
「やまなし水政策ビジョン（仮称）」素案に対する
県民意見提出制度（パブリックコメント）提出意見一覧

・実施期間：H25.4.23～5.22（30日間）

・意見提出者：9（個人9、団体0）

・意見総数：26（26項目）

№ 箇所 該当頁 意見の内容

1 ２水政策ビジョンの役割 2 　このヴィジョンはこのヴィジョンはこのヴィジョンはこのヴィジョンは、、、、向向向向こうこうこうこう何年先何年先何年先何年先までをまでをまでをまでを対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲としたとしたとしたとした構想構想構想構想なのでなのでなのでなので
しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。平成53年までの人口推計が掲示されているから、今年平
成25年（2013年）から28年間2041年までのヴィジョンと受け止めま
す。ただ8年前の「山梨県水政策基本方針」の策定ということをふま
えるならば、2013年を始めとして2022年頃までの10年間ということで
しょうか。

2 ３水資源の現状
　（１）国際的な水問題
　　《食糧危機と水》

6 　日本は水の豊かな国と一般認識はありますが、この仮装水（バー
チャルウオーター）への言及は、日本の水の豊かさは食料自給率の
悪さの陰に隠れた水の豊かさであったとの認識へと導くものであり
良い視点です。

3 ４山梨県の水資源 8 　素案の中で検討されている水資源の収支計算では、気象庁アメダ
スのデータを利用していますが、気象庁は県内山間部の観測を止
めています。レーダーアメダスの利用もしているようですが、県北部
の推定精度は不安が残っています。水資源水資源水資源水資源のののの推定推定推定推定をををを行行行行うううう際際際際にはにはにはには、、、、
山梨県山梨県山梨県山梨県のののの運用運用運用運用しているしているしているしている約約約約100100100100地点地点地点地点のののの雨量計雨量計雨量計雨量計をををを活用活用活用活用してしてしてして行行行行くべきとくべきとくべきとくべきと考考考考
えますえますえますえます。。。。
　一般的に言われるように、山間部での降水量は平野に比べて大き
く、山梨県においては水源として実態の把握が必須であります。ぜぜぜぜ
ひひひひ独自独自独自独自にににに蓄積蓄積蓄積蓄積されているされているされているされている降水量降水量降水量降水量データをデータをデータをデータを利用利用利用利用したしたしたした水資源水資源水資源水資源のののの把握把握把握把握をををを
していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

4 ４山梨県の水資源
　（１）水環境の現状
　　【水質】

16 　工業用地から河川への排水は、Ｐ１６図４－１２「公共用水域水質
測定」のみに登場している。県は、各市町村が行っている「水質検
査」を把握しているのか。工業団地工業団地工業団地工業団地からのからのからのからの排水検査排水検査排水検査排水検査をををを行行行行っているっているっているっている市市市市
町村一覧町村一覧町村一覧町村一覧をををを、、、、当該工業団地当該工業団地当該工業団地当該工業団地とのセットでとのセットでとのセットでとのセットで表示表示表示表示されたいされたいされたいされたい。。。。市町村市町村市町村市町村がががが
行行行行っているっているっているっている工業団地工業団地工業団地工業団地からのからのからのからの排水検査排水検査排水検査排水検査のののの歴年傾向推移歴年傾向推移歴年傾向推移歴年傾向推移をををを表示表示表示表示されたされたされたされた
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行行行行っているっているっているっている工業団地工業団地工業団地工業団地からのからのからのからの排水検査排水検査排水検査排水検査のののの歴年傾向推移歴年傾向推移歴年傾向推移歴年傾向推移をををを表示表示表示表示されたされたされたされた
いいいい。。。。

5 ４山梨県の水資源
　（２）水資源需要量と将来予測
　　【工業用水】

30 　Ｐ３０「表４－１３工業用水使用量と回収率」で、回収率回収率回収率回収率がががが平成平成平成平成14141414年年年年
をピークにをピークにをピークにをピークに減少減少減少減少しししし、、、、平成平成平成平成22222222年年年年のののの回収率回収率回収率回収率がががが20202020年前平成年前平成年前平成年前平成2222年年年年とととと同一同一同一同一とととと
なってきたなってきたなってきたなってきた要因要因要因要因はははは何何何何かかかか。。。。工業用水総量の減少であっても、回収率回収率回収率回収率をををを
50505050%%%%以上以上以上以上にににに維持維持維持維持していくしていくしていくしていく「「「「施策施策施策施策」」」」はははは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取組取組取組取組をををを行行行行ったのかったのかったのかったのか（県
としての指導、当該工業用水使用企業・各々）。以上を明らかにされ
たい。

6 ７政策目標
８基本方針

59
60

　沖縄本土復帰に当り、アラン・フォーバス（米国のツーリズム・ プロ
デューサー）が堺屋太一に伝授した地域振興策は以下の６つ
①ヒストリー（山梨県立博物館「水の国やまなし」・ドラマ・映画）
②フィクション（物語・メディア）
③リズム＆テイスト（歌・味）
④ガール＆ギャンブル（人気ギャル・女子会・健康産業・美容産業）
⑤サイトシーイング（景観・写真集）
⑥ショッピング
水政策推進水政策推進水政策推進水政策推進にににに当当当当ってはってはってはっては、、、、これらのこれらのこれらのこれらの項目項目項目項目もももも参考参考参考参考にににに水水水水そのもののそのもののそのもののそのものの費消費消費消費消
をををを促促促促すようなすようなすようなすような施策施策施策施策ではなくではなくではなくではなく、、、、ソフトソフトソフトソフト重視重視重視重視、、、、やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい取取取取りりりり組組組組みなどもみなどもみなどもみなども
検討検討検討検討しししし、、、、付加価値付加価値付加価値付加価値アップをアップをアップをアップを期待期待期待期待したいしたいしたいしたい。。。。

7 ８基本方針
　（１）育水と保全
　（２）魅力発信と活用
　（３）連携と相互理解

60
62
64

　山梨は、大都市圏（東京・神奈川・静岡）の水がめであり、森森森森づくりづくりづくりづくり
などなどなどなど「「「「育水育水育水育水・・・・保全保全保全保全」」」」こそこそこそこそ山梨山梨山梨山梨のイメージアップのイメージアップのイメージアップのイメージアップ、、、、ブランドづくりにつなブランドづくりにつなブランドづくりにつなブランドづくりにつな
がっていくがっていくがっていくがっていくものと思われます。
　すでに企業の森づくりや環境税など下流圏を巻き込んだ取り組み
が始まっていますが、国内外でどのような地下水規制・保全・育水策
が講じられているかなどを研究し、運動運動運動運動としてとしてとしてとして継続発展継続発展継続発展継続発展させていくこさせていくこさせていくこさせていくこ
とがとがとがとが大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。

資料資料資料資料１１１１

1 / 4 ページ



№ 箇所 該当頁 意見の内容

8 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅰ地下水の保全と適正利用

60 　白州の景観、水質の良さに惹かれて白州町下教来石に別荘を建
てて２０年になるものです。この間、豊富に出る美味しい井戸水を楽
しみ、昨年からは小さな畑を作り、夏の日照りにも十分な水やりがで
きておりました。勿論、水が出なくなることなどこれまで１度もありま
せんでした。
　ところが、この５月１３日から水が度々出ない状態がおき、井戸を
調べていただいたところ“枯水“であることが判明致しました。
　別荘建設時には近くにジュース工場が１棟建っていただけなの
が、この２０年間に増設を繰り返し、特に昨年の増設は大掛かりなも
のでした。また別の大手企業が同じ地区に工場を建てています。
　水源の調査など個人レベルでできることでは無く、私共の井戸の
枯水がこれら工場の増設によるものかどうか不明ではありますが、
工場増設の度に危惧を抱いていたのは事実です。
　水の美味しさで評判の白州がその水を利用する工場の新設・増設
を野放しにしていては、いずれその工場が立ち行かなくなる事態も
出、また、美味しい水を求めてくる県外者も減少してしまうことにもな
るでしょう。
　水資源保護の対策を募集しておられるのに、このような内容で的
外れだとは思いますが、実害実害実害実害がががが未未未未だだだだ無無無無いとのいとのいとのいとの認識認識認識認識をおをおをおをお持持持持ちのようでちのようでちのようでちのようで
すのですのですのですので、、、、私共私共私共私共のののの状況状況状況状況をおをおをおをお知知知知らせするものですらせするものですらせするものですらせするものです。。。。
　貴重貴重貴重貴重なななな白州白州白州白州のののの財産財産財産財産であるであるであるである水水水水をををを保護保護保護保護しししし、、、、景観景観景観景観をををを守守守守るるるる上上上上でもでもでもでも、、、、これこれこれこれ以以以以
上上上上のののの水水水水をををを消費消費消費消費するするするする工場工場工場工場のののの建設建設建設建設のののの不許可不許可不許可不許可をををを切切切切にににに願願願願いますいますいますいます。。。。

9 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅰ地下水の保全と適正利用
　　Ⅱ水源地域の保全

60 　一番心配一番心配一番心配一番心配していることはしていることはしていることはしていることは、、、、外国企業外国企業外国企業外国企業によるによるによるによる日本日本日本日本のののの土地土地土地土地のののの購入購入購入購入でででで
すすすす。。。。広範囲広範囲広範囲広範囲のののの地下水地下水地下水地下水をくみをくみをくみをくみ上上上上げげげげ、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開しているというしているというしているというしているという話話話話をををを
知知知知りましたりましたりましたりました。。。。このこのこのこの地下水地下水地下水地下水についてについてについてについて、、、、法律法律法律法律でででで規制規制規制規制されているのでしょうされているのでしょうされているのでしょうされているのでしょう
かかかか？？？？とてもとてもとてもとても心配心配心配心配ですですですです。。。。一人当たりの水資源賦存量が世界平均の１
／２という日本国土。水紛争が起きて日本国民が水に苦しむことが
あってはならないと思います。

10 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅱ水源地域の保全

60 　現在利用している地下水は数十年あるいは数百年以前に地下に
浸透したものであり、従ってその頃の森林資源は現在のような人工
林に覆われる以前の豊かな保水力に富んだ広葉樹が茂っていた頃
の過去の産物と言えます。
　地下水の賦存量は経年減少傾向であり、今後の増加要素はまっ
たくないことと上記の理由から経年ごとに更に減少することが予測さ
れます。
　増増増増ええええ続続続続けるけるけるける水需要水需要水需要水需要をまかなうためのをまかなうためのをまかなうためのをまかなうための対策対策対策対策としてとしてとしてとして現在現在現在現在のののの人工林人工林人工林人工林からからからから　増増増増ええええ続続続続けるけるけるける水需要水需要水需要水需要をまかなうためのをまかなうためのをまかなうためのをまかなうための対策対策対策対策としてとしてとしてとして現在現在現在現在のののの人工林人工林人工林人工林からからからから
保水力保水力保水力保水力のあるのあるのあるのある広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹へのへのへのへの転換転換転換転換をををを図図図図ることがることがることがることが急務急務急務急務ですですですです。。。。

11 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅱ水源地域の保全

60 　人工林から保水力のある広葉樹への転換は人為的にできることで
すが、人為的に解決不能状態に陥っているのが有害獣による農業
や森林被害と表土の踏み荒らし、掘り起こしによる土壌流失と雨水
の地中浸透の悪化です。
　この増え続けるサル、シカ、イノシシ等の人為による制御はもはや
不可能であり、電柵等による防護も農村集落を守り山林へ追いやる
ためのものであり、山林を守る手段は、まったく効果的な対策は考え
られません。狩猟圧もハンターの減少と高齢化で体力的にも山岳狩
猟はまったく期待できません。つまり人の手に負えない事態が全国
でそして山梨でも起きています。
　遠因は明治時代にオオカミを絶滅させたことによる天敵不在で、サ
ル、シカ、イノシシなど有害獣が止めどなく増え続け最悪の事態を引
き起こしています。この事態は水資源や生態系保全のための人工
林から広葉樹へと転換しても植林の被害は決して免れることはでき
ず、やがては森林そのものが荒廃することが非常に危惧されます。
　従って、今こそ本来の１００年以前の自然の状態を取り戻す根本的
な自然回復策としてのオオカミ導入策は必須です。欧米ではかつて
日本のようにオオカミを排除した過ちからオオカミを保護し自然回復
を図っています。
 このこのこのこの根本的根本的根本的根本的なオオカミなオオカミなオオカミなオオカミ導入導入導入導入というというというという解決策解決策解決策解決策をををを是非環境省是非環境省是非環境省是非環境省へへへへ働働働働きかけきかけきかけきかけ
国国国国としてのとしてのとしてのとしての政策政策政策政策へとへとへとへと環境立県環境立県環境立県環境立県をををを掲掲掲掲げるげるげるげる山梨県山梨県山梨県山梨県がががが先鞭先鞭先鞭先鞭をつけをつけをつけをつけ導導導導くべくべくべくべ
きですきですきですきです。。。。１００１００１００１００年後年後年後年後のののの子孫子孫子孫子孫へへへへ水水水水にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた山梨県山梨県山梨県山梨県をををを残残残残すためにもすためにもすためにもすためにも最最最最
重要課題重要課題重要課題重要課題ですですですです。。。。

12 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅱ水源地域の保全

60 　耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地へのへのへのへの入水入水入水入水とそのとそのとそのとその保持保持保持保持をををを条例化条例化条例化条例化しししし、「、「、「、「県県県県とととと市町村市町村市町村市町村」」」」がががが地地地地
主主主主のののの意向意向意向意向とはとはとはとは別別別別にににに、、、、雑草対策雑草対策雑草対策雑草対策・・・・災害対策災害対策災害対策災害対策・・・・耕作用土壌維持耕作用土壌維持耕作用土壌維持耕作用土壌維持をををを目的目的目的目的
としたとしたとしたとした施置施置施置施置をおこなうことができるようにすることををおこなうことができるようにすることををおこなうことができるようにすることををおこなうことができるようにすることを課題化課題化課題化課題化すべきですべきですべきですべきで
すすすす。。。。耕作していない「もと水田や畑」に水を張ることは、雑草を抑え気
温の上昇も抑えることができます。（環境用水）
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№ 箇所 該当頁 意見の内容

13 ８基本方針
　（１）育水と保全
　　Ⅲ河川流量の確保と多面的機能
　　　の維持
　（４）暮らしと防災
　　Ⅳ防災対策の適切な実施

60
65

　山梨県の降水量は盆地で、年間約１、０００㎜程ですが、これを有
効活用するため、やまなし環境カウンセラー協会では、家屋の屋根
等に降った雨水を貯留して、通常は庭の散水等に利用、災害等が
発生した場合には緊急用水源として活用できるよう、簡易的な雨水
利用タンクの設置を勧めております。
　　　　東京都をはじめ他の自治体では、このような雨水利用タンク設置
に対する補助金が交付されると、聞き及んでおります。本県にも同
様な制度を制定していただきたく、お願いいたします。
　例えば、広域下水道敷設に伴い使用されなくなる家庭用浄化槽を
活用し、洗浄殺菌の後、雨水貯留タンクとして活用するための補助
金制度はいかがでしょうか。
　現在現在現在現在、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用にににに雨水雨水雨水雨水をををを貯留貯留貯留貯留するためのするためのするためのするための専用専用専用専用タンクタンクタンクタンク等等等等もももも販売販売販売販売されてされてされてされて
おりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、家屋家屋家屋家屋のののの屋根屋根屋根屋根にににに降降降降ったったったった降水降水降水降水はははは、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに排水路排水路排水路排水路からからからから河河河河
川等川等川等川等にににに流流流流してしまうしてしまうしてしまうしてしまう事事事事がががが多多多多いようにいようにいようにいように見見見見うけられますうけられますうけられますうけられます。。。。最低最低最低最低でもでもでもでも浸透浸透浸透浸透
枡枡枡枡をををを用用用用いいいい宅内処理宅内処理宅内処理宅内処理しししし、、、、地下水地下水地下水地下水としてとしてとしてとして活用活用活用活用できるようなできるようなできるようなできるような措置措置措置措置をををを講講講講じねじねじねじね
ばなりませんばなりませんばなりませんばなりません。。。。これらのこれらのこれらのこれらの施策施策施策施策によりによりによりにより、、、、多少多少多少多少なりともなりともなりともなりとも洪水洪水洪水洪水のののの緩和緩和緩和緩和にもにもにもにも役役役役
にににに立立立立つとつとつとつと思思思思いますいますいますいます。。。。

14 ８基本方針
　（２）魅力発信と活用

62 　山梨の水に対する取り組みは全国的に見てもかなり先進的である
と思われるので、県内県内県内県内だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく県外県外県外県外にもにもにもにも広広広広くくくく広報広報広報広報していくことがしていくことがしていくことがしていくことが地地地地
域域域域ブランドブランドブランドブランド形成形成形成形成につながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく。

15 ８基本方針
　（２）魅力発信と活用
　　Ⅱ農業用水の保全と活用

62 　昨年（2012年）釜無川から甲斐市が取得している流水に砂が多量
に混ざり、農業用水として水田の中まで砂が入りこんできましたが、
国交省河川事務所は「砂は業務対象外」として対策をとろうとしませ
んでした。甲斐市は信玄堤取水口にたまった砂を取り除く作業は行
いましたが、水田への砂の流入を防ぐことはできなかった。
　このような事態が生じており、「山梨県」はどう関与するのか、釜無
川の流れそのものの検証を山梨県としておこなうのか。ヴィジョンで
は、このような事案への対応として課題化されているのか。課題化さ
れていないのであれば課題化されたい。

16 ８基本方針
　（２）魅力発信と活用
　　Ⅲエネルギー利用の普及・促進

62 　小水力発電は素晴らしいと思いますが、山梨ならではの、水を使っ
た、もっと、画期的な発電方法を検討してください。以下、素人の戯
言です。
　たとえば、冷たい海洋深層水と温かい表層水の温度差を利用した
発電装置があると聞きます。わがわがわがわが山梨山梨山梨山梨にはにはにはには海海海海はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、多数多数多数多数発電装置があると聞きます。わがわがわがわが山梨山梨山梨山梨にはにはにはには海海海海はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、多数多数多数多数
のののの温泉温泉温泉温泉がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、温泉温泉温泉温泉のののの温水温水温水温水とととと、、、、河川河川河川河川やややや地下水地下水地下水地下水のののの冷水冷水冷水冷水とのとのとのとの
温度差温度差温度差温度差をををを利用利用利用利用できるのではないでしょうかできるのではないでしょうかできるのではないでしょうかできるのではないでしょうか。。。。
　またまたまたまた、、、、小水力発電小水力発電小水力発電小水力発電でででで、、、、電気電気電気電気をそのままをそのままをそのままをそのまま利用利用利用利用するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、一旦一旦一旦一旦、、、、
そのそのそのその電力電力電力電力でででで水素水素水素水素をををを生成生成生成生成してタンクにしてタンクにしてタンクにしてタンクに保存保存保存保存しておきしておきしておきしておき、、、、必要必要必要必要なななな時時時時にににに燃料燃料燃料燃料
電池電池電池電池にてにてにてにて利用利用利用利用すればすればすればすれば、、、、よりよりよりより、、、、安定的安定的安定的安定的なななな電源電源電源電源になるのではないかともになるのではないかともになるのではないかともになるのではないかとも
考考考考えましたえましたえましたえました。。。。
　　　　技術的に、すぐには無理かも知れませんが、将来的にはできるの
ではないかと期待しております。
　水の専門家である皆様ならば、もっと、何かあるはずですので、ご
検討、よろしくお願いいたします。

17 ８基本方針
　（３）連携と相互理解
　　Ⅰ地域間交流の促進
　　Ⅱ様々な主体による取り組み
　　　 の推進

64 　水は生命の血液です。日頃当たり前と思っている水を大切にした
いです。道志村に住んでいる友人が、道志は、神奈川と特別な関係
があり、多くの交流があるんだよ。なぜなの？答えは道志の水を神
奈川へ配水しているから。何と水が取り持つ縁だったのです。だから
水は大切にしたいですね。

18 ８基本方針
　（３）連携と相互理解
　　Ⅰ地域間交流の促進
　　Ⅱ様々な主体による取り組み
　　　 の推進

64 　森林の管理を行う上で、民間企業や市場の力を利用できる環境を
整えていくことが大事であると思います。森林の整備それ自体を目
的とした事業だけではなく、林業林業林業林業によってによってによってによって採算採算採算採算がががが取取取取れれれれ、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業がががが
森林森林森林森林をををを経営資源経営資源経営資源経営資源にしたにしたにしたにした営利活動営利活動営利活動営利活動をををを行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、結果的結果的結果的結果的にににに森林森林森林森林のののの整整整整
備備備備がががが促進促進促進促進されるようなされるようなされるようなされるような仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを導入導入導入導入していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思
いますいますいますいます。。。。ドイツなどのドイツなどのドイツなどのドイツなどの林業先進国林業先進国林業先進国林業先進国のののの例例例例をををを参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、林業林業林業林業がががが産産産産
業業業業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立ちちちち、、、、水源地域水源地域水源地域水源地域がががが保全保全保全保全されるされるされるされる施策施策施策施策がががが出来出来出来出来ることをることをることをることを期待期待期待期待
しておりますしておりますしておりますしております。。。。

19 ８基本方針
　（３）連携と相互理解
　　Ⅰ地域間交流の促進
　　Ⅱ様々な主体による取り組み
　　　 の推進

64 　山岳部での人口減少、高齢化、単身化は、上水道の維持にどのよ
うな影響をおよぼすのか。山岳部の居住そのもののインフラ維持は
可能か。山間部村山間部村山間部村山間部村のののの居住空間居住空間居住空間居住空間のののの維持維持維持維持そのもののそのもののそのもののそのものの検討検討検討検討をををを含含含含めためためためた山山山山
岳部居住者対策岳部居住者対策岳部居住者対策岳部居住者対策へのへのへのへの国国国国・・・・県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき任務任務任務任務とととと役割役割役割役割をををを整整整整
理理理理してヴィジョンとしてしてヴィジョンとしてしてヴィジョンとしてしてヴィジョンとして掲示掲示掲示掲示すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。
　山間部村山間部村山間部村山間部村のののの居住空間居住空間居住空間居住空間のののの維持維持維持維持のためのコストをのためのコストをのためのコストをのためのコストを将来将来将来将来（（（（近近近近々）々）々）々）のののの人口人口人口人口
減少減少減少減少によってによってによってによって容認容認容認容認できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる。。。。水源保全水源保全水源保全水源保全のためののためののためののための投資投資投資投資のみとなのみとなのみとなのみとな
るるるる、、、、ならざるをならざるをならざるをならざるを得得得得ないだろうとのないだろうとのないだろうとのないだろうとの予測予測予測予測がががが前提前提前提前提ですですですです。。。。
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№ 箇所 該当頁 意見の内容

20 ８基本方針
　（３）連携と相互理解
　　Ⅰ地域間交流の促進
　　Ⅱ様々な主体による取り組み
　　　 の推進

64 　山間部（山林・水源エリア）在住人口と近未来人口推移想定を行
い、「山林と水源」保持のための労働力確保の可否推定を行い、山
梨県として20年後、30年後にきっちり残すべき「山林・水源」像を明ら
かとしていただきたい。

21 ８基本方針
　（３）連携と相互理解
　　Ⅲ地域の水環境の持続的な保全

64 　県内には「自然遺産として県民が保持したいと願っている水関連
“自然”があります。ヴィジョンにも登場している「信玄堤」もその一つ
です。「市民が認定する自然遺産」運動として、「ゴミゼロ３６５日」
「禁煙ゾーン」「車の駐車は一定の距離をおく」等々の基準を募集
し、来場者への投票を呼び掛ける。投票数は定期的に収約し、県と
該当市町村広報で報告する。水源エリアとしての山梨県は、桂川、
笛吹川、富士川（釜無川）各々の川筋での、「自然」保持が求められ
ており、それを日常不断の活動として推進していく仕掛けが「自然財
産市民認定運動」（自然遺産のＢ級グルメ版）です。　ご検討くださ
い。

22 ８基本方針
　（４）暮らしと防災
　　Ⅰ安定的な水の供給

65 　人口減少と使用量総体の減少は、上・下水道事業の維持継続に
使用料金の上昇をもたらすか。水道事業団のあり方についての検
証検討を課題として掲示すべきです。

23 ８基本方針
　（４）暮らしと防災
　　Ⅲ水質・水環境の保全

65 　検査情報の共有化として県として県民への情報提供を具体化され
たい。
　御勅使工業団地の排水について、韮崎市と南アルプス市が年各2
回検査を行い、下流域甲斐市が釜無川取水口で検査を行い、国交
省も信玄橋上からの検査を行っていたという記憶があります。これらこれらこれらこれら
のののの検査情報検査情報検査情報検査情報をををを県県県県にににに集中集中集中集中（（（（県県県県のののの立場立場立場立場からはからはからはからは情報情報情報情報のののの提供提供提供提供をいただきをいただきをいただきをいただき））））
しししし、、、、河川河川河川河川ごとのごとのごとのごとの検査結果情報検査結果情報検査結果情報検査結果情報のののの確認確認確認確認ができるができるができるができる「「「「情報提示情報提示情報提示情報提示」」」」をををを課題化課題化課題化課題化
されたいされたいされたいされたい。。。。

24 ８基本方針
　（４）暮らしと防災
　　Ⅳ防災対策の適切な実施

66 　防災対策は水害対策としてのみ課題化されているのみで、2011年
東日本大地震や今後の富士山噴火や東海・東南海地震等をふまえ
た「水の生産と被災地への提供」という視点が欠落しています。災害災害災害災害
発生時発生時発生時発生時のののの静岡静岡静岡静岡・・・・神奈川神奈川神奈川神奈川・・・・東京東京東京東京へのへのへのへの「「「「水水水水」」」」支援支援支援支援をををを課題化課題化課題化課題化すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

25 ８基本方針
　（４）暮らしと防災
　　Ⅳ防災対策の適切な実施

66 　富士山噴火・火山灰の｢水｣への影響を検証し、県内の水（生活用
水・農業用水）確保にむけた手だてを課題化すべきです。

　　Ⅳ防災対策の適切な実施
26 ９基本方針に基づく施策・事業の推進体制

　（１）様々な主体の参加と連携
　（２）庁内推進体制の確立

67 　山梨大学国際流域センターでは、最先端機器/技術を動員して県
内の水循環について多角的な研究が進んでおります。より密な連携
によって、日本だけでなく世界の手本となる水政策策定の一助を図
れればと思います。職員職員職員職員のののの種種種種々々々々のののの水問題水問題水問題水問題にににに関関関関するスペシャリストするスペシャリストするスペシャリストするスペシャリスト集集集集
団団団団のののの育成育成育成育成をををを行行行行うためにもうためにもうためにもうためにも、、、、早急早急早急早急にににに専門組織専門組織専門組織専門組織をををを設置設置設置設置しししし、、、、ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの実実実実
現現現現をををを目指目指目指目指してしてしてして頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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