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○○○○ はじめにはじめにはじめにはじめに

当審議会は、平成20年10月27日、知事から「チャレンジ山梨行動計画の実施に関して必

要な事項」について諮問を受けた。

この諮問事項を踏まえ、当審議会では、チャレンジ山梨行動計画の中間見直しに当たり

行動計画に盛り込むべき施策の方向などについて、部会において幅広い分野にわたり検討

を行い、提言等を行った。

これらの部会における意見や提言に基づき見直された「チャレンジ山梨行動計画 変更

計画」に盛り込まれた364の事業項目のうち、主要な施策及び「チャレンジミッション09'

・10」について、県からの詳細な説明を受け、県の施策・事業の把握に努めたところで'

ある。

また、平成21年度には、県が実施した県民意識調査の結果についての説明を受け、高度

化・多様化する県民ニーズの把握に努めるとともに、平成19年度及び20年度の事業実績や

平成21及び22年度の予算措置の状況を踏まえ 「暮らしやすさ日本一の実現」に向け、今、

後、優先的に実施することが望ましい施策・事業などについて、活発な論議を行ったとこ

ろである。

これらの結果を、答申書として、ここに提出する。

１１１１ 部会審議部会審議部会審議部会審議におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな意見意見意見意見、、、、提言提言提言提言

当審議会では、知事からの諮問事項が 「チャレンジ山梨行動計画の実施に関して必要、

な事項」についてであることに鑑み、チャレンジ山梨行動計画の中間見直し及びその後の

計画の円滑な実施に関して必要な事項について調査審議を行うこととし、産業・環境・教

育文化・安心安全・基盤の５部会を中心に、調査審議を重ねてきた。

各部会における委員の意見、提言のうち、主なものの要旨は、次のとおりである。

※各部会における意見、提言のうち、各政策分野ごとに主な項目を記載。

（1）産業関係

○やまなしブランドの確立

○農業の担い手確保

○健全な森づくり

○技術系人材の確保

○本県の新たな産業構造

○商店街の活性化

○経済・雇用対策



（2）環境関係

○環境に配慮した街づくり

○環境保全に対する意識啓発

○地球温暖化対策

○不法投棄防止対策

○ごみの減量化、リサイクル

（3）教育文化関係

○教育環境の整備

○キャリア教育の推進

○いじめ不登校対策

○スポーツの振興

○国民文化祭への取り組み

○県立文化施設の活用

（4）安心安全関係

○地域防災力の強化

○消費者安全の推進

○地域の安全対策

○子育て支援

○ユニバーサルデザインの推進

○地域福祉の推進

○福祉・医療人材の確保

（5）基盤関係

○道路網の整備

○リニア中央新幹線を活用した県土づくり

○情報化施策の推進

○国際交流の推進

（6）その他（計画推進のために）

○施策事業の優先度
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２２２２ 時代時代時代時代のののの潮流潮流潮流潮流とととと本県本県本県本県のののの課題課題課題課題

○ 平成19年12月に「チャレンジ山梨行動計画」がスタートしてから、２年10か月が経過

した。

○ このチャレンジ山梨行動計画では、今後、本県が「暮らしやすさ日本一の県づくり」

、 、「 」、を進めていく上で 踏まえておく必要がある時代の潮流として 人口減少社会の到来

「地球温暖化の進行 「ユビキタスネットワーク社会の到来 「社会・経済のグローバ」、 」、

ル化の進展 「安全・安心に対する意識の高まり 「新たな高速交通時代の到来 「」、 」、 」、

分権型社会への転換 「知識基盤社会の到来と科学技術の振興」の８つの項目を掲げ、」、

それぞれの課題等について記載している。

○ これらの時代の潮流については、大きな方向性の変化はないものの、計画策定後の社

会経済情勢の変化等により、新たな課題も生じてきている。

○ 「暮らしやすさ日本一の山梨の実現」のためには、こうした社会経済情勢の変化等を

十分見極め、柔軟に対応していくことが求められる。

、 、○ こうしたことから 計画策定後の社会経済情勢の変化やこれに伴い生じた課題のうち

主なものについて、以下に記載した。

((((1111))))人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のののの到来到来到来到来

（（（（略略略略））））

((((2222))))地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの進行進行進行進行

（（（（略略略略））））

((((3333))))ユビキタスネットワークユビキタスネットワークユビキタスネットワークユビキタスネットワーク社会社会社会社会のののの到来到来到来到来

（（（（略略略略））））

((((4444))))社会社会社会社会・・・・経済経済経済経済ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの進展進展進展進展

（（（（社会社会社会社会ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化））））

（（（（略略略略））））

（（（（経済経済経済経済ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化））））

（（（（略略略略））））

((((5555))))安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のののの高高高高まりまりまりまり

（（（（安全安全安全安全なななな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの確保確保確保確保））））

（（（（略略略略））））

（（（（安心安心安心安心してしてしてして生活生活生活生活できるできるできるできる医療医療医療医療のののの充実充実充実充実））））

（（（（略略略略））））

((((6666))))新新新新たなたなたなたな高速交通時代高速交通時代高速交通時代高速交通時代のののの到来到来到来到来

（（（（略略略略））））

((((7777))))分権型社会分権型社会分権型社会分権型社会へのへのへのへの転換転換転換転換
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（（（（略略略略））））

((((8888))))知識基盤社会知識基盤社会知識基盤社会知識基盤社会のののの到来到来到来到来とととと科学技術科学技術科学技術科学技術のののの振興振興振興振興

（（（（略略略略））））

※※※※ 計画策定後計画策定後計画策定後計画策定後のののの動動動動きききき

（（（（共通共通共通共通））））

○○○○ ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰにににに代代代代わるわるわるわる価値尺度価値尺度価値尺度価値尺度にににに基基基基づくづくづくづく国家運営国家運営国家運営国家運営やややや、、、、経済経済経済経済・・・・財政財政財政財政・・・・社会保障社会保障社会保障社会保障をををを一体的一体的一体的一体的にににに改革改革改革改革

してしてしてして「「「「最小不幸社会最小不幸社会最小不幸社会最小不幸社会」」」」をををを目指目指目指目指すすすす動動動動きがきがきがきが出出出出てくるなどてくるなどてくるなどてくるなど、、、、新新新新たなたなたなたな国家像国家像国家像国家像のののの構築構築構築構築がががが模索模索模索模索されてされてされてされて

いるいるいるいる。。。。

○○○○ 国国国国はははは「「「「地域主権地域主権地域主権地域主権」」」」をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、地域主権戦略会議地域主権戦略会議地域主権戦略会議地域主権戦略会議をををを設置設置設置設置しししし、、、、国国国国とととと地方地方地方地方のののの関係関係関係関係をををを見直見直見直見直しししし、、、、新新新新

しいしいしいしい国国国国のののの形形形形をつくることとしているをつくることとしているをつくることとしているをつくることとしている。。。。

○○○○ 少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化などなどなどなど社会経済社会経済社会経済社会経済がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題のののの解決解決解決解決をををを新新新新たなたなたなたな需要需要需要需要やややや雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出のきっかけとのきっかけとのきっかけとのきっかけと

、 「 」 。、 「 」 。、 「 」 。、 「 」 。し それをし それをし それをし それを成長成長成長成長につなげようとするにつなげようとするにつなげようとするにつなげようとする政策政策政策政策をとるをとるをとるをとる 第三第三第三第三のののの道道道道 をををを追求追求追求追求するするするする動動動動きがきがきがきが出出出出ているているているている

○○○○ 労働集約的労働集約的労働集約的労働集約的なななな製造業製造業製造業製造業などのなどのなどのなどの国外移転国外移転国外移転国外移転によりによりによりにより産業産業産業産業のののの空洞化空洞化空洞化空洞化がががが進進進進みみみみ、、、、高度高度高度高度なななな専門技術専門技術専門技術専門技術・・・・ノノノノ

ウハウウハウウハウウハウをををを持持持持ったったったった人材人材人材人材へのへのへのへの需要需要需要需要がががが高高高高まるまるまるまる一方一方一方一方、、、、非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用がががが増加増加増加増加したりしたりしたりしたり、、、、働働働働きながらきながらきながらきながら貧困貧困貧困貧困

にににに陥陥陥陥るるるるワーキングプアワーキングプアワーキングプアワーキングプアがががが発生発生発生発生するなどするなどするなどするなど、、、、経済的経済的経済的経済的なななな格差格差格差格差がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。

○○○○ 量量量量よりもよりもよりもよりも質質質質やややや差別化差別化差別化差別化へとへとへとへと消費消費消費消費にににに関関関関するするするする考考考考ええええ方方方方がががが変化変化変化変化しししし、、、、付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いいいい製品製品製品製品・・・・サービサービサービサービ

ススススへのへのへのへの転換転換転換転換がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。

○○○○ 地域社会地域社会地域社会地域社会にににに生生生生じているじているじているじている様様様様々々々々なななな課題課題課題課題はははは、、、、これまでのようにこれまでのようにこれまでのようにこれまでのように行政行政行政行政だけではだけではだけではだけでは解決解決解決解決できなくなできなくなできなくなできなくな

りりりり、、、、様様様様々々々々なななな主体主体主体主体とととと行政行政行政行政とがとがとがとが役割分担役割分担役割分担役割分担をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、共共共共にににに解決解決解決解決をををを図図図図っていくっていくっていくっていく新新新新しいしいしいしい協働協働協働協働ののののシシシシ

ステムステムステムステムづくりがづくりがづくりがづくりが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。

（（（（産業関係産業関係産業関係産業関係））））

○○○○ ２００８２００８２００８２００８年年年年ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ発発発発のののの金融危機金融危機金融危機金融危機をををを契機契機契機契機としたとしたとしたとした世界的世界的世界的世界的なななな経済不況経済不況経済不況経済不況によりによりによりにより、、、、外需外需外需外需にににに依依依依

存存存存するするするする我我我我がががが国国国国はははは大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを受受受受けているけているけているけている。。。。

○○○○ ＢＲＩＣｓ、ＮＥＸＴＢＲＩＣｓ、ＮＥＸＴＢＲＩＣｓ、ＮＥＸＴＢＲＩＣｓ、ＮＥＸＴ１１１１１１１１などのなどのなどのなどの新興諸国新興諸国新興諸国新興諸国のののの発展発展発展発展をををを背景背景背景背景としてとしてとしてとして、、、、北米北米北米北米・・・・欧州欧州欧州欧州をををを中心中心中心中心とととと

したしたしたした二局構造二局構造二局構造二局構造からからからから多極構造多極構造多極構造多極構造へへへへ移行移行移行移行しているしているしているしている。。。。

○○○○ 成長成長成長成長したしたしたした新興諸国新興諸国新興諸国新興諸国はははは、、、、我我我我がががが国国国国のののの製造業製造業製造業製造業のみならずのみならずのみならずのみならず農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業、、、、サービスサービスサービスサービス業業業業にもにもにもにも幅広幅広幅広幅広いいいい

ビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスをををを提供提供提供提供するようになっているとともにするようになっているとともにするようになっているとともにするようになっているとともに、、、、産業産業産業産業のののの技術力向上技術力向上技術力向上技術力向上にににに伴伴伴伴いいいい、、、、我我我我

がががが国国国国のののの企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな脅威脅威脅威脅威となりつつあるとなりつつあるとなりつつあるとなりつつある。。。。

○○○○ ゲノムゲノムゲノムゲノム解析研究解析研究解析研究解析研究などのなどのなどのなどのバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジー等等等等のののの研究研究研究研究がががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに進進進進みみみみ、、、、食料生産食料生産食料生産食料生産やややや医療医療医療医療

のののの面面面面でででで生活生活生活生活をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする一方一方一方一方、、、、生命観生命観生命観生命観やややや価値観価値観価値観価値観にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えているえているえているえている。。。。
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（（（（環境関係環境関係環境関係環境関係））））

○○○○ 京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス削減対象期間以降削減対象期間以降削減対象期間以降削減対象期間以降のののの目標目標目標目標であるであるであるである「「「「ポストポストポストポスト京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書」」」」にににに係係係係

るるるる各国各国各国各国のののの削減義務削減義務削減義務削減義務についてについてについてについて、、、、先進国先進国先進国先進国とととと途上国途上国途上国途上国のののの利害利害利害利害をををを調整調整調整調整してしてしてして各国各国各国各国がががが共同歩調共同歩調共同歩調共同歩調をををを取取取取るるるる状状状状

況況況況にはなっていないにはなっていないにはなっていないにはなっていない。。。。

○○○○ ２００９２００９２００９２００９年年年年にににに行行行行われたわれたわれたわれた気候変動枠組条約締約国会議首脳級会合気候変動枠組条約締約国会議首脳級会合気候変動枠組条約締約国会議首脳級会合気候変動枠組条約締約国会議首脳級会合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当時当時当時当時のののの鳩山鳩山鳩山鳩山

総理大臣総理大臣総理大臣総理大臣はははは、、、、１９９０１９９０１９９０１９９０年比年比年比年比でででで２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年までにまでにまでにまでに温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの２５２５２５２５％％％％削減削減削減削減をををを目指目指目指目指すことすことすことすこと

をををを表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。

○○○○ 経済経済経済経済とととと雇用雇用雇用雇用のののの立立立立てててて直直直直しにしにしにしに資資資資するするするする「「「「グリーングリーングリーングリーン・・・・ニューディールニューディールニューディールニューディール」」」」がががが着目着目着目着目されされされされ、、、、環境環境環境環境にににに力力力力

点点点点をおいたをおいたをおいたをおいた技術革新技術革新技術革新技術革新、、、、産業産業産業産業のののの発展発展発展発展がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる。。。。

（（（（教育文化関係教育文化関係教育文化関係教育文化関係））））

○○○○ 平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年からからからから１１１１１１１１年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、教育内容教育内容教育内容教育内容のののの厳選厳選厳選厳選とととと授業時数授業時数授業時数授業時数のののの削減等削減等削減等削減等をををを内容内容内容内容とするとするとするとする学学学学

習指導要領習指導要領習指導要領習指導要領のののの改訂改訂改訂改訂がががが行行行行われわれわれわれ、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「ゆとりゆとりゆとりゆとり教育教育教育教育」」」」がががが行行行行われたがわれたがわれたがわれたが、、、、そのそのそのその後後後後にににに実施実施実施実施されされされされ

たたたた国際的国際的国際的国際的なななな学力調査学力調査学力調査学力調査においてにおいてにおいてにおいて、、、、我我我我がががが国国国国のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学力学力学力学力はははは、、、、前回調査前回調査前回調査前回調査とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、成成成成

、 。、 。、 。、 。績中位層績中位層績中位層績中位層がががが減減減減りりりり 低位層低位層低位層低位層がががが増加増加増加増加しているなどしているなどしているなどしているなど成績分布成績分布成績分布成績分布のののの分散分散分散分散がががが拡大拡大拡大拡大するするするする傾向傾向傾向傾向がみられるがみられるがみられるがみられる

○○○○ 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年にににに、、、、授業時数授業時数授業時数授業時数のののの増加増加増加増加、、、、言語活動言語活動言語活動言語活動やややや理数教育理数教育理数教育理数教育、、、、外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育、、、、道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育などのなどのなどのなどの

充実充実充実充実をををを内容内容内容内容とするとするとするとする学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領のののの改訂改訂改訂改訂がががが行行行行われわれわれわれ 「「「「ゆとりゆとりゆとりゆとり教育教育教育教育」」」」からのからのからのからの転換転換転換転換がががが行行行行われてわれてわれてわれて、、、、

いるいるいるいる。。。。

「 」 。「 」 。「 」 。「 」 。○○○○ ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ等等等等でででで日本日本日本日本のののの伝統文化等伝統文化等伝統文化等伝統文化等がががが評価評価評価評価されるされるされるされる クールジャパンクールジャパンクールジャパンクールジャパン 現象現象現象現象がががが起起起起きているきているきているきている

（（（（安心安全関係安心安全関係安心安全関係安心安全関係））））

○○○○ 少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが進進進進みみみみ、、、、独居老人独居老人独居老人独居老人やややや高齢者夫婦高齢者夫婦高齢者夫婦高齢者夫婦のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯がががが増加増加増加増加しししし、、、、孤独死孤独死孤独死孤独死、、、、老老介護老老介護老老介護老老介護、、、、

貧困貧困貧困貧困などがなどがなどがなどが問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている。。。。

○○○○ 高齢化高齢化高齢化高齢化やややや核家族化核家族化核家族化核家族化がががが進展進展進展進展しししし、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者等障害者等障害者等障害者等のののの「「「「災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者」」」」をををを災害災害災害災害からからからから守守守守るるるる

ためのためのためのための仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。

○○○○ 人人人人とととと人人人人とのとのとのとの関係関係関係関係がががが希薄化希薄化希薄化希薄化するするするする中中中中、、、、競争競争競争競争のののの激化激化激化激化やややや雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの不安定化不安定化不安定化不安定化によりによりによりにより、、、、ストレスストレスストレスストレス

によるによるによるによる精神的疲労精神的疲労精神的疲労精神的疲労をををを蓄積蓄積蓄積蓄積するするするする人人人人がががが増増増増えているえているえているえている。。。。

○○○○ 新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザなどなどなどなど、、、、国境国境国境国境をををを越越越越えてえてえてえて感染感染感染感染がががが拡大拡大拡大拡大するするするするウイルスウイルスウイルスウイルスにににに対対対対するするするする不安不安不安不安がががが高高高高まままま

っているっているっているっている。。。。

（（（（基盤関係基盤関係基盤関係基盤関係））））

○○○○ 国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣からからからから交通政策審議会交通政策審議会交通政策審議会交通政策審議会にににに対対対対してしてしてして、、、、リニアリニアリニアリニア中央新幹線中央新幹線中央新幹線中央新幹線のののの整備計画整備計画整備計画整備計画のののの決定等決定等決定等決定等にににに

ついてついてついてついて諮問諮問諮問諮問がなされるなどがなされるなどがなされるなどがなされるなど、、、、実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けてけてけてけて一定一定一定一定のののの目途目途目途目途がついてきているがついてきているがついてきているがついてきている。。。。

○○○○ 中部横断自動車道中部横断自動車道中部横断自動車道中部横断自動車道のののの建設建設建設建設にににに目途目途目途目途がつきがつきがつきがつき、、、、新直轄区間新直轄区間新直轄区間新直轄区間であるであるであるである富沢富沢富沢富沢ＩＣ～ＩＣ～ＩＣ～ＩＣ～六郷六郷六郷六郷ＩＣＩＣＩＣＩＣ間間間間のののの工工工工

事事事事がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。
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○○○○ インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上にににに拡散拡散拡散拡散したしたしたしたコンピューティングリソースコンピューティングリソースコンピューティングリソースコンピューティングリソースをををを利用利用利用利用するするするする「「「「クラウドコンクラウドコンクラウドコンクラウドコン

ピューティングピューティングピューティングピューティング」」」」のののの登場登場登場登場によりによりによりにより、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーはははは即座即座即座即座にににに各種各種各種各種ののののサービスサービスサービスサービスがががが利用可能利用可能利用可能利用可能となりとなりとなりとなり、、、、

管理運営費用等管理運営費用等管理運営費用等管理運営費用等やややや蓄積蓄積蓄積蓄積されるされるされるされるデータデータデータデータ管理管理管理管理のののの手間手間手間手間がががが軽減軽減軽減軽減されているされているされているされている。。。。

○○○○ おわりにおわりにおわりにおわりに

「チャレンジ山梨行動計画」は、最終年を迎えているが、計画に掲げられた施策・事業

について全てについて着手されており、平成21年度までの３年間の進捗率が全体で○○％

に達し、また、数値目標の３年間の進捗状況を見ても、統計数値が得られている○○項目

の約○割に当たる○○項目が、当初想定した進捗率を上回っており、行動計画は着実に推

進されているものと考えられる。

中でも、○○、○○など、県民のニーズに合致した多くの施策・事業の成果が現れてい

る。

しかしながら、前述したとおり、○○や○○など、本県を取り巻く社会経済情勢は、我

々の予想をはるかに上回る速度で急速に変化している。

今後は、こうした社会経済情勢の変化や県民意識の動向、国の政策などの状況を的確に

把握し、これらに柔軟に対応していくことが極めて重要である。

このような状況を踏まえ、当審議会としては、財政的な制約がある中で、事業の優先順

位等を考慮しながら、提言の内容を今後の施策に積極的に反映させ 「暮らしやすさ日本、

一の県づくり」を推進されるよう、強く要望するものである。


