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山梨県経済財政会議 会 議 録   （平成２０年度第２回会議） 

 
□開催日時： 平成２０年７月３０日（水） 午後２時から４時１５分まで 
 
□開催場所： 甲府市丸の内  ホテル談露館「山脈」 
 
□出席委員（50音順、敬称略） 
議長 横内 正明 山梨県知事 
委員 飯島 正二郎 (株)甲陽木工製作所 社長 
 飯室 元邦 (株)ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 代表取締役社長 
 伊藤 洋 山梨大学名誉教授 
 植松 増美 アサヒビール(株) 名誉顧問 
 海野 一幸 (株)ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 代表取締役社長 
 柿澤 弘治 元 外務大臣 
 加藤 正芳 (株)加藤電器製作所 代表取締役社長 
 久保嶋 正子 公認会計士・税理士 
 堤 マサエ 山梨県立大学国際政策学部 教授 
 早川 源 (財)山梨総合研究所 副理事長 
 日髙 昭夫 山梨学院大学法学部 政治行政学科長・教授 
 望月 政男 (株)ラッキー商会 取締役会長 
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 資料１ 山梨県行政改革大綱の取り組み状況一覧 
 資料２ 山梨県行政改革大綱の取り組み状況 
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（司会） 本年度第２回目の山梨県経済財政会議を開催いたします。本日は御多忙の中、御出席いただ
きまして、ありがとうございます。 
内藤委員につきましては、本日、欠席の旨、御連絡をいただいております。 
議事に入ります前に、お手元の資料の確認をお願いいたします。配付しております資料につきまし

ては、次第とそれから席次表、それから資料１としまして、山梨県行政改革大綱の取組状況一覧、こ

れは２枚紙でございます。それから資料２といたしまして、山梨県行政改革大綱の取組状況、これは

冊子になっております。以上でございますが、もし不足等がございましたらお申し付けください。よ

ろしいでしょうか。 
それでは、まず議長であります横内知事にあいさつをいただき、引き続き議事の進行をお願いした

いと存じます。よろしくお願いいたします。 
 

（横内知事・議長）  先生方には大変御多忙の中を、またお暑い中をお集まりをいただきまして、本当
にありがとうございました。 
日ごろ、県政の推進につきまして、貴重な御意見を賜り、またいろいろと御心配をいただいており

ますことに、心から御礼を申し上げます。 
このところ大変、景気動向が不況色を強めてきております。サブプライム問題とか、あるいは原油

をはじめとする諸材料の物価の値上がりというようなことで、全国的な傾向ではありますけれども、

景気の後退状況が強くなってきているという状況でございます。我々も大変心配をしているという状

況でございまして、このため本年の１月でありますけれども、当面の緊急対策をいたしました。緊急

融資制度といたしまして、「原油・原材料価格高騰対策緊急融資」というような制度を設けまして、

原油価格の高騰などによりまして、売上が大きく減少した企業に対して、つなぎ資金を融資する制度

を設けたわけであります。 
この融資制度は今日まで４４５件、７６億円というかなりの企業に使っていただいておりまして、

資金繰りが苦しくなっている企業のつなぎ資金の融資には、一定の効果は発揮しているというふうに

思うわけであります。 
しかしながら、その後、一段と景気動向が厳しい状況でありますので、昨日、発表いたしたわけで

ありますけれども、このたび「地域経済対策協議会」というものを設けまして、県庁のほか日銀をは

じめとする金融機関、あるいは商工団体とか、あるいは中小企業支援機関などの実務責任者に集まっ

てもらいまして、昨今の景気動向、経済動向について情報交換を行い、共通認識を得る。そんな目的

で、そんな協議会をつくり、景気対策を機動的に、また弾力的に推進をしていく、そんなための協議

会を設けたところであります。 
そうした協議会での景気動向の認識等を踏まえまして、必要がありますれば景気対策、経済対策を

打ち出していきたいというふうに考えておりますけれども、その際にはこの経済財政会議の御意見を

聞かせていただきたいというふうに思いまして、次回９月４日を予定しておりますけれども、次回の

経済財政会議においては、この最近の経済動向と、それへの対応の問題について議論をいただければ

ありがたいというふうに思っております。 
さて、本日の会議におきましては、昨年、皆様方のお力によりまして策定をいたしました行政改革

大綱に基づきまして、１９年度、２０年度、それがどのように実施されているかという行財政改革の

取り組み状況の報告をさせていただきたいというふうに思っております。 
昨今のこの行財政改革の推進状況につきまして、委員の皆様方の御評価をいただき、同時にそろそ
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ろ２１年度予算編成に向けての検討が始まりつつあるときでありますので、２１年度に向けて更なる

行財政改革をどのように進めていくのかといったことにつきましても、御意見をいただければありが

たいというふうに思っております。 
今回も委員の皆様方には、忌憚のない御意見を賜りますように、お願いを申し上げます。 
なお、今日、柿澤委員に御出席をいただいているわけでございますけれども、御病気をなさいまし

て、ちょっと声が非常に出にくいということで、今日は恐らく発言したいことはたくさんあるんで

しょうけれども、発言は遠慮いたしますということでございますので、御承知おきをいただきたいと

いうふうに思います。 
委員もお体は完全に回復されておりますから、おいおい言葉のほうも回復し、この会議で大いに御

意見をいただけるものというふうに思っております。 
それでは議事に入らせていただきまして、行政改革の取り組みにつきまして、平成１９年度の実施

状況、平成２０年度の、既に平成２０年度予算がございますので、ある程度の実施も行っているわけ

でありますが、平成２０年度の実施状況といったことにつきまして、お配りしている資料がございま

して、その資料に基づいて御説明をさせていただきたいというふうに思います。 
まず、県財政の改革ということにつきまして、総務部長から御説明をさせていただきます。 
 

（総務部長） それでは、まず私のほうから県財政の改革について、簡潔に説明をさせていただきたい

と思います。 
お手元のほうに資料の２でございますけれども、行財政改革の取組状況ということで、あらかじめ

お配りがしてあるかと思います。こちらのほうの１ページから御覧いただきたいというふうに思いま

す。基本的に、数値目標を掲げたものを主に説明させていただきたいと思っております。 
まず改革項目１の県債残高の削減についてでございます。 
数値目標は平成２２年度末で臨時財政対策債等を除きます通常の県債を、これを８，２５０億円程

度とするという目標を掲げております。 
これについての取り組み状況でございますけれども、平成２０年度の当初予算を編成いたしました

結果では、計画を上回るペースで削減をできる見込みというふうになっております。具体的には平成

２０年度末残高の見込みが８，３６６億円ということでございまして、これは前年度、つまり平成

１９年度末の残高との対比で申し上げますと１６７億円、約１７０億円を削減するということかでき

ました。 
これは、この大綱の計画額であります８，４３４億円と比較をいたしましても、６８億円上回る削

減ということでございます。また、この計画、大綱の中には位置付けてございませんけれども、臨時

財政対策債を加えました１兆円ベースでの債務残高全体で見ましても、平成２０年度末残高の見込み

でございますが、これは１９年度末の１兆２２５億円から、これを２０億円程度下回り、減少に転じ

させられる見込みでございます。 
今後とも平成２０年度の補正予算、あるいは２１年度の当初予算の編成を通じまして、引き続き県

債残高の削減に努めて参る所存でございます。 
続いて資料の２ページ、②公共事業、県単独公共事業の段階的縮減という項目を御覧いただきたい

と思います。 
目標でございますけれども、平成２２年度までの各年度におきまして、対前年度の事業費の縮減率

を公共事業が４％、県単独公共事業が８％それぞれ縮減をするということを掲げてございます。 
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この数値目標による計画値では、２ページ中央に表がございますけれども、この中ほどにあります

とおり、公共事業と県単独公共事業、合わせまして８８５億円、これが計画上の事業費ということで

ございますけれども、県では国の地域自立・活性化交付金事業という有利な財源、これを活用いたし

まして、単独事業で予定していたものを公共事業として実施するといったことの結果、この表の右側

にありますとおり、２０年度の当初予算では県負担額の５２０億円ということについては変えずに、

事業費については７億円アップした８９２億円、これを確保することができたということでございま

す。 
２１年度の予算編成にあたりましても、地域経済への影響等に十分配慮いたしながら、国の補助金

など外部資金を積極的に導入いたしまして、事業費の確保に努める中で段階的に公共事業も縮減をい

たしまして、県債残高の着実な縮減に努めて参りたいというふうに考えております。 
続きまして、資料の４ページに飛んでいただきたいと思います。人件費の抑制でございます。 
職員数につきましては、平成２２年度までに６３３人、これを削減いたしまして、４．２％純減を

するということを目標としておりますけれども、平成１９年度では２４５人の純減を行いまして、こ

の進捗率は３８．７％ということでございます。これは計画のペースを単純に１年当たり２５％とい

うことで仮定いたしますと、このペースを上回る削減ということといえるかと思います。 
次に５ページでございます。県単独補助金の削減についてでございます。 
平成２０年度の当初予算編成におきましては、前年度比で７９件、削減額にして５億６，９００万

円の見直しというものを実施いたしました。この内訳は、廃止３９件、３億円余、縮減２７件、２億

５千万円余の削減ということでございます。 
また、補助金の見直し状況といたしましては、具体的に例を申し上げますと、私立学校の運営費の

補助金、これは近年ずっと毎年上げてきたわけございますけれども、補助単価が全国でも相当上位に

来ているということで、単価改定のルールを見直し、補助単価については据え置きをしたということ

でございます。 
また、県民の敬老祝金支給事業につきましては、これは平均寿命の延伸、あるいはまた全国他県の

状況というものを考慮いたしまして、支給基準について見直しを行ったということでございます。今

後も予算編成を通じまして、目的の達成等々を検証しながら見直しを行って参りたいと思っておりま

す。 
続いて資料の６ページ、（５）の病院事業の経営改善、御覧いただきたいと思います。 
中央病院の新たな経営形態につきましては、本年３月に経営形態検討委員会のほうより地方独立行

政法人制度が最もふさわしいとの御提言をいただいたところでございます。 
現在、県議会のほうにおいても、特別委員会を設置しまして議論をしているという状況でございま

すが、県としては、今後とも引き続き課題を整理しながら、今年度策定をする公立病院改革プランと

の整合を図る中で、そのあり方を検討して参りたいというふうに考えております。 
次に資料の８ページを御覧いただきたいと思います。その他歳入の確保と歳出の削減ということで

ございます。 
税収確保対策の実施につきましては、これはタイヤロックとか、あるいはインターネット公売、そ

ういった県税の徴収強化に、昨年度、特に積極的に取り組みました結果、滞納繰越分を含む徴収率は、

全税目で前年を上回りまして、県税全体の徴収率は０．４％上昇して、９６．２％というふうになり

ました。これは全国順位がこの９年間、本県の場合、下がり続けて４３位まで落ちていたんですが、

ようやく順位が４２位まで１位上がるということが９年ぶりにできたということでございます。 
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また個人県民税、これは市町村のほうで取っておりますので、これを除く現年課税分の徴収率でご

ざいますが、これは９９．１が９９．４と０．３ポイント上昇いたしておりまして、個人県民税を除

く滞納繰越額というのは、これは大幅に減少して、実はここだけで見ますと、既に２３億円以下とい

う目標を、既に達成してしまった状況になっております。 
今後とも、更に県民の税負担の公平というものを徹底するために、徴収確保ということにしっかり

取り組んで参りたいと考えております。 
次に資料の１０ページを御覧いただきたいと思います。県印刷物への広告掲載の拡充についてでご

ざいますが、これは１９年度に３５０万円余の収入がございましたが、更に県広報の「ふれあい」、

あるいは納税通知の封筒、そういうものにも範囲を広げまして、目標額の６００万円を達成していき

たいというふうに考えております。 
次に資料の１１ページのほうを御覧いただきたいと思います。⑩でございますが、公共事業のコス

ト縮減対策の推進ということでございます。 
これは、平成１４年度を基準といたしまして、２２年度までにコスト縮減率１８％を達成するとい

うことを目標にしております。これは１９年度の時点では９．４％の縮減率というものを達成してお

りまして、計画のペースで今後とも達成に努めて参りたいというふうに思っております。 
なお、この公共事業のコスト縮減でございますけれども、基本的には業者への発注金額の抑制と

いったことによるのではなくて、例えば工期の短縮によって事業の便益、効果というものを早期に発

現させようということとか、あるいは将来の維持管理費の縮減につながるような、そういう工事をし

ていこうということ、あるいは計画手法、設計手法の見直しと、そういうことを組み合わせまして、

いわば実質的なコストの低減を図っていくということにより、取り組みを進めているところでござい

ます。私からは以上でございます。 
 

（議長） 次に、知事政策局長から県庁改革、行政サービスの改革につきまして、報告をいたします。 
 

（知事政策局長） それでは引き続きまして、１２ページをお願いいたします。 
県庁改革の柱でございます、改革項目の７番にあたります組織の再編についてでございます。 
本年４月から景観に配慮した安全・快適な県土整備のため、旧土木部を県土整備部に改編したほか、 

外国人観光客の誘致と国際交流施策を一体的に推進するため国際交流課を新設し、トップセールスの

機能の強化のため東京事務所を知事政策局へ移管するなど、組織再編をいたしました。 
また自動車税事務所を総合県税事務所に、また２つの流域下水道事務所を１つに統合したほか、管

理職ポストの見直しなども実施いたしました。 
続きまして、資料の１４ページをお願いいたします。項目８番、改革に向けた各部局の具体的な使

命の明示であります。 
本年度２０年度から「チャレンジ・ミッション’０８」と銘打ちまして、４月２日に知事から各部

局長に対し年度の重点方針を指示し、これを踏まえまして４月１５日には各部局長が５２項目の重点

施策、事業等を知事に報告するとともに、県ホームページで公表をいたしました。各部局の取り組み

状況につきましては、後日公表して参りたいと考えております。 
次に１６ページをお願いします。１０番、自由な発想による改革改善の推進についてです。 
①、②にございます職員の提案につきましては、平成１９年度は目標数値をおおむね達成しており、

そちらの数字にあるとおりでございまして、本年度におきましても、引き続き提案を奨励し、目標を
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達成できる見込みであります。 
③の業務改善の推進につきましては、本年５月に業務改善委員会を設置し、改善事例の周知に取り

組んでいるところであります。また、職員の一人１台パソコンのポータルを改良いたしまして、取り

組み事例の情報や改善に向けたアイディア、ヒントに関し、職員相互のやり取りが簡単にできるシス

テムを整備いたしました。 
次に資料１７ページをお願いいたします。１１番の組織力を高める人材育成、人事管理についてで

す。 
人材育成につきましては、能力や特性に応じた育成とともに、市町村等との人事交流や民間企業等

への派遣研修を実施しております。人事評価につきましては、管理職が既に評価結果を昇給や勤勉手

当のほか、人事配置にも反映をしておりまして、今後も一般職での試行とともに制度の改善に取り組

んで参る考えでございます。 
次に、３つ目の柱にあたります行政サービスの改革に移らせていただきます。 
１９ページをお願いします。１２番、県民本位の公共施設の運営についてであります。 
指定管理者制度の拡充につきましては、美術館など６施設に来年４月から新規に導入をすることと

しておりまして、既に本年３月までに条例改正を行いまして、６月から公募を行っております。この

ことにより、県の指定管理者制度導入施設は合計５３施設となります。１０月下旬までに応募者の中

から候補者を選定し、１２月議会での議決を経まして、指定管理者との協定締結などの準備を進めて

参ります。 
次に、行政窓口サービスの向上につきましては、旅券の発給を日曜日も行えるよう、本年４月から

甲府市飯田にありますパスポートセンターに日曜窓口を設置いたしたところであります。また、峡東、

峡南、中北、富士東部の４地域に設けられている県民センターの窓口につきましても、６月から交付

時間を１時間延長しております。 
次に、資料の２１ページをお願いいたします。地方独立行政法人制度の活用についてです。 
県立大学につきましては、平成２２年４月の法人化に向けまして、庁内検討委員会を開催するとと

もに、４月には庁内にワーキンググループを設置し、諸準備を進めております。県立病院につきまし

ては、先ほど総務部長のほうから説明をいたしましたので、そこは省かせていただきます。 
続きまして、資料の２２ページをお願いいたします。１４番の県出資法人の見直しであります。 
役員数、職員数、県支出金にかかわる削減数値目標につきましては、それぞれの法人において取り

組みが進められており、おおむね達成できる見通しであります。評価システムにつきましては、昨年

度、庁内に経営評価委員会を設置するとともに、経営評価アドバイザー会議を立ち上げまして、３４法

人を対象に評価を実施し、結果を公表いたしました。 
次に、資料の２４ページをお願いいたします。１５番の県民意見の提出機会の拡充であります。 
審議会等委員への女性の登用につきましては、女性委員の割合が目標値４０％以上に対しまして、

昨年度、平成１９年度に３７．５％でありましたが、本年度は若干下がる見通しでございます。３７％

という数字をお示ししてございます。低下の要因につきましては、いくつかあろうかと思いますが、

例えば、保健所４つ設置されておりますけれども、感染症の審査協議会の例を引きますと、法改正に

伴い法律の専門家をメンバーに加えるように義務付けられておりますが、御案内のとおり県内には女

性の弁護士さんというのが非常に少のうございまして、いずれの保健所でも女性の委員をお願いする

ことが難しい状況であり、登用率が下がっております。これは一例でございます。しかしながら、今

後とも引き続き積極的な女性の登用に努め、計画期間内には目標を達成したいと考えております。 
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審議会等委員の公募制につきましては、公募導入率が平成１９年度で１０．１％でありましたが、

本年度は２３．５％に上昇しており、計画のペースで達成できる見通しであります。 
２５ページの「やまなし女性の知恵委員会」につきましては、平成１９年度には少子化対策など３つ

のテーマに関し御提言をいただきました。本年度におきましても、環境対策と観光の振興に関してお

願いすることとしており、過日、設置をいたしたところであります。 
次に資料の２７ページをお願いいたします。１７番の広聴広報機能の強化と電子県庁の推進であり

ます。 
②にございます「県政クイックアンサー」につきましては、県民意見等への平均回答日数が１９年

度は４開庁日でありましたが、本年度も引き続き迅速な対応に努めており、目標の５開庁日以内には

達成できるという見通しでございます。 
２８ページの「県政ひざづめ談議」、これにつきましては、１９年度に２０回開催いたしました。

本年度も２０回の開催を目標に計画をつくっておりまして、達成はできる見通しであります。しかし、

この開催日数につきましては、知事日程の制約もございまして、俄に増やすということが難しいとい

うことでございまして、本年度から新たに知事からの指示もありまして、部長等が各地に出向く「県

政出張トーク」、これを新たに計画いたしまして、さまざまなテーマにより、これまでに既に１１回

開催をしております。 
電子県庁の推進につきましては、電子申請が可能な手続き数が１９年度末で４７件に対し、２０年

度末には７０件を見込んでおりまして、計画のペースで達成できる見通しであります。 
次に２９ページ、項目１８番の情報公開の徹底であります。 
審議会等につきましては、１９年度に公開等に関する指針を策定し、会議の公開、会議の結果や資

料の公表などを、より積極的に行っております。知事交際費につきましては、１９年６月から香典や

見舞い等の別のほか、金額、相手方や行事など、執行状況をホームページで公開をしております。閲

覧可能情報の充実につきましては、１９年度に保育士等の各種試験問題のほか、職員営業許可等の事

業者一覧など１７件を新たに加えました。更に本年度も教育委員会の会議録や県有林の貸付一覧など

１０件について、６月までに閲覧が可能になっておりまして、計画のペースで達成する見通しであり

ます。 
次に飛んでいただきまして、資料の３２ページをお願いいたします。項目ナンバー２０の市町村へ

の権限移譲であります。 
１９年度は、新たに市町村自立支援推進プログラムを策定し、９２件を移譲いたしました。引き続

き移譲を進めまして、２０年度中には目標の移譲件数１１６件、ほぼ達成できる見通しでありますが、

移譲後におきましても、市町村において円滑に事務が実施できるよう、支援をして参りたいと考えて

おります。 
最後に資料の３６ページまで飛んでいただきたいと思います。項目２４番、ＮＰＯ等との協働の推

進であります。 
ＮＰＯ等との協働を担う人材育成につきましては、セミナー参加者数が１９年度実績は４３０人余

で、平成２０年度も同程度を見込んでおり、計画年内には目標を達成する見通しであります。 
３７ページのＮＰＯ等との協働事業の推進につきましては、県とＮＰＯとが協働して実施した事業

の件数が、１９年度実績は６７件、２０年度は７０件を見込んでおりまして、計画のペースで達成す

る見通しを持っております。以上で私からの説明は終わらせていただきます。 
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（議長） どうもありがとうございました。ただ今、行政改革への取り組みの状況について御説明を申

し上げたところでありますが、いろいろ委員の皆さんから御意見があれば、御質問も含めてで結構で

ございますが、御発言をお願いしたいと思います。 
 

（植松委員） 県財政の改革についてお伺いします。一つひとつの項目につきましては、１９年度も

２０年度の見通しも当初計画を上回る改善が見込まれるということで、はなはだ結構なことですが、

全体としての成果はどうなっているのかということがよく判りません。 
具体的には、一般経常収支の改善は、補助金等の見直し等によってどのくらい改善され、それが借

金の減少にどの程度寄与するのでしょうか。県債残高の削減も進んでいるとの御報告ですが、それは

経常収支の改善によってどれだけ進み、公共事業の見直しによってどれだけ改善されるのか、全体像

を明確に把握する必要があるのではないでしょうか。経常収支比率はどれだけ改善されたのでしょう

か。 
一つひとつの項目については、もちろんしっかりと執着して取り組んでいくことが大事ですが、目

的は借金を早く返して、これから福祉社会の建設に向けて、優先的に柔軟に対処していけるような財

政状態にもっていくことが目的であって、その目的を達成するために、一つひとつの項目の改善が必

要だろうと思います。一つひとつの項目は、財政改善のための手段であって目的ではないということ

を、明確に位置づけをしておく必要があると申し上げたいのです。この点について県はどのようにお

考えなのでしょうか、お伺いします。 
 

（議長） 先ほど県債残高については数字を申し上げたんですけれども、では経常収支とか公債費比率

とか、そういう数字も含めて改善の状況というか、変化の状況の説明をしてもらいたいと思います。 
 

（総務部長） まさにおっしゃるように、個々の目標というのは持続的な県財政運営の確保という大き

な目標に向けて行っているものでございまして、そういう点、非常に肝に銘じてやっていきたいとい

うふうに思っておりますが、先に、今お話がありました比率について申し上げますと、平成２０年度

当初予算編成時の見込みベースで申し上げますと、経常収支比率のほうは実は１９年度、これは９２．

２％であったものが、２０年度については９２．７ということで０．５上昇する見込みでございます。 
また、実質公債費比率につきましても、１２．９が一応１３．７ということで、これも上昇する見

込みということでございます。 
いずれも指標的には大変厳しくなっておりますけれども、この直接的な原因というのは、基本的に

過去に発行した県債の償還というものが、これは県としてはちょっと操作ができませんので、これが

かなりやはり平成１２、１３、１４あたり、下支えで頑張ったということが、これが３年据え置きで

償還がざーっと出てきますので、これが今、非常に財政的には窮屈な要因になっているということは

いえるというふうに思います。 
そういう中で、この経常収支比率等々については、実はその分子の公債費、これが過去に発行した

県債の償還という形で出てくるということと、あともう１つ、分母のほうのこれが交付税とか税収と

か、そういうことになってくるわけですけれども、ここらへんの確保の見通しがどうかというのが、

これが国のほうでも毎年、年末に地財折衝というような形で国のほうでも、相当いろいろな議論がさ

れた結果、いろいろな形で毎年その結果が我々のところに下りてくるということで、大変見通しが立

てづらいということは事実でございます。 
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そういう中でございますけれども、実は今年の２月に県では山梨県財政の中期見通しという５年間

の見通しを予算に合わせて発表いたしました。これは、これまでなかなかここまではやってこなかっ

たレベルの、特に歳出のほうについては、相当精緻な見込みを立てた上で公表いたしまして、今後の

財政運営にこれを生かしていくということでございます。 
ただ、いかんせん、やはり歳入の見通しというのが大変難しいということで、これはどうしても

２０年度を前提に、これを据え置きで見通しを立てざるを得ないということでございます。そういう

点では景気の動向も非常に不明確でございますので、より一層、気を引き締めて財政運営、少しでも

改善していけるように頑張っていきたいというふうに思っております。以上でございます。 
 

（議長） よろしいでしょうか。なかなか数字の改善は、少し悪くなっているような状況ですが、これ

はもう全国的な傾向でありまして、地方財政全体が三位一体改革に伴う交付税の削減とかそういう中

で、経常収支比率にしましても、公債費比率にしましても悪化しているという状況であると。本県の

場合にも多少ではありますけれども、数字は悪くなっているという状況であります。 
 

（加藤委員） 公共事業について、ちょっとお伺いしたいと思います。 
公共事業とすれば、２０年から２２年に対して大体４％マイナスだと。県単独では８％減らすとい

うふうになっていますけれども、これから結構、山梨県の経済状況も非常に悪い中で、土木事業、あ

るいは建築業というものは、べらぼうに今、事業者数が減っていますね。この雇用という問題をこれ

からどうするのかということが、恐らくここ２、３年、更に大きな課題になるかと思うんですけれど

も、実質的にここは国の指導なりを含めて、更にどんどん減額させていくということの額というのは、

大体予定どおりいくと、こういうことでしょうか。 
 

（総務部長） 今の公共事業の縮減の計画のほうについてちょっと申し上げますと、この４％、８％と

いうのは、一定の目標、全国水準というものを視野に置きながら、その全国水準というものも、リア

ルに全国水準に追い付くというのではなくて、言ってみれば今現在の全国水準に４年かけて追い付く

と。そういう点では、他県もその間に更に努力をするということが予想されるんですが、そういう中

で計画的、段階的に縮減をしていくということで、相当そういう点では景気には配慮しながら縮減を

図っていきたいということでございます。 
 

（県土整備部長） 前回、御説明いたしましたように、建設業対策というのは県土整備部にありまして、

強化しようということで、前回、御説明したようなことも進めながら、この問題に対応していきたい

というふうに思っております。 
 

（加藤委員） 私が一番お聞きしたいのは、縦割りですから、全体のバランスもお考えなんでしょうけ

れども、やっぱり山梨は突出した土木工事のウェイトが高かった県ですから、その雇用という問題が

何かで吸収するということが、今まではよかったんですけれども、ここ２、３年見ると、先ほど来申

し上げているように、非常に求人というか、求職率が悪くなると。 
そこのバランスを、どんどんそこだけ減らしてしまうということになると、影響が相当出るのでは

ないかと思うんですね。だから、そのための吸収は別の事業で、他の産業で吸収できるという環境が

あればいいんですけれども、そういう意味のところをちょっとお聞きしたいと思います。 
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（県土整備部長） 大規模な吸収ということは、ちょっと難しいかもしれませんけれども、新分野進出

ということで、既に何件か問い合わせもありますし、既に審査に入っているものもございますけれど

も、建設業以外の新しい分野へ進出される方への、その立ち上がりのときの支援ですとか、いわゆる

補助とかですね、調査段階での補助とか、そういったところにも力を入れていきたいというふうに考

えています。 
それで、この建設業全体の非常に厳しい状況はすべてカバーされるわけではないとは認識しており

ますけれども、そういったことにもできるところからやっていきたいというふうに考えております。 
 

（久保嶋委員） 公共事業の選別と重点化という（２）の①についてお伺いしたいんですけれども、

１９年度の実績の事業数ということが述べられているんですけれども、その評価の結果として、どの

ような削減があったのかとか、そういった数値はつかんでいらっしゃるかどうか。 
結局、評価をするというのか、一応プログラムにはなっていますけれども、その評価の結果、どの

ような効果があったかという部分の数字があったら、教えていただきたいというのが１つです。 
 

（県土整備部長） いわゆる評価につきましては、事前と再評価と事後というふうに分かれておりまし

て、特に事前につきましては、新規の事業を立ち上げるときに、その事業が妥当かどうかといった観

点を中心に行っているもので、昨年度、候補のうち、どれだけ落ちたかと、ちょっと具体的な数字は

今、手元にございませんけれども、そういうことでございますし、再評価では事業着手後１０年間経っ

たものとか、更に５年経ったものとか、そういったものでございますけれども、その点につきまして

は、再評価の結果も事業の妥当性があったというふうに記憶はしております。 
 

（久保嶋委員） できれば実施したということとともに、その効果についても教えていただけると、改

革が進んでいるなということが分かるので、お願いしたいと思います。 
あと、（４）の補助金の削減の部分と、（６）の⑦の貸付金の滞納債権処理の徹底という部分なんで

すけれども、これらについては、数値目標というのが特に入っていないわけなんですけれども、（４）

の補助金の削減の予算については、前回の段階でこのくらいやりますよということで予算化、平成

２０年度の予算で織り込まれていますので、この２１年にあたってどのような、不断な見直しという

のは非常に抽象的な表現ですので、進捗状況という点ではどういうふうな点から今回削減するのか、

あるいは、どのくらい２１年度予算に向かって削減するのかという、その検討の結果を御報告してい

ただきたいというふうに思います。 
そして、その貸付金の滞納債権処理についても、回収の徹底ということではなくて、何％の回収を

進めるとか、そういう具体的な目標は数値化できると思いますので、そういった検討をこういった場

で報告していただけたらというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
 

（総務部長） 補助金の削減についてちょっとお話をさせていただきますと、実は県の予算のスケ

ジュールでいきますと、当初予算の編成方針というのが出るのが大体１０月ぐらいになります。それ

で、これから８月ぐらいを中心にサマーレビューといいまして、大体、大きな論点の整理ということ

をやっていくという段階になっています。そういう点では、来年度に向けてということの作業という

のは、まだこれからということになるんですけれども、そういう中でしっかり方向性もお出しして、

また、この場でも報告をしてまいりたいということで、御理解を願いたいと思います。 
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（会計管理者） ７番にあります貸付金等の滞納債権処理でございますけれども、これは従来、それぞ

れの各課でこの整理をしておりましたけれども、これはやはり統一的に行うべきではないかと。 
その処理方針を今、詰めているところでございます。その処理方針、あるいはその対応をどうした

らいいかというマニュアルも併せてつくりまして、今、委員がおっしゃったように、ある程度の数字

も念頭に置きながら、この処理をしていきたいというふうに考えております。 
 

（伊藤委員） この資料を先週いただいて拝見したら、大変よく頑張っているという印象を持ちました。 
ただ、どうもあまりいい話ばかりしていると、この会を開く意味がないので、あまり「勝った、勝っ

た」という話ではなくて、県議会では勝った、勝ったの話でいいんですけれども、できればこの委員

会ではあまりいい話ではなくて、問題のある話を出してもらうほうがよろしいのではないかという気

がいたします。今たまたま加藤さんからも久保嶋委員からも、そういう向きの発言がありましたので、

私も同感です。 
私がお聞きしたいのはもう１点、１３番ですね、地方独立行政法人制度の活用ですが、県立大学の

法人化問題でございますが、御存じのとおり、日本の大学、国立大学を中心に独立行政法人化、いわ

ゆる国立大学法人化を進めてきたわけでありますが、決してうまくいっているわけではない。かつ、

国立大学法人の場合には８９法人という膨大な数の法人をつくったことで、いわば切り代が内部から

生まれてきます。そこで、実力の有る大学と弱小大学という勝ち組と負け組をつくって、負け組の資

源を勝ち組に移管していくことでもって、ある程度資源の横流しができますからいいんですが、山梨

県立大学のケースのような場合には１大学しかありませんから、法人化をすることの意味というのは、

そんなに有効性はないと思います。 
まして、庁内検討委員会とは何事だと思います。大学の自治を尊重して県立大学内部で検討してい

るというのなら分かるんですけれども、県庁内で検討というのはいかがなものか。つまり、独立行政

法人を大学に適用するとすれば、まず県立大学自身が自活して生きていけるという見通し、それから

その中でどういう大学を、大学人自らがつくろうとしているのかという、いわばガッツポーズが必要

なわけですね。 
そういうことで言えば、その在り方について大学の中でステークホルダーの間で活発な議論が行わ

れるのが当然であって、庁内検討委員会はないのではないかと思います。その意味で日程を定めてい

るようでありますが、どういうことになっているのか。 
同じ問題は県立病院についても同様でありまして、これについては検討委員会の結論があって、か

つ、現在、議会で揉めているようでございますので、それはそれで結構なことだと思っておりますが、

県立病院の場合も非常に似通ったところがあって、１つには経営主体としてどのように無駄を省いて

やっているかということ。県立病院の場合には、既に巷間、これは私も中身をよく知っているわけで

はありませんけれども、かつて情報システムに莫大な予算を投入しながら、あまりパフォーマンスを

上げ得なかったという話が伝わってきておりますけれども、そういう内部的な無駄を極力避けるとい

うことは当然のことでありますが、地域における三次医療機関としての県立病院の在り様というのは、

そう自由度が高いわけではないということだと思うんですね。 
そういう意味では今、県議会で議論が深まっているのは大変結構なことで、活発な議論を進めてい

ただきたいと思いますけれども、始めに独立行政法人ありきという発想はいかがなものかというよう

に思います。 
それからマイクを持ったついでにもう１件、１４番ですが、県出資法人の見直し論ですけれども、



 

 １２

こういうふうにまず何もかも一緒くたに示されてしまうと、中身が全然分からない。恐らく、総額

４５億円の予算を投入している法人の中には、既に目的を終わったものもあるのでありましょうから、

個々のデータとして示していただかないと、これで「ああ、そうですか」というのであれば、「ああ、

そうですか」で終わってしまうのではないかというように思います。 
全体を拝見した印象のうち、特に印象に残ったところを２、３申し上げました。この会議が、県民

の負託に応えるためには、施策の実現に困難をきたしている問題について、有るか無いかは度外視し

て知恵を「尋ね」ていただくことであって、「万事問題がありません」では会議の存在理由が無いと

いうことを申し上げておきたいと思います。 
 

（総務部長） 私のほうから県立大学の関係について、お答えを申し上げたいと思います。 
ここに庁内検討委員会というふうにございますけれども、実際は大学のほう、鶴見学長を中心に学

内で御議論をいただいて、今検討を進めているという状況でございます。 
ただ、この公立大学法人化という大仕事を、いきなり大学の事務局のほうでやってくれと言っても、

実際はいろいろ全国の状況とか、あるいは手続き的なこととか調査しながらといっても、かなり負担

が大きいということもありますので、庁内のほうできちんと関係課がフォローしながら、そして大学

のあり方については、学内でも学長さんを中心に積極的に御議論いただいて、検討しているというの

が今の状況でございます。 
従いまして、この進め方、スケジュール的なことも含めて大学のほうに十分意向を聞きながら進め

ているという状況です。以上でございます。 
 

（福祉保健部長） 県立病院に、伊藤委員のほうから始めに独立行政法人ありきではいかがかという意

見が出されたわけでございますが、まず今、私どもが県立病院がどんな状態にあるかという認識を、

ちょっと御説明させていただきたいと思います。 
御存じのように、累積赤字１３６億円を抱えております。それから今、今後、診療報酬というもの

が、もう医療費が抑制化の中で診療報酬も合わせて抑制化の基調にあるということがベースにありま

すし、病院について申しますと、２００床以上の病院については、非常に２００床以上の病院と

２００床以下の病院と、機能分担を今、診療報酬を通して求められております。 
そうした状況を考えていくときに、やっぱり県民の医療の根本であります政策医療といわれる不採

算の部門、これをしっかり維持していくためには、やっぱり今の経営形態では厳しいのではないかと。

世の中の環境が厳しくなっている。それに合わせて、今の県立病院の経営管理体制というのは十分だ

ろうかというのが、正直言って問題意識がございまして、今回、経営形態のあり方を検討することに

なったわけでございまして、確かに経営形態検討委員会の中では独立行政法人がふさわしいと御結論

をいただいておりますが、今、県議会では地方公営企業法の全部適用と地方独立行政法人を中心に御

議論をいただいておりますので、そういった御議論を踏まえながら、最適な判断をしていくと、そん

なことになろうかと思います。 
 

（企画部長） 出資法人の関係でございますけれども、出資法人、現在４１団体あるわけでございます

けれども、こうしたことで全体でなくて、個々ということでございますけれども、今、資料をお持ち

してございませんけれども、後ほどそういった資料を提出したいと思っております。 
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（堤委員） 伊藤先生から県立大学、独立行政法人化問題をお出しいただいたので、私の知る限りの実

態を、やはり検討していかなければならないという点について、申し上げたいと思います。そのあと、

この資料を拝見した印象を申し上げたいと思います。 
県立大学の独立行政法人化に関して、大学内では確かに幹部を中心にワーキングをつくってやって

いますが、私は、大学全体の問題としてされてないというところに問題があると思っております。一

人ひとりの職員から見て今、組織がどういうふうな現状にあり、どういうふうな独立行政法人化を目

指すことが望ましいか、理念、組織運営、目標などを議論する必要があります。しかし、現状は、私

から見たらワーキングをする人、一部の人が幹部中心に決めて、多くの職員との議論は全くなしに

やっています。そして、県庁の担当者と擦り合わせをするというような感じで進んでいる。そういう

実態と認識しています。 
恥ずかしながら、私は独立行政法人化の議論がどのようにされているか、「教えて」「見せて」と言

わないと、知ることができません。そういうような実態があるということは問題と言わざるをえませ

ん。そういう中で独立法人をどうするのだろうかというふうに感じております。 
これは、たぶん私の大学だけではなく、情報開示が果たされていない組織、説明責任が不十分なと

ころではありうることです。大きな組織では上だけがいろいろ議論していて、下に内容が伝われない

こともあるかと思いますが、必要なことはしっかり認識できるように、組織全体で取り組む必要があ

ります。県立大学は今、全然内容が伝わらない組織的問題があります。独法化は２２年から出発する、

そういうようなことぐらいしか分からないような実態では、大変問題です。むしろ、不安といいます

か、私は組織自体を見直さなければならないというふうに思っております。 
独立行政法人化をするから、例えば、大学院をつくるといっても、本来はどのような人材を育成す

るか、それに従った学部のカリキュラムがあって、どのような大学院、専門家育成が必要だという議

論がなければならない。それすらないまま大学院をつくるといっているようにしか思えません。議論

なしの方向があるのみです。大学院が必要でないとは言うのではなく、大学全体で一致した理念と方

向性のもとで、独立行政法人化、大学院つくりをしていかなければなりません。まずは、そのような

ニーズがどの程度あるか、大学院よりも県全体としたならば、産業の振興と人材育成の観点では優先

順位は他にあるのではないかと思います。一応、計画を全部県庁に出したと言うのですが、我々は１つ

もどのような大学院をつくりたいかは知りません。このように、どういうふうになっているかという

ことを、全然知らせないまま、独法化に向けて、大学院づくりをするといっています。このような閉

鎖的なやり方で、知らないまま議論が進んでいるというのが実態と言ってもいいと思います。 
これは、私が怠けているというふうに言われるかもしれませんが、私は 30年以上大学勤務をし、
色々な経験は持っています。平教員で、幹部ではないとは言え、少なくとも組織の一員として知らな

ければならないことを知らされておりません。何でも内密に進めるやり方を取っているように思いま

す。一部の教員以外、独法化問題、大学院問題など知らないのが現状です。本日、夕方、組合で説明

会をするくらいです。恐らくこれから独立行政法人化をしていく場合、県庁、担当課との協同作業が

必要と思います。こういう庁内検討委員会というような形ではないかと思っておりますが、大学自体、

説明責任を果たしていない問題がいろいろなところでたくさんあります。独法化は社会の流れでも、

労多くて益少なし、かもしれません。むしろ、今の組織の見直しの方がもっと必要なところです。こ

れが現場からの意見です。 
それから次ですが、ちょっとマイクが回ってきたので、ついでにこの取組状況を拝見しまして、全

体的なこと、印象を申させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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いただいた取り組み状況の資料は確かによくまとまっていて、これだけやっておりますということ

は分かりました。そして、今まで議論してきたこと、これだけやっているということの整理がよくさ

れています。ある意味ではマニュアル的、テキスト的というか、そういう感じを受けました。そうい

う言い方をすると、ちょっといけないかもしれませんが、率直なところを申し上げたいと思いますが、

改善というより見通し、これだけやっていますということではないかと受け止めました。 
全体的なことで感じましたことは、これだけ予算もない、県財政がひっ迫しているという状態であ

れば、もっともっと県民や市町村に対して、非常事態宣言を県が出して、厳しい財政状況の認識を県

民に持ってもらうという、そういうことでなければならないというふうに感じました。財政につきま

しては、今までが悪いとは申しませんけれども、色々な流れがありますから仕方がないところもある

かと思いますが、背伸びはしないということ、身の丈ということはとても大事なことだというふうに、

すべての財政を見て思います。当たり前のことを言うようですが、自立した県としての財政運営をし

ていくことが問われています。一律カットではなく、どこかカットしたら、どこかでバランスを取っ

ていかなければならないというように思います。 
国から取ってくるという補助金なども、大いにやるということは重要なことだと思います。私も、

国営とか補助事業の評価をしてきますと、やっぱり素晴らしいプランを持っているところに国は目を

向けていく。山梨県はかなりいいプランといいアイディアを持っています。そのような良い計画、事

業はアピールすることも大切に思います。県での予算はなかなかないので、そういった知恵と工夫で、

国からお金を持ってきたり、民間活力を導入することは、必要だと思っております。 
そういう意味では県財政、言うまでもなく身の丈、収入の範囲で予算を立てていくということ、こ

れは大事ですが、そうなると経済的な発展をどうするかという、伸びをどうするかという課題があり

ます。 
そこで、民間活力の導入といいますか、県民の活動を促すこと、その意味でＮＰＯ法人の予算にも

注目をいたしました。県財政が足りない状況で、もっと増やせとは言えませんが、これだけではまだ

まだ足りないというふうに思います。ポイントの置き方を変えていくことだと思います。県庁の力で、

ある資源をどのように活用して、つまり民間活用していくということを主眼に置く。つまり県の事業

の何に力点を置いていくかということです。たぶん知事さんが県を運営していく上で必要なプライオ

リティ、優先順位は決めていかれると思います。 
今ある資源、農業や果物、宝石に付加価値を付けて人も資源も活かし、住みやすい県にしていく。

特に、人材育成や付加価値をどうつけるかの工夫を凝らしていくということが必要ではないかと思い

ます。そういう脈絡で言うと、私の大学にもちろん大学院をつくることは必要ですけれども、それよ

りむしろ農業大学校を充実したり、あるいは専門学校化したものを更に大学化していって、その中に

民間の活用を入れたり、そして商品の付加価値を付けたり、グリーンツーリズムやアグリツーリズム

という視点での観光を充実したり、そういう工夫をしていく、そういうような発想での事業の取り組

みをしていく必要があるのではないかと思います。 
具体的には、民間と行政の協働プロジェクトをつくって、それを実施し、継続をしていくと。そう

いう事業を今後やっていくことによって、より財政削減も長期的な見通しでの方向になるかと思いま

す。少しでも民間の活力を生かす努力をしていくと、より県庁が県民に信頼されるようになっていく

のではないかと思います。 
県職員の人事について、県庁内でもよく働く人が評価されていくということでなければならないと

思います。私の大学を見ても、まだまだ教員の採用が必要だというけれども、働き方の見直し、説明
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責任の果たし方、上と下の意思疎通などもう１回見直すべきところが多くあります。現場で働いてい

ると、なぜこんなことが上の人、管理職はわからないということを耳にすることがあります。知事さ

んが現場の意見をとらえて、そこから発想していこうという点は大変評価されています。「ひざづめ

談義」もそうですが、もっと県内のいろいろな地域に出向いて、県民の声を聞いて、あるいは企業の

声を聞いて、変革の時代に何をすべきか、というようなことを県民の目線で検討することが、知事、

県庁に期待されていると思います。大学の問題などを言っても響かないことが多くても、県民の声は

響くものです。あるところに重点的に予算を付けていくけれども、ほかは削減もしていくというよう

なことも説明すれば県民は理解しなければなりません。そういうマインドというか方向性が必要かと

思いました。 
 

（望月委員） 全然違う話でいいですか。連続性がありませんけれども、県内の中小企業ですね、私も

中小企業の経営者ですけれども、非常に荒廃しているということを、まず御認識をお願いしたいと思

います。 
もう御覧のとおり、県内で八百屋、魚屋をやっているところは１軒もないと。何か衣料をやろうと

するとスーパーが来てしまうと。何をやっても県内の企業はほとんど成立しないと。全部、全国チェー

ンにやられてしまうということで、御覧のとおり甲府市内は全部穴だらけで、そこは駐車場をやって

いるぐらいが関の山で、非常に厳しい状態だと。 
我々、宝石の地場産業も全く同じでございまして、不要不急のものは買わないという時代の流れも

ありまして、宝石業界も非常に、ものすごくシビアな状態です。倒産があまりないじゃないかという

ことがありますが、廃業が非常に多いですね。もうやめてしまうと。やめられるところはいいんです

けれども、借金漬けになっているところは、とてもやめることもできないと。そういう非常に厳しい

状態であるということを、まず御認識願いたいと、そんなふうに思います。 
それで知事さん、今日の山日に地域経済対策協議会を早速つくっていただくと、非常にタイムリー

だと思いまして、さっき実務者と何とかと言いましたけれども、大きい声では言えないんですけれど

も、何とかの長なんていくら集めてもしょうがないですよ。大きい声でちょっと言いづらいですけれ

ども、何とかの長を集めて、こういう協議会をやっても、何も生まれないということなんです。 
さっき実務者がどうのこうのと、ちらっとおっしゃいましたけれども、どういう方が実務者か知り

ませんけれども、経済団体の長をいくら集めても、何も前に進まないと思うので、そこらへんを御検

討願っていいふうにしてもらいたいと思いますけれども。 
それで先ほど言いましたように、公共事業を減少する、補助金を減少するということで、経済のマ

イナス要因が非常に、山梨県は不況の中でまだ不況の要素を入れようとしているわけで。国も全く同

じで姉歯の問題で建築基準を厳しくしたために、建築がガクンと落ちてしまったとか、サラ金を厳し

くしたためにお金が回らなくなったとか、資本の自由化も空港へ外資が入ってきてはいけないといっ

て資本が逃げてしまうとか、非常にマイナスの、景気が悪いのに、まだマイナスの要因をしなければ

ならないと。ここを何とかクリアしていかないと、ますます景気は落ち込んでしまうと、そのように

思うので。 
先ほど植松さんがおっしゃったように、マイナスして浮いた金を何に使うかと。プラスの要素も入

れながら、県民に夢と希望を与えながらマイナスの要素をしていただかないと、すべて暗くなってし

まう、すべて駄目、すべて小さく縮小にいくと。拡大再生産でなくなると。そういうわけで、要する

に夢を与えながら、ここで浮かせた金はこういくんだと。そういう何か夢を知事さんがやりながら、
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そういう施策をしていかないと、何だかみんな暗くなってしまいまして、現実に暗いのに、まだ行政

のほうも暗くなってしまうと。そういうわけで何かビジョンですね、大きいビジョンを示しながら行

政をやっていただきたいと、そんなふうに思います。 
マイクを持ったついでに、もう１つは人事評価制度なんですね。県の予算の約３０％ぐらいが人件

費であると。それで我々、こんなに苦しんでいるときに非常に高額を取っていらっしゃると。私は高

額は全然構わないと思うんですけれども、評価制度のない中に１万５千人の県の職員がいると、市町

村も入れると２万５千人そういう公務員がいらっしゃると。 
ここにおいでの皆さまは優秀な人なので、優秀な公務員はもっと給料をどんどん上げていいと思う

んですけれども、ふるいにかける制度、システムをつくって、この２万５千人ですね、県庁だけで１万

５千人、これは教員も含まれているんですよ、教員も。あんな事件がありましたけれども、身の毛が

よだちます。できの悪い教員が入って、子どもたちに接するんですよ。この子どもたちはどうなっちゃ

うんですか、できの悪い先生で。しかも、その人が定年までいらっしゃると。しかも教員の中は御存

じのとおり、全然評価システムが働いていませんので、できの悪い先生がずっと４０年間も子どもた

ちに接すると、これは身の毛のよだつような出来事でございまして、ぜひこの人事評価制度をつくっ

ていただいて、その中で人件費も人数も減らそうと。 
人事評価制度を県庁でつくっているとおっしゃいますけれども、自分で自分の評価がつくれるはず

がないんですよ、これは。無理な話です。それで私は公務員的なことをやっていると、例えば大きい

ＮＴＴとか東京電力とか、ああいう大きいところはどうやって人事制度をやっているか私は知りたい

んですけれども、企業で人事評価制度がなくてみんな一律というところは、私はないと思うんですよ

ね。そういう一流の企業はどうやって人事評価をしているか、よく研究してもらったり、どこかコン

サルタント会社に人件費の１割ぐらい、何百億円ぐらい出して人事評価制度をつくって、優秀な人に

たくさん出して効率的に働いてもらうと。こういう制度をつくることが、山梨が活性化する、しかも

１万５千人もいらっしゃるんですよね。市町村を入れると２万５千人、これはすごくエネルギーにな

るか、これが駄馬になるかは、山梨県の将来も含めて、我々の将来も含めまして、子どもたちの将来

も含めまして、すごく影響力があるので、人事評価制度のもとにおいて、人件費を減らし、優秀な人

にはたくさん給料を払って大いに働いてもらうと。 
大きいビジョンとしては、私はこれを知事さん、ぜひ御検討願いたいと、そのように思います。 
 

（議長） ありがとうございました。まず商工労働部長から地域経済活性化協議会について、団体の長
なんかが入るようなものはあまり意味がないということのようですけれども、どういうようなメン

バーということを。 
 

（商工労働部長） 商工労働部長の広瀬でございます。今、御指摘をいただきましたようなことを想定

しているわけではございませんけれども、現実の経済状況ですね、シビアに認識をお互いに深めま

しょうというところがベースになりますので、そういう面で会長さんというよりも、いわゆる、例え

ば商工会議所ですと専務理事さんクラスという方々を想定しております。 
そして、その方々と実はそれぞれの経済団体が今の経済の状況について、それぞれ詳しいレポート

を定期的に発行しておられますよね。その実務を担当している方々を一緒に交えて、原因究明ですと

か、それからいわゆる経済の局面そのものですので、そのへんについての御理解を、共通認識をした

上で何が必要なのかという議論につなげていきたいということでございます。 
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（総務部長） 人事評価の件につきましてでございますが、この人事評価につきましては、今、地方公

務員法の改正というのが国会で議論されておりまして、まだ通っていないんですけれども、通れば

２年以内に施行されるということで、全国でも、本県でも準備をしているという状況です。 
そういう中で一般職員も昨年の９月から全職員試行という形でやっているんですが、まさに今お話

がありましたように、我々も試行錯誤の繰り返しで、苦労しております。ともすると、手段であるは

ずの人事評価作業自体が大仕事になりかねないというようなこともありまして、そこの兼ね合いが非

常に難しいんですけれども、まさに今お話がありましたような、他の一流企業なんかでは、大きな企

業ではどういうふうにしているのかということも一遍調べてみまして、山梨県として職員のためにな

る、また職員の士気も上がるような、そういう評価制度、これをぜひつくっていきたいなというふう

に思っております。 
 

（議長） 御質問の中で抑制をするのはいいんですけれども、同時に県民に夢を与えるような前向きの

施策も展開しなければならないと、本当におっしゃるとおりだろうというように思います。 
２０年度予算においても、いろいろそのへんについては十分念頭に置きながら編成を行っていると

ころでありまして、例えば山梨大学が燃料電池研究の７年間に７０億円で本格的な研究委託を受ける

わけですが、これについては県も一部費用負担をしたり、あるいは知事公舎の跡地を無償に提供した

りとかということで、資金的な面でも相当な協力をしようというようなことをしたりしておりますし、

またワインについても、いよいよ本格的に海外に輸出するプロジェクトを大いに支援しようとか、あ

るいは桃とかそういうものの東アジアへの輸出とかですね、そういういろいろな前向きな事業も進め

ているわけでありますけれども、２１年度の予算編成にあたっては、委員のおっしゃる点は大変大事

なことだと思いますので、県民に未来への明るい展望を開くような施策というものも、力強く打ち出

すように、一方において抑制すると同時に、そういうことに十分配慮していきたいというふうに思っ

ております。 
 

（望月委員） ちょっといいですか。山梨大の副学長の講演で燃料電池車を知事の公用車にしたらどう

かと。１億円か２億円か知りませんけれども、とりあえずやると。エンジンストップしてしまって会

議に遅れたと。これは面白いではないかと。そう本人が言っていました。我々も燃料電池車というも

のを見ても触ってもいないし、まして一般の人は何だか全然分からない。水素爆弾の変形かなんて言

う人もいますので、燃料電池車をどうですか、３億円でも５億円でも買って、エンストもしょっちゅ

うすると。 
 

（議長） ホンダが貸してくれるプロジェクトが始まっておりますね。ホンダ自動車が燃料電池車を。 
 

（望月委員） 高くたっていいじゃないですか。この山梨のイメージアップ。そうすることが山梨の明

るい、知事がいろいろおっしゃっても私は燃料電池車って分からないから、触っても見てもない。知

事に一つ買っていただいて、それでちょっと街の中を動いてください。 
 

（海野委員） 望月委員から景気が悪いという話が出ましたが、全くそのとおりで、いい話が最近ほと

んどありません。いま、甲府の中心街で長く続いた映画館が今期限りでやめるという記者会見をやっ

ているはずです。また、県内大手の冠婚葬祭業でも経営権が変わるという関係の会議もあるようです



 

 １８

し、新聞も広告が薄くて、どの新聞もペラペラですね。求人雑誌が相次いで倒産しています。 
ということで大変いい話がなくて、本当に困るんですが、知事も今年の正月の年頭のあいさつで、

経済の活性化が最大のポイントだとおっしゃっております。そういう意味では、ここにあります

９ページの産業の活性化、それから企業誘致策につきましては、この大綱の中の財政改革という観点、

単に経費を削減するというだけでなくて、経済の活性化で税収を上げるということが財政再建につな

がるわけですので、その意味からは大変結構なことです。特に企業誘致につきましては、産業立地室

を設置されて、最近マスコミでも取り上げられているように、知事さん、あちこちに行かれて努力さ

れており、大変結構なことであります。 
ただ、この手のことはどこの県でもやっているわけです。私の聞いた話では、むしろ東北の県など

は切実感があるんでしょうか、ものすごく熱心にやっているということです。 
今日の新聞に、この間の八王子でやられた立地セミナーのことが細かく出ていて、１７５人参加さ

れて、細かい資料をもらいたいというのは２人だけだったというふうに書いてありました。成果を上

げるのはなかなか難しいとは思いますが、なぜ２人しか来なかったのか、その背景というか原因とい

うか、そのへんのところを関係者がどうつかんでいるかが問題だと思います。 
片方で誘致をするけれども、今までいたところが何社か、次から次へと出ていくわけです。それぞ

れ理由があるのでしょうが、一体何のために出ていくのか。そのへんがどうなっているのかというこ

とをお考えになって、この会でも何回か出ましたけれども、企業誘致に併せて、足りないものを考え

ていくことをしませんと、ただ「来てくれ、来てくれ、いいところだ」と言っても、口は悪いですけ

れども、結果的には、だまして連れてくるようなことになってしまうわけです。 
やはり、今まで来ているところが山梨に来てよかったなという、釣った魚にエサもやらなければ駄

目ですよね。そういうことも考えなければいけないと思います。ただ、優遇税制措置だけでは来ない

というふうに私は考えています。 
それから、その上に産業の活性化策というところがあります。知事さん、冒頭に地域経済対策で独

自の支援策も考えるとおっしゃっていましたが、これは本当に慎重にやりませんと、なかなか難しい

問題があると思います。皆さん御承知のとおり、例の峡東の「味のふるさと」、あれは高度化資金で

５５億円貸し付けて、３年据え置きの間に潰れて県に一銭も戻ってきていません。１円も取れていな

い。これを県民の税金で処理しているんです。 
民間では考えられないことです。少なくとも民間の場合は、社長個人で保証したり、いくらかは返っ

てくるでしょうし、民間の場合はそんなことをしていられません。その経営者は。夜逃げをするか首

をつらなければならないというような状況ですね。ところが５５億円、一銭も取れなくても誰が責任

を取ったんですか。誰も取っていないんですね。 
同じようなケースがたくさんあるそうでして、３０数億円、近々表に出るというふうに言われてい

ます。こういう中小企業の高度化資金の貸付残高が、いま２００億円を超えているそうでして、その

うち半分は不良債権、つまり１００億円近い金が返ってこない。県民の税金で支払われるということ

です。これが実態だと思うんです。 
だから、そういう対策もちゃんとしませんと、県庁の皆さんが昼休みに電気を消して経費節減をす

るとか、これにもありますけれども、県庁の広告、パンフレットに広告を取って３００万円取ったな

んて言っている話が、何か空しい気がいたします。 
ついこの間の、先ほども出ましたけれども、教育委員会の例の退職金の源泉徴収の延滞金７００数

十万円の問題でも、関係職員に重大な過失はないということで、その関係者は処分されずに、幹部だ
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けが処分されたということで、それも県民感情というか、民間企業の考え方からするとおかしいと思

います。知事さんは、行政マンに責任を求めたら仕事をしなくなると言うかもしれませんが、逆にい

いことをしたら２階級でも３階級でも特進させて頑張らせる、いいことは褒めるということしないか

ら、悪いことを処分できないんじゃないかと思います。 
やっぱり民間のようにアメとムチ、いいところは伸ばして、悪いところは厳しくするというふうな

ことをしませんと、先ほどの１００億円が簡単に税金から消えてしまっても、誰も責任を取らない。

つまりそれがお役所仕事。そのへんのところを改革することが、私は県庁改革ではないかと感じます。 
 

（議長） 大変重要なポイントだと思います。まず産業立地室はどなたかおりますか。 
 

（産業立地室次長） それでは産業立地室のほうから海野委員さんの先ほどの御質問につきまして、お

答えさせていただきますけれども、企業誘致につきましては、知事が就任されてから本当に取り組ん

で参っております。 
それから、その中身といたしまして、これまで支援制度、それから先ほど言われました税制の優遇

制度、それから人材の確保対策ということで、幅広く企業の環境整備というものに努めておりますけ

れども、そうした中で企業誘致を県内の企業の立地だけでなくて、県外からも本県への企業誘致を積

極にしたいということで、中央道とそれから圏央道が昨年開通いたしましたけれども、山梨県にはわ

ずか１時間ぐらいで甲府の中心に来られるということで、そこにターゲットを絞りまして、今回、山

梨県のＰＲをしたいということで、初めての企画としてさせていただきました。 
先ほど「山梨県はいい、いいと言っても」というお話でございましたけれども、今回のセミナーの

中では、冒頭知事のほうから、山梨県がこういう企業誘致について熱意を持ってやっていくと。それ

から機械電子工業会の風間会長さんから、山梨県の産業界がどうなっているのか、実情です。県内企

業は機械電子産業が非常に集積しているわけでございますけれども、本県には機械電子産業が非常に

集積していて、技術水準も非常に高いとかですね、このような企業があるというような実態の説明を

させていただきました。 
それから、そのあと、燃料電池を研究されております山梨大学の渡辺先生にも御講演をしていただ

きまして、これからの山梨県に未来の持てる、このような産業の技術開発をされているというような

ことも説明させていただいて、本当に山梨というのが、これからの事業として、事業拡大のふさわし

い場所ということを専門家にもお話をしていただいたところでございます。 
伊藤先生も協議会の主催者の一人として、冒頭のところで山梨の良さもＰＲしていただいて、山梨

県の企業立地についてお願いをしたというところでございます。 
それからもう１点でございますけれども、県内の企業を支えていくことが非常に重要ではないかと

いうことでございますけれども、私ども年間４００社という目標を持ちまして、県内の事業所を訪問

いたしまして、例えば事業拡大をするときに農振の問題、それから融資の問題、そういう点につきま

しても、きめ細かく聞いて、私どもでできるところにつきましてはして、それから例えば土木、農務

のほうにお願いをするべきところにつきましては、そのような対応をさせていただいたという状況で

ございます。以上でございます。 
 

（海野委員） それは結構なことですけれども、実際に１７５人来て２人しか資料をほしいという人が

いなかったということは、それだけいろいろな方たちが出て魅力を言っても反応しなかった、そのこ
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とは何なのか、そこを聞いているんです。 
つまり、格好だけ人を集めるために、いろいろな関係者を呼んだという話も一部聞いていますけれ

ども、パフォーマンスだけでは駄目ですよね。資料を求める人が、なぜ２人しか来ないんですか、。 
 

（産業立地室次長） アンケート調査の結果、確かにすぐ、例えば立地をしたいという希望の方は２名

というように回答していただいたというように理解しておりますけれども、そのほかに資料のほうを、

また今後継続的に送っていただきたいという方も、全体では６０％ぐらいおりましたので、そのほか

４０％の方は今後の資料はいらないというように回答しておりましたけれども、６０％の方は今後の

資料のほうもお願いしたいということですので、今後、出席していただいた企業の方々に資料の提供

もしたり、御説明をしていきたいというように考えております。 
なかなかすぐその会場の中で立地したいという企業がすぐに出てくるというのは、その会議の中で

も話があったわけですけれども、これをスタート台にして、私どもそれぞれの企業のところに回って、

山梨県の良さをさらにＰＲしたりして参りたいと考えております。よろしくお願いいたします。 
 

（議長） 次に商工労働部長から中小企業高度化資金の話ですね、味のふるさとをはじめ、いわゆる不

良債権、こげつき債権が１００億円あると、その実態について説明してください。 
 

（商工労働部長） 今、御指摘をいただいた不良債権につきましては、実は私ども県のいわゆる県財源、

県の財源の部分と、それと国の中小企業基盤整備機構、こちらの財源の部分がございまして、合わせ

て貸付を行っている実態がございまして、これまで今、約１００億円を超える部分が、破綻ないし破

綻懸念がされる、そのように不良債権化するのではないかという部分については、御指摘をいただい

たとおりの状況でございますけれども、これまで貸し付けた中では、今、問題になっておりますのは、

近年そういった良くない状況等もありまして、不良債権化しつつある、あるいはしてしまったという

部分でございまして、これらについて、私どもも国の中小企業基盤整備機構ともども、具体的にどの

ような方針で臨むかというところについて、専門家の、あるいは専門機関、そういった支援も視野に

入れながら、具体的に債権管理の、あるいは回収のですね、具体的な計画を今、策定をしていただい

て、その中で併せて回収業務についても委託する方向で今、進めております。 
そういうことで、その状況がこれからどうなるかというと、今、俄かに申し上げられませんけれど

も、こういう形で国ともども最大限のそういったものについて、回収できる方向で今、進めていると

ころでございますので、今しばらく時間的な余裕をいただきたいと思います。 
 

（議長） 確かに不良債権が非常に、かなり巨額なものになる可能性はあるんですけれども、全額が県

民負担になるということではなくて、もちろん県民負担は出てくる可能性がありますけれども、決し

て、例えば１００億円不良債権があれば、その全額が県民負担になるというようなことではないわけ

です。いずれにしても、最大限の回収努力をしていくしかないということだと思っております。 
それから教育委員会で確かに事務処理の単純ミスがありまして、７００万円の損失を県民におかけ

するということになったしまったわけでありますけれども、これについては、地方自治法上の規定と

いうものがありまして、故意または重過失で職員が損失をかけたときには、それは損害賠償をする責

任があるわけでありますが、通常の過失の場合にはそういう責任は負わないという法律での前提に

立っているわけです。 
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したがって、法律的にこのミスをした職員にその追徴をするということは無理なわけなんです。そ

れはなぜかと言えば、やっぱり山梨県だけでも４千億円からの支出がある。それを日々その支出をし

ているわけです。そういう中でちょっとしたミスがあって、それがために何十億円という損失が与え

られたときに、それを全額すべて、そのミスをした職員に科するということになると、いわゆる会計

支出職員とか、そういう職員というものになり手がいなくなる。現実に市町村でそういう例がかつて

起こったことがありまして、そういうことがあるので、そういう免責的なことを設けているというこ

とだろうと思います。 
今回は、直接そのミスをした職員の、そういう法律的なものがありますものですから、責任は追及

せずに、私や副知事、教育長が給与の一部をカットするという形にしたわけでありますが、現在、副

知事を中心にして事務処理ミス再発防止委員会というものをつくって、どうやったら事務処理ミスと

いうものが再発防止ができるのか、民間のやり方等も含めて検討しているところであります。 
そういう中で、再びああいうことがないように、そういう仕組みを、二重、三重のチェック体制も

含めて、そういう仕組みをつくっていくということを今検討している最中だということを申し上げさ

せてもらいたいと思います。 
 

（早川委員） 全体的に暗い話が非常に多いわけですけれども、明るい話もあります。 
山梨県の関係企業で東アジアへ進出している企業がたくさん出てきているわけです。５月に県大の

波木井先生がアジアを回ってきて、報告をいただいたんですが、現地企業化がすすみ、、うまく回り

出しているところが結構多いんですね。配当とか技術料というような形で、かなり還流してきている。

それを円に変えないで外貨のまま留保し運用しているところが出てきているところがあります。ビジ

ネスモデルが変わってきているんじゃないかという感じがしています。 
それから今のこの景気の低迷、各業界、非常に苦しんでいるというのは、一時的な景気の問題では

なくて、産業構造が大きく変わっているということだと思うんですね。 
それで先ほど望月さんからもお話がありましたけれども、やっぱり新しいイノベーションを起こし

ていかなければいけない。このイノベーションというのは産業のあり方とか生活のあり方とかという

ところまで変えなければいけないので、単なる技術革新だけの話ではないというふうに思っています。 
企業誘致について、海野さんからお話がありましたけれども、やはり県が県土ビジョンを示すとい

うことが、非常に重要だろうと。県土のイメージを示した上で企業誘致をかけていくというようなあ

り方が必要かなと思います。 
実は、三重県の四日市へ２、３カ月前ですか、行ってきたんですが、三重県では四日市に高度部材

イノベーションセンターというものを立ち上げているんです。ここのセンター長は、元富士電機の副

社長をやった国保さんという方。１時間半ぐらいお話を伺ったんですが、この国保さんは富士電機に

おられた当時、金丸信さんに頼まれて山梨へ富士電機の工場を立ち上げたときの担当役員だったと。

山梨を非常によく御存じだということだったんですが、この四日市では三菱化学がエチレンの生産を

数年前に全部やめてしまいまして、この高度部材イノベーションセンターというのに場所を提供して、

やり出しているんです。この四日市はシャープ等が立地して、その関連企業の立地が進み、非常に伸

びているわけです。ＧＤＰでいうと、県別では日本で１番伸びている地域なんですね。ですけれども、

更にそれを伸ばすためには、今までのコンビナート方式では駄目だということで、高度部材イノベー

ションセンターをつくった。 
中身は燃料電池とかエネルギー関連をやるというんですね。関連する化学の中小企業がこのへんに
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はたくさんあると。山梨は技術の最先端はあるんだけれども、受け皿がないというようなことで、三

重と一緒にやれば非常にうまくいくんじゃないかというような話もしたんですが、地域ビジョンを掲

げて、企業誘致等々に、非常に努力されていると思いますし、この報告書を見させていただいて、個々

には成果も上がってきているわけですから、あとはもう少し夢を語りながらやりたいなというような

感じがいたします。以上でございます。 
 

（飯室委員） 今、早川さんがおっしゃいましたように、この資料は本当に県職員の優秀な方がばっち

りつくって、素晴らしい資料だと思います。 
いろいろ話が出ていますけれども、やっぱり議論よりも実行でございますので、例えば、県財政の

１９年度の削減につきましては４．２％という職員の純減をあげていますけれども、この中で具体的

に行政事務のいる、いらないというものを、はっきり明示していただいて、そういう具体的な業務を

止めるなら止める、具体的に入っていったほうがよろしいかと思います。そのことにより、組織の見

直しとスリム化が積極的にできるんじゃないかと思っております。 
さっきの人事評価システムにつきましても、これから民間企業というのは、もう経営戦略部門と企

画立案部門とかそういうものは、常に縦、横、斜めに一緒になって、実行しているわけでございます。

そういう面でバランス・スコア・カードの手法なんかを入れて、経営戦略とか人事管理システムなん

かをしっかり整備すれば、この大綱の取り組みの点が線になって、面になってくると思います。そう

いう意味で、ぜひお願いしたいと思います。このシステムは何か横浜とか三重県なんかは導入してい

るような話を聞きましたが、ぜひお願いいたします。 
そういうことで、いろいろ資料がありますけれども、実行予算とこれからの成果に関する費用対効

果を具体的に評価していくことは大事だと思います。それをはっきり県民に明示して出していけば、

御理解をいただけると思います。 
ちょっと夢の話で、私、提言がございますけれども、道州制問題、今、出ていますけれども、道州

制は東京とか神奈川とか千葉ではなくて、富士山を真ん中にした富士山州というような道州をつくっ

たらどうかと。その中に例えば箱根、富士五湖、霧が峰とか、世界的リゾートの地とする日本の観光

資源があるわけですよね。そこに静岡県の港とか飛行場とか、そういうものが入って参ります。高速

道路もしっかり今度は南部へ行きますし、岡谷とか、あるいは甲府のＩＴも出てきますし、そういう

面で世界に広がるリゾートのところとして、富士山州なり大きいそういう道州制を導入して、しかも

今度は１０月から観光庁というのが創設されますよね。そういう意味でちょっと夢を加えていけば、

世界から見ても富士山の周りにきて、その道州制の評価が出るんじゃないかと思いますので、ちょっ

と御提案でございます。 
 

（議長） 人事評価のことについて、何かありますか。 
 

（総務部長） まさしく今、我々も研究中でございまして、全国的に他県、他市の先駆的な事例とか、

あるいは民間企業の取り組み、そういうものもよくよく勉強して、いい評価制度をしていきたいと思

います。 
なにぶん、行政の場合にはものさしが非常に難しいという現実があるものですから、そこらへんも

考慮しつつ、なるべく簡素で効率的な人事評価制度を構築していきたいというふうに思っています。 
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（議長） 道州制で富士山州という発想は、まだそういうふうに出しているところはありませんが、確

かに１つの考え方としてはあると思うんですが、今のところ国のほうが大体１０から１１ぐらいの、

この道州という発想なものですから、そうするとどうしてもやっぱり南関東州とか、そういうような

格好になるわけです。もうちょっと小さい、例えば東北でいえば北東北、南東北に分けるとか、九州

を南九州・北九州に分けるとか、全体を２０ぐらいの道州にするという考え方もあり得るわけで、そ

ういうときには、この富士山を中心とした埼玉、神奈川、静岡、山梨という、この組み合わせも確か

にあるかもしれない。東京都の位置付けが問題なんですけれども、そういうことはあるだろうと思い

ます。そのへんの枠組みみたいなものについての議論が今、自民党でも政府でも始まっておりますの

で、そういうものの対応を見ながら、状況を見ながら対応していきたいなと思っております。 
いずれにしても、これは非常に将来にわたって大事な問題ですから、県民の思いというものを十分

反映しながらやっていかなければいけないだろうと思っています。 
 

（飯島委員） 今日、山梨県行政改革大綱の取組の状況ということで、この資料をいただいたんですが、

私はこれを最初からずっと読みまして、一体これを読んで何を質問したらいいだろうかということで、

迷いました。 
そこで、こういう資料を出す場合には、結果はどうだったかと言いますと、読み終わって、みんな

よくやっているんだなということの一言に終わりました。しかし、それでは前進がないわけで、この

会議に掛ける何らの意味もないわけでございます。そういう意味で先ほど伊藤先生もおっしゃいまし

たけれども、県の方に「私はこういう問題を、いま担当しております。だけれども、こういう問題点

があるんだ」と、せめて最後のところに問題点を１つでも２つでもいいから書いていただけたらと思

いました。 
そうすると、ここにおいでの委員の先生方はみんな一家言持っておる方々でございますので、何ご

とにつけても前向きないい意見が出ると思います。例えば、この２２ページの県出資法人の見直しと

いう問題についても、これは何法人があるのかなと思ったら、３４法人を対象に実施しておると。そ

れに対して３４法人とすれば、それに対して４２億６，４００万円の金を使っておるんだと。たった

県予算にとってみれば１％弱でございます。けれども、こういう予算の割り振り、どこにどういう具

合に出ておるんだという、その現実を見たときに、これは無駄ではないか、これはやめたほうがいい

じゃないかというところも出てくると思います。ここで念を押したいことは、私達委員はいつも県の

味方だということです。 
ところで、民間企業においては、いつもいかに無駄を省くかということがすべてです。ですから、

超赤字の国家財政運営は言わずもがな、県財政とて同じように厳しいのですから、県の行政面とて、

いわゆる企業経営と同じ感覚でやるべきだということをいつも言っております。そういう意味で、ぜ

ひ県に、実は私のところにはこういう問題点があるんだと、心を開いて問題点を１つずつ書いていた

だく。そうすると、私どもはそれに対して考えていきます。ですから、どうぞ一つ次回からそういう

ことをお願いしたいということでございます。 
それと、私はいつも、例えば、先ほど望月さんのほうから、公務員の人事評価制度をどうしたらい

いかという問題を知事さんにお願いいたしました。しかし、これは日本国家全部の問題でございます。

地方公務員だけじゃございません。国家公務員がまさにしかりでございます。そうだとするならば、

私は国家において委員会をつくって、そしてそれに対する公正な基準をつくる。国家公務員の評価方

式、地方公務員の評価方式、そういう評価方式をつくらせたらいいんです。そのために人事院もある
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のですから。 
かつて私は、日本商工会議所の専務が４、５年前に甲府へ来ました、そのときに、ともかく偉そう

なことばかり言っているから、「あなた何言っているんだ。ともかく今、日本中どこに行ったって、

中心商店街の活性化の問題がすべてだ。あなた、日商において、そういう大局的な問題を研究して回

答を出してください」と言ったら、もう顔を真っ赤にしていたことを思い出します。ことほど左様に、

いまの最重要問題は何か、その問題を解決するのに、これは大きい問題で国がやるべき問題、これは

地方でやるべき問題、それをやっぱりはっきりと決めて、それからやっていったら、うまくいくんじゃ

ないかなと、私は思う一人でございます。 
それと、先ほど堤先生がおっしゃいました県立大学の独立行政法人化問題ですが、私はこの間も県

立大学へ、過去２度ほど堤先生に頼まれて、山梨の経済の話をしてくれということで去年と一昨年、

２年間やりました。そして２年間やって、その結果、いろいろ話を聞いてみると、確かにいまの学長

さん一人でいろいろなことをやってしまっているということを聞くにつけて、これはまずいなという

ことを痛感いたしました。 
例えば、学長は、山梨大学のように選挙互選にすべきではないかとか、そのときの、前の知事に私

はそのこともちゃんと言いましたけれども、うにゃうにゃ言って駄目になってしまった。だからそう

いうことではなくて、一つそういう問題について、意見が下のほうから出てきたら、その担当の方は

皆の意見を聞いて、それを知事さんに申し上げるとか何とかして、前向きな姿勢で物事を解決してい

ただきたい。そうすれば必ずみんな大局の意見というものが県の上部へいって、県によってそれが解

決していくということになろうかと思いますので、ぜひお願いいたします。どうも失礼いたしました。 
 

（日髙委員） 飯島委員さんの前に何か発言するのはどうかなと思って控えておりましたら、結局最後

になってしまいました。ちょっと変なくじを引いてしまいました。 
さて、今回の取り組み状況の全体を拝見して、ほかの委員さん方の全体的な印象とほぼ同じで、基

本的に立てた目標を、着実に推進をしていくというか、実現をしていく方向で進んでいるのかなとい

うような象を受けました。 
そういう意味では、横内知事さんのリーダーシップが全体に浸透してきている、そういうことかな

というふうに思います。その上で２つほどちょっと伺いたい。１つ目は行革大綱の部会のいろいろ議

論の中でも、基本的な行革の考え方を議論していく際に、今から考えると、もうちょっと突っ込んで

考えておけばよかったなという点が１つございます。御承知のように、最近、大阪府で大変元気のい

い知事さんが現れて、かなり大胆な府政改革を行っておられますが、そういうことをやらざるを得な

いような状況というのは、要は大阪府の場合には実質の収支が赤といいますか、実態としては赤字に

なっているものを事実上覆い隠すような形で、その資金を減債基金という、本来であればその公債費

の償還をするために貯めている基金があって、そこから借入をし、しかもその減債基金というのが目

減りをしていくということを覆い隠すように、不法かどうか分かりませんけれども、相当不適正な基

金操作をやっていたと。そのことが、いよいよ破綻をしてどうにもならないような状況で、ああいっ

た全般的な改革ということをやらざるを得ないということになったわけです。 
そういう点でちょっと１つ気になっていることが、本県においても、大阪とは全く財政危機の構造

程度も違うわけですけれども、ただ、そういう収支を毎年、毎年、例えば山梨の場合は財政調整基金

とか減債基金ですね、そういったようなものを取り崩したり、一般会計との間でやりくりをしながら、

それはどこでもおやりになっていると思いますが、その基金の将来の見通しというんでしょうか、そ
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ういうものがもうちょっと行革のプランを考えていく際にきちんと配慮して、その基金の残高の推移

というものが今後どういうふうになっていくのか、そういうことについてやはり指標が立てられるか

どうか分かりませんけれども、そういう視点で財政の健全性なり弾力性なりというものをチェックす

るような、そういった項目を考えておく必要があったのかなという、ちょっとこれはそういう反省が

あるんです。そういうような本県の基金の状況というのが、どういう推移で今後どういう見通しに

なっていくのか、その点１つ伺いたいというのが１つです。 
それからもう１つは、これは知事さんにお伺いしたいわけですが、冒頭で今、大変景気の後退が一

段と厳しくなってきているということで、そのための経済対策協議会の中で、県の支援のあり方を今

後考えていくんだというようなお話でございましたけれども、この行革大綱の議論をしていく際に、

相当この行革プランに反映されている数値の目標、県債残高の削減ですとか公共事業ですとか、人件

費、補助金などのそうした、かなり大きな支出割合を占めている部分について、確かに一方ではそう

いう長期的な債務残高が政策選択を制約している現状を考えていくと、長期的にそういうものを減ら

していく必要があると。 
ただ、それを現在の景気の、経済の状況とのバランスの中で、そういう財政運営を綱渡り的にやっ

ていかなければいけないなという、そういう中で行革大綱というものができてきた。そういう意味で

は、相当きわどいバランスの上に立っているというふうに理解しているんです。そうであるとすれば、

そうした景気対策などで関与の仕方というのは、必ずしも財政支出を常に伴うとは限りませんし、そ

れはいろいろな知恵の働きさせ方があると思うんですけれども、そうはいっても経済対策とその行革

大綱の今後の運営の仕方というのは、ある意味、今まで以上に更に今後、綱渡り的状況になるのでは

ないかというふうに思います。 
そういう中で、この行革大綱を知事さんとしては、平成２２年までの間に、今こういう計画目標を

達成していこうという話なんですが、これは基本的に行政改革のスタンスを継続しながら、同時に経

済対策との調和を図っていくということだと思うんです。先ほどの望月さんに対するお答えでもそう

いう感じだったんですけれども。そこで、行革大綱の位置付けと今後のあり方ですね、そのへんは重

ねての御質問になるかもしれませんけれども、どのようにお考えなのか、横内知事さんの基本的考え

方をお伺いしておきたいということでございます。以上でございます。 
 

（議長） まず、基金の将来見通しについて説明してください。 
 

（総務部長） ただ今、基金についてお話をいただきましたけれども、その前段としてちょっと大阪と

の比較でのお話もありましたけれども、確かにその点この場を借りて御紹介といいますか、説明をさ

せていただきますと、大阪府については、平成１８年度決算において実質収支が９年連続赤字という

状況です。 
この実質収支比率というのが大阪府の場合にはマイナス０．９％という状況で、これは全国平均が

１．１％のプラスのわけですけれども、本県の場合には１．３％のプラスという状況になっています。 
また、最初のほうでもお話が出ました経常収支比率で言いますと、大阪というのは９６．６％で全

国４３位という状況でございますが、本県の場合は９１．５というのは全国６位という状況で、全国

的に悪い中では、比較的には本県はまだいいほうには属しているということはいえようかと思います。 
そういう中では大阪というのは、もうほとんど退路が断たれているような状況ということで、ああ

いう思い切った施策が出てきているということだというふうに理解をしております。 
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そういう中で本県の基金でございますが、実は本県の基金残高、直近で申しますと１９年度末、昨

年度末で４７１億円というような残高でございます。これは実はここ数年、この残高というのはそん

なには動いておりません。既に平成１２年度末に大体５００億円ぐらいでございましたので、そうい

う点ではずっとここ数年横ばいできているということがいえようかと思います。 
これは、どういうことか言いますと、当初段階ではいずれの年も１００億円を上回るような基金を

取り崩す前提で予算を編成するということになるわけですけれども、一般の家庭でもそうですけれど

も、結果的には予算を組んでも、例えば１００円の予算を組んでいたものが９８円で済むということ

に結果的になってきます。それが県の４千億円を超える予算規模でいいますと、結果的には大体

１００億円ぐらい年末に節減等の効果が出てくるということで、これを予算上は取り崩す前提だった

んですが、これを年度末に積み戻す形にして、結果的には残高が維持されてきたというのが、ここ数

年の状況であります。 
この大体５００億円という残高については、県民一人当たりで見ましても、全国で相当いいほうで

ございます。ちょっと今、はっきりした順位は持ち合せておりませんが、トップ１０には入る順位だ

ろうというふうに思います。 
ただ、今年の２月の当初予算編成の中で、ちょっと先ほども御紹介させていただきましたけれども、

本県財政の中期見通しというものを発表させていただきました。その中でどういう見通しを立ててい

るかといいますと、これは今後でいいますと、その年度末の積み戻しというのがなかなかこれまでの

ようにはいかないだろうと。それぐらい厳しくなってきているということでございます。 
これは、毎年１００億円を超える基金を取り崩しても、結果的に積み戻せば、言ってみれば厳しい、

厳しいと言っても結果的には戻っているじゃないかということになるわけですけれども、実はこの中

期目標の中ではあらかじめ毎年１００億円、年度末に戻しますという前提で、あえて実態ベースで見

通しを立てました。それでも毎年３０億円から４０億円、今後については基金が目減りしていかざる

を得ないという中で、５年後の２４年度には２５０億円、約半分までこれが目減りするのではないか

ということで、見通しを立てております。 
ただし、この見通しにつきましては、さっきも申し上げましたけれども、歳出のほうはかなり詳細

に見積もれるんですが、収入、歳入のほうがどういうふうになるかということが、非常に予測が難し

いものですから、それによって大きく左右されるという問題ではあるんですけれども、いずれ今まで

の延長線上での財政運営でいきますと、今後これまでのように基金が結果的には温存されるというこ

とは期待しにくいということで、危機感を持ってこの財政運営にあたっていこうということで、今、

進めさせていただいております。 
また、その点でも御指導、アドバイス等ありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 
 

（議長） ２点目の御質問なんですけれども、この行政改革大綱というのは４年間の計画目標を示して

いるわけでありまして、例えば財政でいえば県債残高の削減をすると。県民一人当たりの県債残高を

大体、山梨県と類似県の平均値ぐらいまでに持っていくというような目標を立てて、そこになるまで

に県債残高を削減するということにいたしまして、そのためにはその公共投資の額を、公共事業費を

年平均、公共事業費それから県単の公共事業費ありますが、平均して大体５％程度、毎年カットして

いくというような、財政については目標になっているわけです。 
しかしながら、それは４年間の計画でありまして、やはり先生はそういう意味でおっしゃっている

んだろうと思いますけれども、時々の経済情勢に応じて財政運営というものは弾力的に行っていくと。
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蛇が棒を飲んだように、こう決まっているからこのとおりだというわけにはいかないわけでありまし

て、やっぱり経済情勢、景気動向が厳しいときには、多少やはり進捗の度を緩めていかなければなら

ないということだろうというふうに思っております。 
２０年度においては、先ほど最初に御説明しましたように、県債残高の削減も計画的には１００億

円の削減で済むところを、これは税収も非常に大きかったということもあって１７０億円の削減と、

非常に大きな削減をしたわけでありますから、ある意味ではそのあと余裕が出ているわけですね。そ

んなことも考えながら、例えば２１年度予算編成、あるいはその前の補正予算をどうするかという議

論が出てくるんだろうというふうに思っております。 
いずれにしても、この行政改革大綱は何としても２２年度末において達成したいというふうに思い

ますけれども、そこに至る毎年、毎年の財政運営というのはそれぞれ時々の情勢に応じながら、弾力

的にやっていかなければならないというふうに思っているところです。そんなことで２１年度の予算

編成をどうするのか、それはまたこの会議で御相談をさせていただきますけれども、そんな気持ちで

おります。 
 

（加藤委員） 景気は先ほど来いろいろ皆さんから意見があるように、恐らく日本の競争力がどんどん

低下しているということの中で、中小企業の元気がなくなる、大企業も勝ち組、負け組の中で恐らく

再編されてくるということになると、いろいろな企業収益から入る、雇用の問題とか税収の問題、こ

れはなかなか厳しくなると思うんです。そういったところから、この山梨県の経済部分から見たとこ

ろの大綱を見ますと、やはりかなり経済的なものの活性化というのは、先ほど来いろいろ明るい部分

でやるべきだと、こう言っていますけれども、これは様々な現実的対応をやらないといけないと思っ

ています。 
地域経済活性化が、これから立ち上がるわけですけれども、これもかつて大分の知事が１村１品と

いうようなことを立ち上げましたけれども、それに代わるようなものを、やはり地域で実務的な人間

を多く集めてそれぞれの市町村で考えさせて、県もそれに対して若干のお金は出して、ある発案をし

てあげるということ。企業誘致もいいですし、その地場のものをもっと更に拡大化するということも

いいし、そういうことをやらないと、やっぱり山梨県としても沈滞化がもっと深刻になるというふう

に考えています。 
それともう１点、この財政というか大綱の中でランニングの問題ですけれども、私はたまたま富士

吉田市の行政改革の委員をずっとやっていまして、結構、県と重なる部分がいっぱいあるわけですね。

病院の問題だとか道路の問題だとか。これが本当は連携が取れてやれるならば、かなり合理化が利く

と。それとここの紙に書いてない裏側というのは、県と市町村の問題の中において、相当経費が削減

できるというものがいっぱいあるんじゃないかと思っています。 
先ほど日髙先生が言うように、これがどうにもならなくなってくると、大阪府型になってしまうん

ですけれども、予算でも切り詰めていくと。そういうことではなくて、今のうちに、まだ時間がある

うちに、そこへ一歩踏み込んでいろいろ連携を取りながら、むしろ市町村を拡大するより、ここは市

町村の合併という問題も１つはかかわってきていますけれども、もっと効率的な県との連携プレイで

費用圧縮できるようなところと、県が見て全部見れるというような医療なんかは、そういったところ

に手を入れないと圧縮にならないではないかと思っています。 
日本全体が借金を１千兆円も抱えているわけですから、これはあまりもうお金という面では自助努

力で結構やらなければ駄目だ。そしてもう１つは経済、先ほど来言うように、活性化を図って、やっ



 

 ２８

ぱり自主財源を入れるというところへ持っていく政策を同時にやって、明るさというマインドを持た

ないと駄目ではないかと思います。以上です。 
 
（植松委員） 景気動向とか産業振興は、もちろん蔑ろにできない大事なことだと思いますけれども、

日本はいま、国全体が大変厳しい状況におかれていると思います。国際化がどんどん進む中で生きて

いくことだけでも大変難しいことであるのに、それに加えて高齢化という点では世界の先進国の中で

も１番先頭に走っているんだから、お手本がないわけでして自らつくり出していかなければいけない。

だけど、それは簡単にできないということで非常に厳しいと思います。 
だけど、そういう厳しい日本の中にあっても、我が山梨県だけは知事さんがおっしゃるように、「暮

らしやすさ日本一」を堂々と目指していくんだということになりますと、周りがやることもきちっと

やらなければいけないけれども、その先もちょっと頭の中に置いておかなければいけないのではない

かなという気がするんです。 
というのは、モノをつくったり、モノを動かすことによって、利潤を得るということでは、もう限

度が来ているのではないかという説もあるんですね。アメリカが何故金融であんなことをやったかと

いうと、モノをつくること、効率良くつくって、効率良く消費させることについては、もう日本には

当面かなわない。でも日本をやっつけるために、どうしたらいいかというのが昭和６０年前後の話題

だったそうで、それにはもう金融面で開放させて市場を獲得しないと日本には追いつけない。いつま

で経っても日本の下になっていくだけだぞという大局観の中から、グローバルリズムをやったり、そ

れから日本の金融の改革を迫ったり、いろいろした結果がこうなってしまったという話もあります。 
私ども身近な問題を考えても、自分の実感として、どこまでモノを大量に消費して物質的な豊かさ

を求めるのか、何が欲しいと言ったって、身近なものにはあまり欲しいものがないという人が多いん

ですね。楽しみたいとか、いい気分になりたいということは、いくらでもありますがね。 
ですから、産業振興でモノをつくって、大量に動かす、消費させるということも当面、飯を食うた

めにはそこそこは考えていかなければならないのですが、他の地域に先んじて「暮らしやすさ日本一」

を目指すのであれば、その先にも少しは思いを致さねばならないのではないでしょうか。先ほどの企

業誘致のお話ではないですけれども、ライバルはいっぱいいるわけなので、その中でやっぱり山梨だ

けが突出して勝利を収めるということは、そう簡単にできないことだと思います。そこでモノ以外の

ことということになると、やっぱり観光ということになるんですけれども、もうちょっと範囲を広め

ると、やっぱり文化的な面での消費ですね。山梨県人が心豊かに暮らせる。心豊かにというのは、物

資的な豊かだけではなく、それもある程度は必要なんですけれども、東京のネットカフェ住人やワー

キングプアーに比べれば、山梨はそんな人はいないだろうし、物資的には結構レベルが高いところま

でいっているんじゃないかなと思います。 
満員電車で片道１時間半も通勤することもないでしょうし、そういう点ではやっぱり、そろそろモ

ノ離れ、モノだけに執着しないで、心の豊かさとか文化的な面でのレベルアップを図る。そこに豊か

さを求めていく、そこに産業の振興という要素も取り入れていくということを、ぼちぼち頭の中に入

れていく必要があるのではないでしょうか。今まで、過去からこの数十年間やってきたことだけを更

に強めて、景気が悪いからさらに強調してやるといっても、それはそんなに我が県だけが突出して成

果を収められるかというと、そういうことにはならないんじゃないかなという気がしまして、もちろ

んその文化的な側面が県の運営のメインの課題になるには、まだまだ先の話だろうと思いますけれど

も、そういうこともちょこっとは頭の中に入れておかないと、何か先ほどの話ではないですけれども、
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楽しみがないのではないかなと思います。 
ビールが売れないときに、とにかく何が何でも売って来い、何が何でも売ってみせるといって、み

んなが飲みたくないというときに一生懸命、口を開けて飲ませるような努力ばかりしていると、どん

どんシェアが下がっていくんですよね。そうではなくて、やっぱり飲みたくなるようなビールをつく

ることがやっぱり大事なので、そのためにはやっぱりリスクも伴うけれども、大きな夢を見るという

ことと、現状、足元でやっていること、あるいは今までやってきたことと離れて、たまには離れても

のを考えないと出てこないのではないかなと思います。 
それは毎日スケジュールに追われて仕事をしている現場の方々は、なかなかそういうことができな

いんですが、やっぱりデスクの上でホワイトカラーで、上へ行けば行くほどリーダーシップを発揮す

べきだという立場の人こそ、１日の中である時間はそういうことに割いて、飛んだ発想をすることが

求められていると思います。それは多くの県民を預っているリーダーの方々の使命と責任ではないか、

そういう中からビジョンが出てくるのではないかと、こんなふうに思っております。 
 

（早川委員） 今、植松さんからお話がありましたが、ちょっと付け加えさせていただきたいんですが、

山梨総合研究所の研究部長が中田裕久という方なんですが、この方は京大の建築を出たあと、筑波で

美学をやった方です。 
山梨へ来ていただいて、もう３年になりますけれども、この中田さんに来てもらった理由は、彼が

自分の専門以外で温泉を核にして、地域をどう振興していくかというような分野で、全国で有名な研

究者なんですね。世界中の温泉地を見て回ってきているんです。 
山梨には温泉も水もあります。今、中田さんに、ともかく山梨総研にいる間に１つプロジェクトを

動かせということをお願いしている。今、彼がやっているのはヨーロッパのチロル地方でウェルネ

ス・ツーリズムとか、ウェルネス・クラスターという考え方が出てきて動いている。それで今年、視

察に行ってもらうんですけれども、山梨県にはそれに該当するような地域資源はいっぱいあるわけで

す。北杜市周辺にも八ケ岳の南麓にありますし、それから富士北麓も当然そういうエリアとして非常

に適していると思います。それは健康というキーワードにつながるんでしょうけれども、観光ともつ

ながってくるということで、何とか山梨で芽を出したいということで、今、ウェルネス・クラスター

という研究会をつくりまして、ずっとやっているんですね。 
まだ、それを形にするだけの力がまだないということで、いろいろの人を集めて研究会をやってい

るところですけれども、何とかその芽を山梨で開かせたいというふうに思っております。 
 

（議長） ありがとうございました。 
いろいろな御意見を承ったわけでありますけれども、時間が過ぎましたので、そろそろ閉じたいと

思いますけれども、次の会議について、事務局の方からちょっと予定を説明してもらいたいと思いま

す。 
 

（事務局） それでは次回の開催日程について、御説明させていただきます。 
次回は９月４日の木曜日でございます。９月４日、木曜日の午後２時から開催させていだたきたい

と思います。 
内容といたしましては、最近の経済の動向を踏まえまして、本県の景気対策、経済全般につきまし

て、御意見を賜りたいと考えております。以上でございます。 
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（議長） 次回の９月４日の会議は、まさに今日のこの会議の続きみたいになるんですけれども、最近

の経済動向みたいな、これは短期的な経済動向みたいなことになりますけれども、説明をし、そして

それに対して、ではその対策ということになるんですが、対策となると、あまり短期的な、もちろん

短期的なことももちろん、例えば金融対策とか、そういうこともあろうと思いますけれども、そうい

うだけではなかなか不十分で、早川委員もおっしゃったように、かなり構造的なものなんですね。 
この今の山梨県の経済が非常に停滞している状況というのは構造的なものですから、そういうこと

も含めた議論をしていかなければいけないだろうなというふうに思っております。今日の議論の続き

のような形になりますけれども、当面の２１年度予算編成ということも睨みながら、将来に夢を持た

せるような施策というようなものをどうしていくのか。当面の景気対策もさることながら、そんな議

論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
それでは、今日はすべての議事を終了させていただきました。 
貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願い申し上げ

ます。どうも、ありがとうございました。 
 

（司会） 長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございました。 
以上をもちまして、経済財政会議を閉会といたします。ありがとうございました。 


