
with/postコロナの時代に
持続可能な社会を協創する

山梨県防災局

『やまなし防災バックアップ戦略』の理念とサポート体制



命と生活・経済を両立させながら、不断に前進し続けることができる社会
この超感染症社会を目指して生まれたモデルの一つが、「やまなしグリーン・ゾーン構想」です。
山梨では、県の公的認証（お墨付き）による安心・信頼が経済の持続に効果を発揮する
とともに、高度な感染症対策が新たな付加価値を創出しています。

このグリーン・ゾーン構想のように、山梨県はウィズコロナ、ポストコロナの時代を、
わが国を代表する企業など、多様なステークホルダーとともに力強く切り拓いていきたいと
考えています。

そのために、山梨という地域が持つ｢強み」や豊富な「リソース」を最大限に生かし、
ステークホルダーに新たな付加価値を提供すること、それが山梨県が目指す地域戦略です。

『やまなし防災バックアップ戦略』もその一つ。
事業者の皆様のBCP対策の受け皿となることができるよう、
山梨県は全力を尽くしていくことを約束します。

山梨県知事 長崎幸太郎

はじめに



コロナ前に戻ることはできず､また､以前とは比較にならない急激な速度で時代は変化しています｡
山積する課題を解決しながら前進するため､これからの山梨､そして日本は､

といった､新しい社会像へのシフトを大胆に成し遂げる必要があります。

このような中、
時代の潮流を読み､先を読んだ行動が常に求められます｡
これは､コロナの前も後も､

ビジネスの世界でも行政の世界でも、変わらない普遍の原理

これからの地域経営は、多様なステークホルダーと連携しつつ、

地域の ｢強み｣ や豊富な「リソース」を最大限活用する戦略が必要です。

✔ 超感染症社会 ▶未知の感染症にも対応できる社会へ

✔ 脱炭素社会 ▶カーボンニュートラルを先導する社会へ

✔ 地方分散型社会 ▶東京一極集中から多核分散型社会へ

✔ 地域協創社会 ▶産学官が高度に連携し付加価値を向上させる社会へ
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with/postコロナの社会像と地域戦略
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山梨の６つの 「強み」

災害に対する強靱性
国土軸上の結節点に位置する交通利便性

東京圏との近くて遠い距離感

地理的文化的な非日常性
安心して生活できる快適性

生活と経済の両立
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首都直下地震の震度想定

首都直下地震モデル検討会
～最大の被害が想定されている都心南部直下ケース～

30年間発生確率 70％
想定最大震度 東京:７

埼玉･神奈川･千葉:６強
山梨:５強

東京都心の大部分が

であるのに対し､
山梨県の大部分は

にとどまります

震度３以上の地震の履歴

過去の地震回数(震度3以上)1919/1/1～2021/12/31
気象庁震度データベース

安全・安心の確保

約100年間で
震度３以上の有感地震の回数は､

関東ブロックで
最も少ない

※東京都は島しょ部での有感地震回数を除外

震度6クラス

震度4

山梨の強み① 災害に対する強靭性（地震編）
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山梨の強み① 災害に対する強靭性（水害･火山編）

平年降水量と水害被害額 富士山噴火による降灰

※降灰対策検討WG(内閣府)R2.4報告書 西風卓越ケース
(上図､1707年宝永噴火に類似)

神奈川･東京･千葉
２㎝以上の堆積が想定される場所も｡

※降灰は､人体への健康影響のほか､道路､鉄道､

航空､船舶､電力､通信､上下水道､物資輸送､建物
空調不良､機械設備故障等に幅広く影響が及ぶ

ことが懸念されます

気象庁過去の気象データ検索,国土交通省水害統計調査を基に作成

山梨県は､
関東ブロック内において､
平年降水量が2番目に少なく､

過去20年間の水害被害額は
関東ブロック内

(40,726百万円)

安全・安心の確保

最少
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山梨の強み② 国土軸上の結節点に位置する交通利便性

○山梨県は､ 東京､神奈川､埼玉､静岡､長野 と隣接し､

○中央自動車道や､今年８月に全線開通した

中部横断自動車道（山梨‐静岡間）､

東富士五湖道路､西関東連絡道路などの道路網､

○ＪＲ中央線や､2027年開業予定の
リニア中央新幹線などの鉄道網を擁し､

国土軸上の交通結節点に位置しています。

ベースタウンとしての好適性
○極めて高い交通利便性があり､生活に､ビジネスに､

拠点を置く立地として最適！

＜参考情報＞

オフィス賃料
山梨県甲府市 6,050円／坪（RC造約430㎡）
東京主要5区平均 21,415円／坪（R3.4末時点）

出典：山梨日日新聞､ライフルホームズHP  など

土地価格（工業地）
山梨県平均 14,100円／㎡
近隣参考 東京:250,400円／㎡

長野:  21,500円／㎡
静岡:  46,600円／㎡

東京都心から２５分圏の主な都市
(山梨県はリニア開業後)

R3.8.29
開通

R3.4.10
開通



リアルとヴァーチャルの共存

○テレワークの普及により、若者たちをはじめ、

ヴァーチャルなワークスタイルが
ますます一般化していきます。
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山梨の強み③ 東京圏との近くて遠い距離感

○東京圏と隣接している山梨なら、

対面が必要な時も､
すぐに会いに行けます｡
東京圏と山梨の両方に
拠点を持つことも可能！



○東京に隣接していながらも､山梨県ならではの､

豊かな自然環境が､大地の恵みが､澄んだ空気が､

季節ごとに五感を刺激します。

創造と癒やしの源泉

○都会の喧騒や､満員電車､感染リスクから解放された､
快適な生活は､QOLを向上させ､

ビジネスに新たな創造性を吹き込みます。

山梨の強み④ 地理的文化的な非日常性

9



暮らしやすさNo.1

子育て･教育

待機児童ゼロ
保育料無料化

子どもの自己肯定感を育む
自然保育の推進
少人数教育の推進

介護

介護待機者ゼロ社会へ

○安心して子どもを産み､育てることが
できるよう､第２子以降の保育料を､
無料化しています。

○また､きめ細かな質の高い教育を
実現するため､今年４月､全国に先駆けて
小学校１年生に25人学級を導入しました。

○現役世代の介護離職を防ぐために
必要な介護施設整備を進めています。

少人数教育や介護待機者ゼロの実現に向けた財源確保のため、

今年度新たに「やまなし教育環境・介護基盤整備基金」を設置し、

暮らしやすさNo.1に向け､取り組みを加速しています。

全国トップクラス

山梨の強み⑤ 安心して生活できる快適性
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超感染症社会実現に向けた県の積極的コミット

○このスキームは､いわゆる「山梨モデル」と呼ばれ､

多くの報道機関に取り上げていただいており､

準備中も含め､ 40 以上の都道府県で導入が

広がっています(5月末時点)｡

○この先も､山梨県は､
県民､県内企業を守るために､
常に全力で取り組んでまいります。

○山梨県は､事業者等に対し､

闇雲に休業等を求めるような施策は､

県民自身を苦しめることになると考えました｡

○そこで､

県民の生命と経済を両立 させながら

不断に前進し続けることができる社会
（「超感染症社会」）

を目指して生まれたのが､

「やまなしグリーン･ゾーン構想」です｡

専用ホームページもあります
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山梨の強み⑥ 生活と経済の両立
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地

火 風

水大地の恵み 名水の恵み

ひかりの恵み 風土の恵み

豊富な県有財産 清らかで豊富な水資源

あふれる太陽光・充実した通信基盤 未来を創る人間力

山梨の４つの 「リソース」



豊富にある､県有地 や県有施設などの県有資産を
有効に活用することで得られた利益は､

未来を創る子どもたちの教育資金等に活用
※やまなし教育環境・介護基盤整備基金

豊富な県有財産

山梨のリソース① 大地の恵み

山梨には有効活用可能な

アセット
が豊富にあります｡

県土の78％は森林で

地

うち46％

(約15万8千ha)
は県有林
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山梨のリソース② 名水の恵み水

清らかで豊富な水資源

水 は､生命の源､と同時に産業の源

山梨県の豊かで清らかな水 は､

工業用水として､山梨県の産業の基盤に

ジュエリー産業

機械電子産業

医療機器関連産業

清冽な水 を使った

水晶の研磨技術が､

今日の機械電子産業の礎に｡

そして､培った精密微細加工

の技術が､医療機器関連産業

へと深化しています｡
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山梨県情報ハイウェイ

ファイバ網を整備済み｡

圏域内は､

帯域(速度)保証
(現在約10Gbps)

重要データや大容量データを扱う

ネットワークに最適（安全・安心）
（行政機関も利用）

山梨のリソース③ ひかりの恵み

全国１位の日照時間を誇る
太陽 にも恵まれており､

今後もクリーンエネルギー分野の

トップランナーを目指していきます！

県＋27市町村

火

光

○Ｒ3.2.15 ストップ温暖化やまなし会議
県､全市町村､民間企業､経済団体など51団体が参加し設立

県､全市町村がゼロカーボンシティを宣言(目標2050年)

あふれる太陽光・
充実した通信基盤

高水準な研究機関が米倉山に集積

○やまなしパワーNEXT
山梨県(企業局)が運営
する水力発電所の電力
を活用

東京電力エナジーパー
トナーと共同で､新たに
立地する企業等に対し､
電力を安価に供給

全国初

○世界有数の燃料電池の評価･解析機関
である技術研究組合FC‐CubicもR4年度
にお台場から米倉山に全面移転

光
○再生可能エネルギー電力で
グリーン水素を製造し､貯蔵､
輸送して利用できるまでの
P2Gシステムの実証研究も開始
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未来を創る人間力

山梨のリソース④ 風土の恵み

山梨県は､学力を伸ばす教育に加え､

成績だけでは決して測ることのできない､

風

全国学力・学習状況調査(R1)児童生徒質問紙
調査､学校質問紙調査より

子供の将来の成長にとって重要な､

児童生徒の非認知能力
を伸ばす教育にも力を入れています。

山梨県の風 土が育む開拓力､人間力は､

さらに､次の世代へつながる。

What’s Next 地域経営戦略① 16

山梨の小･中学生は､

自己肯定感の

高さを示す指標で､

全国トップレベル

挑戦 貢献

多角経営

電力

⇨一人ひとりにさらに寄り添った教育を目指し､

25人学級を 導入‼
学力も､人間力も両方育てる教育へ

全国初
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「強み」と「リソース」を活かした先駆的取り組み

水素・燃料電池関連の実証研究Ⅰ

次世代サイバーインフラ構築へのコミットⅡ

テストベッドの聖地化Ⅲ

防災バックアップ戦略Ⅳ



さらに､２０２２年には､

世界最先端の研究開発を行う企業が を活かして

相乗効果を生み出す研究開発ビレッジが開館予定｡持続可能なエネルギー社会を

「やまなし」から世界へ、世界から「Yamanashi」へ

太陽光などの再生可能エネルギーを活用し､水の電気分解からグリーン水素を

製造･輸送･利用するＰ２Ｇ(Power to Gus)システムの実証研究を加速｡

脱炭素社会(カーボンニュートラル)に向け､中東諸国からも注目が集まる｡
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集い､繋がり
創る

オマーン大使

バーレーン視察団

山梨大学をはじめ世界的な水素･燃料電池関連の研究開発拠点が集積

研究開発ビレッジ完成予想図

先駆的取り組み① 水素･燃料電池関連の実証研究



東京大学と山梨県は､富士山火山防災対策等の推進に向け連携協定を締結

この をベースに､産学官民が 富士山で共同研究

さらには､はやぶさ２で実用されたＡＩ技術を活用した新たな研究もスタートし､

連携を深めていきます｡

また､東京大学は今年度､次世代サイバーインフラ連携研究機構（ＮＧＣＩ）を設立｡

去る１０月５日に開催されたＮＧＣＩ設立記念シンポジウムにおいて､山梨県は､官として唯一､

キーノートスピーチを行いました｡山梨県はこの先も､地方の魅力を高める有効なツールとなる､

次世代サイバーインフラの構築に向け､最大限コミットしていきます｡
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集い､繋がり

繋がり､集い､未来を創る オープンフィールド

先駆的取り組み② 次世代サイバーインフラ構築へのコミット



資金面の支援にとどまらず､実証フィールドの斡旋､

様々なステークホルダーとの調整にも丁寧に対応
地元との まで支援

オープンプラットフォーム山梨

ハンズオンで企業に寄り添い支援

全国からスタートアップ企業などが集い、山梨から、未来を創る挑戦中

繋がり
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先駆的取り組み③ テストベッドの聖地化



近すぎず、遠すぎない距離感で
東京圏での自然災害、感染症等による
業務中断の危機から自社を開放

ＢＣＰ対策としても有効な
本社・支社・サテライトオフィス等の
山梨への移転・新規立地を強力に支援

山梨県は､地域の強み を原動力に､

たぐい稀なるリソースを活かし､

企業様への全力サポート を行うことで、

防災バックアップ機能の飛躍的な向上を目指します。
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先駆的取り組み④ 防災バックアップ戦略

災害時のバックアップ対策にも

☑ 適地選定サポート

☑ 移転・進出に係る資金面のサポート

☑ 人材確保サポート

☑ 通信・電力等確保に向けたサポート

☑ 社員及び家族の居住環境整備に向けたサポート 等

必要なときはすぐ上京

例えば



＜お気軽にお問い合わせください＞

山梨県防災バックアップサポートデスク R3.11開設

専任の担当者としてサポート・コンシェルジュ を配置

〔Tel〕 055-223-1436
〔Email〕 bosai-backup@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県はオール県庁体制で全力サポートいたします｡
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企業

防災バックアップ･

サポートデスク

サポート・コンシェルジュ

(専任担当者)

ワンストップで応受

庁内の全部局が参画

知事直轄組織 知事政策局 スポーツ振興局

県民生活部 リニア未来創造局 総務部

福祉保健部 子育て支援局 林政部

環境･エネルギー部 産業労働部 観光文化部

農政部 県土整備部 企業局 教育委員会

連
絡
調
整
会
議

相談

支援

情報共有
・調整



山梨県防災局 防災危機管理課

〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1
TEL 055-223-1432
E-mail bosai@pref.yamanashi.lg.jp

postコロナ/newジャパン/withやまなし

ポストコロナの / あたらしい日本を/ 山梨とともに

繋がり､集い､ともに未来を創るため、

山梨をBCP対策としての事業活動の新たなフィールド
として活用してください。


