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はじめに 
   

 本県財政は１兆円を超える債務残高を有

するなど大変厳しい状況下にあり、これ以上

の債務を増やすことなく様々な県民のニー

ズに応えていくためには、行政改革の更なる

推進が最も重要な課題であります。 

このため、県政運営の基本指針となる「行

動計画」の策定と合わせて、４年間を改革期

間とする新しい「行政改革大綱」を策定しま

した。 
  
この大綱では、「県財政の改革」、「県庁の

改革」、「行政サービスの改革」を３つの柱に、

２４の改革項目に可能な限り数値目標を設定するとともに、４年間

の工程を示しております。県庁を「創意工夫をこらし挑戦する」組

織へと変革し、将来にわたって持続可能で健全な財政構造の確立と、

より効率的で質の高い県民サービスの提供を目指していきます。 
 
「大綱」による改革と「行動計画」の推進は車の両輪の関係にあ

ります。大綱の成果が行動計画の着実な実行の裏付けとなり、行動

計画の推進をサポートします。また、行動計画の施策が着実に実行

されていけば、産業経済の活性化が図られ、税収の確保により財政

基盤が強化されることになります。このように両者を一体的に推進

することにより、真の豊かさを実感できる「暮らしやすさ日本一」

の山梨づくりを目指して参ります。 
 
 
策定に当たって、経済財政会議からの真摯な御提言や県議会での

熱心な御論議並びに県民の皆様からの御意見をいただいたことに感

謝申し上げるとともに、今後も県議会をはじめ、県民の皆様の御意

見を伺いながら、この大綱の着実な推進を図って参りますので御協

力をお願い申し上げます。 

 

 平成１９年１２月 

             山梨県知事 横内正明 
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Ⅰ 基 本 的 な 考 え 方 
 

 

この行政改革大綱は、「チャレンジ山梨行動計画」を着実に実行

していくため、その前提となる財政基盤と県庁組織を確立し、あ

わせて県職員の意識改革を図っていくための基本指針として策定

するものです。 

 

21世紀の我が国は、全国画一の効率性を最優先した経済の高度

成長時代が終わりを告げ、加速する少子高齢化とともに、地方の

多様な価値観や地域の個性を重視する本格的な分権型成熟社会に

突入しつつあります。 

 

本県財政は、数次にわたる国の経済対策に呼応した社会資本整

備等を続けてきたことなどにより、１兆円を超える債務残高を有

するに至っています。こうした状況は、分権型成熟社会に対応し

た県政へと舵取りを進める上で、財政の自由度を狭めるという大

きな障害となっています。 

これまでも、効率的な行政を目指して職員数の削減、経費の縮

減等、本県独自の数々の行政改革に取り組んできましたが、歳入

面において地方交付税や国庫支出金等の依存財源の占める割合が

高いという本県の特性や、三位一体の改革の影響等を勘案すると、

依然として、極めて厳しい状況にあるといわざるを得ません。 
 

新行政改革大綱 行財政改革プログラム 第二次 行財政改革プログラム
(H11.03) (H15.12) (H17.12)

計画期間　H11～H13年度（３年間） 計画期間　H15～H17年度（３年間） 計画期間　H17～H21年度（５年間）

 Ⅰ　公正・透明な行政運営   Ⅰ　行政の意識改革   Ⅰ　行政の意識改革

 Ⅱ　県民サービスの向上   Ⅱ　県民の底力を引き出す行政の推進   Ⅱ　県民の底力を引き出す行政の推進

 Ⅲ　組織機構の見直し   Ⅲ　小さな県庁、大きなサービス   Ⅲ　小さな県庁、大きなサービス

 Ⅳ　財政の健全化と定員管理   Ⅳ　中央直結から、市町村直結の県政の確立   Ⅳ　中央直結から、市町村直結の県政の確立

 Ⅴ　地方分権に対応した行政体制の整備

H18地方行革指針
（H18.8総務省）

行政改革推進法・
市場化テスト法

新地方行革指針（H17.3総務省）

骨太の方針2002
（H14.6）

三位一体の改革
（Ｈ１４～Ｈ１８）

地方分権推進計画
（H10.5閣議決定）

地方分権一括法
（Ｈ11.7）

総合経済対策
（Ｈ10.4経済対策閣僚会議）
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こうした状況下において、「チャレンジ山梨行動計画」が目指す、

県民が真の豊かさを実感し、「暮らしやすさ日本一」と思えるよう

な県づくりを着実に進めていくためには、次の３つの改革を強力

に押し進める必要があると考えます。 

 

第一に、政策推進の財源を安定的に確保するための「県財政の

改革」 

 

第二に、政策推進の母体となる「県庁の改革」 

 

第三に、県民の視点に立った「行政サービスの改革」 

 

この大綱では、こうした３つの改革の目指すべき姿を明らかに

するとともに、その具体的取組及び工程を定めることとします。 

 

 

◎ 改革期間 

平成19年度から平成22年度までの４年間とします。 

 

◎ 改革の推進体制と検証 

知事を本部長とし、各部長等を構成員とする行政改革推進本部

の下で、県庁一丸となって改革に取り組みます。 

 毎年度庁内で検証作業を行い、ホームページでその結果を公表

するとともに、経済財政会議に報告し、評価を受けることとしま

す。 
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Ⅱ 現状と課題 
 
１  県財政の現状と課題 
 
○  本県の財政は、歳入面においてはいわゆる「三位一体の改革」
により、税源移譲による税収増を大幅に上回る国庫支出金や地方
交付税削減の影響を強く受け、歳出面においては老人医療や介護
保険に要する経費などの義務的な経費の増大が今後も続くと見込
まれるため、極めて厳しい状況にあります。 

 
【県債等残高】 
○   県債残高は、たび重なる国の経済対策に呼応して実施した公共
投資にかかる県債発行や国の地方財政対策により発行した臨時財
政対策債※などにより増加を重ね、平成１８年度末における企業
債や出資法人に対する債務保証等を含めた債務残高は１兆円を超
える規模となっています。 
※「臨時財政対策債」：地方交付税の不足分を地方債に振り替え、後年度において、元利

償還金の全額を交付税で補てんする実質的交付税である地方債  

 
○   このうち、実質的な地方交付税である臨時財政対策債等を除く
県全体の県債・債務保証等の残高（以下、「県債等残高」という。）
は、８，６３１億円で、県民一人当たりにすると９８万円となっ
ています。  

県債・借入金残高の推移

　　  （億円）

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

臨時財政対策債等

出資法人債務保証等

企業債

ＮＴＴ債

通常の県債（普通会計）

億円

10,231 10,188 10,122 9,961 9,702 9,271 8,764 8,413 8,156 7,859 合計

1,692 1,557 1,372 1,150 854 447 241 137 132 132 臨時財政対策債等

8,539 8,631 8,750 8,811 8,848 8,824 8,523 8,276 8,024 7,727 通常の県債・債務保証等残高

469 470 511 608 643 669 637 670 734 816 出資法人債務保証等

739 753 780 794 732 725 699 615 479 435 企業債

51 116 110 1 ＮＴＴ債

7,331 7,408 7,459 7,358 7,357 7,320 7,186 6,991 6,811 6,476 通常の県債（普通会計）

Ｈ19.9月現計Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２Ｈ１１Ｈ１０区分

10,231 10,188 10,122 9,961 9,702 9,271 8,764 8,413 8,156 7,859 合計

1,692 1,557 1,372 1,150 854 447 241 137 132 132 臨時財政対策債等

8,539 8,631 8,750 8,811 8,848 8,824 8,523 8,276 8,024 7,727 通常の県債・債務保証等残高

469 470 511 608 643 669 637 670 734 816 出資法人債務保証等

739 753 780 794 732 725 699 615 479 435 企業債

51 116 110 1 ＮＴＴ債

7,331 7,408 7,459 7,358 7,357 7,320 7,186 6,991 6,811 6,476 通常の県債（普通会計）

Ｈ19.9月現計Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２Ｈ１１Ｈ１０区分
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○   この県債等残高の規模は、県財政の返済能力を表す指標である 
「標準財政規模」※の３．９倍となっており、全国平均の３．６倍
を上回る水準となっています。（１７年度決算） 
※ 「標準財政規模」：地方公共団体の通常収入が見込まれる一般財源（県税、地方交付税  

          など）の規模を示す指標 

           
○ 県債残高の増大は、公債費負担（県の歳出中の元利償還金）の
増加を招き、財政硬直化の大きな要因となっています。 
 社会経済動向の見極めが難しい中で、硬直化した財政構造から
転換を図り、持続可能な財政運営を確保していくためには、国の
地方財政対策により発行せざるを得ない臨時財政対策債等を除い
た、県においてコントロールが可能な県債等残高について、中長
期的な姿を見据えながら計画的に削減し、一定の水準にしていく
必要があります。 

 
○ しかしながら、県債等残高を削減していくためには、次のよう
な課題があります。 

 
①  県債等残高の削減は、繰上償還が困難なことから今後発行
する県債の抑制により行うことになりますが、既に発行して
いる県債の償還年限が主に２０年であり、県債等残高の削減
には一定の期間が必要であること、 
 
② 本県の社会資本整備の必要性や建設業就業者の多い産業構
造等から地域経済への影響を考慮する必要があること、 
などを踏まえて、段階的に削減していく必要があります。 
※平成１５年度以降の建設業の倒産件数及び負債金額の状況は、倒産件数で見ると、

平成１８年度は平成１５年度に比べ、２．４％増（全国：２３．９％減）、負債金

額で見ると、平成１９年度８月末現在で、平成１５年度に比べ、４０．５％増（全

国：６７．６％減）となっており、公共事業費、県単独公共事業費の縮減に伴い、

本県建設業は全国傾向よりも相当厳しい状況となり、本県経済に大きな影響を与

えている。 

 
○  削減目標を設定するに当たっては、県債等残高の総額や県民一
人当たりの残高による単純な全国比較では、人口規模や規模の経
済性などを適切に反映できないため、県民に分かりやすく客観的
な指標を用いて本県が目指すべき県債等残高の水準を示す必要が
あります。 

 



5 

【県単独補助金】 
○  県の歳出に占める経費のうち、平成１９年度において４２７件、
総額１５８億円にのぼる県単独補助金についても見直しを行う必
要があります。 
これまでも、社会情勢の変化などを踏まえ、見直しを行って来
ましたが、今後も、新たな行政ニーズに対応できる財政運営を確
保するため、引き続き、不断の見直しを行っていく必要がありま
す。 

 
【人件費】 
○  本県の職員数は、平成１９年４月１日現在１４，９９１人であ
り、平成１０年度に比べ、２．１％（３２８人）減少しています。 

  これを部門別に見ると、一般行政が１０．４％減少しているの
に対し、教育は１．３％の減少、警察は８．１％の増加となって
いますが、さらに簡素で効率的な県政を目指すため、引き続き抑
制に努める必要があります。 

○  また、全国的に行財政改革が進められている中、現在、本県を
含め３７の都道府県において、特例措置により職員給与費等を減
額している状況であり、県民への負担を伴う行財政改革を推進し
ていく上で、県民の思いを勘案し、職員自身も改革に伴う痛みを
共に担うなど、県民の理解と協力を得るための取り組みを検討す
る必要があります。 

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

15,319 15,302 15,299 15,317 15,271 15,262 15,366 15,339 15,166 14,991

一 般 行 政 3,728 3,725 3,685 3,651 3,620 3,585 3,544 3,501 3,452 3,340
教 育 8,863 8,815 8,867 8,901 8,877 8,859 8,945 8,943 8,796 8,749

警 察 1,773 1,774 1,774 1,777 1,768 1,800 1,856 1,879 1,905 1,916

公 営 企 業 955 988 973 988 1,006 1,018 1,021 1,016 1,013 986

県職員数の推移（H10を100とした場合）

区　　分

総職員数

97.9

89.6

98.7

108.1

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

（％）

警察

教育

総職員数

一般行政
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２  県庁の現状と課題 
 

(1) 県庁組織の現状と課題 
 

○ 本県の県庁組織は、人口や面積に即して都道府県の中では小規

模であり、部局の設置に関する国の規制が緩和された後も、大規

模な組織の改廃は行わずに、これまでの本庁組織の見直しは企

画・政策部門と県民生活部門の改廃及び環境行政の推進に伴う林

務部門との統合が主なものでしたが、平成１６年には観光部を、

平成１９年に産業立地室をそれぞれ新設しています。 

 

○ 一方、出先機関については、交通通信体系の急速な発達や市町

村合併の進展に対応するため、従来の８圏域の単独事務所の時代

から５つの地域振興局の総合事務所の時代を経て、現在の４圏域

の単独事務所へと大きく統廃合を実施してきました。 

  この過程においては、単なる組織の統廃合の実施にとどまらず、

他県に例を見ないような本庁・出先を通じた経理事務や庶務事務

の集中化を行ってきています。 

出先機関の組織再編（Ｈ18） 

 
 

○ 今後は、「チャレンジ山梨行動計画」を着実に推進するため、重

点的な政策課題に柔軟に対応できる組織を構築していく必要があ

ります。 
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○  現在、本庁の知事部局は８部１局１室で構成していますが、企

画部の中に県民室、商工労働部の中に産業立地室の２つの部内室

を設置しています。また、本庁の部と室には６９課を設置してい

ますが、そのうち７つの課に課内室を設置しています。このため、

「室」という名称が「部」と同格の知事政策室と「部の中」の県

民室・産業立地室、更に「課の中」に置かれた７室に使われてお

り、３層に混在しているため、庁内はもとより県民に非常に分か

りにくい組織となっています。 

 

○ 今後は、県民に分かりやすい組織とするとともに、国にならっ

た縦割りの組織にとらわれずに、部局横断的な課題を的確に解決

する仕組みを構築して県民サービスの向上を図っていく必要があ

ります。 
  

○ 庁内組織の階層は、部長―次長―課長―課長補佐―担当の５階

層の構成をとっています。庁内の事務処理の状況は、決裁区分別

の事務項目数では下表が示すように、部長の専決事項が約５５％

となっているものの、実際の決裁文書では課長段階で約９４％が

決裁されています。 

更に、県庁の電子決裁システムである文書管理システムにおい

て３階層決裁を奨励しているため、現実の決裁文書の約６割が３

日以内に決裁されていて、現状においても事務決裁についてはス

ピーディーに処理されていると言える状況です。 
 
○ 専決区分別事務項目数（事務決裁規則別表第二・固有専決）（H19.4.16現在） 

   
○ 決裁者別文書処理件数（H19.4実績） 

 

 

 

 
  

 専決区分 部長決裁 課長決裁 計    

 事務項目数 1,636 1,365 3,001    

 比率 54.5% 45.5% 100%    

最終決裁者 知事 部長 課長 計 

文書数 4 374 5,606 5,984 

比率 0.0% 6.3% 93.7% 100% 
※ 部長には代決を含む。財務関係の決裁を含む。      
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専決区分事務項目数

部長決裁
 1,636件（55%）

課長決裁
 1,365件（45%）

  

決裁者別文書処理件数

知事決裁 4件

課長決裁
5,606件（94%）

部長決裁
374件（6%）

 
 
 
 

※３日以内に決裁された文書の割合 62.4%（平成18年10月実績） 

 

○ 今後は、さらに簡素でスピーディーな組織を目指して、職員階

層の均衡に配慮しながら、限られた人材を事業部門や現場に効率

的に配置し、組織力の向上を目指していく必要があります。 

 

 

（２） 職員意識の現状と課題 

 

○ 本年５月に実施した職員意識調査によると、職員が仕事にやり

がいを感じるのは、県民のために役立っていることを実感した時

であり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆にやりがいを見失う時も、住民に身近な市町村と異なり、職

員が自らの仕事が県民にどれだけ役立っているかが見えないケー

スが多くなっています。 

 

問 あなたが、これまでの経験で仕事のやりがいを感じたのは、どのような時ですか。 

【複数選択可】（N=654） 

①上司や同僚から評価されたとき  (221件 34％) 

②取り組んできた仕事やプロジェクトをやり終えたとき  (338件 52％) 

③県民のために役立っていること（業務の成果）を実感したとき  (403件 62％) 

④自分の創意や工夫が生かされたと感じたとき  (357件 55％) 

⑤やりたい仕事に従事できたとき  (133件 20％) 

⑥その他  (27件 4％) 
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○  一方、自分の仕事に業務改善の必要性を感じている職員は、 

９１％おり、そのうち具体的なアイデアを持っている職員は約４

割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ また、公務の繁忙度の変化を尋ねると、概ね４分の３の職員が、

ここ数年繁忙度が増していると回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ さらに、公務を進めるに当たって精神的負担を感じているかに

ついて尋ねると、約８割の職員が感じていると回答しています。 

 

 

問 あなたは、去年（Ｈ18年度）担当した自分の仕事に関し、業務改善の必要性を感じ、ま

た、その解決のためのアイデアを持っていましたか。 

①業務改善の必要性を感じ、解決のための具体的なアイデアも持っ

ていた。 
 (240件 37％) 

②改善の必要性は具体的に把握していたが、解決策は漠然としてい

た。 
 (210件 32％) 

③業務改善の必要性について漠然と感じていた。  (143件 22％) 

④業務改善の必要性は感じていなかった。  (35件 5％) 

⑤その他  (17件 3％) 

（未回答）  (9件 1％) 

 

問 あなたは、自分の担当全体における繁忙度が、ここ数年でどのように変化している

と感じますか。（異動１年目の方は、以前の職場の状況で回答してください。） 

0% 1%

33%

17%

42%

7%
①以前より忙しくなっている

②どちらかと言えば忙しくなっている

③あまり変わらない

④どちらかと言えば余裕が出てきた

⑤余裕が出てきた

未回答
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○ この職員意識調査から、地方分権改革が進展する中で、県民の

役に立つ仕事をしたいと強く望みながらも、市町村のように直接

県民と接する機会が少ないために、ともするとやりがいを見失う

こともあり、また、改善や改革への志向も強く持ちながら当面の

仕事量の増大に追われ、更に、社会経済情勢の変化に伴い県民の

ニーズが多様化・高度化する中で公務の遂行に精神的な負担を感

じている職員像を読み取ることができます。 

 

○  こうしたことから、職員一人ひとりが明確な当事者意識を持っ

て、日々の業務改善や課題解決に真剣に取り組む職員の意識改革

が求められています。そのためには、幹部職員を先頭に明確な時

代認識と県民に奉仕するという使命感を持って県庁改革に取り組

む必要があります。 

  

○ また、職員研修や人事交流を通じて政策立案能力やコスト意識

を身につけさせるとともに、常に県民の視点に立って職務を遂行

する職員を育成することが課題となります。 

 

問 あなたは、公務（仕事）を進めるに当たって精神的負担を感じていますか。 

22%

56%

16%

2%4%

①とても感じている

②どちらかと言えば感じている

③どちらかと言えば感じていない

④感じていない

⑤未回答
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３ 行政サービスの現状と課題 

 

(1) 行政サービス提供の現状と課題 

【公の施設】 

○ 公の施設１２４施設のうち、県立高校等法令の制限があるもの

（5３施設）や管理代行を行っている県営住宅を除くと、指定管理

者制度導入対象施設は７０施設あり、平成 18年度までに４７施

設に同制度が導入されています。 

（平成18年度管理運営状況のモニタリング結果） 

  対象施設 ４７施設 

  すべての施設で、概ね適正に業務執行されていた。 

  利用者の増加 対前年度10.9％、347,241人 

  利用者満足度   

    数値として把握した施設 ４０施設 

    ・満足度が高かった施設 ３７施設 

    ・満足度が低かった施設  ３施設 

※その他の入所福祉施設等７施設は、保護者への聞

き取り調査等を実施 

指定管理者制度導入状況

未導入, 23

導入済み, 47

計　70施設

 
 

○  こうした中で、民間活力の活用により住民サービスが向上する

など、効果的、効率的な運営が期待できる施設については、指定

管理者制度を導入し、さらに利用者の利便性を向上させていく必

要があります。 
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【広聴機能】 

○ 県政ひざづめ談議は、県民総参加の県政を推進するため、県民

と知事が、直接、県の現状や将来、あるいは県政全般の諸施策な

どについて、普段着の対話を行うこととし、平成１９年４月から

開始しています。 

（実施状況） 開催回数 １３回（平成１９年11月27日現在） 

 

○ パブリックコメント制度は、政策立案過程の透明性を確保し、

その過程に県民の意見を反映させるため、平成 15年 10月から

導入しています。 

（実施状況）平成１７年度１０案件 

平成１８年度 ５案件 

平成１９年度 ２案件（平成１９年１０月２２日現在） 

 

○ 附属機関等の委員については、附属機関等設置運営要綱に基づ

き、公募委員や女性委員の選任促進に努めています。 

（委員の選任状況） 

公募委員導入機関   ３機関（全８６機関中） 

女性委員割合   ３５．８％（委員総数1,081人） 
     （平成１９年６月１日現在） 

 

○ 県政クイックアンサー制度を設け、県政に対し県民から寄せら

れる意見や要望等について、担当する部署が責任を持って、速や

かに回答するよう努めています。 

（実施状況）県民の意見等への平均回答日数 

       平成１８年度 ７．２開庁日 

 

【情報公開】 

○ 平成１８年度行政文書の開示の実施状況については、次のよう

になっています。 

  開示請求          ６４０件 

＜処理状況＞ 

開示決定          ５９１件 

 全部開示決定       ３０４件 

 一部開示決定       ２８７件 

不開示決定          ２８件 

取下げ            ２１件 
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

591
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78

0
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600

700

件数
行政文書の開示請求、開示決定等の推移

取下げ

不開示

開示

 
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

請 求 件 数 103 183 264 292 369 389 640

開 示 88 155 216 271 327 358 591

（うち一部開示） (66) (132) (165) (113) (138) (137) (287)

不 開 示 7 12 36 13 30 14 28

取 下 げ 8 16 12 8 12 17 21 
（Ｈ12に制定された情報公開条例に基づく開示請求等の状況） 

 

○  県が提供する情報については、平易で分かりやすい表現を用い

るなどの工夫をしながら情報公開度を高める必要があります。ま

た、行財政運営に関する情報を住民と共有して、住民参加の下、

より質の高い行政サービスを提供していく努力が求められていま

す。 
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（２）市町村・県民・民間との連携・協働に係る現状と課題 
 

○ 市町村への権限移譲は、従来は、事務の委任の方法で行われて
きましたが、いわゆる地方分権一括法の制定による地方自治法の
改正に伴い、県の事務処理の特例として条例により市町村に権限
を移譲する制度が創設されました。この制度改正を受けて、本県
では、平成１１年度以降「市町村への権限委譲推進計画」(第１次
計画)、及び「市町村への権限移譲推進計画 (第２次計画) 」を策
定して市町村への権限の移譲を進めてきました。 
 （第２次計画までの移譲状況） 
  第１次計画 56法令44項目241事務 
  第２次計画 21法令23項目142事務（平成１９年４月１日現在） 
 

○  県内の市町村合併は、旧合併特例法の下で急速に進展しました
が、未だ合併に至らない小規模町村も数多く残されています。 
このため、「山梨県市町村合併推進構想」を策定し、自主的な市
町村合併の推進に努めています。 
 （市町村合併の状況） 
  平成１１年３月末  ６４市町村 
  平成１９年９月現在 ２８市町村 
 

○ こうした中で、市町村の基礎自治体としての能力の向上を図る
とともに、国、県、市町村の真に対等な協力関係を確立するため、
地域住民に最も身近な市町村の意見や視点を尊重しながら、県と
市町村の果たすべき役割を明確にし、緊密な連携と協調の下、さ
らなる市町村合併と県から市町村への権限移譲を推進していく必
要があります。 

 
○ ＮＰＯ等との協働については、平成15年11月に策定した「Ｎ
ＰＯとの協働を推進するための基本方針」に基づき、社会に貢献
しようとするＮＰＯの活動を促進するための環境整備に努めると
ともに、ＮＰＯと企業、行政の協働を推進しています。 

 
（実施状況） ＮＰＯとの協働事業数 
        平成１８年度 ６０事業 
 

○ 民間の知識やノウハウを活用するとともに、積極的に社会貢献
活動に参画しているＮＰＯと企業、行政が対等な立場で連携・協
働していくことが求められています。 
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Ⅲ 改革の体系と具体的取組の要旨 
 

 
 
「Ⅱ 現状と課題」を踏まえ、次に示すような

体系の下、具体的改革に取り組むこととします。 
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(24)ＮＰＯ等との協働の推進

(22)市町村と一体となった国への積極的な提案

(23)民間活力の活用

(20)市町村への権限移譲

(21)市町村合併の推進

(18)情報公開の徹底

(19)住民監視の強化

(16)行政評価制度の改善

(17)広聴広報機能の強化と電子県庁の推進

(14)県出資法人の見直し

(15)県民意見の提出機会の拡充

その他歳入の確保と歳出の削減

 ３ 行政サービスの改革

(12)県民本位の公共施設等の運営

(13)地方独立行政法人制度の活用

人件費の抑制

(4)県単独補助金の削減

自由な発想による改革改善の推進

 １ 県財政の改革

(1)県債等残高の削減

(2)公共事業の選別と重点化

病院事業の経営改善

(3)

(5)

(10)

(6)

(11)組織力を高める人材育成・人事管理

■ 体　系　図

 ２ 県庁の改革

(7)組織の再編

(8)

歳入の確保

歳出の削減

(9)効率的な事業執行に向けた機動的な組織運営

改革に向けた各部局の具体的な使命の明示
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1県財政の改革

(1) 県債等残高の削減

(2) 公共事業の選別と重点化

(3) 人件費の抑制

(4) 県単独補助金の削減

(5) 病院事業の経営改善

(6) その他歳入の確保と歳出の削減

（歳入の確保）
①税収確保対策の実施
②産業活性化策、企業誘致の推進
③未利用地の売却等処分の推進
④ネーミングライツの導入
⑤県印刷物への広告掲載の拡充
⑥新しいインターネット広告の導入
⑦貸付金・使用料収入等の滞納債権処理の徹底
⑧受益者負担の適正化

（歳出の削減）
⑨橋梁長寿命化計画の策定
⑩公共事業コスト縮減対策の推進

　歳入を確保するため、税収の確保、未利用地の売却、滞納債権処理等を徹底するとともに、ネーミング
ライツ等の新たな自主財源の確保を行う。また、歳出を削減するため、公共事業の総合コスト縮減等を行
う。

　聖域なき歳出削減を進めるとともに、新たな行政ニーズに対応できる財政運営を確保するため、更なる
県単独補助金の見直しを行う。

　経営責任の明確化や自主性・自律性の拡大が図られるよう新たな経営形態を導入し、経営の健全化を
実現する。また、新病院情報システムを整備し、コスト管理型経営を確立するとともに、収益確保・費用削
減等の取組を推進し、経営改善を進める。

■ 取 組 の 要 旨

　持続可能な財政運営を確保していくため、実質的な地方交付税である臨時財政対策債等を除く県債に
出資法人に対する債務保証等を含めた県全体の県債等残高について計画的に削減する。

公共事業等について、費用対効果を十分吟味し、県民ニーズの高い事業から優先的に実施する。

　簡素で効率的な執行体制を確立するため定員適正化計画により職員数の純減を進める。

１　県財政の改革
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1県財政の改革

(7) 組織の再編

(8) 改革に向けた各部局の具体的な使命の明示

(9) 効率的な事業執行に向けた機動的な組織運営

(10) 自由な発想による改革改善の推進

(11) 組織力を高める人材育成・人事管理

　簡素で効率的な、県民に分かりやすい組織体制の構築を基本としつつ、重点施策の推進や県政課
題に対し積極、果敢に挑戦する組織づくりを目指します。

　知事を頂点とする幹部職員が明確な時代認識と使命感を持って県庁改革に取り組むため、知事の
当該年度重点方針とともに、各部局における重点方針実行に向けた基本戦略・ミッションを公表する。

　効率的な事業執行に向け、部局長がマネジメント能力を発揮して、行政状況の変化に応じて各部局
に委譲された権限を活用し、機動的な組織運営を行う。

　職員提案を奨励することにより、職員の県政に対する参加意識や挑戦意欲を高めるとともに、研修を
通じて政策立案能力の強化を図る。

　組織が求める人材を育成するため、職員の能力開発を支援し、多様な人事交流等を積極的に行うと
ともに、人事評価制度の活用等により、組織力を高める人事管理を推進する。

２　県庁の改革
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1県財政の改革

(12) 県民本位の公共施設等の運営

(13) 地方独立行政法人制度の活用

(14) 県出資法人の見直し

(15) 県民意見の提出機会の拡充

(16) 行政評価制度の改善

(17) 広聴広報機能の強化と電子県庁の推進

(18) 情報公開の徹底

(19) 住民監視の強化

(20) 市町村への権限移譲

(21) 市町村合併の推進

(22) 市町村と一体となった国への積極的な提案

(23) 民間活力の活用

(24) NPO等との協働の推進

　様々な県民ニーズに適応した質の高い行政サービスを提供するため、行政、県民、ＮＰＯ、ボランティ
ア、企業等、多様な主体との連携と協働を進める。

　法令により知事又は教育委員会の権限に属する事務のうち、行政の効率化や住民利便性の観点か
ら市町村が処理することが適当である事務について、県から権限移譲を行う。

　自主的な市町村合併を積極的に推進するとともに、合併関係市町村間の道路整備を行うなど、合併
支援を図る。

　県が市町村、全国知事会、関東地方知事会等と連携し、国の制度・予算等に対する提案・要望を積
極的に行う。

　行政運営の効率化、住民サービスの向上等を図る観点から、コスト削減やサービスの質の向上が期
待できるものについては積極的に民間活力を活用する。

　県民の視点に立って施策・事業の成果を検証し、事業の大胆な見直しや再構築を進め、成果を重視
した行政運営を行うため、行政評価制度の見直しを行う。

　適時適切な行政情報提供や、県政への意見や要望に対する迅速な対応等を行うため、広報媒体の
機能強化や県民と対話する機会の充実のほか、情報通信技術（ICT)の活用等を進める。

　県民の県政参加を推進するため、行政の情報公開を徹底し、情報公開度で全国トップクラスを目指
す。

　包括外部監査の実施や公共事業等評価システム等への外部評価の導入・充実により、監視機能等
を強化し、内部評価の客観性と透明性の向上を図る。

　公共施設について、公共施設評価制度等を通じ、県民ニーズにより的確に対応した管理運営を行う
とともに、指定管理者制度の導入施設の拡大を検討・実施し、効果的・効率的な運営を実現する。
　また、行政窓口の開設日、開設時間の見直し等を行い、利用者の利便性の一層の向上を図る。

　県立大学への公立大学法人制度の導入を進めるとともに、法人化対象業務に関する活用の検討を
行う。

「出資法人改革推進プラン」に基づき、役職員給与等の運営コストの徹底した見直しなどにより、県か
らの支出金の抑制を図る。また、法人の経営評価を行うとともに、職員数など組織や運営の状況等の
情報公開を推進する。更に、公益法人制度改革に対応した見直しを実施する。

　審議会委員の公募等の拡充等を通じて、政策立案過程に幅広い県民の意見を反映する。

３　行政サービスの改革
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Ⅳ 改革の目指す姿（改革後の姿） 

 
 
具体的取組を進め、平成２２年度までに次に示

すような姿を目指します。 
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Ⅳ 改革の目指す姿（改革後の姿） 
 
１  県財政の姿 
【県債等残高】 
 
◎  標準財政規模に対する県債等残高の本県の比率（返済能力に見
合った県債等残高）を現在の３．９倍から都道府県の平均水準（３．
６倍：Ｈ１７決算）まで圧縮します。このため、県債等残高を平
成２２年度において、平成１８年度末残高に比べ、３８０億円程
度削減し、８，２５０億円程度とします。 
 
 ＜ 現 在(H18末) ＞    ＜ 改革後(H22末) ＞ 

８，６３１億円  ⇒    ８，２５０億円程度 
          （△３８０億円程度） 
  
◎  この改革をベースに今後の県財政を見通せば※1、１０年後の平
成２８年度には、県債等残高は１，000億円程度削減され、本県
の県民一人当たり県債等残高は、人口同規模団体※2の直近の平均
値である８7万円（Ｈ１７決算）と同程度になるものと見込まれ
ます。 

   ※1 平成２２年度まで上記の県債等残高の削減を行い、平成２３年度以 
降、普通建設事業費を平成２２年度と同額で固定した場合 

※2 「人口同規模団体」：本県人口±２０万人の団体（県） 

 

＜ 現 在(H18末) ＞    ＜ (H2８末) ＞ 
９８万円程度   ⇒   ８７万円程度 
 

◎  なお、来年度以降、臨時財政対策債について国の平成２０年度
概算要求に基づく見込額（１５０億円程度）を継続的に発行する
ことになっても、上記の県債等残高の削減を行えば、臨時財政対
策債を含む県全体の県債・債務保証等の残高は、平成１９年度を
ピークに平成２０年度以降減少傾向に転じることが見込まれます。 

 
(注)去る１２月１８日に示された平成２０年度地方財政対策では、 

・地方税収は、概算要求時に比べ１兆円程度下方修正され、これに伴い、

臨時財政対策債の発行額が増加すること。 

・地方活性化のための「地方再生対策費」（特別枠４，０００億円程度）

が平成２０年度から創設され、地方税の偏在是正により生じる財源が

確保できない平成２０年度については、その財源を臨時財政対策債の

発行により賄うこと。 

などが明らかになり、本県の平成２０年度の臨時財政対策債の発行額も

増加する見込みですが、その詳細は不明であるため、臨時財政対策債を

含めた県債等残高の見通しについては、詳細が明らかになった時点で再

度算定を行うこととします。 
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            県債等残高の目標 
 

（県債等残高） 

8,631億円

8,250億円程度
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   （人口同規模団体の一人当たり県債等残高（Ｈ１７決算）） 
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県債・借入金残高の推計

　　  （億円）

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

臨時財政対策債等

出資法人債務保証等

企業債

通常の県債（普通会計）

億円

区　　　　　分 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

通常の県債（普通会計） 7,408 7,353 7,308 7,263 7,204 7,153 7,103 7,059 7,007 6,950 6,836

企業債 753 739 717 689 661 630 599 573 543 514 485

出資法人債務保証等 470 469 409 392 377 364 349 334 323 313 304

通常の県債・債務保証等残高 8,631 8,561 8,434 8,344 8,242 8,147 8,051 7,966 7,873 7,777 7,625

臨時財政対策債等 1,557 1,692 1,775 1,843 1,898 1,946 1,989 2,025 2,056 2,081 2,100

合       計 10,188 10,253 10,209 10,187 10,140 10,093 10,040 9,991 9,929 9,858 9,725

（注）平成２０年度以降の臨時財政対策債の発行額を１５０億円程度（平成  

２０年度概算要求に基づく見込額）で推移すると仮定し、平成２３年 

度以降の普通建設事業費を平成２２年度と同額で固定した場合の試算 

であり、各年度の実際の数値は変動します。 
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《改革の内容》  

① 臨時財政対策債等を除く県債残高の削減 △２００億円程度 
 

県債の発行額の大部分を占める公共事業費（災害復旧事業費

を除く）、県単独公共事業費を地域経済への影響等に配慮しなが

ら段階的に縮減し、県債残高を削減します。 

具体的には、平成２０年度から平成２２年度までの各年度の

縮減率は公共事業費△４％、県単独公共事業費△８％の縮減を

目処とします。 

ただし、国の補助金など外部資金を積極的に導入することに

より、県負担を変えずに事業費の拡大を図ることに努めます。 

   例えば、平成１９年度から５箇年の事業計画が認められた地

域自立・活性化交付金（事業費約１６０億円、国交付金約７０

億円）を活用することにより、県単独公共事業を国の補助事業

として実施することができることになるため、県負担は同額の

ままで事業費は約７０億円増えることとなり、各年度の実質的

な縮減率は緩和されるものと見込まれます。 

また、公共事業、県単独公共事業以外の施設整備事業につい

ては、平成１４年度から平成１８年度までの過去５年間の平均

事業費をベースに、近年の一般行政経費の削減と同程度の毎年

度△１０%縮減を行った場合の平成１９年度から平成２２年度

までの事業費総額（３８０億円程度）に基づき、県債の発行額

を見込んでいます。 
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交付金

公　共 県単独 公　共 県単独

事業費 公　共 事業費 公　共

事業費 事業費

＜前年度比＞ ＜前年度比＞

△４％ △８％

＜前年度比＞ ＜前年度比＞

合計事業費 △４．９％ 合計事業費 △４．５％程度

地域自立・活性化交付金導入のイメージ

交付金導入前 交付金導入後

  
 
② 企業債残高の削減   △９０億円程度 

新たな投資を行わず、計画的な償還を推進します。  

 

③  出資法人の債務保証等に係る債務の削減  △９０億円程度 

・土地開発公社については、米倉山造成地の債務処理を行うこ

ととし、県が主体的に多様な活用を行えるよう、土地開発基金

により簿価（４２億円）で土地を取得します。 

その上で、土地開発公社に生じる１１０億円の特別損失につ

いて、一般会計からの補助により、平成２０年度以降３０年か

けてこれを解消します。 

・ その他の出資法人については、保有資産の売却等による借入 

金の返済や経営の合理化等により債務保証等を削減します。 



28 

 

【県単独補助金の削減】 

 

◎ 県単独補助金については、以下の観点から見直しを行い、新

たな行政ニーズに対し、迅速な対応を行います。 

  

 

 ○ 県単独補助金の見直しの観点 

  

 ① 補助制度の設立当時と比べ社会情勢が変化しており、県の

関与をなくす方向で見直すもの 

 

  ② 役割分担を明確化する観点から市町村や民間団体等がそれ

ぞれ主体的に責任を持って実施すべき事業について、県の関

与をなくす方向で見直しを行うもの 

 

  ③ 本県の特殊性が認められる事業を除き、全国の水準を基本

に見直しを行うもの 

 

  ④ 団体への人件費等に対する補助金について、県や市町村、

他の公共セクターの給与水準を基本として見直しを行うもの 

 

  ※ なお、次に掲げる補助金をはじめ、見直しの観点に該当す

る補助金については、平成２０年度当初予算からできる限り

早期に見直す必要があります。 

・老人医療費支給事業費補助金 

・私立学校運営費補助金 

・文化財保存事業費補助金 

・敬老祝金等支給 

・県社会福祉協議会運営費補助金 
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◎ 簡素で効率的な執行体制を確立するため、職員数については、

組織・事務事業などをあらゆる観点から見直し、現時点における

最大限の純減目標を設定することとします。 

 

◎ 平成１９年４月１日時点における総職員数を平成２３年４月

１日までに６３３人、４．２％の純減を行い、１４，３５８人と

します。 

 

 ＜現在（H19.4.1）＞     ＜改革後（H23.4.1）＞ 

   １４，９９１人    →  １４，３５８人 

（６３３人、４．２％の純減） 

 

◎ 職員数の純減による財政上の効果 

 ①短期的な視点から見た場合の削減効果 → 年間約２４億円 

・新規採用者の平均給与額約３，８６８千円をベースに、計画

期間終了後の平成２３年度の年間額を推計 

 ②長期的な視点から見た場合の削減効果 → 年間約４０億円 

・県職員一人当たりの平均給与額約６，２９３千円をベースに

年間額を推計  

【職員数の純減】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数の見直し目標 

     （単位：人、％） 

項目 H19 
(H19.4.1現在) 

H23 
(H23.4.1現在) 

増減 増減率 

総職員数 14,991 14,358 △633 △4.2 

 一般行政 3,340 3,070 △270 △8.1 

 教育 8,749 8,399 △350 △4.0 

 警察 1,916 1,921 5 0.3 

 病院 875 860 △15 △1.7 

 企業局 111 108 △3 △2.7 
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従来の定員適正化計画との比較 
    ○従来の定員適正化計画             （単位：人、％） 

項 目 Ｈ１７ Ｈ２２ 増減 増減率 

 総職員数 15,339 14,627 △712 △4.6 

 一般行政 3,501 3,099 △402 △11.5 

 教育 8,943 8,579 △364 △4.1 

 警察 1,879 1,981 102 5.4 

 病院    903 860 △43 △4.8 

 

 企業局    113 108 △5 △4.4 

 

       ○新たな定員適正化計画 

                                              

項 目 

Ｈ２２ 増減 

H17比 

増減率 

H17比 

Ｈ２３ 増減 

H17比 

増減率 

H17比 

 総職員数 14,485 △854 △5.6 14,358 △981 △6.4 

 一般行政 3,099 △402 △11.5 3,070 △431 △12.3 

 教育 8,497 △446 △5.0 8,399 △544 △6.1 

 警察 1,921 42 2.2 1,921 42 2.2 

 病院    860 △43 △4.8 860 △43 △4.8 

 

 企業局    108 △5 △4.4 108 △5 △4.4 

 

純減率比較表 

① 行政改革推進法に基づき平成１７年度から２２年度当初までを計画期

間とする従来の定員適正化計画との比較では、これまでの４．６％の純

減目標に対し、５．６％の純減となる。  

 ② 全国の都道府県に対して国が要請している、平成１７年度を基準に、

平成２３年度当初までに職員数を５．７％純減するとの目標に対して、

６．４％の純減となる。 

従来の定員適正
化計画

国からの要請
「経済財政運営と
構造改革に関する
基本方針2006」等

新たな定員適正
化計画

H17.4.1 H19.4.1 H20.4.1H18.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1

４．６％

５．７％

４．２％

５．６％

６．４％

（従来の計画と比較した場合）

（国からの要請と比較した場合）
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【病院事業の経営改善】 

 

◎ 病院事業については、以下の取組を進め、経営改善を図りま

す。 

  

 

 

○ 新たな経営形態の導入 

 新たな経営形態を導入し、コスト管理型経営を確立するととも

に収益確保・費用削減を徹底します。       

 

○ 診療科別経営分析等の活用によるコスト管理型経営の確立 

 診療科別・疾病別のコスト把握が可能な新病院情報システムを

整備し、政策医療と一般医療の収支状況の把握等コスト管理型の

経営を確立します。 

 

○ 収益確保、費用削減等の取組の推進による収支改善 

 現行計画及び公立病院改革プランに基づく収支改善を実現し

ます。 
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◎ 税収の確保、未利用地の売却、滞納債権処理等を徹底して実行す

るとともに、ネーミングライツ※等の新たな自主財源を確保しま

す。また、公共事業の総合コスト縮減等を通じ歳出を削減していき

ます。 

 
   ※「ネーミングライツ」：スポーツ施設や文化施設にスポンサー企業の名

称や商品名などを付した名称をつけることができる権利。 

【その他歳入の確保と歳出の削減】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 税収確保の徹底 

 市町村との連携、催告、滞納処分の強化等により税収確保策

を徹底して実行します。 

→ 徴収率（現年課税）       ９９％以上 

            滞納繰越額（個人県民税を除く）２３億円以下 

 

○ ネーミングライツの導入 

小瀬スポーツ公園陸上競技場、県民文化ホールに導入して 

新たな歳入を確保します。  

     →  ４０百万円程度 

 

○ 新しいインターネット広告、県印刷物への広告掲載の拡充 

 収入確保に関する新たな取組として、県ホームページへのバ

ナー広告※導入や県印刷物への広告掲載を拡充します。 
  ※「バナー広告」：インターネットのホームページ上にある帯状の広告のこ

とで、クリックすると広告主のホームページを見ることができる。 
 

                  → １６百万円程度 

 

○ 公共事業コスト縮減対策の推進 

 規格の見直し、事業便益の早期発現による効果、将来の維持

管理費の縮減等公共事業コスト縮減対策を強力に推進します。 

 

            → 総合コスト縮減率 △１８％ 

              （平成１４年度を基準）  
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２  県庁の姿 
 
（１） 改革に挑戦する県庁組織 
 
○ 「チャレンジ山梨行動計画」に示された優先分野や重点施策を着
実に実行するための組織を構築し、職員を重点的、効率的に配置
します。 

 
○ スピーディーな政策決定や事業執行に向けて、管理職員と一般
職員の均衡ある組織構成を実現し、組織力の一層の向上を図ると
ともにスリムな組織を構築します。 

 
○ 県立病院の経営改革や、県税事務所や下水道事務所の統合など、
機能強化や業務の効率化に向けた取組を常に進めます。 

 
○ 複数の部局にまたがる県政課題に対応するため、「プロジェクト
チーム」を積極的に編成し、県政の重要課題を迅速、的確に解決
していきます。 

 

・創意工夫をこらし挑戦する県政の推進
・簡素でスピーディーな県政の推進
・県民に開かれ、県民とともに創る県政の推進
・地方分権の推進と道州制への対応

・「やまなしブランド」の確立と販路拡大
・未来につながるはつらつとした農業の振興
・健全な森づくりと力強い林業の振興
・地域とくらしを豊かにする中小企業の振興
・新産業創出への支援
・競争力のある商業の振興

・豊かな環境の保存と継承
・循環型社会システムの構築

・国内外に向けた山梨の魅力発信
・時代のニーズを満たす多様な観光の振興

・県土を形成する骨格道路網の整備
・鉄道の利便性向上と地域航空の検討
・情報ネットワークの活用
・多様な分野における国際交流の推進

基本目標
７つの
『やまなし』

暮らしやすさ日本一の県づくり

２　「力みなぎる・やまなし」の実現

３　「やすらぎ・やまなし」の実現

５　「さわやか・やまなし」の実現

６　「つどう・やまなし」の実現

７　「むすぶ・やまなし」の実現

観光と国際交流の連携

首都圏におけるトップセールス、企業誘致、観光の拠点形成

大括りな組織と重点課題に特化した小規模な組織の２方向で再編

１　「変える・やまなし」の実現

産業立地対策の強化

県立大学の法人化、県立病院の経営改革

施 策 の 着 実 な 推 進 組 織 見 直 し の 方 向

組織再編の弾力的運用

プロジェクトチームの積極編成

建設業の指導、活性化支援の強化

４　「はぐくむ・やまなし」の実現

環境政策立案機能の強化

さらなる行財政改革の推進

行政機能の強化と効率化の推進

美しい県土づくりの推進

部内中間組織の解消

わかりやすい組織
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（２）創意工夫をこらし挑戦する県職員 

 

○ 幹部職員は、毎年度初めに知事が示す重点方針の実現に向けた

各部局の使命や基本戦略、当該年度に取り組む業務改善等につい

てホームページに公開するとともに、部下職員に徹底し、職員の

意識改革を進めます。 

  

○  職員一人ひとりが県民の視点に立った問題意識を持ち、政策提

案、課題提案、創意工夫提案などを積極的に行い、課題解決や業

務改善に取り組みます。 

 
 

○ 業務改善に関する全庁的な組織を設置し、管理職員や一般職員

は提出された改善案を積極的に業務に反映させていきます。 

 

○ 職員研修や人事交流を通じて、職員一人ひとりが自己研さんに

努め、政策立案能力を向上させるとともに、コスト意識を持ち、

常に県民の視点に立って職務を遂行していきます。 

 

○ 成果主義の考え方に基づき、職員の能力や実績、努力等を適正

に評価することにより、職員の意欲と能力を高め、人材の効率的

活用を図っていきます。 
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３ 行政サービスの姿 
 

（１） 質の高い行政サービスの提供 
 
○ 美術館や文学館など、これまで県が直接管理運営を行ってきた
公共施設についても、指定管理者制度を積極的に導入し、開館時
間の延長などの民間の発想、ノウハウに基づいた利用者本位のサ
ービスを提供していきます。 

 

○ 県立大学に地方独立行政法人制度を導入し、自主的、自律的な

法人運営の下、地域ニーズや時代の変化に柔軟、的確に対応しつ

つ、教育研究活動の充実や研究成果の県民への還元などを進めて

いきます。 

 

○  県が出資する法人について、コストなどの厳格かつ徹底的な見

直しを行い、県からの支出金等の抑制を図りながら、効率的な法

人運営を進めます。 

 

○  県民が審議会委員として活躍する場を拡充するとともに、女性

からの提案を求める機会を増やすなど、政策立案過程に幅広い県

民の意見を反映して、適切な行政運営を進めます。 

 

○ 県民と県庁をつなぐホットラインとして開始した県政クイック

アンサー制度について、県民の意見等への平均回答日数を短縮し

ます。（平成２２年度目標 平均５．０開庁日） 

    

○ 県民との間で、直接の意見交換や質疑応答を活発に行い、県民

ニーズや第一線の現場の声など必要な情報を共有して、多様性と

創造性にあふれた住民本位の地域づくりを進めていきます。 
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○  情報公開を徹底し、情報公開度で全国トップクラスに入ること

により、県政の透明性や信頼度を向上させていきます。 

 

（２）市町村・県民・民間との新たな連携と協働 

 

○  住民に身近な行政はできる限り身近な地方公共団体にゆだねる

ことを基本とし、市町村に権限を移譲し、それを支援していきま

す。 

 

○  山梨県市町村合併推進構想に位置付けられた市町村の組合せに

よる、自主的な市町村合併を推進し、市町村の行財政基盤の強化

を図ります。 

 

 
○ コスト削減やサービスの質の向上が期待できるものについては、

民間活力を有効に活用していきます。 

 

○  ＮＰＯやボランティア、企業、大学等の多様な主体との協働を

推進し、これらの主体が有するノウハウや技術等の民間活力を積

極的に導入し、地域づくりを進めていきます。 
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