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第２章　  時代の潮流と本県の現状

（3）本県の誇る地域資源、発展のポテンシャル

【自然・環境】

◯本県は、世界遺産富士山やユネスコエコ

パークに登録された南アルプスなど日本

を代表する名峰を抱え、標高に応じた多

様な生態系や魅力的な景観が形成されて

います。

○富士北麓の青木ヶ原樹海は、溶岩流上に３千haにわたって原生林が広がっており、その一部は、国の

天然記念物に指定されています。

◯1985（昭和60）年には、全国で初めて高山植物保護条例※を制定し、絶滅のおそれがある高山植物の

保護に取り組んでいます。
※現在は、希少野生動植物種の保護に関する条例

◯高峰を水源として流れ出る河川は標高差が大

きく、県内を南北に流れる富士川は、日本三大

急流のひとつとされています。

◯これらの河川は、甲府盆地の周辺部で御勅使川扇状地などの扇状地を形成し、水はけの良い砂・礫が

堆積しています。

〔日本三大急流〕

河川名 幹川流路
延長 水　源

富士川 128km 鋸　　岳（2,685m）

球磨川 115km 水 上 越（1,450m）

最上川 229km 西吾妻山（2,035m）

日本高峰TOP3

出典：国土地理院

〔主な山頂の標高〕

順位 名　称 標　高 都道府県

１位 富士山 3,776m 山梨県・静岡県

２位 北　岳 3,193m 山梨県

３位 間ノ岳 3,190m 山梨県・静岡県

３位 奥穂高岳 3,190m 長野県・岐阜県

５位 槍ヶ岳 3,180m 長野県

出典：国土地理院

富士山
北岳 間ノ岳

富士山
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◯本県には、富士箱根伊

豆、南アルプス、秩父多

摩甲斐の３つの国立公

園と八ヶ岳中信高原国

定公園があり、国立公

園の面積は全国５位と

なっています。

○森林は県土の約78％を占め、全国と比較

して高い割合となっています。

○県有林は、明治時代に御下賜され

た恩賜林を中心としており、その

割合は全国で最も高く、森林面積

の半数近くの46％を占め、計画的

な管理が行われています。

○県有林面積158千haのうち貸地等を除く143千haについては、適切な森林管理が行われていることを

国際的に認証するＦＳＣ森林管理認証を受けており、全国の認証面積の36％を占めています。

〔森林の割合〕

〔森林面積のうち県有林の割合〕

順位 都道府県名 森林面積 割　合

１位 高知県 596,783ha 84.0%

２位 岐阜県 861,636ha 81.1%

３位 長野県 1,069,673ha 78.9%

４位 島根県 525,589ha 78.4%

５位 山梨県 347,689ha 77.9%

順位 都道府県名 面積率 実面積
１位 山梨県 46% 158,246ha（２位）

２位 神奈川県 19% 17,706ha（５位）

３位 東京都 14% 11,473ha（13位）

４位 北海道 11% 622,815ha（１位）

５位 埼玉県 8% 9,640ha（18位）

人々にやすらぎを与える森林 森林整備の状況（間伐）

出典：森林資源の現況（2012年3月31日現在）

※山梨県の県有林面積は、県内の東京都都有林等を除く

※都道府県有林の実面積は、県外に所在する森林を除く

出典：農林業センサス（2010年）

〔国立公園の面積〕

順位 都道府県名 面　積 面積率 公園数

1位 北海道 508,308ha 6％（19位） 6

2位 長野県 170,743ha 13％（  6位） 4

3位 新潟県 106,383ha 8％（14位） 4

4位 栃木県 104,781ha 16％（  4位） 2

5位 山梨県 101,862ha 23％（  2位） 3

出典：環境省
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○豊かな森林の水源涵養機能により、名水百選に３か所、平成の名

水百選に４か所が選ばれるなど、本県は清澄な水源に恵まれて

おり、ミネラルウォーターの出荷額と生産量はともに全国１位と

なっています。

○県内の日照時間は非常に長く、県庁所在

地の中で、甲府市の日照時間は、2013（平

成25）年は全国１位、2014（平成26）年は

全国２位でした。

○本県は多くの温泉に恵まれており、全国で唯一の都道府県レベルでの温泉給湯事業として、県営石和

温泉事業を実施しています。

〔ミネラルウォーターの出荷額と生産量〕

山梨県 シェア

出荷額 33,113 百万円（１位） 25.9%

生産量 1,189,229kℓ（１位） 40.8%

出典：出荷額　工業統計表（2013年）
生産量　日本ミネラルウォーター協会調査（2014年）

〔県庁所在地の年間日照時間〕

名　称 2013年 2014年

山梨県甲府市 2,461.5時間 2,335.2時間

群馬県前橋市 2,366.4時間 2,344.1時間

愛知県名古屋市 2,355.3時間 2,255.3時間

茨城県水戸市 2,259.0時間 2,249.6時間

神奈川県横浜市 2,256.7時間 2,220.7時間

出典：気象庁

明野のひまわり

三分一湧水



第
３
章

第
４
章

附
属
資
料

53

第
１
章

第
２
章

本県の誇る地域資源、発展のポテンシャル

【歴史・文化】

◯本県では縄文時代の重要な遺跡が数多く分布して

おり、そこから多くの素晴らしい縄文土器や土偶な

どが発見されています。

○戦国時代の知将として、地元のみならず全国的に

も人気の高い武田信玄のゆかりの地であり、いたる

ところにゆかりの史跡が見られます。例えば、釜無

川と御勅使川の合流点付近に残る信玄堤は、武田

信玄により治水のため築かれたとされています。

○明治時代から戦前までの近代において、農林業、国際交流、経済、教育・文化・学術など幅広い分

野で、「勤勉で粘り強く、進取の精神に富む」県民性を発揮することなどにより、本県ゆかりの多くの

先人たちが活躍しました。

〔主な縄文時代の遺跡〕

名　称 所在地 備　　　　考

金生遺跡 北杜市 八ヶ岳南麓の大規模な配石遺構※を持つ祭祀遺跡

梅之木遺跡 北杜市 環状集落と「水辺の作業場」、それをつなぐ道路跡の発見

酒呑場遺跡 北杜市 縄文時代の大豆栽培を物語る遺跡

釈迦堂遺跡群 笛吹市、甲州市 全国第２位の千点を超える土偶が出土

一の沢遺跡 笛吹市 縄文土器の立体造形が最も発達する５千年前の集落跡

殿林遺跡 甲州市 左右対称の洗練された美しい縄文土器が出土
※配石遺構：石を種々の形に配置した遺構

〔武田信玄ゆかりの地〕

名　称 説　　　明

武田氏館跡 武田３代の館跡

信玄堤 釜無川の治水事業

甲斐金山遺跡 戦国時代の金鉱山　黒川金山・中山金山

善光寺 信濃善光寺の本尊を移すために信玄が創建

恵林寺 武田信玄の菩提寺

縄文土器

恵林寺
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○本県には、2015（平成27）年4月1日現在、大善寺本堂等の国宝５件や特別名勝富士山をはじめとする

国指定文化財167件、県指定文化財516件等の誇れる多くの文化財が所在し、人口100万人当たりの国

宝・重要文化財の数は128.4件で全国８位となっています。

○本県の災害対策は土石流との戦いでもあり、明治時代には日本最古の砂防事業が行われています。明

治時代から大正時代に作られた砂防施設は全国的にも非常に価値のあるもので、国の登録有形文化

財に登録されています。

〔主な文化財〕
（国宝）

名　称 所在地

大
だいぜん

善寺
じ

本
ほんどう

堂 甲州市勝沼町（建造物）

清
せいはく

白寺
じ

仏
ぶつでん

殿 山梨市三ケ所（建造物）

絹
けんぽん

本著
ちゃくしょく

色達
だ る ま

磨図
ず

甲州市塩山・向嶽寺（絵画）

絹
けんぽん

本著
ちゃくしょく

色夏
か

景
けい

山
さんすい

水図
ず

身延町身延・久遠寺（絵画）

小
こ

桜
ざくら

韋
がわおどし

威鎧
よろい

兜
かぶと

、大
おおそでつき

袖付 甲州市塩山・菅田天神社
（工芸品）

（特別名勝）

名　称 所在地

富士山

（山梨県側）
富士吉田市
忍野村
山中湖村
鳴沢村
富士河口湖町

御嶽昇仙峡
甲府市
甲斐市

（特別天然記念物） （登録有形文化財・砂防施設）

名　称 所在地

鳴沢熔岩樹型 鳴沢村（地質鉱物）

ライチョウ 南アルプス一帯（動物）

カモシカ
南アルプス一帯、
八ヶ岳山麓、秩父山系

（動物）

名　称 所在地

勝沼堰堤 甲州市

芦安堰堤 南アルプス市

屋敷入沢第七号石堰堤 笛吹市

国宝 清白寺仏殿国宝 大善寺本堂
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○山梨県の図書館数は人口100万人当たり63館で全国１位、博物館数は同33.8館で全国２位となってい

ます。

○小学生や中学生の図書館利用率が高く、2014（平成26）年にはともに全国１位となっています。

○県立図書館の来館者数も多く、全国の都道府県立図書館で岡山県に次いで全国第２位の来館者数と

なっています。

○県内には、ミレーの美術館として知られて

いる県立美術館をはじめとする県立文化

施設（美術館、博物館、考古博物館、文学

館）など、魅力的な文化芸術に触れるこ

とができる場所が多く存在します。

〔人口 100 万人当たりの図書館・博物館数〕

〔都道府県立図書館の来館者数〕

〔県立文化施設４館〕

〔小学生・中学生の図書館利用率〕

順　位 図書館 博物館

１位 山梨県（63.0 館） 長野県（37.3 館）

２位 長野県（54.2 館） 山梨県（33.8 館）

３位 富山県（52.4 館） 富山県（32.2 館）

順位 都道府県 来館者数

１位 岡山県 1,048,799 人

２位 山梨県 905,801 人

３位 大阪府 754,268 人

施設名 特　　　　徴

県立美術館 「種をまく人」などミレーの作品 69 点を収蔵し、ミレーの美術館として有名

県立博物館 「山梨の自然と人」を基本テーマに、「甲州文庫」などの郷土資料を多数収蔵

県立考古博物館 縄文王国山梨の華麗な縄文土器や甲府城築城期の瓦などの考古資料を収蔵

県立文学館 飯田蛇笏や樋口一葉など本県出身・ゆかりの文学者の資料を収蔵

小学生 中学生

山梨県 79.4%（１位） 56.4%（１位）

全　国 70.8% 41.8%

出典：統計でみる都道府県のすがた2015

出典：日本図書館協会「日本の図書館」（2015年）

出典：全国学力・学習状況調査（2014年）

ジャン＝フランソワ・ミレー
《落ち穂拾い、夏》　1853年

県立美術館所蔵

ジャン＝フランソワ・ミレー
《種をまく人》　1850年

県立美術館所蔵

県立図書館
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【産業・技術】

◯本県では、気象、土壌、日照等、果実生産に恵まれた立地条件を生かし、甲州八珍果に代表される多く

の果物が作られています。特に「ぶどう」、「もも」、「すもも」は日本一の収穫量を誇っています。

○全国に先駆けてもも光セ

ンサー糖度別選果機を導

入するなど、新しい栽培

技術の導入などに取り組

んでいます。

○長い日照時間やきれいな水、寒暖の差などを

生かして、クレソン、洋ラン類、スイートコーンな

どの生産が盛んです。

○10ａ当たりの生産農業所得は全国第2位の高

い水準になっており、比較的狭い耕地を活用

した高収益な農業生産が行われています。

〔甲州八珍果〕

葡萄（ぶどう） 梨（なし） 桃（もも） 柿（かき）

栗（くり） 林檎（りんご） 石榴（ざくろ） 銀杏（ぎんなん）または胡桃（くるみ）

〔主な果物の収穫量〕

順　位 ぶどう もも すもも

１位 山　梨　県
（45,200t ／ 23.9% ※）

山　梨　県
（46,500t ／ 33.9% ※）

山　梨　県
（7,240t ／ 32.5% ※）

２位 長　野　県
（29,500t）

福　島　県
（29,300t）

長　野　県
（3,460t）

３位 山　形　県
（19,200t）

長　野　県
（16,300t）

和 歌 山 県
（2,850t）

出典：農林水産統計（2014年）

出典：農林水産統計（2014年）

出典：生産農業所得統計（2013年）
作物統計調査（2013年）
から計算

※全国シェア

〔生産が多い作物〕

品　目 収穫量 シェア

クレソン 403t

（１位） 42.3%

洋ラン類（鉢物） 863 千鉢

（５位） 5.4%

スイートコーン 6,800t

（６位） 2.9%

〔単位当たり生産農業所得（土地生産性）〕

10 ａ当たりの生産農業所得

山梨県 153 千円（２位）

全国平均 65 千円

ぶどう もも
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○2010（平成22）年に日本固有のぶどう品種として初めてフランスの国際ブドウ・ワイン機構に登録され

た山梨固有のぶどう「甲州」をはじめ、独自の作物の栽培や、県産銘柄の食肉等の生産が行われてい

ます。

○東京圏に隣接する立地条件

などを生かし、機械電子機

器の関連産業を中心に先端

技術産業の集積が形成され

ています。

○山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターでは、国内外でトップクラスの燃料電池研究が進められてい

ます。

○山梨県企業局では、民間企業などと連携して、超電導技術を利用した世界初の蓄電システムである

次世代フライホイール蓄電システムの研究開発に取り組んでいます。

〔本県独自の作物、県産銘柄の食肉等〕

甲州 大塚にんじん 浅尾だいこん 甲州富士桜ポーク

貴陽 あけぼの大豆 甲州牛 甲州地どり

武川米 鳴沢菜 甲州ワインビーフ 甲州頬落鶏

やはたいも 水かけ菜 甲州麦芽ビーフ 甲斐サーモン

出典：工業統計表（2013年）

〔出荷額等が全国１位の主な産業〕

出荷額１位の品目 全国シェア

数値制御ロボット 69.2%

電気溶接機の部分品・取付具・付属品 30.2%

その他の半導体製造装置 13.9%

貴金属製装身具（宝石、象牙、亀甲を含む） 28.3%

ネクタイ（国産ネクタイ本数のシェア）※ 43.8%

工業団地

出典：山梨大学

〔燃料電池関連論文の平均被引用数（2005 年～2012 年）〕

所属機関 論文数 被引用数 平均被引用数
１位 ペンシルベニア州立大学 477 16,996 35.6

２位 カナダ国立研究機構 357 9,868 27.6

３位 香港科技大学 147 3,965 27.0

４位 パシフィック・ノースウェスト国立研究所 293 7,506 25.6

５位 山梨大学 141 3,589 25.5

※東京ネクタイ協同組合（2013年）
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○本県には、全国的にも有名なジュエリー、ワイン、織物、印章、和紙をはじめとして、本県の風土に根

ざした様々な地場産業があります。

○2013（平成25）年にぶどう酒（ワイン）として初めて「山梨」が地理的表示として国税庁により指定さ

れ、「山梨」は国際的にも保護されるブランドとなりました。

○県立宝石美術専門学校が設置されており、日本で唯一、公立の専門学校でジュエリーについて学ぶ

ことができます。

○従業者５人未満の事業所が占める割合は、事業所数で全国４位、従業者数で全国３位となっており、

小規模な事業所が本県の産業を支えています。

出典：経済産業省

ジュエリー ワイン

甲州水晶貴石細工 甲州印伝

織物

甲州手彫印章

〔主な地場産品（経済産業大臣指定伝統的工芸品）〕

品　　目 説　　　　明

甲州水晶貴石細工 水晶、ひすい等の原石を手彫りした工芸品

甲州印伝 鹿皮に独自の伝統技法を用いて漆加工した工芸品

甲州手彫印章 水晶、水牛等を使用し、手彫りした印章

出典：統計でみる都道府県のすがた2015

〔従業者 5 人未満の事業所の割合〕

事業所数 従業者数

山梨県 63.29%（４位） 16.26%（３位）

全国平均 58.60% 12.42%
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【生活・社会】

◯東京圏に隣接し、都心から約90分でアクセスすることができ

ます。リニア中央新幹線が実現すると都心とは約25分、名古

屋とも約40分で結ばれることになります。

○東京都から近く、世界遺産富士山がある本県には多くの外

国人が訪れています。山梨県の訪問率は4.8%、全国11位と

高い水準で、宿泊者数も95万人と全国10位、その伸び率は

全国１位でした。

○認定NPO法人ふるさと回帰支援センターが調査した「ふるさと暮らし希望地域ランキング」による

と、ふるさと暮らしの希望先として、2013年は全国２位、2014年は全国1位でした。

〔大都市からのアクセス〕

主な道路・鉄道等 備　　　　　考

現
状

中央自動車道 甲府昭和ＩＣ～高井戸ＩＣ（約 90 分）

ＪＲ中央線 甲府駅～新宿駅　（約 90 分）

今
後
の
予
定

西関東連絡道路 甲府市～関越花園ＩＣ（約 120 分）

中部横断自動車道 甲府市～清水港（約 90 分）
甲府市～佐久市（約 85 分）

リニア中央新幹線 山梨県（仮称）駅～品川駅（約 25 分）
山梨県（仮称）駅～名古屋駅（約 40 分）

〔訪日外国人の訪問率・宿泊者数とその伸び率〕

〔ふるさと暮らし希望地域ランキング〕

訪問率 延べ宿泊者数 延べ宿泊者数伸び率
山梨県 4.8%（    11位） 948,880人（    10位） 192.8%（    １位）

全国１位 51.4%（東京都） 13,195,260人（東京都） 　　　 －

全国２位 27.9%（大阪府） 6,200,160人（大阪府） 175.0%（滋賀県）

全国３位 21.9%（京都府） 3,890,590人（北海道） 163.7%（佐賀県）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
１位 長野県 長野県 長野県 山梨県
２位 福島県 岡山県 山梨県 長野県

３位 千葉県 福島県 岡山県 岡山県

４位 茨城県 香川県 福島県 福島県

５位 岩手県 千葉県 熊本県 新潟県

山梨リニア実験線での走行試験

外国人観光客

出典：訪日外国人消費動向調査（2014年）、宿泊統計（2014年）

出典：認定NPO法人　ふるさと回帰支援センター「ふるさと暮らし希望地域ランキング」
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第２章　  時代の潮流と本県の現状

○乗用車の保有率は全国５位、運転免許の所持率は全国２位となっています。

○人口当たりの就業保健師の数は10万人当たり70.0人で、全

国１位の水準となっています。

○全国的に保育所に入所できない待機児童が問題となっていますが、本県では待機児童数は０人の状

態が続いています。

○県内ほとんどの小児科医が連携・協力して県内２か所の小児初期救急医療センターの運営を行い、

全国的にも先進的な全県を対象とした小児救急医療体制を整備しています。

○全国に先駆け、小学校１、２年生は30人学級、小学校３年生から中学校３年生までは35人学級とする

少人数学級編制により、きめ細かな教育を実施しています。

出典：衛生行政報告例（2014年）

保育所

小児初期救急医療センター

〔10 万人当たりの就業保健師の数〕

保健師の数

山梨県 70.0 人（１位）

全国平均 38.1 人

〔乗用車の保有率と運転免許の所持率〕

乗用車保有率
（100 人あたり） 運転免許所持率

山梨県 64.8 台（５位） 71.1%（２位）

全国平均 47.6 台 64.6%

出典：自動車検査登録情報協会（2014年）
運転免許統計（2014年）
人口推計（2014年）から計算
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○本県ではボランティア活動が活発に行われて

いますが、特に障害者を対象とした活動などの

行動者率が全国的に上位になっています。

○60歳以上の有業率は36.0%で、長野県に次いで全国２位と

なっており、高い水準となっています。

○日照時間が長いこともあり、太陽光を利用した発電機器のある住宅の割合は5.9％と全国４位の水準

です。

ボランティア活動

出典：就業構造基本調査（2012年）

出典：住宅・土地統計調査（2013年）

〔60 歳以上の有業率〕

〔太陽光を利用した発電機器のある住宅〕

有業率

山梨県 36.0%（２位）

全国平均 30.9%

住宅数 該当住宅数 割　　合

山梨県 326.7 千戸 19.3 千戸 5.9%（４位）

全国 52,102.2 千戸 1,569.8 千戸 3.0%

出典：社会生活基本調査（2011年）

〔ボランティア活動の行動者率〕

主な項目 行動者率　（　）全国値 順　位

ボランティア活動全般 31.2%（26.3%） 12 位

・障害者を対象とした活動 2.0%（ 1.4%） １位

・自然や環境を守るための活動 7.6%（ 4.7%） ２位

・高齢者を対象とした活動 5.6%（ 3.7%） ３位

・災害に関係した活動 5.9%（ 3.8%） ５位

・安全な生活のための活動 7.2%（ 4.8%） ５位

・スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動 4.7%（ 3.5%） ５位


