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会会 報報

№４１４ 平成２７年１１月３０日発行

山 梨 県 町 村 会

○ 平成２７年１０月の行事

１０月５日（月）町村長会議

富士川町内「道の駅富士川」において開催し、平成２８年度国・県の施策及び予算に関

する提案要望等について、協議した。

その概要は次のとおり。

●施策説明

(1) 山梨県まち・ひと・しごと創生人口ビジョンについて

(2) 被災者生活再建支援制度について

●協議事項

(1) 平成２８年度国・県の施策及び予算に関する提案・要望について

(2) 平成２８年度市町村法令外負担金審議方針について

(3) 平成２７年度山梨県町村会一般会計補正予算について

１０月６日(火)～７日（水） 関東町村会トップマネジメントセミナー

都内「全国町村会館」において、関東町村会との共催により開催し、茨城県、群馬県、

埼玉県、東京都、神奈川県及び本県の副町村長等幹部職員１０１名が参加した。

本県からは、１３町村から１６名の副町村長等幹部職員が参加した。

●講演

講演１「日本の政治・経済について」

テレビ朝日コメンテーター 三 反 園 訓 氏

講演２「地元に人と仕事を取り戻せー地域循環の経済に向かってー」

島根県中山間地域研究センター

研究総括監 藤 山 浩 氏

講演３「地元こそ最前線ーコミュニティデザインを活かすー」

Studio-L 代表

コミュニティデザイナー 山 崎 亮 氏

講演４「いきいきと働ける職場づくり」

横浜労災病院

勤労者メンタルヘルスセンター長 山 本 晴 義 氏
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１０月１３日(火) 災害共済事業関係事務打合会議

県自治会館「講堂」において開催し、加入団体の事務担当者を対象に、各種共済事業に

対する加入推進等事務の打合せを行った。

●打合せ事項

(1) 団体生命共済（弔慰金）事業について

(2) 公有建物災害共済及び自動車共済について

(3) 生協火災共済及び自動車共済について

(4) 自動車事故処理実務について

(5) 任意共済保険について

(6) 個人年金共済について

(7) 総合賠償補償保険について

(8) 特定疾病保険の案内について

(9) 職員自動車「車両共済の概要」について

(10) その他

(11) 質疑応答

１０月１６日（金) 第３回法務研究会 行政不服審査制度部会

県自治会館「研修室２」において開催し、行政不服審査制度についての意見交換会を行

った。

また、弁護士で全国町村会総務部法務支援室長の大田裕章氏による講演を併せて行った。

●講演

「行政不服審査制度に関連した例規整備について」

全国町村会 総務部 法務支援室長

弁護士 大 田 裕 章 氏

●意見交換

(1) ○○市（町村）行政不服審査会条例（案）

(2) ○○市（町村）法務専門職員の任用等に関する条例（案）

(3) ○○市（町村）特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する法令

（案）

(4) ○○市（町村）手数料条例（案）

(5) 事前に照会があった質問等について

(6) その他

１０月２２日(木) 「平成２８年度国・県の施策及び予算に関する提案・要望」

甲府市内「ベルクラシック甲府」において、志村会長、小林優副会長、望月副会長、佐

野副会長、小林千尋副会長及び玉川事務局長が出席し、後藤知事及び県幹部職員に対し、

来年度の施策及び予算に関する提案・要望事項について、その実現を図るため実行運動を

行った。
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提案・要望については、全県的視野に立ち、共通した緊急かつ重要な事項である「全県

要望２２件」として、去る１０月５日開催の町村長会議で決定されたものであり、その内

容は、次のとおり。

●全県要望項目

１ 町村自治の確立について

２ 町村財政基盤の強化について

３ 地方創生の推進及び人口減少社会対策について

４ 防災・災害対策の強化について

５ 情報通信基盤整備による地域間情報格差の解消について

６ 国民健康保険の安定運営の確保について

７ 生活保護申請期間における不当利得の返還金支払対応について

８ 地域医療の充実について

９ がん検診及び定期予防接種に対する財政支援について

10 乳幼児医療費助成事業費補助金の拡充について

11 医療費助成制度の窓口無料化に対するペナルティの廃止について

12 介護保険事業の国庫負担等の拡充について

13 農業振興地域制度について

14 森林の保全対策について

15 林業・木材産業の振興及び特用林産物の生産振興について

16 野生鳥獣被害対策の継続強化について

17 道路網の整備促進について

18 治山治水事業の推進強化について

19 上水道・下水道事業の安定的な経営確保について

20 社会資本整備総合交付金の充実について

21 空き家対策の推進について

22 教育環境の充実について

● 道路整備箇所

【市川三郷町】

○主要地方道甲府市川三郷線の歩道整備（通学路）

○町道篭鼻川浦線・市川大門バイパス交差点から、中央市・昭和バイパスを結ぶ新設

道路促進

○主要地方道笛吹市川三郷線の早期完全二車線化

○主要地方道笛吹市川三郷線上野地内の歩道整備(通学路)

○市川三郷町黒沢地内から新割石トンネル間のバイパス道路の整備促進

○新宇野尾トンネルから新割石トンネル間の道路新設促進

○主要市川三郷身延線岩間地区の歩道整備

○鹿島落居線(県代行事業)のトンネルを含めた全線開通

○県道甲斐岩間停車場西島線月見橋の耐震化(全線整備)
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【早川町】

○主要地方道南アルプス公園線琴路トンネル付近洞門の新設

○主要地方道南アルプス公園線角瀬洞門付近防護ネットの設置

○主要地方道南アルプス公園線茂倉川橋の拡幅

○主要地方道南アルプス公園線下湯島地区橋梁拡幅

○主要地方道南アルプス公園線仙城沢橋の拡幅

○主要地方道南アルプス公園線、県道雨畑大島線法面枯損木の撤去

○県道雨畑大島線落石防護柵堆積土砂撤去

○林道五開茂倉線（県営）の早期復旧

【身延町】

○中部横断自動車道（仮称）中富 ICから国道３００号市之瀬地内を結ぶ道路の新設

○国道 52号の雨量事前規制解除（古屋敷）と防災工事の促進

○国道 52号 大城川橋の拡幅改良（大城川の通水断面の確保も含む）

○国道 300 号 中之倉地内の道路改築工事の促進

○主要地方道市川三郷身延線 三沢・市之瀬間のバイパス建設

○主要地方道市川三郷身延線 大河内橋付近の道路改良、橋梁整備

○主要地方道市川三郷身延線 身延橋の耐震化促進

○一般県道遅沢静川線 道路改良工事の促進（夜子沢から切石）

○一般県道割子切石線 上田原地内のバイパス建設

○一般県道割子切石線 富士川橋の架け替え

○一般県道湯之奥上之平線 湯町バイパス建設

○一般県道湯之奥上之平線 JR下部温泉駅付近の道路改良（踏切拡幅を含む）

○一般県道下部飯富線 一色清水下地内道路改良工事の促進

○一般県道下部飯富線 飯富橋の架け替え、鳩打トンネルの改修

○一般県道甲斐岩間停車場西島線 月見橋の耐震化

○一般県道身延本栖線 一里松地内の道路改良工事の促進

○一般県道大城小田船原線 門野地内道路改良工事の促進

○林道湯之奥猪之頭線の法面改修

○林道豊岡梅ヶ島線の早期復旧（全面開通）

【南部町】

○県道釜の口塩沢線成島竹の花～成島公民館間での歩道新設

○県道内船停車場線南部橋西詰～南部バイパス間の道路新設

○県道富士川身延線小内船から役場分庁舎までの路線計画決定と整備促進

○県道富士川身延線井出駅から十島城山トンネル間の道路改良

○県道富士川身延線御屋敷から国道５２号交差点までの整備促進

○県道高瀬福士線富栄橋交差点からの歩道新設

○県道高瀬福士線町屋地内の狭隘区間解消のための整備促進

○県道高瀬福士線竹の沢地内の狭隘区間解消のための整備促進
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（火打石トンネルから上皐月橋まで）

○県道高瀬福士線徳間地内（石合から静岡市中河内まで）の交通不能区間解消整備促

進

【富士川町】

○国道 52号鰍沢警察署前から追分交差点までの電線類地中化

○国道 52号長沢地区及び鬼島地区歩道設置(未設置箇所への設置)

○国道 52号鬼島地区路面の嵩上げ

○国道 52号鰍沢地区南川橋の改修

○県道市川三郷富士川線富士橋の架け替えと国道 52号交差点以西の改良

○鹿島落居線(県代行事業)のトンネルを含めた全線開通

○高下鰍沢線鰍沢地区の改良

○林道丸山線・池の茶屋線狭隘部分の拡幅、待避所増設及び舗装整備

○県道平林青柳線の延伸(青柳国道交差点～富士川左岸)

○長峰林道登山道の駐車場整備

○リニア中央新幹線新駅へのアクセス道路の整備に対する支援

【昭和町】

○緊急輸送道路である主要地方道甲府市川三郷線の改良及び電線類地中化

○都市計画道路昭和玉穂中央通り線における中央市から都市計画道路相生一丁目飯喰

線（昭和バイパス）区間の道路整備を山梨県にて代行し、早期供用開始を望む

○県道「昭和バイパス」西条立体交差点付近の改修

○県道「甲府市川三郷線」歩道設置（押越地内～河西地内）

○県道「甲斐中央線」歩道設置（築地新居地内）

○リニア駅周辺の整備等に伴う施設誘致とアクセス道路の新規整備

【道志村】

○緊急輸送道路である国道４１３号の歩道整備及び拡幅改良

○緊急輸送道路である県道２４号（都留・道志線）道坂トンネルの建設促進及び避難

ルートとしての認定

【西桂町】

○県道富士吉田西桂線の早期完成

○（仮称）県道西桂都留線の整備計画策定(西桂町小沼～都留市宝～大月市初狩(国道

20 号))

【忍野村】

○一市二村間（富士吉田市及び忍野村・山中湖村）連絡道路の新規整備（忍野村忍草

１４０５番地先～山中湖村平野区間）

○県道山中湖忍野富士吉田線の排水施設整備（忍野村内野４７５３番地先～忍野村忍
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草６３９番地先）、特に富士見橋前後の県道

○村内ハイキングコースの荒廃箇所整備

○県道山中湖忍野富士吉田線セルバ前交差点の整備（忍草１４０５番地先）

○県道山中湖忍野富士吉田線鳥居地トンネル内の照明の増設

【山中湖村】

○国道 138 号山中湖西交差点から明神前交差点までの歩道整備

○国道 138 号道路改良舗装

○国道 138 号山中湖西交差点の改良整備

○村内ハイキングコースの荒廃地の改修整備

○山中地区サイクリングロード改修舗装

○湖畔沿いの電線の地中化

○県道山中湖忍野富士吉田線の山中湖～忍野間の電線地中化

【鳴沢村】

○ 国道 139 号鳴沢地内の４車線化整備促進

○ 県道富士宮・鳴沢線の整備促進

○ 災害時に住民を避難させる新規防災道路の建設（鳴沢村内～富士河口湖町長浜～若

彦路～国中地域）

【富士河口湖町】

○県道（706 号）精進湖畔線の歩道整備

○県道（707 号）富士河口湖・富士線（船津地区富士河口湖高校）歩道整備

○県道（21号）富士河口湖・精進線（大石地区）拡幅改良工事

○現在建設中の合併支援道路（県道７１４号鳴沢・富士河口湖線）先から県道（710

号）青木が原・船津線までを繋ぐトンネルの設置

○県道（21号）富士河口湖・精進線 西湖畔を周回する歩道及び河口湖より西湖まで

の歩道整備

○県道（710 号）青木が原・船津線の西湖より富岳風穴までの歩道整備

○県道（710 号）青木が原・船津線（長浜地区）ウオーキングトレイル（歩道）整備

○国道 137 号船津三叉路より県道（707 号）富士河口湖・富士線までの道路

○国道 139 号船津登山道入口交差点付近の雨水対策工事

【小菅村】

○国道 139 号狭隘箇所及び危険箇所の改良

○県道上野原丹波山線今川トンネルの早期事業化

【丹波山村】

○国道 411 号おいらん淵～県境鴨沢間の改良整備

○国道 411 号東京都奥多摩町内のトンネル改良整備
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○県道上野原丹波山線今川トンネルの早期着工

● 河川整備箇所

【市川三郷町】

○ 押出川 JR身延線道林踏切より上流側の河川整備

○ 芦川新田橋上流 100ｍより下流側青洲橋間の左岸側護岸嵩上げ整備

○ 芦川高萩地内の左岸整備

○ 芦川青洲橋より上流側浚渫

○ 鳴沢川高田大正地内から碑林公園までの河川整備(重点箇所:平塩地内護岸整備)

○ 印川新印川橋上流未整備区間の河川改修整備

○ 新川黒沢地内未整備区間の河川改修整備

○ 山田川県道山田橋上流側の両護岸整備

○ 葛篭沢川五八地内の河川整備及び葛篭沢地内雑草除去(重点箇所:五八地内護岸改

修)

○ 宮原川宮原地内上流側未整備区間の河川改修整備

○ 三沢川浚渫及び雑草除去

【早川町】

○早川左岸京ヶ島地区の護岸整備

○早川左岸千須和地区護岸の嵩上

○早川左岸役場対岸護岸整備

【身延町】

○富士川右岸手打沢地区の護岸整備

○富士川右岸切石地区の護岸整備

○富士川右岸八日市場地区の護岸整備

○富士川右岸伊沼地区の護岸整備

○富士川左岸宮木地区の護岸整備

○富士川右岸下山地区の護岸整備

○富士川左岸帯金地区の護岸整備

【南部町】

○戸栗川左岸成島竹ノ花地先の護岸整備

○戸栗川柳島地内温井橋～新共栄橋間の護岸整備

○塩沢川右岸大塩地内県道塩沢橋下の護岸整備

○カヤノ木川ＪＲ身延線周辺の護岸整備

○楮根川の左岸宮原地内の床固工と根継工

○福士川の上福士川橋付近の帯工設置

○陰沢川の護岸改修

○横沢川の起点～終点までの護岸整備
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○戸栗川南部地内下流右岸で仮復旧の護岸整備

○船山川船山川橋～月見橋までの堆積土浚渫

【富士川町】

○東川の内水排除対策、青柳排水機場の改修整備及び東川護岸改修

○長沢川の内水排除対策、長沢排水機場の改修整備

○富士川左岸鰍沢地区駅前通の堤防整備

○富士川右岸鰍沢地区鬼島の堤防整備

○南川鰍沢地区南川橋(国道 52 号交差点)付近の河床改修

○富士川親水公園下流の護岸整備

○長澤川・坪川・秋山川・大柳川・戸川の浚渫

【昭和町】

○治水対策のため一級河川鎌田川の早期改修

○１級河川「鎌田川」本改修

【道志村】

○一級河川道志川の和出村地区より上流部の河床整備

【西桂町】

○桂川に自生する雑木の除去

○柄杓流川に自生する雑木の除去

【忍野村】

○新名庄川及び桂川の護岸整備

○新名庄川及び桂川の浚渫

○新名庄川廃水対策として隧道の建設

○桂川沿いの遊歩道整備

【山中湖村】

○大堀川の河川区域の見直し

○大堀川の護岸整備

○一の砂川の護岸整備

【富士河口湖町】

○大石地区 急傾斜地崩壊対策事業

○寺川（河口地区）の護岸整備

○精進地区 急傾斜地崩壊対策事業 （県道精進湖畔線沿い）

○船津地区 国道 137 号線沿い急傾斜地崩壊対策事業

○長浜地区 室沢川 的場川の河口浚渫
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○船津 3258 番地先町道の冠水

○県営河口湖団地周辺及びホテルレジーナ河口湖以東の護岸整備

【小菅村】

○小菅川右岸(棚沢地内)の護岸整備

【丹波山村】

○丹波山温泉上流丹波川右岸高尾地区の護岸整備

○丹波山温泉上流丹波川左岸高尾地区の護岸整備

○丹波川浚渫工事

１０月２２日(木) 「平成２８年度国・県の施策及び予算に関する提案・要望」

県議会事務局において、志村会長、小林優副会長、望月副会長、佐野副会長、小林千尋

副会長及び玉川事務局長が、石井山梨県議会議長に対し、来年度の施策及び予算に関する

提案・要望事項について、その実現を図るため実行運動を行った。

１０月２２日(木) 「平成２８年度国・県の施策及び予算に関する提案・要望」

甲府市内の自民党山梨県連の事務局において、志村会長、小林優副会長、望月副会長、

佐野副会長、小林千尋副会長及び玉川事務局長が、森屋自民党県連会長など三役に対し、

来年度の施策及び予算に関する提案・要望事項について、その実現を図るため実行運動を

行った。

○ 平成２７年１１月の行事

１１月７日(土)～９日(月) 沖縄「甲斐の塔」慰霊巡拝

後藤知事を団長とする巡拝団に、本会を代表して、志村会長及び望月副会長が参加し、

慰霊祭へ出席した。

１１月１８日(水) 全国町村長大会・要望実行運動

全国９２８人の町村長をはじめ、町村会関係者など約１，３００人の出席のもと、東京

都内「ＮＨＫホール」において全国町村長大会が開催され、本県からは、志村会長をはじ

め１２人の町村長が出席した。

大会では、来賓として萩生内閣官房副長官、大島衆議院議長、山崎参議院議長、高市総

務大臣、石破地方創生大臣、谷垣自民党幹事長、飯田全国町村議会議長会長からそれぞれ

挨拶を受けた。

来賓挨拶終了後、町村への応援メッセージとして山口町村の振興を考える会会長による

特別講演が行われた。

今回の大会では、「東日本大震災からの早期復興、全国的な防災・減災対策の推進」「地

方創生を強力に推進」「地方分権改革を強力に推進」「道州制の導入反対」「歳出特別枠及
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び別枠加算の堅持、地方の一般財源総額の確保」「償却資産に係る固定資産税及びゴルフ

場利用税の堅持、車体課税の見直しは代替財源確保が前提」「田園回帰の環境充実、農山

漁村の振興」「都市と農山漁村の共生社会の実現」「領土・外交問題に毅然とした姿勢で挑

むこと」をスローガンに決議９項目及び環太平洋パートナーシップ協定に関する特別決議

並びに３３項目の大会意見が満場一致で採択された。

なお、本会では、大会終了後、大会で採択された決議事項、平成２８年度国・県の施策・

予算に関する提案・要望及び全国町村長大会決議・特別決議・意見の実現を期すため、県

選出国会議員に対し、志村会長、小林優副会長、望月副会長、佐野副会長、小林千尋副会

長及び玉川事務局長が実行運動を行った。

１１月１８日(水) 山梨県人会との意見交換会

東京都内「KKR ホテル東京」において、山梨県人会との意見交換会が開催され、本会

からは１２人の町村長が出席した。

山梨県人会連合会の会員と連携を深め町村自治の確立に資することを目的とし、様々

な意見交換を行った。

１１月２６日（木）～２７日(金) 町村長会議

神奈川県箱根町において開催し、信玄公祭り甲州軍団出陣編成等について協議した。

また、箱根町役場を視察し、山口箱根町長から大涌谷周辺の火山活動と防災対応につい

て説明を受けた。

町村長会議の概要は、次のとおり。

● 協議事項

(1) 信玄公祭り甲州軍団出陣編成について

(2) 平成２８年町村長・町村議会議長新年互礼会について

(3) 暴力団等の排除に関する申合せの見直しについて

(4) 町村長研修会について

●報告事項

(1) 行政不服審査法改正に伴う対応について

(2) ゴルフ場利用税の堅持を求める要請について

(3) 自治労山梨県本部からの要請について

(4) 地域未来塾の開講について

(5) 町イチ！村イチ！２０１５のアンケート結果について

(6) 次回町村長会議について


