません、他の市では。だって言われるのは分かっているわけですから。何もこ
こで固い椅子に座る必要はないわけです。でも私たちのために、これは協働なのだと、協働はやっぱり
いろんなパートナーが一つのテーブルに着いて、それで問題解決をしていくと、これが一番やっぱりね
らいなわけですから。そういう面で私は今日ここに参加していただいて、意見のやりとりをして頂いて、
それが今後の私はこの韮崎市の協働の第一歩、あるいは第二歩になっていくだろうとこんなふうに思っ
ております。大変、まとめにならないまとめですが、皆さんに御礼申し上げて今日のパネルディスカッ
ションを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
（司会者）
以上を持ちましてパネルディスカッションを終了とさせていただきます。市原先生、パネリストの皆
さま本当にありがとうございました。会場の皆さま、今一度大きな拍手をお願いいたします。終わりに
あたりまして皆さまにお願いがあります。本日のシンポジウムに対する感想と韮崎駅前施設旧ルネスの
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活用策についてのアンケートにご協力をお願いいたします。帰りに回収ボックスに入れていただきます
ようお願いいたします。本日はお忙しいところまちづくりシンポジウムにご参加くださいましてありが
とうございました。以上を持ちまして全日程を終了といたします。お気をつけてお帰りください。

３

アンケート結果

①回答者の属性
回答者の総数は 139 人で、その内訳は、性別では「男性」が 96 人（69.0％）、女性が 34 人（24.5％）、
無回答が 9 人（6.5％）、年代では「60 代」が 59 人（42.5％）で最も多く、以下「50 代」が 29 人（20.9％）、
「70 代以上」が 27 人（19.4％）、
「40 代」が 14 人（10.1％）、
「30 代」が 6 人（4.3％）、
「20 代」が
2 人（1.4％）、無回答が 2 人（1.4％）となっています。
〔性別〕

〔年代〕
Ｎ／Ａ
6.5%

Ｎ／Ａ 20代 30代
1.4% 1.4% 4.3%
70代以上
19.4%

40代
10.1%

女性
24.5%
50代
20.9%

男性
69.0%

60代
42.5%

また、職業では、「公務員団体職員等」が 35 人（25.2％）、「無職」が 25 人（18.0％）、「農林水産
業」が 22 人（15.8％）、
「自営業」が 17 人（12.2％）、「その他」が 12 人（8.6％）、「会社員」が 10
人（7.2％）、
「家事専業」が 9 人（6.5％）、無回答が 9 人（6.5％）となっています。居住地別でみる
と、「韮崎地区」が 32 人（23.0％）と最も多く、以下、「藤井町」が 19 人（13.7％）、「竜岡町」が
13 人（9.4％）、
「穴山町」が 12 人（8.6％）の順となっており、市外からも 9 人（6.5％）の参加があ
りました。
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〔職業〕

Ｎ／Ａ
0.7%

〔居住地〕

市外
竜岡町 6.5%
9.4%
大草町
5.8%

Ｎ／Ａ
農林水産業
その他 6.5%
15.8%
8.6%
旭町
2.9%

自営業
12.2%

無職
18.0%
家事専業
6.5%
公務員団体
職員等
25.2%

韮崎地区
23.0%

穂坂町
7.2%

神山町
5.0%

藤井町
清哲町
5.8%
穴山町 中田町 13.7%
円野町
8.6% 7.9%
3.6%

会社員
7.2%

②シンポジウムに対する評価
ａ まちづくり講演会
時間については、
「長い」が 4 人（2.9％）、
「適当」が 100 人（71.9％）、
「短い」が 22 人（15.8％）、
「無回答」が 13 人（9.4％）となっています。
また、内容については、
「大変良かった」が 24 人（17.3％）、
「良かった」が 70 人（50.4％）
であり、あわせて 94 人（67.7％）が良かったと評価しています。
性別では、無回答を除く割合でみると男性で 68.1％、女性で 86.6％の人が良かったと評価し
ています。年代別では、良かったと評価した人の割合は 20 代で 100％となっており、続いて
50 代で 78.6％、40 代で 78.5％と高くなっています。

あまり良くな
かった
0.7%

女性

無回答
8.6%

大変良かっ
た
17.3%

普通
23.0%

23.3%

男性

63.3%

17.6%

0%

50.5%

10%

20%

30%

大変良かった

良かった
50.4%

50%

70%

あまり良くなかった

80%

90%

30.0%
17.9% 3.6%
21.4%

57.1%

33.3%

33.3%

20代

100%

23.1%

50.0%

33.3%

1.1%

良くなかった

54.0%

21.4%

30代

60%

普通

28.6%

40代

30.8%

65.4%

16.0%

50代

40%

良かった

70代以上 11.5%
60代

13.3%

100.0%

10代
0%
大変良かった
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20%
良かった

40%
普通

60%
あまり良くなかった

80%

100%

良くなかった

b

パネルディスカッション
時間については、
「長い」が 14 人（10.1％）、
「適当」が 87 人（62.6％）、
「短い」が 7 人（5.0％）、
「無回答」が 31 人（22.3％）となっています。
また、内容については、
「大変良かった」が 23 人（16.5％）、
「良かった」が 57 人（41.0％）
であり、あわせて 80 人（57.5％）が良かったと評価しています。
性別では、無回答を除いた割合でみると男性で 79.8％、女性で 68.0％の人が良かったと評価
しています。年代別では、良かったと評価した人の割合は 70 代以上で 88.2％となっており、
続いて 50 代で 84.0％、30 代で 80.0％と高くなっています。

無回答
24.5%

大変良かった
16.5%

女性

24.0%

男性

23.0%

0%

あまり良くな
かった
1.4%

44.0%

56.8%

20%

40%

大変良かった

普通
16.5%

良かった

4.0%

28.0%

18.9%

60%
普通

あまり良くなかった

1.4%

80%

100%

良くなかった

良かった
41.0%
35.3%

70代以上
11.1%

60代

52.9%
57.8%

31.1%

32.0%

50代

58.3%
40.0%

30代

12.0% 4.0%

52.0%

16.7%

40代

11.8%

25.0%
40.0%

0.0%

60%

80%

20.0%

20代
10代

0%
大変良かった

c

20%
良かった

40%
普通

あまり良くなかった

100%

良くなかった

自由意見（まちづくり講演会）

・
「協働」というものが特別なものではなく、普通に行われていることだということがわかりました。
・内容がもう少し具体的に説明してほしかった。どのように市民が協力するのか、方策についても触
れてもらいたかった。先進的な事例の紹介を数多く話の中に入れてほしかった。
・市原先生、ご苦労さまでした。これからの韮崎市の協働テーマに、ご支援下さい。
・全国のまちづくりシンポジウムの実例と成功例を北から南までをわかりやすくまとめ、発表しても
らいたい。それをもとにみんな熱く語れる場をつくろう。
・もっと具体的な部分まで入り込んでもらいたかった。
・単時間でわかりやすかった。
・堅苦しい話を聞きやすく説明してもらい、解りやすかった。
・日本人の食生活は戦後アメリカの食糧支援をたて前に、脱脂粉乳の牛乳とパンと給食で日本の米食
生活を根底からくつがえされて現在に到っているため減反政策を強化せざる状況にある。これもア
メリカのゴリオシ大店舗法の改悪で地域に密着した商店の減少、また商店街のシャッター化、結果
として高齢化が進む中老人の買い物する場所がうばわれ、独居老人が増加する中増々生活環境が悪
化していることをどのようにしたら改善できるか？
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・南アルプスの例をもう少し話していただきたかった。
・韮崎市は峡北の中心地であるため峡北のリーダーとなるべく第６次計画も立案を望む。
・人柄に好感が持てる、教授らしくないところがいい。
・協働の具体的成功事例（スタートから成功まで）の照会を頂きたい。
・市原先生の話をまた聞きたい。
・それぞれ報いを求めず協働に打ち込む人々に感動しました。
・分かり易い話でした。協働の内容が良く理解できました。（親しみ易い語り口で、事例も取り入れ
ての話は分かり易いものでした。）
・もっと時間をとってじっくり聞きたかった。とくに後半の今後の展開のことについても聞きたいと
思った。
・わかりやすい内容を以って講演しただき良かった。
・他県の実例を引用し具体的に話してほしかった。
・パネルディスカッションの導入としてのお話だったと思いますが適当だったと思います。お話が聞
きとりやすく、わかりやすかったです。
・３つの事例がどんな形で成り立っていたのか、深くふみ込んだ話が聞きたかった。
・まちづくりについては「協働」が欠かせないことを強調されていました。「協働」の全体的広がり
を欲しいところです。
・今日一日ご苦労様です。大変苦労があると思いますが今後もよろしく切願いたします。
・いろいろのボランティアがある事を知りました。
・具体的な説明があり、協働とはどういうものかよくわかった。
・やさしい口調と、わかりやすい説明で大変よかったです。
・市原先生のお話し、概要のみで時間も短く残念。
・協働って？話がわかりやすくて良かったと思います。
・６次長期計画の柱をもう少し説明して欲しかった。
・はじめ～今回協働の意味がわかりました。各講師のお話をきいてみて今回講演会にきてよかった。
ありがとうございました。
・意見交換の時間を！
・協働についての良い事例、悪い事例などがもう少し話をお聞きしたかった。
・総合計画のあり方、めざすべき方向について改めてきづかせて頂きました。この実効性を高めるた
めの協働の意識づくり、仕組みづくりを是非考えていきたいと思います。
・協働の概念について大変良くわかりました。もう少し長くお話したりお聞きしたかったです。
・市原さん、ソフトに協働のこと教えて頂きよくわかりました。
・企画者であったから、適切であったと思う。
・詳しい話が聞きたかったです。
・熱意がとても伝わりました。
・市に必要と思う件について例を出して話して下さりとてもよかったと思います。有難うございます。
・パネルディスカッションに早く移行したのは良かった。
・説明がわかりやすかった。数値目標実現に向かって努力してほしい。
・まちづくり、協働の必要は強く感じています。市民の意識レベルの向上が急務と思われます。「良
いこと」と認識しつつも実行に移せない現状。他から韮崎市に移り住んで３年。まだまだ閉鎖的地
域と実感しています。
・広報と一緒に配布された概要版や、“協働”についていま一つ分らなかったが、今日シンポジウム
を聞いてみて“協働”の具体的意味がよく判りました。(本来はこの様な内容も一緒にガイドライン
に入れて配布していただければ、市民もよく理解できたのではと思います。)
・｢協働｣の意味の説明でまちづくりが市民自らの手で行政と共に進められることと理解しました。地
域の資源（人・物・その他）が具体化され、各種団体がどうリンクし合って課題に取り組むのかを
地域毎に研修する時が来ていると思います。
・市民が自ら、すばらしい韮崎市にするという気持ちを持つ事。ここからが出発点と思う。すべての
行事にも人の事と思う今の時代、ぜひ新しいこの企画が市民に理解できる事を願っている。
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・協働の姿をイメージしやすくなりました。
・甘利山のレンゲつつじを市民の力で昔のように今一度大きな多くの花を咲かせるようにしたい、し
なくてはならない。韮崎市の山として大切に守っていきたい。
・詳細説明がほしい。
・数値目標は評価できる。
d

自由意見（パネルディスカッション）
・参加者同志の意見交換の場が少い。協働を生かしてどのようなまちづくりをするのか討論を深めて
ほしかった。
・まちづくりのための社会貢献的行政支援が協働である。何となく活動の気がする。
・会場とのディスカッションが少なくて残念です。
・まちづくりの熱心さが伝わった。図書館は？近隣の図書館を利用することも考えてみたらどうか？
・各種団体によるそれぞれの活動内容が分かった。
・各地に大型ショッピングセンターの開設する中でますます高齢者に不親切な社会になってしまう。
大きな社会の流れの中で高齢者にやさしい社会作りが見えてこない。
・それぞれの活動が「夢と感動のテーマシティーにらさき」にどう結び付けるのかが課題として残っ
た。また、あと１０年もすると市の老人人口が増すと思われるが、ここが大きな問題だと思う。老
齢化社会に向かって協働がいかにあるべきか、も学びたかった。
・生涯学習の町、韮崎 将来の為すばらしいまちづくりを希望する。
・①ボランティア活動に賛同される方を募集するように。 ①ボランティア活動種類を多くするよび
かけをする様に。
・参加団体に農協関係者と公園等のボランティア管理団体があればもっと良かったと思う。
・パネラーの自己紹介が長すぎる。PR を聞いているようで肝心のディスカッションの中身が薄い。
パネラーの数が多すぎではないか。
・「協働」は市に要望するのではなく、市民が目標を持って活動し市の協力を得ることだと思います
が、このことの意識づけをもっとアピールした方がよかったかな。
・子育て、健康、環境、まちおこし、ボランティアの各メンバーは良いが NPO 法人の方は意味が解
らない。老人の知識経験と青少年教育の関係も次回は入れてほしい。
・それぞれの取り組みが長くつづきますよう協働が必要と感じました。
・経済の苦しい時代、元気にもうかる韮崎をつくってほしい。どうすれば経済の活成化につながる
か！ ・
・発言者がもっと的確に発言してほしい。 もっと大切な発言を多く欲しかった。
・一部、個人利益的話はいただけない。体力作りは国家として利益は大である。もっと支援をすべき
である。
・各々の分野で立派に活動して市の発展のためにご人尽してくださっている様子を伺うことができて
よかったです。又、これからのご活動をお願い致します。
・それぞれの団体の実情などが少しでもわかったことは良かったと思います。真剣に考える人達が増
えていくとすばらしい韮崎になっていくものと思います。自身も努力していきたいと思います。
・人の動きを活発にするべきと思う。交通網の見直しでそれを作れないか検討すべきではないか？そ
の中心はルネス跡となるのではないでしょうか。
・市の活性化に対し、各方面からの活動の様子が伺えました。協働に行政の強い応援を期待します。
・様々な意見が出て意義がありました。市民も大変ですが、頑張ってください。
・活動内容 PR はよくわかったが、賛同してともに活動する気持ちにはなれなかった。気軽にわたし
も参加しますと言えない雰囲気が感じられたのが残念である。協働するには幅広いものの考えか視
点が必要なのでは。
・パネリストが多いため長いと感じました。スライドなど利用したら良かったのでは。各団体の活動
がわかって良かったです。
・各団体がどのような活動をし、どんな問題をかかえているのかよく理解できた。中心になってひっ
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ぱっていかれる方は大変だと思いますが頑張ってほしい。
・コーディネーターの質問がパネラーに対して「何かありますか？」では、個人の思いを話すだけで
パネルディスカションの題目からずれています。コーディネーターの質問は題目に対して具体的で
あるべきでは。
・先生の話と比べて各パネリストのテーマへの理解不足によりシンポジウムとしての成果があまりみ
られなくなってしまった。せっかくいい活動をしているのに、要望のみになってしまい残念。
・各氏の内容、時間の長さ等良かったと思う。地元の様々な活動について多くの情報を得ることがで
きた。
・各種団体等のディスカッションも欲しかった。
・パネリストの自己紹介が長かった様に思います。
・山田さんと小尾さんのお話は大変共感できました。行政には今まで以上に柔軟な対応をのぞみます。
・パネラーが多すぎた？ ５名位が適当。
・各種団体の取組や問題点などを聞くことが出来、勉強になった。
・各団体でまた各方面でいろいろと活動している。それがまちづくりにつながっていくことを感じて
いる。
・様々な既存活動の課題と市民の生活課題をより多くの方々で共有できればいいと思いました。
・各々の活動がわかって良かった。自立した活動をしながら協働することが大事だと思いました。パ
ネラー同士の意見交換があった方が良かったと思います。
・次回は具体的な課題のディスカッションを希望。
・こういう機会を増やしていくと協働が増えていくのではと考える。
・穂坂町の石川さんへ バン穂坂のワインの実物を拝見したかったです。
甘利山倶楽部の清水一さんへ 昨年１１月のクリーン作戦の時の写真を拝見したかったです。昨年
参加しました。市民の力は素晴らしいと思いました。
小尾千秋さんへ ２０秒程度の読み聞かせをお聞きしたかったです。◎少し小道具を持ち込まれた
方がよりインパクトや活動が伝わると思いました。
・各団体のすばらしい活動を伺えとてもよかったと思います。しかし、市民が熱く感心をもって生活
する事がどうしても地域性が少ない感がします。災害に対してもすべてにおいて流された生活にお
さまっている感がします。町づくりは市民が働く事と思います。
・協働→行政のバックアップのあるもの。無くて独自の行動をするものがあるようだ。行政に手助け
を受けることは有利だろう。新しい活動が目に付きやすいが以前からある団体の活動も協働による
町づくりだと思う。又、地域の諸活動も最大なく町づくりの協働だろう。
・厳しい財政状況の中では、市民と協働で事業を実践していくことが最も大切である。今後は元気高
齢者の協力が必要。指導者育成に努力すべきである。
・それぞれのパネラーの活動がもともと市民レベルで拡がればと願います。
・色々な団体のことを具体的に聞けてよかったです。特に穂坂ふるさと協議会の内容について具体的
に良く判りました。協働とのかかわりも判り、市内にこのような団体がからんでいると知り大変た
めになりました。
・質疑応答の時間がなく残念！！市長への陳情もあり真剣切実な対話がありました。全てのパネラー
に苦労は多いが喜びが拡がる活動を住民の目線で進めていただきたいことを切望します。
・生の声、具体的なお話に元気付けられました。
・自己紹介が長い。穂坂ふるさと協議会の活動について、今後の活動を楽しみにしている。韮崎市の
発展は穂坂の台地の活用がポイントである。
・身近な問題等がたくさん出て、話し合う期会ができて良かったと思いました。
・途中での休憩時間があった方が良い。活動内容が理解でき良かった。
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