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都留市議会報告会「行政への要望等」まとめ 

 
 
【上谷地区】 
①楽山地区は学生が多く、以前から交番が欲しいという要望がある中で、最近、 
交番ができるとの話を聞いたが、その内容について教えてほしい。 

 
【中谷地区】 
①ふるさと時代祭りに協賛している、早馬町、新町、仲町、下町屋台の飾り幕 
が大変痛んできているため、後ろ幕のレプリカを作ってほしい。４町を１度に 
ではなくても、順番で作ってもらい、５，６年かけてでもいいので、緊急にお 
願いしたい。 

②防災について、先日の大阪の地震の際にブロック塀が倒れ、大きな問題にな 
っている。災害時に高齢者や障がい者ががれきの上を非難することは困難と思 
われる。各自治会には一時避難場所が決まっていると思うが、町の中の空き地 
などのスペースを一時避難場所として緊急時に解放してもらえるようにお願 
いできないか。 

③健康ジムのオープンに伴い市民総合体育館 2 階のトレーニングルームが閉鎖 
された。健康を維持するジムじゃなく、本当に身体を鍛えたい方のジムがなく 
なってしまった。もし需要があるならば、その人たちを対象としたものも検討 
してほしい。 

④都留文科大学附属小学校が英語特区となっているが、どのような成果がある 
のか。また、国中地域の私立中学校に通う子どもたちがとても増えていると聞 
いているが、例えば、都留文科大学の中に、レベルの高い中学校や小学校があ 
ってもいいのではないか。地元の子どもたちがなぜ外に出てしまうのか、そん 
なところも今後考えていただきたい。 

⑤都留市の観光事業について、田原の滝に新しく公園ができたり、太郎・次郎 
滝が整備されたりしているが、どのような形で PR されているのか。大月駅で 
は、JR に乗って、ここに行って、こうしようみたいな地図の入ったパンフレ 
ットを目にするが、例えば富士急行とタイアップして行うとか、そのような方 
法で集客ができないのか。 

⑥4 町の屋台は、前日に宵祭りを行っている。屋台に提灯が灯り、暗い中に浮か

ぶ姿が屋台を見るのには一番きれいである。4 町の屋台連合としては、土曜日

に宵祭りを行い、日曜日にお祭りをできればと考えているので、取り上げて

もらえればありがたい。 
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⑦金山神社のお祭りは既に、土日に行っている。土日でないと、お神輿を担ぐ 
人手が揃わない。神事については、行うことが大事であって、その日でなくて 
も、その時に神事を行うことが大事であるとの考えから、10 年ほど前から土 
日に行っている。 

⑧上天自治会に住んでいるが、天神バイパスの信号機は岡島に入るところに 1 
か所しかない。最近では交通量が多く、横断に時間がかかるし危険である。地 
域の意見としては、興譲館高校前と大和工機に抜けるところに信号を設置して 
もらいたい。信号機が難しいとしても、一時停止の看板を設置する等、関係機 
関と交渉してほしい。私の家の近くの十字路も大きな事故が起こりそうなのを 
何度も見ている。併せて検討してほしい。 

⑨仲町大神宮の前の川に蓋をしてほしいという要望があったはずだが、そのま 
まになっており、高校生や中学生が落ちるケースがあった。 

⑩谷村のまちづくりについて、町に閉塞感があり、発展しない感じがしている。 
中心地としてどのように考えているのか。やはり地元の人間が、不便だと感じ 
るところを一つ一つ、細かいところではあるが、解消してほしい。 

 
【下谷地区】 
①都留市立病院の産科分娩について、来年の 2 月から産科分娩が再開するとの 
ことだが積極的に PR をしていただきたい。年間の出産者数はどれくらいをみ 
てるのか。 

②合同庁舎の近くに派出所ができると聞くが、都留警察署の復活はないのか。 
③先日、地震で塀が倒れて小学生が亡くなるという事故があったが、都留市に 
おいても通学路における、点検・確認は行っているか。 

④私の家のとなりのブロック塀が押せばぐらぐらする。通学路となっているし、 
園児も通っている。 

⑤6 月のはじめに、河口湖にまた一つトンネルを掘るということが報じられた。 
都留市においては国中に抜ける道がなく、西桂あたりから一本アクセスがほ 
しい。 

⑥道志村はロードレースのコースになっているので、大会終了後には多くの人 
が来ると思う。そうなれば、やはり道志から都留へのトンネルも必要だと思う。 

⑦深田地区の、南沢という「土石流危険渓流」があるが、その上部は、過去に 
崩落があり、県と国で保安林という網をかけて、平成 6 年から 6 年間、約一 
億かけて工事を行い整備した経過がある。流路工は、深田の真ん中を通ってお 
り、市でつないでもらいたい。通学路にもなっており、子どもや高齢者も通る 
のでお願いしたい。 

⑧金井のトンネルは、いつ完成するのか。進捗状況や計画は。 
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【三吉地区】 
①少子高齢化といわれる中、事件、事故、虐待やいじめなどにより子供が命を

落としている。せっかく授かった子供の命を守ることは重要である。児童相

談所は保護することができる唯一の場所。児相はもっと踏み込んで子供の命

を守るという覚悟はあるのか。都留市行政としての取り組みは。 
②三吉地区でも山を崩して太陽光発電を設置しているが、業者が全くわからな 
い。市では把握しているか。 

③戸沢谷村線の拡幅について。歩道が途中までしかなく、切れている。引き野 
田のゴルフ場に来るお客さんと子供たちの通学時間が同じため、30 ㎞の表示 
をしてほしい。公共施設が上にあるのにセンターラインがなくすれ違いが大変。 
安心・安全なまちづくりのためにも、こういう地域の問題を拾い上げてもらい 
たい。 

④ごみ焼却施設について。今は大月都留に 1 箇所でいいが、10 年後に県で 3 ブ 
ロックにわけるという話。富士北麓と東部が一か所になるということだが、焼 
却炉が 1 つで間に合うかという問題や搬入する道路の関係など将来のために 
禍根を残すことがないよう先を見据えた計画をしてもらいたい。 

⑤亀田重機のところから都ゴルフの寮のところ。かなり高い石積みがあるが、 
専門的な点検を行っていただきたい。 

⑥住吉球場の桜がだいぶ道路のほうに伸びているため、切ってもらわないとす 
れ違えない。 

 
【開地地区】 
①今の焼却場（まるたの森クリーンセンター）の移設について、現状の施設は 
とても良い施設。中津森への移転は必要なのか。 

②県道宝バイパスの整備について、院辺橋付近のトンネルの進捗状況は。 
③かじや坂の県道の拡幅と改修について、現状と計画はどうなっているのか。 
④開地地区の県道（谷村運送から上）のアスファルトの修繕をお願いしたい。 
⑤権現原団地付近の市道上小野線の整備が止まっているので、進めてもらいた

い。 
⑥法能地区（一中付近）の市道の整備を進めてもらいたい。 
⑦かじや坂トンネルでの事故が多いが、原因の調査は。（２月頃、市長が調査を 
約束したとのこと。）看板等で注意喚起が必要ではないか。 

⑧かじや坂トンネルについて、歩行者用のトンネルの中で、スケートボードや 
キャッチボールなど、通行以外での使用があるが、危ないので注意をお願いし 
たい。 

⑨開地地区の発展のために、都留文科大学附属小学校の人数を増やす対策をお 
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願いしたい。（権現原団地の住民を増やす対策など。） 
⑩市内循環バスを三吉、開地地区へもお願いしたい。 
⑪文科大学生の住所（住民票）はどうなっているのか。都留市へ住所を移す人 
数等、市の人口を増やすためにも住所を移すように指導してもらいたい。 

※住民基本台帳法第 22 条において、「生活の本拠（拠点）」をどこにす

るかの判断で、住民票の登録をする自治体が変わってくる。学生の下宿

住所は、あくまで勉学（学校に通う）のための単に寝起きする場所であ

り、月に数回は帰省しても、自分の所有物のほとんどが家族の住んでい

る住所（実家）にある場合だと、これは生活の本拠は、家族の住んでい

る場所であり、下宿先ではないとなり、住民票の移動は不要という判断

が可能となる。（学生は、例外扱いされている。） 
⑫小学校の統廃合の問題について。この４月から、市内小中学校の適正規模、 
適正配置のための準備会が立ち上がったと聞くが、現状と方向性は。 

 
【東桂地区】 
①平成 26 年に東桂派出所の横の道路を整備していただき、4 年余りが経過した 
が、舗装工事が全然進まない。市では、安全で安心なまちの実現を目指す『セ 
ーフコミュニティ』に取り組むとあるが、東桂中学校・小学校の近くの道路整 
備が滞っており、東桂小・中学校の子供たちが安全に歩いていける道路を早急 
に整備する必要がある。 

②平成 30 年度から 3 年かけて行う防災無線のデジタル化について。その運用に 
ついては、今のアナログ方式と全般的に変わってくると思うが、地区の遠隔放 
送機能ということで、自治会長や地区会長であらかじめ登録された固定電話や 
携帯電話より自治会・地区向けの予約放送ができることが主な機能と聞いてい 
る。西日本豪雨の時に、災害時の情報伝達が住民に行き渡らない、集中豪雨が 
あった場合は音声が聞き取れない、などがあったそうだが、そういったことを 
解消してもらいたい。また、今後こういう形になる、ということを市民に周知 
してもらいたい。まず東桂地区からデジタル化してもらいたい。 

③防災ラジオは、デジタル化になれば使えなくなると聞いているが、防災無線 
のデジタル化と現在のアナログ方式の両方を使えるようにしたらどうか。そう 
すれば、防災ラジオも使える。 

④市の事業を行う際、できるだけ計画段階において市民（地元）の意見を聞い 
てもらいたい。地元の人にしかわからない問題点などがあると思うので。 

⑤CCRC（単独型居住プロジェクト）について。来年 4 月のオープンに向けて、 
建物の改修を行なっているのか。すでに入居者の募集をしているのか。 

⑥防災無線のデジタル化について、今から変更（要望）することができるのか。 
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⑦防災無線のデジタル化について、どの地区から工事をしていくのか。地域住 
民の意見を聞いた中で、議員の方々にも現状等を把握していただき、対応を検 
討してもらいたい。【議会共通】 

⑧災害時にドローンの活用が非常に有効的だと思うが、配備状況等は。 
⑨避難準備情報なども CATV で流してもらいたい。 
⑩デジタル化になってからでいいのだが、火事・事故などの情報も CATV でテ

ロップでも構わないので流してもらいたい。（吉田の CATV は火事などの情報

が流れる。） 
⑪警察署がなぜ大月市に移ってしまったのか。今後も要望等は続けてもらいた 
い。 

⑫東桂の駐在所は、いつも警察官がいない。 
 市道と駐在所との境界に塀が設置されているが、国道に出るときに見通しが 
悪く、歩道を歩いてくる人が見えず危険である。 

 
【宝地区】 
①市内 9 連合自治会の中で宝地区だけ公営住宅がない。前回もお願いしたが、 
子育て支援住宅をサンタウン宝住宅地内に要望したい。 

②中津森地内の新ごみ焼却施設について詳しくお聞きしたい。 
③農業をどのように活性化していくか、川棚の整備はどうするのか。 
④新しくできるトンネルに歩道はないとのことだが、説明会があれば、私は甲 
府の愛宕トンネルぐらいのものを希望した。院辺橋の歩道を使えというのは納 
得いかない。地元の議員としてもっと強く意見を言うべきだったのではないか。 

⑤大幡初狩線について。道路の加工の土地交渉がすんだあと圃場整備がついて 
くる。9 年間とのことだが、残り 7 年間ほどしかない。間に合うのか。また、 
拡幅も遅れているが、いつごろ着工し、どうしていくのか。 

⑥中津森に観音沢という沢がある。去年の 10 月の大雨の時に土砂が押し出し、 
県道沿いの水路を流れ、途中で浸水騒ぎがあったが、その時の対処が仮補強的 
なもので水路の改修が終わったようだが、さっき見てきたら擁壁が半分崩れて 
る。倒れないようにしてあるのが現状なので早急に何とかしてほしい。 

⑦富士吉田市でふるさと納税が 10 何億円というニュースがあったが、都留市で 
はどのくらいあるか。また、返礼品はどんなものがあるか。 

⑧自民党の県議会議員が今の後藤知事をおろしてほかの知事に変えたいとの話 
があるが、まだ一年目。市をあげて、県をあげて応援してもらいたい。 

⑨地域の発展を望んでいる。いろんな問題があるが、結局は地元に人がいてさ 
かっていかなければ解決しない。若者が地元に居つかない現状を打開したいと 
思っている。子育て専用団地の話もあったが、地域に住んでよかったと思える 
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といい。 
⑩畑を始めたが猿との格闘。柵を作るのも大事だが、山に入って整備をするこ

とも先々のことを考えると重要である。そんな対策も検討してほしい。 
⑪水道法が改正されたことに伴い、民間の企業が水道事業に入り込み料金が高 
くなることも良しとすることになった。また、原子力発電所の最終処分場マッ 
プなども出たが、お金が交付されることから安易にそういうものに手を挙げる 
など、私たちの地域が危ぶまれることは考えてもらいたい。また、こういうよ 
うな機会に声をかけていただき、皆さんこの地域をどうしていこうかなど、こ 
ういう形で集まって話をしていきたいと思う。【議会共通】 

 
【禾生地区】 
①防災無線がデジタル化されるが、単に聞こえやすくなるというもの。防災対 
策は数限りなくすべきことがある。防災に関しての予算を増やした方がいい。 

②地域の安心安全という分野で、防犯カメラの設置へのお力添えをお願いした 
い。健康科学大学には女性も多いし、小中学校の子供たちの安全という点から 
も地域に設置してもらいたい。【議会共通】 

③以前コンビニで住基カードで住民票を取ろうとしたが、都留市は対応してい 
ないと言われた。現在のマイナンバーカードで市役所が休みの日などにコンビ 
ニで住民票が取れるか？もし取れないのなら、いつ頃対応する予定か？ 

④健康のためにプールに行きたいが、夜や休日に行けるような市の施設があれ 
ばいいと思う。今後そのような施設ができる予定はあるか。西桂町と富士吉田 
市では公共施設の相互利用をしているが、都留市も他市と連携して格安で公共 
の施設を利用できるようになれば魅力的だがいかがか。 

 
【盛里地区】 
①夜間の豪雨の際に、防災無線が聞きとれない。災害時の避難の有無など、何 
かあってからでは遅いので検討してほしい。 

②旭小学校において、平成 28 年度から実施される予定であった複式学級を回避 
していただいた。教育首都つると謳っており、また統廃合の問題もあるが、今 
後も学力低下の可能性の高い複式学級を避けていただきたい。 

③今年の４月に曽雌で火災があり、曽雌自治会の防災倉庫が被災し、中の防災 
用備品が全焼した。市からは、防災用備品は費用の１／２を補助するので申告 
してもらいと言われたが、不慮の事故により被災で失った防災設備や備品は、 
市で全額負担してくれるとか現品支給等の特例があってもいいのではないか。 

 また、今後は防災設備や備品などの団体火災保険への加入の紹介をお願いす 
る。 
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④道の駅つるは、昨年度までの経常収支は黒字だったと聞いているが、今年の 
４月以降、運営がおかしくなっている。（実際に加工品などを出品している） 

 今年３月で販売・経営のプロフェッショナルであった人が辞め、それ以降は 
市役所の職員が中心となり運営しているが、客数が減り、売り上げも落ちてい 
ると思う。早期に以前のように、販売・経営のプロを起用し、運営と経営を健 
全にしてもらいたいと思う。現在は、品質が低下し、クレームも多くなってい 
る。 

⑤馬場第一地内に沢があり、そこは土砂災害危険区域になっている。現在、そ 
こには砂防堰堤があるが、土砂が入り込んでいて役に立っていない。県では、 
現在の堰堤を嵩上げして対応しようと事業を計画しているが、嵩上げ工事が完 
了した後、工事用道路として使う道を、そのまま道路として使えるように残し 
ていただいて、農業や山の管理用に利用できれば地元として非常にありがたい。 

 地権者の方々も県との交渉の中で、そのような内容の覚書を交わすようなこ 
とを考えている。市の協力がなければ事業が進まなくなってしまうので、協力 
をお願いしたい。 

⑥連合自治会長について、現在、各地区の自治会長が当番制で連合自治会長に 
なっていると思うが、大きな自治会では多くの人がいて適任の方も多くいるが、 
私の所では 23 軒で一つの自治会ということで、非常に負担になるという話が 
ある。人によっては、多くの人の前で話すことが苦手だったりすることもあり、 
そういうことであれば自治会を抜けたいということもあった。あまり負担にな 
るような役を持ってこられてもどうなのかという意見もあり、当番制ではなく、 
いい方法を検討していただきたい。 

⑦CCRC 事業の計画に対して現状はどうなのか。また、高齢者が移住してくる 
ことにより介護保険など市の負担が増えると思うが。 

⑧広報等に市の決算報告が掲載されているが、数字上、わかりにくい。今後は、 
企業会計による資料で公表するということは考えているか。 
また、土地については資産に組込まれていると思うが、評価は路線価でして 
いるのか、公示地があるところでは公示地を使っているのか、地形補正をし 
ているのか、売買価格で評価しているのか。 
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都留市議会報告会「市議会への要望等」まとめ 

 
 
①「ふるさと時代祭り」を観光という面で考えると、我々（屋台保存会）とし 
ても土日開催にしてほしいと考えている。議会としてもそのように動いていた 
だけるとありがたい。八朔祭りとして神事を行うのであれば、四日市場の他に 
も谷村本町に 7 自治会があり、その氏子の代表が 9 月 1 日に神事を行い、本 
町で行っている「付け祭り」を土日に行うというように、時代祭りと協賛で行 
うという形をとれば問題はないと思う。【中谷地区】 

 
②議会報告よりも地域で困っていること、課題を吸い上げて、議会で一般質問 
をしていただく方が、こういった会への出席者も増え効果があるのではないか。 
資料を当日渡されて質問しろと言われても無理である。【三吉地区】 

 
③防災無線のデジタル化について、どの地区から工事をしていくのか。地域住 
民の意見を聞いた中で、議員の方々にも現状等を把握していただき、対応を検 
討してもらいたい。（市共通）【東桂地区】 
 

④議員の方々には情報を提供してもらいたい。住民の意見・要望など、地域を

実際に歩いて、聞いていただき、市政に反映してもらいたい。【東桂地区】 
 
⑤3 月議会で議員定数の削減について否決されたとのことだが、その内容につい

てもう一度詳しく説明をお願いしたい。【宝地区】 
 
⑥藤江議員に質問したい。全国的に女性議員が少ないがその理由をどう考える 
か。【宝地区】 

 
⑦水道法が改正されたことに伴い、民間の企業が水道事業に入り込み料金が高 
くなることも良しとすることになった。また、原子力発電所の最終処分場マッ 
プなども出たが、お金が交付されることから安易にそういうものに手を挙げる 
など、私たちの地域が危ぶまれることは考えてもらいたい。また、こういうよ 
うな機会に声をかけていただき、皆さんこの地域をどうしていこうかなど、こ 
ういう形で集まって話をしていきたいと思う。（市共通）【宝地区】 
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⑧大学連携型の CCRC について、市の施策である以上は既存住民の住み良さが 
上がることが望ましい。どのようなメリットがある事業となっていくのか、み 
なさんのビジョンをお聞かせ願いたい。【禾生地区】 

 
⑨議員の視察について、個人的にはすごくいいことだと思うが、視察に行った 
ことによってどういったことが反映できているかが重要。つまり費用対効果。 
議員の立場である皆さんにおかれては個人での視察や書物を含んだ勉強を日 
ごろからされていると思うが、公費をかけて全国を見て歩いてどのようなアウ 
トプットになっているか。視察だけに関しての費用対効果を報告できるような 
状態になっていると市民としては納得感があると思う。【禾生地区】 

 
⑩地域の安心安全という分野で、防犯カメラの設置へのお力添えをお願いした 
い。健康科学大学には女性も多いし、小中学校の子供たちの安全という点から 
も地域に設置してもらいたい。（市共通）【禾生地区】 
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