県政出張講座テーマ
「県政について説明してほしい」「山梨県のことをもっと知りたい」「生活に役立てたい」など、県民の皆さんのさまざまなご要望にお応えできるよう、
187項目のテーマをご用意しました。ここに掲載のないテーマや話題については、ご相談ください。

県政一般
№

テーマ
1 山梨県総合計画

2 富士山登山鉄道構想
（新）
3 山梨県の広聴・広報活動

16テーマ
内容

担当課室

県政運営の基本指針となる山梨県総合計画の概要を説
明
富士山登山鉄道構想の現在と今後の展望を説明

政策企画グループ

広聴広報グループ

政策調査グループ

11

人口の将来展望

12

県税や税制のあらまし

本県で取り組んでいる広聴事業の概要や県の広報誌、広
報番組を説明
東京2020オリンピック・パラリンピックへの本県の取り組み
やレガシーを説明
国勢調査結果及び常住人口調査結果による本県の人口
と人口移動の実態を説明
人口、暮らし、産業、経済、福祉などの本県のさまざまな統
計データを過去や全国と比較をしながら説明
県経済の規模、経済成長率、県内の景気動向などを県民
経済計算及び景気動向指数から説明
本県に関する統計データのうち、次の9つのテーマについ
て県民にわかりやすく、親しみやすい方法で提供。（1）水
（2）野菜（3）健康（4）読書（5）ジュエリー（宝石）（6）果物
（7）魚(8)食文化(9)ワイン
DX（デジタルトランスフォーメーション）がもたらすデジタル
社会について説明
本県への二拠点居住・移住・定住を推進する取り組みを説
明
本県の人口の推移と将来推計及び国の地方創生に向け
た動向、本県における地域創生を実現するための施策を
説明
税制のしくみや県税のあらましなどを分かりやすく説明

13

明るい選挙推進運動

明るい選挙推進運動の概要や歩みについて説明

市町村課

14

市町村の財政

市町村課

15

マイナンバー制度とは？

16

世界遺産「富士山」

県内市町村の一般会計や企業会計などの特別会計の状
況、第三セクター等の経営状況などを説明
マイナンバー制度が導入されたことで、社会がどう変わり
今後どのように変わっていくのかを説明
世界遺産の基礎知識のほか、富士山の信仰、芸術、自
然、歴史、また保全に対する取り組みなどを説明

テーマ

内容

担当課室

国際交流・国際協力等

本県が取り組む国際交流・国際協力などの国際施策を説
明
外国人が活躍できる地域づくりに向けた県の方針や施策
を説明
商店街等の活性化、買い物環境の利便性向上に向けた
国や県の支援策を説明
中小企業の創業、経営革新、地域産業資源の活用、事業
承継、事業再構築などへの支援策の概要を説明
本県経済を牽引する産業である医療機器及び水素・燃料
電池産業の振興に向けた施策を説明
学生や女性の起業者向けの助成金など起業・創業支援施
策の概要を説明
中小企業向けの県の制度融資及び設備貸与制度等の説
明
ワイン、ジュエリー、織物など山梨の地場産業の概要とそ
の振興施策を説明
働きやすい職場づくりに向けた施策や助成制度、ワーク・
ライフ・バランスの取り組み事例、働き方改革の概要を説明
県内の雇用情勢の現状と、「ジョブカフェやまなし」や「子育
て就労支援センター」などの雇用対策の説明
公共の職業訓練を行っている施設(県立産業技術短期大
学校、峡南高等技術専門校等）・講座等の説明や、職業能
力開発に関する県の推進方針などを説明
「やまなし観光推進計画」の概要や本県の取り組みを説明

国際戦略グループ

4

東京オリンピック・パラリンピック

5

山梨県の人口

6

統計から見た山梨

7

県ＧＤＰと景気動向

8

なるほど山梨データ学園

9 DXが創る未来のくらし
（新）
10 二拠点居住・移住・定住の推進

オリンピック・パラリンピック
推進課
統計調査課
統計調査課
統計調査課
統計調査課

DX推進室
二拠点居住推進課
二拠点居住推進課

税務課

情報政策課
世界遺産富士山課

商工業・労働・観光・国際交流
№
17

18 外国人活躍
（新）
19 地域商業の活性化
20 中小企業への各種支援策
21 山梨県経済を牽引する産業の育成
（新）
22 起業・創業の促進
23

中小企業への金融支援

24
25

山梨の地場産業振興策「やまなしブラン
ド」の推進
働きやすい職場づくり

26

雇用対策の推進

27

職業能力開発の推進

28

本県の観光振興

18テーマ
国際戦略グループ
産業政策課
産業政策課、成長産業推進課、
産業振興課

成長産業推進課
成長産業推進課
産業振興課
産業振興課
労政雇用課
労政雇用課
産業人材育成課

観光文化政策課

29

おもてなしってなんだろう？

おもてなしの大切さや県民ができるおもてなしの事例等を
説明
観光客への観光情報提供と利便性向上のための「富士の
国やまなし観光ネット」やキャンペーン等の情報を紹介
本県の地域資源であるワインを活用した観光振興の取り
組みを説明
国際観光県にふさわしい観光地になるための観光プロ
モーションや受入環境の整備等の取り組みを説明
日本有数の山岳県である本県において、安全な登山を推
進するための取り組みなどを説明
労働に関する基本的な法令、制度の説明や、労働者と使
用者間の労働トラブルの事例や対応について説明

観光文化政策課

30

インターネット等による観光情報提供

31

山梨ワインを活用した観光振興

32
33

インバウンド観光の推進に向けた取り組
み
安全な登山の推進

34

知っておきたい労働法の知識

テーマ

内容

担当課室

35

森林環境税の使い道

林政総務課

36
37

山梨県の森林の特徴と林業・木材産業
の動向
県産木材の利用促進

38

県有林（恩賜林）の歴史と役割

39

県有林の保健休養利用

40

山梨の保安林

平成24年度から導入している本県の森林環境税を活用し
た事業の内容や実績について説明
県土の78％を森林が占める全国有数の森林県である本
県の森林の特徴や林業、木材産業の動向を説明
県産木材利用促進条例に基づく県産木材の利用促進の
取り組みを説明
県有林（恩賜林）の成り立ちや県有林が果たす多面的な
役割を説明
森林文化の森や、企業・団体が森林レクリエーションの場
として活用するクラインヴァルトなど、県有林の保健休養利
用の取り組みを説明
私たちの暮らしを守る保安林の必要性・重要性を説明
本県農業振興の基本指針である「やまなし農業基本計画」
の概要を説明
農業を始めたい、農業法人に就職したい方等への支援制
度を説明
農地を貸したい・借りたいなど、農地中間管理機構を活用
した農地の貸借方法を説明
本県の特徴ある取り組みにより生産された農畜水産物等
を対象とした、新たなキャッチフレーズとロゴマークの使用
の周知とその手続き等を説明
農業分野での地球温暖化対策である4パーミル・イニシア
チブに、本県が取り組む内容などを説明
安全・安心な農産物生産などを行う生産者等を認証する
やまなしＧＡＰ認証制度の説明
農業関係の有利な融資制度について説明

農政総務課

環境保全型農業の目的や取り組み技術、また、現場での
有機農業を含んだ実践事例などを説明
農薬の適正な使用法や肥料取締法に関する説明

農業技術課

鳥獣による県内農作物への被害の発生状況及び被害防
止対策等について説明
化学肥料・化学農薬をそれぞれ30％以上減らし、県内で
生産された農産物を認証する制度を説明
安全で安心な県産銘柄畜産物の説明

農業技術課

欧米を中心に世界的な潮流となっている家畜を快適な環
境で飼育するアニマルウェルフェアの取り組み等を説明
高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の発生状況、特徴、
防疫対策等を説明
本県で行われている水産業の概要や、県産淡水魚の消費
拡大に向けた取り組み等を説明
市民農園の役割とメリット、開設方法や開設時の注意点な
どを説明
多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度の
概要と取り組み事例を説明
「田んぼの生き物調査」を通じて国土や生態系の保全、美
しい農村景観の形成など農業・農村の多面的機能につい
て説明

畜産課

内容

担当課室

地価調査に基づく土地の価格などから最近の地価動向を
説明
平成28年から新たに祝日となった「山の日」（8月11日）に
ついて、制定の経緯や意義、取り組みを説明

二拠点居住推進課

観光振興課
観光振興課
観光振興課
観光資源課
労働委員会事務局

農業・林業・水産業
№

41 やまなし農業基本計画
（新）
42 農業の担い手育成対策
43 農地中間管理事業を活用した農地貸借
44 おいしい未来へ やまなし
（新）
45 4パーミル・イニシアチブの取り組み
（新）
46 やまなしＧＡＰ（農業生産工程管理）認証
制度
47 農業制度資金の概要と活用
48 環境と調和した農業生産と有機農業
49 農薬と肥料
50 農作物の鳥獣被害防止対策
51 甲斐のこだわり環境農産物認証制度
（新）
52 県産銘柄畜産物
53 アニマルウェルフェアの取り組み
（新）
54 特定家畜伝染病
55 本県の水産業
56 市民農園をはじめよう
57 日本型直接支払制度の概要
58 農業･農村の多面的機能

24テーマ
林政総務課
林業振興課
県有林課
県有林課

治山林道課

担い手･農地対策課
担い手･農地対策課
販売・輸出支援課

農業技術課
農業技術課
農業技術課

農業技術課

果樹・6次産業振興課
畜産課

畜産課
食糧花き水産課
農村振興課
農村振興課
耕地課

環境・エネルギー・土地
№

テーマ
59 地価調査
60 「山の日」の取り組み

25テーマ
林政総務課

61 山梨の森林
62 森林環境教育・木育の推進
63 第2次山梨県環境基本計画
64 やまなしエネルギービジョン
65 やまなし水素エネルギー社会実現ロード
マップ

66 事業用太陽光発電施設の適正な導入と
管理
67 住宅用太陽光発電設備の固定価格買取
期間終了後の活用方法
68 地球温暖化の現状と県の取り組み
69 身近にできる地球温暖化対策

70 環境家計簿で楽しく省エネしよう

71 山梨県の大気環境の状況
72 ダイオキシン類対策の推進
73 浄化槽のはなし
74 山梨の河川・湖沼の水質
75 生活排水対策の推進
76 3Rの取り組み
77 プラスチックごみ削減の取り組み
78 やまなしの「ごみ」のはなし
79 希少野生動植物の保護
80 野生鳥獣の保護管理
81 外来生物について
82 甲武信ユネスコエコパークの取り組み
83 グリーンイノベーションの推進

森林のさまざまな機能やそれらを高度に発揮させるため
の取り組みなど、本県の森林について説明
本県の森林環境教育・木育の推進施策を説明

森林整備課

本県の環境保全及び創造に関する基本的な計画である
「第2次山梨県環境基本計画」の概要を説明
本県のエネルギー政策の方向性や目標等を示す指針とし
て策定した「やまなしエネルギービジョン」について説明
水素を日常生活や産業活動で利活用する水素エネルギー
社会の実現に向け、本県における目標や取り組みの方向
性を示した「やまなし水素エネルギー社会実現ロードマッ
プ」について説明
災害の防止、景観との調和、自然環境の保全、適切な管
理・運営、市町村・地域住民との合意形成など、適正な導
入と維持管理について説明
固定価格電力買取期間終了後の選択肢である、蓄電池
等を備えた「自家消費」などについての情報提供や、太陽
光発電設備の防災面での有用性等を説明
地球温暖化のメカニズムや影響、県の温暖化対策の取り
組みを「山梨県地球温暖化対策実行計画」を中心に説明
地球温暖化の影響を、県民の皆さんが自分の事としてとら
え、温暖化防止のため自らできることから始めていただけ
るよう、身近な取り組みを説明
電気やガスなどの使用量を入力するだけで、家庭のＣＯ２
排出量を簡単に”見える化”できる環境家計簿を通じた、
身近な地球温暖化防止活動について説明
本県の大気環境の状況と良好な大気環境を保全するため
の大気汚染防止対策を説明
ダイオキシン類の排出抑制対策や、県内調査状況につい
て説明
浄化槽の仕組みや働き、適正な維持管理について説明

環境・エネルギー政策課

本県の河川や湖沼の水質の状況と、良好な水環境を保全
するための水質汚濁防止対策を説明
県内の河川の水質の状況や家庭でできる生活排水対策
などを説明
3R（リデュース、リユース、リサイクル）の必要性と、県の取
り組みを説明
プラスチックごみの削減の必要性と、県の取り組みを説明

大気水質保全課

廃棄物（一般・産業）の排出状況や処理状況など、家庭等
から出るごみの処理を説明
山梨県レッドデータブックによる希少野生動植物の説明
や、条例に基づく保護対策の制度などを説明
本県における野生鳥獣の生息状況、被害状況や保護管
理対策を説明
本県における特定外来生物などの生息・生育状況や対策
を説明
生態系の保全と持続可能な利活用の調和などについて説
明
県営水力発電の現状、再生可能エネルギーの安定利用
等について説明

環境整備課

内容

担当課室

本県のスポーツ推進計画及び事業や取り組みの概要を説
明
いつでも、誰でも、どこでも、地域で楽しくスポーツ活動に
参加できる環境づくりの取り組みを説明
第4次山梨県男女共同参画計画のポイントや女性活躍推
進に向けた取り組みなどを説明
自分や他人の人権を尊重することの大切さや、人権啓発
に関する取り組みを説明
ボランティア活動などの方向性を示す「やまなし県民活動
推進指針」の概要、ＮＰＯ等との協働推進を説明
戦争体験を伝承するとともに、県の戦没者慰霊事業を説
明
結婚を希望する独身男女に対し、さまざまな出会いの機会
を提供する取り組みを説明
「ミレーの美術館」として親しまれている県立美術館の性格
や展示内容、実施事業などを説明
県立博物館の性格や展示内容、実施事業などを説明

スポーツ振興課

県立文学館が所蔵する飯田蛇笏・龍太親子ほか本県ゆか
りの作家・作品及び関連事業を説明

文化振興・文化財課

森林整備課

環境・エネルギー政策課
環境・エネルギー政策課

環境・エネルギー政策課

環境・エネルギー政策課

環境・エネルギー政策課
環境・エネルギー政策課

環境・エネルギー政策課

大気水質保全課
大気水質保全課
大気水質保全課

大気水質保全課
環境整備課
環境整備課

自然共生推進課
自然共生推進課
自然共生推進課
自然共生推進課
電気課

教育・文化・男女共同参画
№

テーマ
84 県のスポーツ推進の取り組み
85 総合型地域スポーツクラブ
86 山梨の男女共同参画を知ろう
87 人権の尊重
88 ボランティア・ＮＰＯ推進施策
89 戦争の悲惨さと平和の大切さ
90 結婚の支援
91 「ミレーの美術館」山梨県立美術館
92 県立博物館に行こう
93 県立文学館へ行こう

26テーマ
スポーツ振興課
県民生活総務課
県民生活総務課
県民安全協働課
国保援護課
子育て政策課
文化振興・文化財課
文化振興・文化財課

94
（新）
95
（新）
96

よみがえれ！甲斐風土記の丘（AR 古代 ARを活用しながら、甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園にあ
望見）
る古墳を中心に、山梨の古墳時代を紹介
文化芸術振興の推進
「文化芸術推進基本計画」の概要や本県の取り組みを説
明
山梨の日本遺産
日本遺産の制度と県内で認定された日本遺産の内容やそ
の活用方法を紹介
日本有数の高さを誇る甲府城の石垣や、賑わいの城下町
97 甲府城と城下町の歴史文化
など、本県独自の発展を遂げた、未来に残すべき山梨の
歴史文化を最新の調査研究成果をもとに説明
発掘調査で次々と姿を現した遺跡や出土品の数々から分
98 掘り出された出土品が語る歴史
かる本県の歴史を説明
99 地域に残された遺跡が語る山梨の歴史
山梨の歴史を語る上で欠かすことの出来ない史跡の価値
（新）
や周辺の遺跡、その遺跡の国内での位置づけなどを説明
しなやかな心の育成に向けた本県での各種施策を説明
100 しなやかな心の育成
101

特別支援教育

102

生涯学習の推進

103

県立図書館活用のすすめ

104

県立科学館活用のすすめ

105

山梨ことぶき勧学院の説明

106

家庭教育支援

107

放課後子供教室の推進

108

青少年の健全育成の推進

109

インターネットの正しい接し方

文化振興・文化財課
文化振興・文化財課
文化振興・文化財課
文化振興・文化財課

文化振興・文化財課
文化振興・文化財課
教育庁総務課

特別な支援を必要とする子どもの理解、就学・教育の相
談、支援の方法などを説明
県が実施している生涯学習推進センターの運営事業等、
本県の生涯学習推進施策を説明
県立図書館が担っている役割や行っているさまざまなサー
ビス等を説明
科学を分かりやすく伝え、親しんでもらうための施設である
科学館の機能の説明
ことぶき勧学院の説明、高齢者の地域社会への貢献と実
践の説明
家庭や地域の教育力を向上するための家庭教育支援事
業や子育て相談窓口などを説明
地域社会の中で、放課後に子供たちの安全で健やかな居
場所づくりを推進する「放課後子供教室」の取り組みなど
を説明
青少年を取り巻く社会環境の現状と課題や国や県の青少
年育成施策の概要、各地域での取り組みなどを説明
スマホ等の危険性から青少年を守ることを目的に、イン
ターネット利用の問題点や青少年保護育成のための環境
浄化に関する条例改正の趣旨を説明

高校改革・特別支援教育課

内容

担当課室

風しんや先天性風しん症候群を予防するための抗体検
査、予防接種について説明
地域における人々のつながりが希薄化する中で、人々が
お互いを支え合いながら、地域のさまざまな課題（困り事）
を解決していくための手法を考える
高齢者が自分らしくいきいきと暮らし続けられる「健康長寿
やまなし」の推進に向けた県の取り組みを説明
介護保険制度の仕組みとサービスの利用方法等の概要を
説明
認知症の方やその家族が地域の中で安心して生活するた
めの「共生」や、発症や進行を緩やかにする「予防」の取り
組みを説明
地域住民を対象に、高齢者虐待防止に向けた早期発見・
早期対応のポイントを説明
75歳以上の高齢者等を対象にした「後期高齢者医療制
度」の仕組みや医療保険制度改革の動向などを説明
国民健康保険を取り巻く状況、医療費適正化や県内の保
険料水準の統一に向けた取り組みなどを説明
令和3～5年度に県が障害者福祉施策を推進するための
基本指針である「やまなし障害児・障害者プラン2021」の
概要と施策を説明
障害や障害者への理解を深め、障害者にとっての社会的
障壁（バリア）を除去して、共生社会を実現するために必
要なことを考えていただく
農業分野での多様な労働力として、障害者が活躍する農
福連携の取り組みを説明
障害者虐待の現状と障害者虐待防止法の内容を踏まえた
未然防止への取り組みを説明
臓器の移植・提供の流れ、臓器移植法の内容、移植医療、
臓器移植の状況、臓器提供意思表示の方法などを説明
医師・看護師の仕事、キャリア形成及び県による確保・育
成の取り組みなどを説明
山梨県の救急医療体制の現状と課題を説明

感染症対策グループ

生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課
生涯学習課

生涯学習課
生涯学習課

福祉・保健・医療
№

テーマ

110 風しんの予防
（新）
111 山梨県地域福祉支援計画～安心して自
分らしく暮らすことができる社会を目指し
て～
112 健康長寿やまなしプラン
113

介護保険制度の概要

114

認知症との「共生」と「予防」

115

高齢者の虐待防止

116

後期高齢者医療制度

117 山梨県国民健康保険の現状と取り組み
（新）
118 「やまなし障害児・障害者プラン2021」の
概要と取り組み
119 やまなし心のバリアフリーの推進

120 農福連携の取り組み
121 障害者虐待の未然防止への取り組み
122 臓器移植の概要
123 医療従事者（医師・看護師）の確保
（新）
124 救急医療体制の現状と課題

33テーマ
福祉保健総務課

健康長寿推進課
健康長寿推進課
健康長寿推進課

健康長寿推進課
国保援護課
国保援護課
障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課
障害福祉課
医務課
医務課
医務課

125 家庭における食中毒の予防

食中毒の概要や症状、予防対策などを説明

衛生薬務課

126 犬の正しい飼い方

飼い主の責任とは何か、また、家庭で飼うために必要なし
つけについて、動物行動学に基づいた方法を説明
飼い主のいない猫に対してどのように接することが良いの
か、個人や地域での対応方法を説明
覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物乱用の現状と健康へ
の影響など薬物に関する正しい知識を提供
県民の健康寿命の延伸をサポートする健康増進計画「健
やか山梨21（第2次）」を基にした健康づくりを説明
やまなし健康経営優良企業認定制度の説明

衛生薬務課

健康増進課

127 飼い主のいない猫対策
128 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
129 健康づくりの推進
130 働く世代の健康づくりを応援
（新）
131 お口の健康

衛生薬務課
衛生薬務課
健康増進課
健康増進課

132

がん対策の推進

虫歯や歯周病など歯科疾患の予防方法、8020運動、口の
リハビリ体操などを説明
山梨県がん対策推進計画に基づく県の取り組みを説明

133

高次脳機能障害者の理解と支援

高次脳機能障害の特性や、対応、相談機関などを説明

健康増進課

134

ひきこもり支援対策

健康増進課

135

自殺対策

本県のひきこもりの現状と課題を踏まえたひきこもり対策
を説明
本県の自殺問題の現状と課題を踏まえた自殺対策を説明
本県の依存症の現状と課題を踏まえた依存症対策を説明

健康増進課

「やまなし子ども・子育て支援プラン」、子ども・子育て支援
新制度、次世代育成支援対策の概要を説明
安心して子供を産み、育てるための支援制度などを説明

子育て政策課

児童虐待の相談件数や内容、児童相談所の役割、対応の
ポイントなどを説明
発達障害の特性や、早期発見の方法、支援策、相談機関
などを説明
「子どもの貧困対策推進計画及び施策の概要」を説明

子ども福祉課

「山梨県ひとり親家庭等自立促進計画」の概要と、ひとり
親及び寡婦に対する支援策の概要を説明

子ども福祉課

テーマ

内容

担当課室

143

公益通報者保護制度の概要

公益通報及び公益通報者保護法の概要を説明

県民安全協働課

144

消費者被害にあわないために

近年ますます巧妙化する悪質商法などから身を守り安全
な消費生活を送るために、消費者被害の実態や未然防止
に必要な知識・心構えを分かりやすく説明
若者が安全・安心に消費生活を送るための消費者被害の
未然防止に必要な知識や、若者の持続可能な社会へ向け
た消費行動を促進するための「エシカル消費」を説明
本県の特色ある食文化を「やまなしの食」として認定し継
承するとともに、地域の活性化につなげる取り組みを説明
山梨県食品ロス削減推進計画のポイントや食品ロスの現
状、課題を説明
食品表示制度の基礎的な内容の解説と食の安全・安心の
確保の取り組みを説明
個人情報保護法などの仕組みを分かりやすく説明

県民安全協働課

南海トラフ地震や富士山噴火等に備えた防災意識や防
災・減災対策、消防団や自主防災組織などによる地域防
災力の強化等を説明
武力攻撃や大規模テロが発生した場合の国民の保護の
ための措置とその取り組みを説明
山地災害から県民の生命・財産を守るための治山事業の
取り組みを説明
畜産の生産現場から流通にいたるまで、トレーサビリティ
制度など安全・安心への取り組みを説明
豪雨や地震などによる道路被害を防止し、安全で円滑な
交通を確保するための防災・橋梁耐震補強工事を説明
県の河川整備やダムの状況、洪水から県民の生命・財産
を守るための取り組みや河川事業全般について説明
豪雨による災害から自らの命を守るために、知っておいて
ほしい防災情報を説明

防災危機管理課
火山防災対策室
消防保安課
防災危機管理課

136 依存症対策
（新）
137 やまなし子ども・子育て支援プラン
138

産前産後ケアの推進

139

児童虐待の現状と対応

140

発達障害児・者の理解と支援

141

子どもの貧困対策

142

山梨県ひとり親家庭等自立促進計画

健康増進課

健康増進課

子育て政策課

子ども福祉課
子ども福祉課

安全・防犯・防災
№

145 若者に向けた消費者教育～賢い消費者
（新） になろう～
146 郷土食を伝え、広げる取り組み
147 食品ロス削減を推進するために
（新）
148 食品表示と食の安全・安心
149 個人情報保護制度
150 自然災害と防災・減災対策

151 国民を保護するために
152 山地災害防止対策
153 安全な畜産物を提供するために
～牧場から食卓まで～
154 災害に強い道路の整備
155 やまなしの河川
156 水害・土砂災害から身を守るために
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県民安全協働課

県民安全協働課
県民安全協働課
県民安全協働課
行政経営管理課

治山林道課
畜産課
道路管理課
治水課
治水課
砂防課

157 土砂災害対策

土砂災害から生命・財産を守るためのハード・ソフト両面に
わたる総合的な対策の概要を説明
住宅の耐震化の必要性や、木造住宅の耐震診断や耐震
改修に関する支援制度を説明
建築基準法などの概要や最近の法改正の内容を説明

砂防課

警・総務課

168 子供・女性を犯罪から守る

警察安全相談制度の概要と仕組みのほか、相談専用ダイ
ヤル♯９１１０と、その適切な利用を説明
犯罪被害者等が置かれている現状を踏まえ、被害者の視
点に立って総合的に推進している各種施策を説明
犯罪に強い環境づくりをはじめとした「安全・安心なまちづく
り」の考え方や地域ぐるみの防犯活動の進め方などを説
明
電話詐欺・悪質商法の現状、被害に遭わないための心構
えを説明
山岳遭難発生の現状と遭難原因の分析による安全登山を
説明
水難事故発生の現状と発生場所・発生原因の分析等によ
る事故防止対策を説明
少年事件の発生状況、不良行為少年の補導状況などの
少年非行の現状と少年非行防止対策及び保護対策など
を説明
児童・生徒及び保護者に対し、携帯電話やインターネット
での犯罪被害に巻き込まれないための対策を説明
子供・女性を犯罪から守る方策、環境づくりなどを説明

169 サイバー犯罪の現状と対策

サイバー犯罪の現状とその対策を説明

警・生活安全捜査課

170 暴力団の被害に遭わないために

暴力団の実態、現状、不当要求への対応要領や暴力団排
除条例を説明
薬物乱用防止キャンペーン、薬物乱用の恐ろしさ、薬物事
犯の現状を説明
県内の交通事故発生状況や特徴を捉え、高齢者の交通
事故防止対策、二輪車の交通事故防止対策、飲酒運転根
絶対策を中心に説明

警・組織犯罪対策課

内容

担当課室

リニア中央新幹線の概要と建設促進に向けての取り組
み、リニア見学センター、リニア中央新幹線開業による山
梨の将来像などを説明
県内のバスや鉄道などの現状と、将来に向けて維持確保
し、使いやすいものとするための取り組みを説明
自転車の安全適正利用のための交通ルール、自転車の
安全で適正な利用の促進に関する条例等を説明
具体的な事例を通し、住民をはじめとするさまざまな主体
の協働による「景観まちづくり」のあり方を説明
身近なまちなみを題材に景観まちづくりを説明

リニア未来創造・推進課

屋外広告物が景観に及ぼす影響の大きさや、景観に配慮
した屋外広告物の重要性を説明
山梨県内のインフラが持つ役割と隠れた価値や魅力を説
明
建設産業の重要性と担い手不足等の課題に対する取り組
みを説明
山梨の道路の現状や課題、今後の整備方針のほか、主要
事業を説明
本県における高速道路の現状と整備計画を説明

景観づくり推進室

県が管理する道路の清掃、除草、除雪などの現状と土木
施設環境ボランティア制度による美化活動を説明
電線類の地中化、フラット歩道の整備、視覚障害者誘導用
ブロック（点字ブロック）設置などの取り組みを説明
人口減少、超高齢社会の到来に対応する持続可能な都市
づくりの方針である都市計画マスタープランの概要を説明
下水道の役割や仕組みと効果、歴史、普及状況、各地域
における下水道事業の取り組みを説明
災害後の復旧期に提供される応急仮設住宅等を説明

道路管理課

158 住まいの耐震化
159 建物づくりのルール
160 警察相談ダイヤルは「♯９１１０」です
161 犯罪被害者等への支援
162 安全・安心なまちづくり
163 電話詐欺等の被害防止
164 山岳遭難の発生状況等
165 水難事故の防止対策
166 少年非行の現状と防止対策

167 携帯電話・インターネット被害防止教室

171 薬物乱用の防止
172 交通事故の発生状況と事故防止対策

建築住宅課
建築住宅課

警・警務課
県民安全協働課
警・生活安全企画課
県民安全協働課
警・生活安全企画課
警・地域課
警・地域課
警・少年・女性安全対策課

警・少年・女性安全対策課
警・少年・女性安全対策課

警・組織犯罪対策課
警・交通企画課

道路・交通・まちづくり
№

テーマ
173 リニアがある山梨

174 乗って守ろう公共交通！
175 自転車の安全適正利用
176 地域の個性を活かした「景観まちづくり」
177 学校で取り組む景観まちづくり学習
178 屋外広告物と景観
179 山梨県内のインフラの魅力
（新）
180 建設産業のいま
181

山梨のみち

182

山梨の高速道路

183

道路の維持管理と環境美化活動

184

人にやさしい道路環境の整備

185

都市計画マスタープラン

186

山梨の下水道

187

災害時の仮設住宅

15テーマ

交通政策課
交通政策課
景観づくり推進室
景観づくり推進室

景観づくり推進室
建設業対策室
技術管理課
道路整備課
高速道路推進課

道路管理課
都市計画課
下水道室
建築住宅課

