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山梨県経済財政会議 会 議 録   （平成２１年度第２回会議） 

 
□開催日時： 平成２１年９月８日（火） 午後２時から４時２０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 今井 信吾 元三井住友海上きらめき生命保険㈱ 代表取締役社長 
 江藤 俊昭 山梨学院大学 法学部政治行政学科 教授 
 小野堅太郎 ㈱山梨中央銀行 会長 山梨経済同友会 代表幹事 
 齊藤 基樹 浅川熱処理(株) 代表取締役 甲府商工会議所 常議員 
 中村 和子 ㈱信玄食品 代表取締役 
 西山 志保 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 工学学域持続社会形成専攻准教授 
 波木井 昇 山梨県立大学 国際政策学部総合政策学科 教授 
 深沢 栄治 (株)光彩工芸 代表取締役社長 
 舩木 上次 萌木の村㈱ 代表取締役社長 
 村田 博文 ㈱財界研究所 代表取締役社長兼主幹 
 横山  康 ＮＥＣコンピューターテクノ㈱ 代表取締役社長 
 社団法人山梨県機会電子工業会 副会長 
 
《 次 第 》 
１ 開会 

２ 議事 

   行政改革大綱の取組状況について 

３ 閉会 

 
 
［配付資料］ 
 ①次第 
 ②席次表 
 ③委員名簿 
 ④資 料 １ 山梨県行政改革大綱 
 ⑤資 料 ２ 山梨県行政改革大綱の取組状況一覧 
 ⑥資 料 ３ 山梨県行政改革大綱の取組状況 
 ⑦補足資料 行財政運営の状況について 
 



 

 ２ 

（司会） 平成２１年度第２回山梨県経済財政会議を開催させていただきます。 
本日はご多用の折、ご出席をいただきありがとうございます。 
議事の前に配布資料の確認をお願いいたします。 
今日、本日配布しております資料は、７部ございます。 
次第、席次表、委員名簿、資料１ 山梨県行政改革大綱、資料２ 山梨県行政改革大綱の取組状況

一覧、資料３ 山梨県行政改革大綱の取組状況、補足資料 行財政運営の状況について、以上の７部

でございます。また、資料３につきまして、一部修正がありましたので、修正のページを机の上に用

意させていただきました。お手数ですが、お手元の資料の差し替えをお願いいたします。 
不足などございましたら、お申し出をいただきたいと思います。 
よろしいでしょうか。 
はじめに、委員の変更がございましたので、ご報告をさせていただきます。 
金田一弘雄委員に代わりまして、新たに松本順丈日本銀行甲府支店長が委員に就任いたしました。

なお、その松本委員及び片桐委員からは、本日所用のため欠席のご連絡をいただいております。 
また、本日ですが、江藤委員の関係者として、山梨学院大学および中央大学の学生さんが傍聴に来

ておりますので、ご報告させていただきます。 
それでは、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いたしま

す。 
 

（横内知事・議長） 先生方にはお忙しいところを、今日もご出席を賜りまして、本当にありがとうご

ざいました。 
先の衆議院選挙において、民主党が大勝をいたしまして、政権交代がいよいよ行われることになり

ました。あと１週間後には新内閣が誕生するという状況であります。 
今回は、各党、本格的にマニフェストを掲げて戦った選挙であり、したがいまして、民主党政権が

誕生いたしますと、従来の自民党中心の政権に比べまして、かなりの政策方針といったものの変更が

あるであろうと思うわけであります。 
地方行政、また山梨県行政に対しましても、プラスのものもありましょうけれども、また大変に心

配な面もあるわけでございまして、いずれにしてもわれわれとしては、アンテナを高くして、情報収

集を迅速に行って、的確に対応していかなければならないと思っているところであります。 
いずれにいたしましても、今後の新しい政権の動向については、本当に注視をしながら、今回の政

権交代が県民生活にプラスになるように、われわれとしても努力をしていかなければならないと考え

ているところであります。 
さて、本日の会議におきましては、行政改革大綱というものがございます。これは平成１９年に、

この経済財政会議の議論をいただいた末に、策定をしたものでありまして、私の県政の期間中４年間

の間の行財政改革の方向について定めたものであります。財政のスリム化をどのように、どの程度

やっていくのか、また、この行政のスリム化というものをどう進めていくのか、県庁の職員の意識改

革をいかに進めていくのか、そのような行財政改革のあり方、方向について、具体的に目標数値を決

めながら定めたものでございます。 
既に平成２１年度も半ばとなってまいりました。２１年度予算ができておりますから、２１年度末

の状況もおおむね分かる状況になってきているわけであります。そういうことで２年半、ないしは

３年が過ぎようとしているということでありますので、行政改革大綱の３年間の実施状況につきまし
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て、今日は委員の皆さま方にご説明をさせていただき、いろいろ忌憚のないご意見を承りたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 
 
それでは議事に入らせていただきます。 
この行政改革大綱につきまして、まずご説明をさせていただくわけでございます。財政関係につき

ましては、総務部長から、そして引き続き行政改革関係につきましては、知事政策局次長から取組状

況について説明をさせていただきます。 
行財政改革というのは、この行政のかなりテクニカルというか、専門的な分野でございまして、先

生方はもちろん極めて理解力の高い方々ではありますけれども、なかなか一般の方々には分かりにく

い分野でありますので、ぜひ説明者にはできるだけ分かりやすく、簡単明瞭にポイントをつかまえて

説明をしていただきたいと思います。 
それでは、最初に総務部長から財政関係の状況について説明をいたさせます。 
よろしくお願いいたします。 
 

（古賀総務部長） 総務部長でございます。 
それでは、私のほうから財政関係の状況につきまして説明をさせていただきたいと思いますけれど

も、この行革大綱で定めております目標と、達成状況についてご説明をさせていただくにあたりまし

て、まずその目標を設定した前段となる、本県の財政運営の状況、これを簡単にお話しをしておかな

いと、この目標自体の評価というものがいただけないと思いますので、まず最初に右上に補足資料と

あります。行財政運営の状況についてという資料をご覧いただきたいと思います。 
こちらのほうで、財政運営として定数削減等々ができる基本的な状況について、まずお話をさせて

いただきます。 
まず、１ページをお開きいただきたいと思いますけれども、県の予算規模でございますが、ここに

ありますように、平成１０年度をピークといたしまして、大体５，５００億から４，５００億円くら

いまで、１千億円くらい予算規模が縮小してきているのが近年の状況になります。 
そうした中で、まず歳入でございますけれども、県の歳入というのは税収、県税と地方交付税とい

う国から来る財源ですけれども、この２つが基幹的な財源になります。これがこの表で言いますと一

番下のブルー、そしてそのすぐ上の薄ブルーということになります。しかしながら、１つ大きなこと

をお話しさせていただきますと、平成１３年から国から来るこの地方交付税、この財源が国のほうで

不足をいたしました。したがいまして、考えられた方策といたしまして、交付税の原資が足りない。

ついては各県のほうで一時的に借金という形で立て替えて欲しいと、そしてあとから交付税に上乗せ

する形で、その返済については面倒を見るからという制度が導入をされました。これがこの紫色の臨

時財政対策債という制度でございます。 
したがいまして、この臨時財政対策債というのは、これまでであれば交付税で来たものが、国のほ

うで財源が足りないということで、県のほうでいわば立て替えているというような位置付けになりま

す。 
これらの総額によりまして、県の行政運営に必要な経費としては、大体毎年度、税収というのは増

減をすることもありますが、安定的に確保されてきたというのが近年の状況になります。 
そういう中で２ページ目をご覧いただきたいと思います。 
歳出の状況でございますけれども、この１０年間を見ますと、一番大きな特徴といたしましては、
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県の予算規模が１千億縮小してまいりましたけれども、それはどこで縮小したかといいますと、この

表でいいますとちょうど真ん中の薄グリーンの部分です。投資的経費、これが平成１０年度、２，

３６５億円ありましたものが、平成２０年度でいいますと１，０５７億円ということで、半分以下に

減少いたしております。これは本県に限られてはございませんけれども、この投資的経費の抑制、縮

小ということによって、財政的な財源不足、こういうものについての穴埋めをしてきたという側面が

ございます。 
一方では、借金残高、これが全国的に累増してきます中で、この公債費という紫の部分であります。

これがいってみれば借金の返済に当たる部分ですけれども、この公債費というものが年々累増してき

ているという状況になります。 
次に、３ページをご覧いただきたいと思います。 
こうした中で、今ちょうど申し上げました県の借金残高でございますけれども、ここにお示しをし

ておりますのは県債等残高、経常収支比率という表になります。 
県債の残高というのは、県の総額といたしましては、今２１年度６月、現計で１兆４６３億円とい

うことでございます。しかしながらこの内訳を見てみますと、この薄グリーンの部分と橙色の部分、

これに分けることができまして、この橙色の部分というのは、先ほど申し上げました臨時財政対策債

という部分です。これは先ほども申し上げましたように、交付税の足らない部分を一時的に県が肩代

わりをしているという性格のもので、そもそも県が事業のために借金をするというのとはかなり性格

が大きく異なっていますけれども、これが臨時財政対策債、平成２１年度２，２００億円という額に

なっております。それ以外の県の通常の県債につきましては、今、下を見ていただきますと、これは

年々近年抑制をしてきておりまして、８，２６０億円というのが、現在の県の借金の状況ということ

になります。 
次の４ページをお開きいただきたいと思います。 
もう１つ、先ほど投資的経費、公共事業の状況についてお話をいたしました。このページはその状

況と、予算の中でどのくらいその投資的経費、建設事業費が占めているかという割合を示したもので

ございますが、本県の歳出構造の大きな特徴といたしまして、本県ではこの建設事業というものが産

業構造上も非常に大きな役割を占めておりまして、いわば主要産業になっております。そういう中で、

非常に本県、川あり山ありという中で、公共事業の単価も高いということで、この下のほうの表を見

ていただきますと、公共投資、これが予算に占める割合、そしてその本県順位というところを見てい

ただきますと、実は４７都道府県でほとんど１位から４位の間というように動いております。中でも、

この位置付けを見ていただきますと、かつては１位が多かったわけでございますけれども、近年は非

常に公共事業を抑制をしてきているという状況でございます。 
その率についていいますと、平成１０年、これがピークでございまして、本県の予算に占める公共

投資４２％という高い比率でありました。 
全国平均はこの時点で３３％でございます。おおむね１０％の差がありましたけれども、平成

１９年度で見ますと、本県では２４％、全国では１８％ということで、おおむね差につきましては大

体６％くらいまで縮まっているというような状況でございます。 
本県では特に一番下にございますけれども、平成１７年度以降、行革プログラムによる公共、県単

公共事業の抑制ということで、行革に取り組んでいます。 
次に、５ページをご覧いただきたいと思います。 
本県の財政分析指標ということで、本県の財政状況はどうなのかということでございます。これを
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見ていただきますと、一番上、これが経常収支比率ということで、これはどういうことかといいます

と、言ってみれば県の財政規模、一般的な財源の中で、どの程度が経常的な経費に充てられているか、

つまり財政の弾力度を見る指標でございまして、一般家計でいいますと、その家計の中で大体義務的

な授業料とか、食費とか、そういうものに大体どのくらい充てられているかというのに等しい数値と

いうことになります。 
これが本県の場合、かつて平成元年段階では６５％程度だったんですけれど、今は９２．９％とい

うことで、大きく上昇いたしております。 
一方で、この数値自体につきましては、非常に急激に上がってきているように見えますけれども、

全国順位で見ますと、今実は全国で低いほうから４番目という状況でございます。 
それだけ全国的にこの経常収支比率という指標が非常に悪化をしていると、つまり財政の弾力性が

まったくなくなって来ているというのが、今の地方財政の全般の状況ということになっています。 
そして以下、数値がございますけれども、中でも借金の状況を示しますのは、上から４つ目になり

ます実質公債費比率という比率がありまして、これで見ていただきますと、言ってみれば借金返し、

こういうものがどれだけ財政的な負担になっているかという指標につきましては、１９年度の指標で

１２．４％ということで、これも全国的に見ると、低いほうから１７番目というような、大体真ん中

くらいの状況にございます。 
そしてもうひとつ、将来負担比率という比率がその下にあります。これは言ってみれば、借金、県

債だけではなくて、外郭団体の負債なども含めた総額、これが財政の規模に対して何倍くらいあるか、

そういう負担の総額を表す指標ですけれども、これは本県の場合２４８％という指標になります。こ

れが昨年から発表されまして、全国的にもかなり話題になっておりますけれども、ちなみに一番高い

ところは兵庫県が３６０％、北海道が３３０％というようなところが、全国では非常に逼迫をしてい

る。財政負担が大きい団体ということになります。 
次に、６ページをご覧いただきたいと思います。 
次に、県職員の職員数の推移でございます。県職員の職員数につきましては、総職員１万５千人、

これをこの１０年間で大体８００人くらい減らしてきておりますけれども、これは実は内訳で見ます

と、一般行政職員、まさにわれわれみたいな立場ですけれども、こういう一般行政職員を３，７００人

から３，１００人ということで、実は６人に１人を減らしてきているという状況になります。 
一方で、警察については、警察力の強化ということで７％増、教員につきましては３．４％の減と

いうことで、全体としては県職員全体、１万５千人ベースでは５％の減という状況になっております。 
そういう点では、職員数の削減というのは、教育、警察政策、これ如何にかかっているというよう

なところが大きな問題になっています。 
次に７ページをご覧いただきたいと思います。 
こういう中で職員数削減の状況ですが、実はこれは３つ棒グラフがあります。そのうちで一番薄い

黄色、これが実数になります。そして紫色の部分、これが前の旧行革プランに基づく削減計画になり

ます。そしてこの赤の部分、これが今現在、この行革大綱での削減計画ということになります。これ

を見ていただきますと、前の紫色の旧行革プラン、これよりも今の行革プランというのはさらに目標

を高める形で削減を進めておりますけれども、この中で横に線を引いて、国からの要請という線が引

いてございます。これが実は国から２３年４月時点でこれだけに減らしなさいという要請がきており

ますけれども、今の県の行革大綱の目標数値というのは、それを下回るレベルに設定をしております。 
次に、１ページ飛ばしていただきまして９ページをお願いいたします。 
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今、申し上げましたように、県は定数削減というのをそれなりに力を入れておりますけれども、今、

絶対数としての職員数、これが大体他県と比較してどれくらいかと、これは国のほうで定員モデルと

いうのがありまして、それと比べてどうかということで比較をしていく必要があるんですけれども、

左側が定数を減らしている団体、右側が定数が多い団体というふうに見ていただいていいと思います。 
本県は全国的には上から１５番目、定数レベルとしては標準よりも下回る段階で定数運営をしてお

ります。 
最後に１０ページをお願いいたします。 
特に人件費の抑制ということにつきましては、県のほうでは今給与の特例減額という給与カットを

やっております。これはこのページにその取組を近年、整理をしてございますが、ポイントといたし

ましては平成１８年以降、管理職につきまして給与カットをしてまいりました。これをこの４月から

は管理職だけでなく、非管理職、全職員に対象を拡大して、２％の給与カット、これを実施しており

ます。これによる年間の人件費の削減効果、１４億円ということでございます。 
こういうことを踏まえまして、資料の３をご覧いただきたいと思います。 
山梨県の行革大綱の取組状況ということでございますけれども、まず１ページ、これは本日差し替

えの紙を一部配ってございますけれども、これを見ていただきますと、この県債残高につきましては

先ほど申し上げました、臨時財政対策債という非常に特殊なものを除く、いわゆる通常の県債、この

目標を８，２５０億円ということで２２年度末で設定をしております。この考え方というのは、１ペー

ジの下のほうのカッコにありますけれども、一言でいいますと全国の平均水準までこの借金残高を減

らすということで目標を設定いたしました。今のところこの目標に対して、５０億円くらい上回る

ペースで借金の削減というのを進めているのが今の状況になります。 
次に２ページ、お願いいたします。 
今申し上げましたような借金の削減、これを進めるために必要になりますのが、公共事業の削減と

いうことになります。そのために公共事業４％減、そして県単独公共事業８％減という目標を設定い

たしておりますけれども、基本的にこの目標に沿った形で運営をして、借金残高を減らしてきている

という状況でございます。 
この６月補正では、景気対策ということで、国からたくさん財源がまいりましたので、１２５億円

景気対策ということで公共事業を増やしましたけれども、県の持ち出しは約６億円で済んでおります。 
なお、公共事業につきましては、右の３ページにございますように、もちろん選別、重点化という

ことを一生懸命やっております。 
次に４ページをお願いいたします。 
人件費の抑制ということで、定数でございますけれども、職員手当、さっき申し上げましたように

４．２％の削減という目標を掲げてこの４年間取り組んでいます。今のところの進捗としては

６３３人減らす必要があるわけですが、４４３人２年間で減らしておりまして、進捗率は７０％とい

うことで計画を上回る進捗により職員の削減を進めております。 
次に５ページ、補助金の削減ということで、これは予算編成の段階で見直し作業を行うわけですが、

２０年度は７９件、５億円、２１年度は５６件、１億６，８００万円ということで見直し削減を行っ

たということになります。 
最後に８ページをご覧いただきたいと思います。 
一方で歳入確保ということで、県税収入の確保、これも非常に力を入れておりますけれども、ここ

にございますように、税収の確保につきましては、特に本県、税の徴収率が低いということもありま
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したので、目標としては滞納額を２３億円以下にするという目標を定めておりました。しかしながら

ここの分野につきましては、非常に力を入れて取り組みをいたしまして、下のほうのカッコの中央く

らいにありますように、滞納額は既に１９億４千万円まで圧縮をしておりまして、目標を既に大きく

クリアをした形になっています。 
以上でございます。 
 

（議長） 引き続き、安藤次長お願いします。 
 

（安藤知事政策局次長） 引き続きまして、ただいまの資料６ページから説明をいたします。 
６ページの病院事業の経営改善についてでございますけれども、新たな経営形態の導入につきまし

ては、県議会の特別委員会での審議検討の状況や、タウンミーティングなどの県民の声を総合的に勘

案する中で、経営の健全化と併せまして、政策医療を安定的に提供するとともに、本県の基幹病院の

役割を果たしていくためには、特定地方独立行政法人制度が最もふさわしいと判断し、同制度に移行

することといたしました。 
現在、平成２２年４月からの法人移行に向けまして、法人の中期目標等の作成、法人への資産の継

承、関係条例の整備等の準備を進めますとともに、法人化認可申請に向けた諸作業を行っております。 
次に、１０ページをお願いします。 
中段の④ネーミングライツの導入についてであります。ネーミングライツと申しますのは、スポー

ツ施設や文化施設にスポンサー企業の名称や、商品名などを使った名称をつける権利、命名権とも呼

ばれているものでございますけれども、そのネーミングライツにつきまして、２１年４月からの導入

のための検討準備を行うとともに、企業訪問によるネーミングライツの案内を行ってまいりましたが、

経済情勢の悪化等により、導入に前向きな企業は現在のところはなく、２１年４月からの導入はでき

ませんでした。今後も経済情勢や企業業績の動向などを踏まえながら、より多くの企業にネーミング

ライツの案内を行い、できるだけ早期の導入に努めてまいります。 
次に、１１ページをお願いいたします。 
上段の⑥新しいインターネット広告の導入についてであります。 
平成２０年度に県ホームページのリニューアルを行いまして、広告掲載が可能となったことから、

２１年度は４３０万円余の収入が見込まれております。 
一方、富士の国やまなし観光ネットのホームページ広告は、景気悪化の影響等により減収となり、

２１年度の見込みは６０万円となっております。このため２つのサイトの収入を合わせましても、目

標額の１千万円には到達せず、目標達成は困難な見通しであります。経済情勢の悪化という外部要因

はありますが、今後も積極的にＰＲに努め、広告収入の確保に努めてまいります。 
ここまでが１つ目の柱の県財政の改革に関するものであります。次の２つ目の柱、県庁の改革に関

する項目であります。 
１３ページをお願いいたします。 
組織の再編であります。 
２番目の○の具体的取組の中に、施策を着実に推進する組織の構築としまして、２１年４月に観光

企画・ブランド推進課、農産物販売戦略室、消費者安全・食育推進課、高速道路推進室等を設置する

など、重点施策の推進に必要な組織整備を実施いたしました。 
さらに②の簡素でスピーディーな組織の構築といたしまして、２１年４月に建築指導課と住宅課を
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統合して建築住宅課を、また、県民生活課と男女共同参画課を統合しまして、県民生活・男女参画課

を設置するなど、統合・移管等により組織の簡素化、効率化を図るとともに、管理職ポストを削減い

たしました。 
この結果、組織数といたしましては、２１年４月には、前年に比して５所属を削減し、管理職ポス

トについては２０年４月にマイナス２９ポスト、２１年４月にマイナス２６ポストということで、

２カ年で合計５５のポストを削減いたしました。今後とも組織の統廃合など、簡素化、効率化を進め

るとともに、定期人事異動において管理職ポストのさらなる見直しを実施してまいります。 
１８ページをお願いいたします。 
組織力を高める人材育成、人事管理であります。①の組織が求める人材の育成につきましては、能

力や特性に応じた育成ということとともに、市町村等との人事交流や、民間企業等への派遣研修を実

施しました。 
また公務員倫理の徹底や事務処理ミスの防止に関する研修を充実強化しているところであります。 
人事評価制度の活用、②でございますけれども、これにつきましては管理職は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

に取り組んでまいります。 
③の組織力を高める人事管理の推進につきましては、現場部門を重視した人事管理を推進すること

といたしまして、本庁管理部門と直接県民と接する現場部門である出先機関との積極的な交流配置を

実施いたしました。 
次に３つ目の柱であります、行政サービスの改革に関する項目であります。 
２０ページをお願いいたします。 
県民本位の公共施設の運営ということで、①の指定管理者制度、これは公の施設を民間事業者に管

理させる制度でございますけれども、この指定管理者制度の導入施設の拡大につきましては、美術館、

文学館など、新規に７施設に導入し、また更新施設が３１施設ありましたので、合計の３８施設につ

いて２１年１月に指定管理者との協定を締結しております。 
このことによりまして、導入施設は合計で５３施設となっております。 
今後も不断の見直しを行い、県民ニーズに沿った効率的、効果的な施設運営を進めてまいります。 
次に、２２ページをお願いいたします。 
地方独立行政法人の活用についてであります。 
まず県立大学への公立大学法人制度の導入につきましては、２２年４月の法人化に向けまして、法

人化に必要な定款や就業規則をはじめ、経営の基礎となる中期目標や中期計画などの原案作成に順次

取り組んでおります。 
本年度は、９月の県議会へ法人の定款案でありますとか、評価委員会条例案等の上程を予定してお

り、評価委員会のご意見や、パブリックコメントを経た上で、２２年４月の法人化に向けて準備を進

めてまいります。 
次に２３ページをお願いいたします。 
県出資法人の見直しについてであります。 
１８年度から２０年度までを計画期間といたします、出資法人改革推進プランに基づく役職員数で

ありますとか、県支出金の削減にかかる目標数値については、すべて達成をいたしております。 
また、次期計画にあたります県出資法人経営健全化プランを２１年３月に策定したところであり、

今後も引き続き、出資法人に対する指導、助言を実施してまいります。 
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次に、２５ページをお願いいたします。 
県民意見の提出機会の拡充であります。 
まず、①の審議会等の委員への女性の登用につきましては、女性委員の割合が１９年度３７．５％、

２０年度３６．６％でありましたが、本年度は改善し、３８．３％となる見込みであります。 
②の審議会等の委員の公募制の拡充につきましては、公募導入率が１９年度で１０．１％でありま

したが、２０年度は２５．３％、２１年度は２７．６％と公募制の拡充がさらに図られる見込みであ

りまして、最終年度である２２年度には数値目標が達成できる見通しであります。 
③のやまなし女性の知恵委員会の設置につきましては、１９年度には少子化対策など３つのテーマ

に関して３５件、２０年度は環境対策など２つのテーマについて２２件のご提言をいただき、それぞ

れ県の施策に反映いたしました。本年度につきましても、子育て環境づくりと教育の推進という

２テーマについてお願いをしているところであります。 
次に２７ページをお願いいたします。 
広聴広報機能の強化と電子県庁の推進であります。これにつきましては、恐れ入りますが次の

２８ページをご覧いただきたいと思います。 
上段の③県政ひざづめ談議の開催につきましては、１９年度、２０年度ともに２０回開催したとこ

ろであり、本年度も引き続き２０回の開催を予定しております。さらに２０年度からは、部長等が県

内各地に出向く、県政出張トークを新たに企画し、さまざまなテーマにより５１回開催し、県民と対

話する機会の充実を図っております。 
次に、２９ページをお願いいたします。 
情報公開の徹底であります。①の審議会等にかかる情報公開の充実につきましては、２０年２月に

指針を策定しまして、会議開催の周知でありますとか、会議結果、会議録の公表などをより積極的に

行っております。 
②の知事交際費の公開につきましては、１９年４月分から香典や見舞い等の５項目について行事内

容、金額、相手方など、執行状況をホームページで公開しております。 
３０ページをお願いします。 
③の閲覧可能情報の充実につきましては、１９年度に試験問題、事業者登録台帳など１７件を公開

し、２０年度は新たに知事部局などの交際費や、県ＯＢの再就職状況、補助金の支出状況など２１件

加えまして、合計３８件の情報をホームページ等で閲覧できるようにしております。 
さらに本年度も１０件以上の充実を図り、数値目標を達成していきたいと考えております。 
次に３２ページでございますが、市町村への権限移譲であります。１９年度に市町村自立推進プロ

グラムを策定しまして、この計画に基づき１９年度、２０年度、合わせて合計２１４事務・団体の移

譲をいたしました。今後とも引き続き移譲を進め、本年度中には目標を達成できる見通しでございま

す。 
最後に３５ページをお願いします。 
民間活力の活用についてであります。外部委託への推進でございますけれども、これまでにあけぼ

の医療福祉センター調理業務や、県立北病院バス運転業務などの外部委託を実施しておりまして、本

年度も６月に新たな指針を策定し、年度末までに現計画の改定を行いまして、外部委託が可能な業務

は積極的かつ計画的に民間活力を活用してまい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） 行政改革大綱の実施状況についてご説明をさせていただきました。 
財政関係では、やはり一番重要なポイントとして、県債残高ですね、県の借金の残高を抑えていく

というのが１つの目標。ただその場合に、臨時財政対策債という、特別な借金があって、これは地方

交付税を手形でもらっているようなものですから、これを除いた県債残高を４年間で３８０億円削減

していくという目標を掲げているわけですが、それは計画よりも早く縮減が進んでいるということ。

人件費につきましても、特に職員の定数の縮減につきましても、計画よりも早いペースで進んでいる

ということを申し上げました。 
それから県立病院、県立大学の独立行政法人化だとか、あるいは指定管理者制度の活用とか、諸々

の行政改革を推進していると、大体行政改革大綱の計画どおりに進めているということをご説明申し

上げたわけであります。 
そういうことで問題がないではないかという話になればいいんですけれども、決して委員の皆さま

方から言えばそういうことにはならないわけでありまして、別にこの行革大綱のこの話にとらわれず

に、県の行政のやり方、その他一般について、普段お気づきのことも含めて、ひとつざっくばらんに

ご意見をお聞かせいただければありがたいと思うわけです。 
どなたでも結構でございますので、どうかご意見をお話いただきたいと思います。 
どうぞ。 
 

（江藤委員） お礼をかねて、口火を切らせていただきます。今日、学生がちょうど合宿だったりした

ものですから、審議会、こういう場所に出させていただくということで、中央大学と山梨学院大学の

学生が来ています。よろしくお願いします。 
一言お礼のついでに、細かい話は後ほどさせていただくとして、大きい話だけさせていただきます

と、今お話のように、県債の残高を減らしたとか、人件費を減らしていくだとかということで、国か

らの支援もあったんでしょうけれども、私は国が見習う姿勢があるのではないかなと思っていますけ

れど。よく国は、政治家とか官僚が、地方は信用ができないと言っていますけれども、よっぽど私は

国のほうが信用できない。そういうがんばる姿勢というのは評価をしたいと思っています。 
今、議長の知事からこの行革大綱だけではなくて、それを広げてというお話しがあったんですが、

ぜひそういう話をしていただきたい。この大綱自身の議論のレベルではなくて、私は広げなければ確

かにいけないと思っているんですね。 
そのときに、例えば債権の残高を下げたとか、投資的な経費を下げたということで、従来、今まで

ここで下げたときの結果がどうなっているかという、そこの分析を一緒にしてもらわないと、何とも

言えないということです。 
だからもう少し詰めますと、この大綱の問題意識というのは、例えば投資的経費を下げていくとし

ても、公共事業がすごく多い山梨県で急に下げたら、やはり不況に陥ってしまう。加速化させる可能

性があるわけですね。だから産業構造の転換と併せて、この議論というのはしていかなければいけな

いだろうということです。 
だから、やはり計画の基本的なことというのは、総合計画だと思うんですね。そういうような事業

計画と、こうした行政改革等がどういうふうに連動しているのかというところの議論がないと、お金

は減らしました、でも地域は衰退しましたというのでは困るわけです。ぜひそういうような議論をこ

こでしていただきたいということを踏まえて、後ほどまた細かい話をさせてもらいます。お礼をかね

て言わせていただきました。 
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（議長） いかがでしょうか。どうぞ。 

 
（齊藤委員） せっかく出席させていただいたものですから、ここにいらっしゃる方はいろいろな業種

の方がいらっしゃると思いますので、今、いろいろと行政改革大綱についてのお話を聞いていたんで

すが、やはり県民の数と、企業の数と、そこに伴う収入を考えると、ほかの都道府県と同じ事をして

いこうということですが、当然、一生懸命いろいろな改革をされて、経費を減らすという努力は非常

に大変だろうなと思います。ただ、その効果に対する満足度が、なかなか厳しいものがあるのではな

いかなと、そういう意味では、もっと大きな収入を得るようなことを考えていかなければいけないの

かなと思っています。 
そういう意味で、私はイギリスに学ぶことがたくさんあるのではないかなと思っています。例えば

ウィンブルドンですが、世界中でグラスゴーを知らなくてもウィンブルドンはほとんどの人が知って

いるわけですね。あのテニスの大会、１年間に１回あの大会のために、センターコートは使われない

で、芝を育成して、オープンの開催日に合わせて完璧な芝に仕上げて、またあのボールボーイと言っ

ている、球を拾っている少年少女は、５００倍の倍率で狭き門を勝ち抜いていって、トレーニングを

されて、みんなが同じスタイルで、同じ行動をするというように鍛え上げられているんですね。地域

にとっては憧れのテニスプレーヤーであり、大会の参加者というような形になっております。 
これを山梨県へ持ってこられないかなと、かねがね思ったんですが、１つ、桃源郷マラソンが非常

にこれに近いんではないかなと。マラソンコースを全部ピンクの桃の花満開にして、標高の高い所も

低い所も丹精を込めてゴール地点まで全部満開の桃の花のコースにして、美しい富士山と、八ヶ岳と、

南アルプスを映像に映しながら、ピンクの絨毯のところをゴールにしていくという姿を見せたときに

は、世界中で放映権を売ってくれと言って来るんではないかと思いますし、幸いにも江藤先生がい

らっしゃいますけれども、駅伝に強い学院のパイプもあるということで、世界中のマラソントップラ

ンナーを、この競技だけは出たいんだと、１年間に１回、出たいと思わせるような大会にして、その

ための資金としての冠は、世界オークションで売ればいいんだと思うんです。イギリスのマンチェス

ターシティーというサッカーチームは、タイのタクシンという元首相が買ったわけですね。オーナー

権を買ったわけですけれども、でもあのチームは、理事はすべて地元のイギリス人がマジョリティー

を持っていまして、そういう意味では運営に関しては地元がしっかりと持っていて、お金を出すオー

ナーが外国人だというだけなんですね。 
そういうような形で、資金調達をどういうようにすれば、私は世界ブランドとして、山梨ブランド

として十分に評価のあるものになって来るでしょうし、そこであこがれて、そこのコースを走ってみ

たいという観光客が、前後にもレースの前後にはたくさん訪れるでしょうし、観光資源としても大き

なものになると思います。 
またイギリスにシルバーストーンというＦ１レースチーム、当時１２チームのうち６チーム、過半

数のチームがシルバーストーンに拠点をもっているわけですね。これはあのシルバーストーンならば、

絶対に折れないクランクシャフトを作る町工場があるとか、職人がいるとか、どんな難しい流体工学

にのっとった設計をされても、それをそういうボディーをつくり上げる技術者がいると。こういうの

は地元にいるんではなくて、皆、世界中から呼び集めたんです。誘致したんですね。そういうチーム

が、生産拠点として十分に満足できるものがあるから、世界中のトップチームがそこに拠点を、トヨ

タが大衆車の拠点であるドイツにチーム拠点を置いているから優勝ができないんだと、陰口が叩かれ
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るほど、やはりシルバーストーンはブランドなんですね。 
これを例えばジュエリー、今、山梨ジュエリーとして、世界コンテストとか、ジュエリー設計のコ

ンテストを開いて、そこで優勝したデザイナーには山梨の富士山が見えて、なおかつ水のきれいな

八ヶ岳の山麓でアトリエを１年間はそこで活動をしてもらうというような条件を付けて、賞金を出せ

ば、やはりデザイナーの優秀な人がいて、どんな難しいデザインにも応えられる研磨技術があるとか、

加工技術をもっているとかいうような工房があることが、やはりブランドだと思うので、どんなに生

産量がたくさんあっても、やはりそこには世界のトップレベルのデザイナーがいて、そのデザイナー

に満足できるような加工技術の生産拠点があるということが大事だと思うんですね。 
こういうような事業を１つでもいいから、大きく育てるような支援を県はやっていただきたいと思

いますし、それが官民一体となった、大きなものだと思うんです。 
私は仕事柄、中部だとか、西部だとかいうところで月に何回か会議をするんですけれども、西へ行

けばいくほど山梨がどこにあるということを、知らない人がいたりします。それが山梨ってこんなに

東京から近いんだねとか、山梨って富士山のすぐ側にあるんだねとかいうことを言われたのは、上九

一色のオウム真理教の事件と、今回の酒井法子さんの事件、このときにはやはりマスコミの力はすご

いなと思ったんですね。だからやはりこういった、世界が注目する、マスコミが注目するような何か

を育て上げていくということが大事かなと思うんです。そういう意味で、前に舩木君がいらっしゃる

からいうわけではないですけれども、フィールドバレエもそういう意味では大きく化ける要素を持っ

たものではないか。世界中から人を呼べるということは大事なことだと思います。 
以上です。 
 

（議長） 今の件については、舩木さんからコメントをいただきたいと思います。 
いかがですか。 
 

（舩木委員） ありがとうございます。 
今日、こちらに参加している県の幹部の方々もたくさんフィールドバレエを見に来てくださいまし

てありがとうございます。 
私、今、浅川熱処理の齊藤さんの話を聞いていて、今日何を言おうかというようなことをずっと考

えておりました。 
実は私今日は、札幌から１時間半前にここに到着いたしました。というふうにいうと、皆さんはあっ

けに取られると思うかもしれません。実は清里は札幌とほとんど同じ気象条件、そういうような寒冷

地でございます。甲府に下りてくるとまさに九州の宮崎のような暖かさです。 
私は、山梨県が行財政改革をやる、これで前の委員の方々のメンバーを見ますと、前回選ばれた委

員の方々は素晴らしいメンバーで、パーフェクトの提言がなされています。そして今回の私達の委員

会は、二番煎じみたいなものだと思うんです。県の皆さんがここでまた説明するのは、まったく無駄

なことで、同じことの繰り返しですね。これ自体が無駄です。ここでは何をしなければいけないかと

いうと、いままで２年間、前委員の人たちが、テクニック的にはこういうようなことをしろ、こうい

うようなことをしろ、こういうようなことをして無駄遣いをするな、経費を抑えろ、そして経費の無

駄遣いではなく、効率的にという話はもうされてきていると思うんですね。それをここでまた持ち出

して、やり直す必要はないんではないかと、それよりもここでやらなければいけないのは、いままで

やってきたことで、やってないことがあったとしたならば、それを提案しなければならないのではな
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いかと思っています。 
私は、必然以外は無駄遣いだと思っているんです。必然以外は無駄遣いということはどういうこと

かというと、山梨県を将来どういう価値ある、ここに住む人たちが誇りを持って、そしてここの価値

を生かして、そしてここの町に住んでよかったと言われるような物差しを作らなければいけないと

思っているんです。その物差しを作るためには、住んでいる、山梨のことをよく分かっていなければ

いけません。われわれ山梨の素材は一体なんなんだ、ほかと比べて何が違うんだと、そしてほかとネッ

トワークを組んでいったときに、その中でどういう立ち位置が取れるんだということを分かっていた

上で、政策が行われなければいけないと思っております。 
そうすると、山梨県は平地が少ない。そして人口も非常に少ないです。東京都の２３区の杉並や世

田谷と同じようなものです。知事といったって、世田谷区の区長みたいなものです。ですから大きい

ところと比べれば本当に小さなところです。そして寒冷地もあったり、あるいは山に囲まれていて、

交通のアクセスは悪かったり、東京との道路だって、奥多摩線と２０号線と中央高速しかない。静岡

だって５２号線と御殿場線しかない。長野県だって２０号線と１４１号線しかない。埼玉にいたって

は、トンネル１本しかない。それこそ辺ぴなところです。こういう条件の中で、ではわれわれが何が

突出しているのかという、われわれの素材は何だというのを探した場合に、山梨県は、多分ここに山

梨県に住んでいる人たちが日々見ている遠景をはじめとする景観だと思います。まさに世界で一番一

美しい景色でしょう。それと同時に、山梨県の水は、プレートが多種多様ありますから、４つのプレー

トが山梨県でぶつかりあっていますので、水の種類が非常に豊富である。温泉も豊富である。それと

同時に、ほかの県にはありえないような条件をもっている。海抜１００メートルから富士の頂上まで

の高低差をもっている。農業においても、１００メートルから１，６００メートルで農業ができる。

この必然の中で、商品が生まれてこなければいけないと、僕は思っているんですね。 
その商品が生まれてくる、そういう素材だということを知って、その素材に誇りを持って、そして

周りと比較した場合には、ほんの田舎で、閉鎖的なところなのにもかかわらず、その２００キロ圏内

には３千万人以上の人間が住んでいて、そことはまったく違う環境がここにあるということだと思う

んですね。その環境を生かして、われわれが最大の商品を作るという夢を持って、そのために何をし

ていかなければいけないか、そのためには私はその価値観をしっかり自覚することだと思います。だ

からこそ、この県のリーダー、横内知事がやってはいけないことを分かっていることが一番大事なこ

とです。 
自民党が今回、大敗したのも何が問題だと、やることなんかどんどんいろいろやりましたよ。その

中に良いこともいっぱいありますよ。でもやってはいけないことをやってしまったために、大衆から

支持されなかったということです。 
例えば先ほどウィンブルドンの話がございました、センターコートは年に１回しか使わない。みん

なはもっと利用したらいいだろうという価値観の人もいるでしょう。でも１回しか使わせない。その

ことが大きな付加価値なのです。 
基本的には、自分たちの県のあり方というものをみんなが共通して描けて、そしてそのことが誇り

に思えて、そこから未来をみんなが見通すことができて、そして自分たちの中に何をやってもいい、

何をやってもいいではなくて、やってはいけないことが分かっているということが大事なんです。 
例えば、山梨県の場合に、甲府の駅のすぐ側のところにあの大きいタワーのマンションが建ちまし

た。僕はあれを見た瞬間、山梨県の人は馬鹿だと思いました。この美しい３６０度見渡せる景観のと

ころなのに、なぜ、あんな人工的なタワーを造るんですか。なぜ、四方の山々を見渡すことのできる
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財産を失ってしまうのですか。あのマンションは、多分１００億かかったとしましょう。それならば、

富士山、八ヶ岳、南アルプス、秩父の山々のあの景観を作るのには、世界の国家予算を使ったって、

あんな景観を手に入れることはできないんですよ。その景観を犯してしまうようなことを平気でやる

価値観が、私は山梨県の民度のなさだと思うんです。 
私は、そういう意味では、１００年後に何を造ればいいのではなくて、１００年後に何を残さなけ

ればならないかというようなことを、みんなが考えて、それは分かりやすいんですよ。３０年後、

１０年後、こうなればいいと、でも時代がこんなに変革します。しかし、山梨県にとって、絶対的な

価値を失ってはいけないという価値観をもっていれば、そのものは守ろうということになるんではな

いか。それを共通認識としてみんなが、山梨県はと言われたときに、言えるような県を作るべきだと、

そのために何をするべきかということを、ぜひこの会で考えていただきたいと思います。小さい県、

少ない人口、それが何でしょう。そのことに私達は大きな誇りを持つべきです。 
ありがとうございました。時間をいただきまして。 
 

（議長） 行財政改革というようなことを離れて、だいぶ根源的なお話をいただきました。 
こういう話もいいんではないかなと思いますけれど。ぜひひとつ。 
 

（江藤委員） 私は、舩木さんの話は異論がないんですけれども、ここで何をやるかというのがはっき

りしていないとぶれると思うんです。今日も大綱の説明をされているから、大綱の議論の中で、その

豊富化するという議論方向と、今みたいに山梨のビジョンみたいなものを議論しながら何をやってい

くかという程度の議論まで出てくると思うんですが、ブレーンスト－ミングのような機会ですか、今

日は。 
そこをちょっと教えていただいて、それから議論したいと思います。 
 

（議長）経済財政会議というのは、極めて重みのある会議でございまして。 
もちろん何をお話しいただいても結構なんでございますが、できれば座長としては、今日はひとつ、

山梨県の行財政のあり方について、別にこの行財政改革がいいとか、悪いとかいう話はいいです。そ

れは舩木さんがおっしゃったようにですね。これはもうこれでやったものだからこれはこれでいいと。

だからこれにとらわれる必要はありませんけれども、山梨県の県行政、県政を見ていて、こういう点

が足らざる点があるんではないかとかですね。その行財政改革という、行財政ということについて、

ぜひひとつご意見を承れればありがたいと思いますが、しかし、この際ですから、齊藤さんのお話と

か、舩木さんのお話とか。 
 

（舩木委員） もう１回しゃべらせてください。 
資料が多いということは、やる気がないということなんですね。ある意味で資料が多いというのは、

この資料の多さというのは、目くらましみたいなものですから、もっと簡単に、これとこれだけは俺

がやると、こういうふうに言ってくれると楽なんです。何かをやる希望がない人と、あるいはそのビ

ジョンのない人ほど資料がやたらと多く出てくるんですね、あれもこれもと。そういう感じが私はい

たします。非常にシンプルにしてもらいたい。 
もし山梨県行政というか、そういう意味では山梨県がお金を使わず、そして県民が負担を少なくし

て、山梨県が豊かになるということだと思うんですけれども、私は本質的な議論をやはりもっとする
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べきだと思うんです。 
私はリニアの問題について、非常に疑問を持ちます。なぜ、山梨県にリニアの駅が必要なんですか。

私は、山梨県にはリニアの駅はいらない。リニアは、東京、名古屋、大阪と結ぶ高速ネットとしては

必要でしょう。国民としてはリニアがあったほうがいいのではないかというふうに思います。それは

これから中国とか、あるいは南米とか、インドとか、そういうところに営業するためにも、見本線と

しては必要なんでしょう。そして技術改革というようなものも必要なんでしょう。そういう意味では、

リニアは必要だと今は思っています。 
しかし、この８７万２千人の県民にとって、リニアの駅は必要なんでしょうか。通るところで

１００万人くらいのところがみんなリニアの駅を欲しいと言っているんでしょうか、なぜ山梨県には

リニアの駅を造らなければならないんですか。 
私は、さっき言ったように、山梨県がどういう立ち位置の県なのか、自然とか、農業とか、観光と

かを生かして、そしてこの天然の財産を守りながらといったときに、今山梨県のある姿は、決してそ

ういうようなものを生かしているとは思わないんです。リニアの駅を造ったとしても、リニアを利用

して甲府に降りるとは思えないんです。ＪＲのある役員の方々と、行政の方も、いろいろな人と話を

しました。みんな個人としては、「甲府に駅は不要でしょう」と言います。だけど立場として、そう

は言えないと言うのです。立場として言えないというようなものは、個人としてはリニアの駅を山梨

県に造る必要はないと、ほとんどの人が言うのに、立場として駅を造らなければならない。賛成する

というのは、一体どういうことなんですか。私は、リニアを誘致することによって数百億の支出が必

要になると思います。そしてその後、逆に高速ネットになった瞬間にバキューム現象が起きて、優秀

な人材がもっと吸い上げられてしまうと思います。 
私は、人がどこかからどこかへ移るというのは、密度の問題だと思っています。その先にリニアの

駅があったときに、山梨県にはこういうふうな世界でもまれな、こういう県を、あるいはこういう町

をつくるというビジョンが見えていて、そしてそのために高速交通が必要だというような説明を受け

るならば、私はリニアの駅が必要だということを理解することはできると思います。 
しかし、今までリニア推進の理論武装をしている人たちの話を聞いても、リニアの駅が山梨県にメ

リットがあるというようには思いません。 
そういう意味では、私は本質的な議論をしていく。今こそ、本質的な議論をみんなが本音でして、

そして理論と理論を戦わせて、そしてその中で新しいあるべき姿を模索するときに来ていると思って

おります。 
リニアは通してやるんですよ。駅は不要、山梨県を通してやると言って、ＪＲに貸しを作るんです

ね。それとリニアは止まるときと発進するときにものすごいエネルギーと電力を使いますから、その

エネルギーを使う消費料を、駅を必要としない代わりに、山梨県が１回通るごとに、その経費分だけ

は、山梨県が通行料としていただくことのほうがはるかに面白いのではないかと、私は思っておりま

す。また、この山梨県を通過させる代わりに中央道や中央線をもっと良くしてもらいましょう。 
 

（議長） １つの考え方として初めて今のようなご意見を承りまして、多少、唖然としているような。

ちょっと面白い話というか、大事な話ですから、もし今の舩木さんのリニアに対するお話について、

何かご意見がありましたら。 
例えば山梨から東京に通勤していると言っていいくらい通っておられる村田委員とか、どういうふ

うにお考えなのか、ご質問、意見があれば、やっていただきたい。 
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（村田委員） もう舩木さんのパワーに圧倒されていますが、なるほど、本質的な議論が必要だと思い

ます。 
ただ、やっぱりせっかく東京、名古屋を結ぶ中で、駅を作る中でのまた経済効果もあるでしょうか

ら、そこはまた数字を詰めていけばと、ここは意見が分かれるところだと思います。 
私は、やはり山梨の良さというのは、山梨に移り住んで４０年、仕事は東京でやっているわけです

が、前回申し上げたとおり、１時間半で往来できるという、この首都圏の一角を占めているというの

は、いろいろな可能性を秘める元だと思います。 
それから富士という、世界遺産になろうかという財産、それからもう先ほどからず話が出ている自

然・果物・農業、私はやはりこの山梨の良さは農業と観光、それから燃料電池などのハイテクとの組

み合わせですね。これをどう組み合わせていくかと。やはり自分の立ち位置といったときに、山梨の

強さは何かということを、もう１回確認した上で、それで必要ならリニアも止めて東京、名古屋、関

西とのアクセスも便利になれば、経済、観光、文化、交流も進むし価値が出てくると思います。 
意見は、真っ二つに分かれると思いますが、これは詰めればいい話で、決して難しい問題ではない

と思います。 
それから今回の、やはりこの山梨県経済財政会議の目的は、この行革大綱をどう評価するかという

ことだと思うんですが、スリム化の努力は非常にされているなということは分かります。ただ、削る

だけで、県庁職員、あるいは関係者の方々のモラールというものが、やはりまた落ちることもちょっ

と心配されると思うんです。人員は、警察のほうは８％伸びて、教育がマイナス４、一般行政がマイ

ナス１７ですか。この配分は是として、やはりこの県民のために何をするか、何のために公務員になっ

たか、この生きがいがある仕事ができるにようにすることはが非常に大事だろうと思うんですね。 
企業経営も同じで、自分たちの生み出す製品とかサービス、これが役に立つ、世間の人様の役に立

つというときは、社員はたとえ給料が低くてもやりがいがあるわけですね。このやりがいというもの

が非常に大事だと思うんです。 
今回これを見ていまして、行革の大綱というのは、基本原則というものは、入るを計り、出づるを

制すと、こういうことだと思うんですが、この出るほうはよく削っておられると。非常につましく苦

労もされておられると思います。よくご苦労のほど分かります。 
ただ、もう１つ、この入る、入るを計るにはどうすればいいか。先ほど齊藤さんからも出されまし

た。大きなイベント、山梨が持つ大自然という資産を生かせば可能だと思います。 
そうした場合に気を付けなくてはならないのは、やはりこの生活、地に足を付けた生活の中で、こ

の入るを計るというものは何か。やはり明治の殖産興業と同様に県内で起業していく。あるいは県税、

自主財源の大宗である、この県税収入を増やすにはどうすればいいか。この企業を単に呼び込むだけ

ではなくて、今度は山梨の資産で企業を興すと、こういう方向へ持っていって、知事のその暮らしや

すさ日本一というキャッチフレーズを生かしていく。私も４０年住んで非常にこの山梨は住みやすい

し、県都甲府の都市性と、この自然の真っ只中というのが、もう何よりの私の山梨が好きなところで

ございます。どこにも、日本全国、気軽に行けると、こういうポジションでございます。 
そうしますと、その企業をどう興していくか。この投資的なところをどう推し進めていくか。先ほ

どの行財政改革を見ますと、県の投資的経費はものすごく減っておりますね、半分に減っているとい

うことで、これはこの時期、非常にやむを得ないと思います。尺取虫ではないですが、こういうとき

は身を縮めて、筋肉をつくって次の反発を作っていく。例えば企業、産業界で言えば、そういう努力
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を今やっております。 
しかし、この厳しい時期に仕込む、次の成長を図るための、その仕込みをやっていく。それは県民

を挙げてということだと思います。 
先ほどから８８万県民ということを、非常に小さいと。世田谷並みということですが、私は今は大

きいもの、大恐竜が滅びる時代に入っていまして、小さなものほど、ピリッと辛いけれども、山椒の

ごとく光ればいいと、こう思うんですね。小さい動物ほど生き残る知恵を働かせやすいと、私はこう

思います。恐竜は必ず滅びます。そうしますと、８８万のその知恵を結集させるにはどうすればいい

かと、こういうことだと思うんですね。私は産業界を相手に雑誌をつくっておりますが、やはりこの

原理原則を押さえて経営をやっているところが強いし、収益が上がる。これは私は自治体も一緒だと

思うんですね。業を興すにはどうすればいいか。これは例えば福祉・介護。今度の民主党が政権を取っ

たというのは、日本再生のための構造改革を私はずっと必要だと思うんですが、そこにひずみが出た。

やっぱり社会にぬくもりがない。国民の年金不信もある。こういった理由から民主党に投票したわけ

で、民主党の個々のマニフェストを必ずも支持しておりませんが、民主党の政策でやはり注目される

のは、やっぱり家計に直接支援をする。その中で内需を興そうと。これは成長政策だと、こういって

おりますが、これはちょっと様子を見ながら判定させてもらいますけれども、こうした政策も１つの

考えだと思うんですね。将来に対する不安があるとすれば、そこに直接家計を支援していくというや

り方です。 
しかしながら、分配だけでは駄目で成長政策も必要です。その財源を必要とするとするならば、私

はやっぱり産業活性化というのは大きなテーマだと思います。これは今回あまり触れていませんけれ

ども、一部、資料１、２、ここにやはり私は産業活性化が出ていると思いますので、ここを改めてま

た知事さんのほうからでも、ぐいぐいと引っ張っていかれる、そのキャプテンシップを発揮されて、

暮らしやすさ日本一、そのために業を興すにはどうすればいいか。それから社会福祉関連だとＮＰＯ

との連携を生かせないのか。これは賃金は低くとも、やはり県民のために役立つ、あるいはその県外

の人とのネットワークですね。山梨県は立派な観光資産を持っているわけですから、そこから多くの

方が訪れる、観光と農業との組み合わせなどで対応できないか。これによって業を興す。そのときに

ＮＰＯはどう絡めるのか。賃金は低くとも、地域社会のために役立つということであれば、これは生

きがいがあるということですから、６０歳以上のＮＰＯ、あるいは６０歳以上の株式会社をつくって、

賃金は低くとも山梨の観光、農業向上のために役立つ株式会社をつくるとか、いろいろな手は打てる

と思います。 
入るを計るというほうの視点が、もうそろそろ必要ではないかと。同時並行で、この不況のトンネ

ルの中で次の成長の仕込みを図っていくために知恵を出しあうと。節約するところは節約すると。そ

ういう原理原則が今、必要ではないかなと、こういう感想を持ちました。 
 

（議長） 先ほど江藤先生が言っておられた産業政策の話ですね。締めるものは締めてもいいんですが、

しかしそれに応じて、やっぱりこの産業政策というものはついていかないと。この新しい産業という

ものは興ってこないと。経済そのものが疲弊をしてしまうということですから、そこのところが大事

だという話と、期せずして同じような話をいただいたわけであります。 
ほかの委員の皆さんはいかがでございましょうか。どうぞ、西山さん。 
 

（西山委員） 今、ＮＰＯの話が少し出ましたので、私のほうから発言させていただきたいんですが。 
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行財政改革で人件費削減だとか、具体的な数値を非常に出されて、努力をされているということは

よく分かったんですけれども、切り詰めていくというのは、裏返せば切り捨てられていく領域という

ものが非常に多いわけですね。 
例えば公共サービスというか、行政がそのサービスを縮減していくと、それだけその隙間にこぼれ

落ちていくニーズというものがたくさん出てきまして、そのニーズの、こぼれ落ちていくニーズのと

ころに、実は県民の声というものが埋もれているわけですね。 
今回の大綱を見せていただきますと、そのへんの切り詰めていく、切り捨てていく部分を、では行

政ではないところが、どういうふうになっていくかというところのビジョンが、やはり先ほどからも

この意見が出ましたけれども、ちょっと弱いというふうに感じました。 
その新しいビジョンというのは、やはり今、ものすごく時代の転換期にあって、例えば環境資源の

枯渇だとか、急速なグローバライゼーションだとか、人口減少社会に入っていくだとか、今まで既存

のシステムで担っていた部分が、すべて通用しなくなってしまう部分に来ていて、新しくシステムを

つくり直さなければいけないという部分に来ていると思うんですね。 
その部分を例えば外から企業を誘致させていくのか、公共事業を減らしていくというお話でしたけ

れども、何で埋めていくのかというところを、危惧していかなければいけないと思うんですね。例え

ば、私、イギリスとかアメリカの比較研究をやっているんですけれども、イギリスでもずっと福祉国

家で国が無料の医療サービス、教育もただで提供してきました。でもお金がなくなってしまったあと

に、何をどういうふうにしていけばいいかとなった時に、パートナーシップ政策というものを国が打

ち出していったんですね。 
その福祉国家で担えなくなった部分を、お金がなくなる。では、その部分を地域の元ボランタリー

団体だとか、あるいは警察だとか学校だとか、いろいろな人たちを交えながら、今まで国だとか行政

がやってきたサービスを、みんなで受け持っていこうではないか。今回のこの中にＮＰＯとの協働と

いうことが書かれているんですけれども、やはりほかの都道府県なんかに比べると、山梨はちょっと

やっぱり弱いですね。独自の政策というものの打ち出し方が弱くて、もう少し、例えば神奈川県なん

かは負担金という、非常に独自のＮＰＯとの協働に関する政策を知事が率先して出して、全国でも非

常に先進的な取り組みをしています。 
それによって、今まで行政が担ってきたところを、みんなで担っていこうではないかというビジョ

ンを示しているんですね。そのへんの具体的な取り組みをやっぱり示していくというところが、非常

に重要ではないかと思うんですね。 
やはり行政だけの意識改革というのではなくて、市民のほうも今まで行政に任せていたところを、

自分たちで担っていくんだという、そのへんのところの意識改革をしていかなければいけないので、

やはり行政、そして市民の二重の意識改革を起こしていくための、やっぱり新しいビジョンづくりと

いいますか、その制度設計というものをきちんと県のほうでやっていく必要があるのではないかなと

いうふうに少し感じました。 
以上です。 
 

（議長） 今、西山委員がおっしゃったことは、私どもも普段悩んでいる、非常に大事なポイントだと
思うんですよね。先ほどお話しましたように、県庁職員の数というものはどんどん減っておりまして、

今の財政状況、その他を考えると、これからもかなりのスピードで減らしていかざるを得ないだろう

というふうに思っているんですけれども。 
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他方において、行政需要は減るかというと、むしろ増えているわけですね。少子高齢化に伴いまし

てですね。その結果として、県庁職員のその仕事の忙しさというのは非常に大変なことで、夜中の

１０時、１１時まで仕事をしている例がいくらでもあるわけです。 
しかし一方で今度は労働政策上は６時には帰りましょうだとか、そんなこともやらなければならな

いとか、そういう中でおっしゃるように、しかし公の役割というものは減らしていかざるを得ないん

ですけれども、それに代わる何らかの共助というか、そういう地域全体で支えるような、何か仕組み

をつくっていかないと、おっしゃるようにサービス水準が低下していくということがありまして、そ

こをどうしたらいいかというのは、なかなかまだ回答が見出せなくて困っているんですけれども、大

変大事な点だと、我々も普段いつも悩んでいる点をご指摘いただいたというふうに思います。 
ほかにいかがでございましょうか。今井委員どうぞ。 
 

（今井委員） ちょっと戻って、先ほど舩木委員のほうからリニアのお話も出て、私はこの問題はそれ

ぞれ立場といいますか、国家的な立場で国全体の新たな交通系統がどうなるべきかという立場で考え

たら、舩木さんがおっしゃるような、そういうふうなことも当然出てくるんだろうというふうに思う

んですけれども、私ども本県に居住していて、これが例えば通過するときに、どういうふうな活用が

山梨県全体として可能なのかと。プラス、マイナス、当然出てくるわけです。 
その中には、先ほど来、齊藤さんなり舩木さんがおっしゃったように、山梨県どうあるべきかとい

うビジョンをしっかりつくって、そのためにリニアをどういうふうに活用できるんだろうと。私は東

京都のあれでは、別にそんなに意味はないんじゃないかと。 
ただ、その中部圏の名古屋、あるいは大阪を中心にした関西圏から見ると、山梨はかなり遠い、実

際問題としてですね。ここを大きく山梨を身近に感じられて、山梨の良さを実感してもらえる。そう

いう施策がしっかりできるのであれば、これはものすごく利用価値が、いわゆるビックチャンスとい

うふうにとらえるというふうなことが、山梨県としては大事ではないのかなと、こんなふうに考えま

す。 
それからもう１つ、いろいろ大綱の内容の説明を受けまして、私、皆さんがおっしゃるように、山

梨県は現知事になってから、非常にスピーディーに、しかも数値目標といいますか、中身についても

はっきり打ち出されて、着実に前進をしているんだというふうに思うんですが、ただそういう面で今

日、説明を受けました資料全体も同じようなトーンでつくられているというふうに承知するんですが、

例えばその資料の中の１４というところを、２３ページですけれども、県出資法人の見直しというふ

うなところを、私ちょっと見て気になりましたのは、これは出資法人の形態、いろいろありますから

あれですが、役員数、職員数というようなところを見ると、極端に役員が多い。 
ちなみに事務局にちょっとお尋ねしてみたところ、４０法人のうち常勤の役員はそれぞれ各法人

１人です。あとはほとんど非常勤というふうに伺いました。もちろんこういう法人ですから、県の関

係部局から代表の方が常勤で入って参画すると。あるいは法人によっては、関連の業界の代表の方も

参画するということもあるかと思うんですが、いずれにしても１法人で十数名の非常勤役員がいると

いうふうなことは、形として、一般の県民が見たら、どういう形態なんだろうなと。 
これは何か名誉的にポジションをそんなふうなことで置いたんじゃないかというふうな感じを受

ける場合もあって、これはもう少し今後、進める中で早急に検討していかないと、単に減っていると

いうことを思って良しということではないんじゃないのかなというふうに思います。 
昨年も例の県の地域整備公社、３公社を一緒にして、一本にして大きな負債を抱えながらも再建を
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進めるというふうなことが、昨年からスタートしていると思うんですが、あのスタートしているとき

の記事を見ましても、一般職員が５７名から５２名と、５名削減でスタート。スタート時の混乱を避

けるということがあって、大幅な削減はされてないので、その後、ある意味では一般職員がさらに削

減されて、内容的に進んでいるのかなというふうに思うんですけれども、いずれにしても、こういう

ふうなところの目線というものを、一般の県民から見て違和感のないような、そういうことをいろい

ろな面で大事だと。進めることが大事だろうし、県の皆さんは大変この事業を減らしているというふ

うに言うんですが、民間の感覚で言いますと、まだまだ人数は余っているんじゃないかということが

率直な感じです。 
公益法人法というのは、これからずっと進む中で、この４０団体についても、本当に公益法人とし

て妥当なのか。私が承知している全国組織の文科省とか農水省の中では、公益法人の役割は終えたん

だけれども、すでに組織があるために、それを一般の社団、あるいは財団法人化して頭をすげ替えて、

実質、例えば専務理事で国から派遣されているポジションは確保しようとか、そういう本来の趣旨で

はない形で動きが、そういうものも実際に聞いております。 
山梨県の中では数は少ないんですけれども、これから進める中でぜひ本来のあるべき法人、公益法

人、これをしっかりやっていかないと、いろいろな面で隙間が出てくると思うんですが、こういう新

たな１つの枠組みの中で進めるときには、十分、現在進めようと思っていると、こういうふうなとこ

ろを徹底して、１つのチャンスとして進めていくことが大事ではないかと、こんなふうに感じました。 
 

（議長） 確かに役員数が６７０人なんていうと、えらく天下りが大勢いるなと思われてしまうかもし
れない。これは確かに。そうですね、実はおっしゃるとおりで常勤は恐らく１０分の１とか、そんな

ものなんだろうと思いますけれども、おっしゃるとおりですね。 
 
（中澤企画部長） 今、今井委員のほうからご指摘をいただきましたけれども、役員のうち非常勤の方

が今、平成２０年度で６３０人ぐらいいるんですけれども、それは寄附行為とか定款によりまして、

理事あるいは監事というものが決められておりまして、その方たちが何をやるかと言いますと、その

法人の業務がこれでいいか、予算はこれでいいか、決算はこれでいいのか、こういう形でいいのかと

いうようなことを審議する、会社でいうと取締役会みたいなものです。 
ですから、多いか少ないかというのは、またもっと少なくできるのであればしないといけないと思

いますけれども、そういった意味合いもございまして、そうは言っても、これまで統廃合とか、地域

整備公社みたいにまとめて、かなり縮減をしてまいりました。 
なおかつ、非常勤の役員の場合はほとんど無報酬でございまして、理事会とかが開かれるときに、

もし必要があれば旅費を払う程度だというように思っております。そうは申しましても、さらに改善

ができるものは改善をしていきたいというように考えております。 
それから公益目的の公益法人がどうなのかという話につきましても、法律が変わりまして、平成

２５年の１１月末までに今ある出資法人を、どういうふうな形で対応していくのかということをやら

なければいけないわけですけれども、公益の事業をきちんとやるのかやらないのか、そういったこと

も踏まえて適切に対応していきたいと考えております。 
 

（議長） ほかにいかがでしょうか。どうぞ、横山委員。 
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（横山委員） 私、１回目はちょっと欠席しましたので、この場で２回目で少し発言をしておかないと、

忘れられてはいけませんので。 
私は製造業に属しておりますものでございまして、村田委員とは逆に昼間、甲府で働かせていただ

いて、週末だけ東京に帰るという、そういう二重生活を送っているものでございますけれども、これ

はまず私、初めに申し上げたいのは、やっぱり山梨の行政大綱を、これは非常に大きなビジョンをちゃ

んと掲げて、ここまで成し遂げられた横内知事のリーダーシップというものは大したものだなと、私

は思います。 
これは別に持ち上げているわけでもなんでもなくて、やっぱり山梨は地場でいろいろ古いお考えの

方もおられるだろうし、そういう中でもって、これだけのかなりチャレンジャブルな目標を掲げて、

今までの路線を展開していくということをやった。ここまで、まずされたということは、これは大変

なことだと私は思います。 
その意味では、まず私としては、この県の今日、関係の皆さまはじめ知事の皆さまの、ここに至る

までのご苦労は、これはもう大変だったということに本当に敬意を表したいと思うんです。 
その上でなんですけれども、私はやっぱり今、民間人として思うときに、先ほど申し上げた、ご説

明いただいた行財政運営と状況の、この２ページ目のチャートを拝見しますと、人件費は結局減って

いないんですかと、そこにずいぶん気がめいる思いがあります。 
さっき総務部長さんは、高らかに職員を４．２％、これは人数で削減すると言われましたと。さら

にその進捗は７０％ですと、誇らしげに言っておられたので、グラフを見て人件費がたぶんずんずん

減るだろうなと思ったら、全然減っていないということでございまして、ここはやっぱりまずいん

じゃないかなと。どう考えても、これはまずいということと、もう１つはこのグラフで、先ほどいろ

いろな委員の方からもありましたが、投資的経費というもの、これを半分に減らしたということ、こ

れは誇ることなんですかと。 
私だったら、入りを計り出を制すですから、これは投資はすべきなんですよ。入りをするために、

次の投資をしないで、出を制していては、もうこれはジリ貧ですと。これを見ただけで、山梨県とい

うのは将来、ジリ貧を目指しているんですねと、私だったらそう思ってしまう。ここは何とか直さな

ければまずいんじゃないかなという気が、強くこのチャートから抱いた次第でございます。 
先ほど今井委員からもありましたように、民間の目線で言うと、やっぱりここの投資をして、人件

費を減らして、それでもってその次のビジョンに向けた何かを仕上げなければいけないというふうに

思うんです。それが舩木委員の言われたことなのかもしれませんし、あるいは先ほど齊藤委員ですか、

言われた、桃源郷マラソンもいいのかなと思いますが、それもこれもやっぱり投資が必要ですよね。 
投資をしないで、歳入を増やすということを図らなければ、これはやっぱり山梨の将来というもの

は見えてこないということになるんじゃないかなというふうに、ちょっと私は思って、もっともこれ

は私、これだけしか資料がないので、危惧しているだけなので、全体少しもし違っていれば、お教え

いただければと思っています。 
それからもう１つは、やっぱりこれはものすごいいいビジョンをお立てになっていらっしゃるわけ

なんですが、このビジョンというのは、まず県の皆さんに対して、具体的に分かるんでしょうかねと

いうのが、私はちょっと疑問に思っています。 
「暮らしやすさ日本一」というのは、では県の皆さんから言うと、今の状態がどうなることですか

ということを分かりやすくご説明しないと分からない。今度は県の財政をされる県庁の皆さま方は、

この暮らしやすさ日本一をするために、どういうビジョンでもって自分たちのこれからの４年間を



 

 ２２

やっていかなければいけないかという、マイルストーンが見えない。 
ですから、お客さまに対してもビジョンが見えない。やる部分に対してもビジョンが見えないと。

私はそういうふうに見えてしまうんですよ。その私の感覚は、たぶん違っているのかもしれないんで

すが、私のところの会社は経営革新というか、製造業の革新をやっています。革新をやるときには、

このビジョンってすごい大事なんですね。若い人まで、そのビジョンを一言言っただけで、何をやり

たいかというのが分かる、それがビジョンなんです。 
ところが残念ながら、このビジョンはやるほうの手になってみると、何をやって、この４年間にど

ういう目標にしたらいいのかというのが、分かりにくいのではないかなというふうに思うんですが、

そこは危惧される点であって、実際に県の中でどう生かされているかというのは、この資料では計り

知れなかったので、そのへんはちょっともし補足があったら、お教えいただたきたいなと思いました。 
それからもう１つは、先ほどの人件費の話に絡むんですが、民間の活力の活用という、非常に大き

な、これはこれで、これだけいくと素晴らしいんですが、外部委託をされると、これはこんなに人件

費がフラットになっているんだったら、外部委託ではなくて、全部取り組んだらいかがですか。製造

業は外部委託なんかしませんよ、逆です。もし人件費を、だってクビにできないわけです、製造業は。

だとしたら、何をやるかと言ったら、全部業務を取り込みます。外へ出しているものは、全部、外に

出しません。という発想に対して、これは全く逆なんですよね。 
こういうやり方は、いろいろなやり方もあると思うんです。行政では、こういう製造業とは違うか

ら、やり方もあるのかもしれないけれども、でも私の感覚では人件費が減らせられないんだったら、

それについては外部委託をやめて、県の行政がやるパフォーマンス、付加価値をもっと増やすという

ことに向けたらどうですかと。 
結局、県の方がやられるということで一番重要なことは、その支出を抑えながら、付加価値を増や

す。県の皆さんに向かっての、その実行する付加価値を増やすということが重要なわけですね。それ

をやるんだったら、その外部委託という方向はちょっと逆なんじゃないかなという気もして、これは

皆さんのご意見も伺いたいし、細かいことは分からないので、感じたことを言わせていただきました。 
それからもう１つ、県政のひざづめ談議というものも、これは私もテレビで時々、横内知事がやっ

ていらっしゃるのを見て、よくやっていらっしゃいますね、大変ですねというふうに思います。これ

はこれでいいと思うんですよ。ただ、回数ではなくて、何ができたかということが重要だと思うんで

すね。だから、この場で何ができたんだと。だから去年２０回だったら、２０回がいいわけではなく

て、私は１９回だって、そんなことは回数ではないと思います。そこで何ができているかということ

が重要なんだと思うんですね。 
もう１つは、ぜひ知事にはこのひざづめ談議を実は県の中の職員にもやらないと、まずいのではな

いかと。例えば、これは県の中の人を減らす、先ほど村田委員がモチベーションという話をされまし

たけれども、いろいろな意味で財政を減らしていくということについては、県の職員の方は今までと

はモチベーションが下がる可能性があるわけです。費用を減らしてあげなければいけない。パフォー

マンスを増やさなければいけない。 
だけども効率良くやらなければいけないということをやるときに、県のいわば職員の方にモチベー

ションを維持するために、やはりトップが直接話し掛ける。私はこういうビジョンでこういうふうに

持ってきたいからなんだよ。だから我慢してくれみたいなことをやるというのは、私はそれは大変必

要ではないかというふうに感じたんですよ。 
だからそのあたりは、ちょっと私の感覚なので、その行政の方の感覚と違うのかもしれないですか、
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ご参考にしていただいて、何らかのお役立てをいただければと思ってお話しした次第でございます。 
ちょっといろいろなことを申し上げて、とり止めがなかったかもしれません。 
 

（議長） 企業経営の立場から大変、示唆に富むお話をいただいたわけであります。 
本当に参考になります。特にひざづめの話ですね。おっしゃるように、県庁職員に対する、直接接

触して、そういう話をする機会があまりないということもありまして、普段そのへんを感じていたと

ころなんですけれども、おっしゃるとおりであります。 
ちょっと人件費の問題、これは非常に確かにご覧になると、全然減ってないじゃないかと。これは

誰しも抱く疑問だと思いますので、ちょっとそこのところを総務部長に説明をさせます。 
 

（総務部長） この人件費自体が、この２ページで一番の下の青のところを見ていただきますと、微々

たる変化にとどまっているというのは、全くそのとおりでございまして、これは実は２つ、明確な理

由があります。 
１つ目は、まさに今、団塊の世代の退職時がきていまして、退職手当がその給与費の削減を上回る

ぐらい、要するに１００数十億円、数年前まで９０億円だったんですが、今は１３０億円とか、

１４０億円ぐらいなんですが、今、退職金の払いのピークに来ているということで、給与費の減自体

が、それで全部吸収されているということが１つございます。 
そしてもう１つございまして、それは県庁職員の削減という方法が定年で退職した人、これと本来

なら同数の新入職員を採るんですが、これを抑制するという方法をやらざるを得ないという問題があ

ります。つまり５％の職員を減らすと、普通であれば人件費は５％減ります。これは県庁職員でいう

と、平均人件費が４２、４３歳ですから、４２、４３歳の職員を５％解雇すれば、人件費は５％きれ

いに減ります。 
ところが県の職員数の削減というのは、本来、定年退職者１００人に対して１００人を新規採用す

べきところを、新採の採用を５０人に抑えるというやり方によって、職員数を減らします。こうなる

と結局、その５０人に採用を抑えたことにより、人件費の削減効果というものは、実は新採５０人分

の人件費、これは新採は初任給１４、１５万円ですから、そういう点では当面の職員数削減による人

件費の削減効果というのは、こういう行政の場合には非常に出にくいという問題があります。 
ですから先ほど私が５％職員数を削減しましたと言いました。実はこれは今、職員数の給与費の削

減効果として出ているのは、２～３％ぐらいからになります。つまり新入社員の採用抑制という方法。

ところが、これが３０年、４０年先になってくると、この５％の削減効果による給与の抑制効果とい

うのは、実は試算をすると８％から９％ぐらいになります。つまり後のほうに全部しわ寄せる形で人

件費の削減効果が遅れて出るというふうにどうしてもなります。 
ですから、それが今、実は我々のみならず、自治体共通の悩みでして、行革の効果が当面すぐに出

てこない。要するに人件費の削減効果としてです。これはすぐに分限免職とか、そういうやり方をし

ないのが手ぬるいという意見も、もちろんあることも承知いたしておりますけれども、現実的には行

政の場合には、そういう採用抑制という方法によって人件費の削減、定数削減を行っております関係

上、このような形になっているということについて、ご理解いただければと思います。 
以上です。 
 

（議長） ほかにいかがでしょうか。どうぞ、小野委員。 
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（小野委員） 質問させていただく前に、まずもって横内知事にお礼を申し上げたいと思います。 

私ども経済同友会でございますけれども、ここにもメンバーである、齊藤さん、それから舩木さん、

ご在席でございますけれども、先月２６日に「どうなる、これからの山梨、地域活性化と未来の展望」

という、シンポジウムを開催させていただきました。横内知事には大変お忙しい中をパネリストとし

てご出席をいただき、アジアに目を向け交流人口を増やすと、そういう取り組みの必要性などについ

て、熱く語っていただきました。数字を交えた的確なお答えをいただきまして、僭越ながら大変心強

く感じております。また聴衆の皆さん、大変感銘を受けたところで、本当にありがとうございました。 
それでは質問をさせていただくわけでございますけれども、ＮＰＯ等との協働の推進という点でご

ざいます。いろいろ周りを触るような話でございますけれども、従来と比べまして、積極的に活動を

展開なさっているというふうに感じております。これからも役割分担というふうな視点、あるいは行

政プラスＮＰＯの有機的な協調体制が、１プラス１は２よりも大きくなるというふうな視点からも、

ぜひ一つ協働推進を行っていただきたいということでございます。 
ところで一つ、ご検討いただきたいことがありますが、先ほども新しい投資をすべきではないかと

いうようなお話がございました。その関連でございますけれども、地域活性化の実行部隊というふう

な位置付けで、やまなし観光推進機構、あるいは地方税滞納整理推進機構というものの地域活性化版

のようなものをつくることができないだろうか、ということでございます。 
ご承知のとおり、これからの社会経済というものは、グローバル化、高齢化の進展によりまして、

恐らく誰も経験したことがないような方向に、これから社会は進んでいくんだろうと思いますし、そ

れに対応する行政組織というものは、否応なく恐らく大変化が必要になるというふうに思います。 
行政組織は現在、国とか県とか、あるいは市町村というふうに分かれていますし、またその中を今

度は産業、あるいは福祉、土木とか、いろいろな分野ごとにその組織が非常に分かれておりまして、

大変効率的な運営がされているとは思いますけれども、最近は特にさまざまな分野にかかわる組織横

断的に対応すべきではないかというふうな問題が多い。 
あるいはそういうほうが解決が早い問題が多いんじゃないかなというふうにも思っています。と申

しますのは、やまなし観光推進機構に県と市町村、あるいは民間が一体となった組織の良さを感じて

おりますし、また大変、期待しておるところでございまして、またこのたび、税収の確保という面で

も地方税滞納整理推進機構というものができました。この「推進機構」というのが、何か非常に私に

とっては期待するところです。 
この存在がここに書いてございまして、そういうものがその地域活性化にも応用できないのかなと

いうふうに思っております。 
私どもの銀行でも資金の貸出など、金融面ばかりではなくて、最近はお客さまの商品の販路開拓と

いうふうなことにも、そんなビジネスにも踏み込んで対応しておるわけでございますが、一般的な話

ですけれども、県内企業の大部分を占める中小企業は良い技術を持っているんだけれども、それをど

う生かせばいいのかなと。なかなか区分けが分からないというようなケースがございます。 
また、県下各地で特色ある農産物、あるいは観光資源というふうなものがあるように感じられるわ

けでございまして、山梨県の経済の底上げだとか、あるいは活性化ということを考えた場合に、こう

いう山梨県経済を支える中小企業や農業組織の成長がこれから欠かせないのではないかなというふ

うに思います。 
県の現在の経済というものは大変厳しい状況でございまして、次世代の主力産業がまだちょっとそ
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の姿も見えない状況でございますので、やはり少しでも就業者数を増やし、あるいは収入を少しでも

上げるということは、現在もうまさに喫緊の課題だろうというふうに思っております。 
先ほどの齊藤さんのお話にも通ずるわけでございますけれども、ここで提案したいのは、たくさん

のブレーンが存在している県庁職員を中心に地域の活性化に情熱を持つ市町村職員と、例えば民間の

営業のプロ、あるいはＮＰＯ法人のメンバーというかたを一緒にしまして、独立した機関をつくった

らどうかなと。地域の中小企業の持つポテンシャル、あるいは販路開拓などを支援してはどうかとい

うふうな感じを持っています。 
例えば現在、地域資源活用プログラムというものが実施されていると聞いております。地域産業資

源というものが選定されておりまして、その産業資源を活用して、中小企業により事業を促進するの

は意義があるということが書いてございますけれども、こういう取り組みと同時に、これらの資源を

利用していくというのがイメージとして感ずるところです。先ほどの齊藤さんの桃の話でございます

けれども、地域の資源として桃の花は確かにここに載っておりますけれども、桃源郷マラソンが入っ

ていないというようなことであれば、何かそういうふうなものをつくって、では桃源郷マラソンを売

り出す、何か方策というようなものをつくっていったらいいのかな、というように感じているわけで

ございます。 
いろいろこれも課題もあるでしょうけれども、やはり何かやっていかなければ始まらないだろうと

いうふうなことでございまして、販路の拡大でも良し、生産計画の設定でも良し、何でもいいんだろ

うと思いますけれども、そういうことに対応できる力は十分あるんじゃないかなと。支出を削るばか

りではなくて、そういうふうなことに少し投資して、大してかからないと思いますけれども、ぜひやっ

ていただければと感じております。 
 

（議長） ありがとうございました。 
行政だけではなくて、産業界・金融界、その他さまざまな主体が参加した総合的な活性化組織とい

う。今、やまなし産業支援機構というものがありますけれども、これがだんだん忙しくなってきてお

りまして、そういうことを考えると、今おっしゃったような、そういうような組織というものが必要

なのかなという感じもいたしておりますので、これは検討課題として検討してみたいと思います。 
いかがでしょうか。先ほど波木井先生があげましたね。 
 

（波木井委員） 産業振興とか、そういう話でちょっと簡単にお話をしたいと思うのですが、やはり山

梨県内の製造業の中小企業の振興というものが、今、非常に経済が厳しいだけに、とても大事だと思

います。 
今日、配られた資料の９ページにも、産業振興の中で研究助成制度というものがあって、件数が増

えてきているということで、製造業の中小企業の技術開発に今、県から補助がいっているので、これ

はいいことだと思いますけれども、一つもしまだやられていなかったら、やったらいいのではないか

と思いますのは、研究開発、私は技術者ではありませんが、たぶん研究開発では新しい製品ができる

というよりは素材だとか、あるいは新しい材料ができて、その次のステップとして、そういう素材や

材料を使って、ほかの企業が欲しがるような、あるいは消費者が欲しがるようなものをつくる、それ

がその次のステップになるのではないかと思うのです。 
狭い範囲ですけれども、中小企業の方々に接していますと、山梨大の技術だとか、あるいは県の助

成金を得て、そういう新しい素材なり材料は手に入れたけれども、それをどうやってほかの企業が欲
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しがるような製品にしていくかとか、あるいは消費者が欲しがるようにやっていくかというのは、た

ぶんその次のステップで、何かその辺でいろいろ苦心されておられる企業もあるように思いますので、

せっかく研究助成でいろいろ県のほうでも支援をなさっているのであれば、その次のステップで、何

かその製品化とかでご支援をなさっていただくといいのかなという気がします。 
もちろん、その辺は企業が自ら考えるべき活動分野に入るかもしれませんけれども、何か新しい素

材を手に入れた中小企業さんが、どういうふうな活用があるかということを、何か今考えておられる

ような感じもあるのですけれども、ほかのいろいろな企業に声をかけて、こんなような活用があるん

じゃないかということを、たぶんいろいろ聞きたいような企業さんもあるように思うのです。その辺

でそういう素材を手に入れた企業と多くの企業と、何か出会いの場を県のほうでつくられるとか、そ

ういうようなことがあると、研究助成が、それから次のステップの製品開発みたいなものに繋がって

いって、うまくいくとその中小企業さんの新しい事業としてできてくるような感じもありますので、

その辺もご検討をいただければと思います。 
以上でございます。 
 

（議長） 今、波木井先生のお話も大変大事なポイントで、県の産業行政もそういう方向に少しずつ進

みつつありますけれども、中小企業をサポート、事業化サポート事業なんていう事業がありまして、

それぞれ中小企業は技術的なシーズは持っているけれども、それをどう使ったらいいか分からないと

か、あるいはその販路を開拓しようと思っても、その手がかりが分からないとか、そういうふうな、

みんなそれぞれ悩みを抱えている。そういうものを専門家が積極的にいろいろな形でサポートしてい

こうと、事業を始めておりまして、これが結構好評で、かなり成果が上がってきている。 
だんだんやっぱり、おっしゃるようにそういう方向、いわゆるマーケティングとか、そういう方向

にもっと力を入れていく必要があるなということは痛感しております。ありがとうございました。 
いかがでございましょうか。中村委員。 
 

（中村委員） ちょっと現状を、中小企業、私、工場をやっておりまして、今日来る直前にちょっと驚

いたことがありましたので、話させていただきますけれども、私のところは常勤でずっと入っていた

だいている方のほかに、商売がほとんど年末とお正月に向けての商品を出しておりますから、ここで

たくさんパートを募集するんですね。 
女性のパートを募集して、それで男女と書いて出しておいたんです。それで時給も８００円という

ふうな感じですよね。そして今年のパートさんが入っていますのでと、今日ここへ来る直前に新しい

パートさんにあいさつをしていってくださいと言われて、休憩室へ行きましたら、びっくりしたこと

に３分の２が男性だったんです。 
この金額で、男性がこんなにと、ちょっとびっくりしましたけれども、手先のことですから、男の

方がやっても女の方がやっても同じボリュームのことしかできないんですけれども、男性がこの値段

で働きたいという人が、こんなに来るのかということを見たときに、思ったよりみんな厳しい思いを

しているんだなということを、来ながらつくづく感じてまいりました。 
そのことがちょっとずっと心に今日残っていまして、一度そのことをお話させていただければなと

思って、最後の一言を話させていただきました。 
 

（議長） 年はいくつぐらいの男性ですか。 



 

 ２７

 
（中村委員） どのくらいでしょう。中年から中年以降ぐらいですけれども、そんなに若い方はいらっ

しゃいませんでしたが、４０歳～６０歳ぐらいだと思います。 
途中で職を失ってしまった方とか、それから定年後だけれども働きが見付からない方だとかという

感じだと思いますけれども、こんなに男の人がいたのということを、今日分かりまして、本当は女の

人でもできる仕事のところなので、手先が早いのは男か女かと言われると、それはちょっと何とも言

えない、同じくらいのことなので、同じ賃金しか払えないと思うんですけれども、そんなふうに仕事

にあぶれている人が結構いますよということをお話したくて、最後に発言をさせていただきました。 
 

（議長） ほかに。深沢委員、いかがでしょうか。 
 
（深沢委員） まず、この資料をずっと拝見していて、よくこれだけ明瞭化されているなというところ

は、私、ほかの県は知りませんけれども、たぶんここまでやられているところというのは、そんなに

ないのかなというふうに、やっていますか、やっぱり。私はちょっと、あまり知識がないものですか

ら。 
そういった意味で、ただここへ来て、資料を見るだけで質問を何すればいいのかなということが、

いくつか思い浮かぶ資料ですから、そういった意味ではこういう取り組みをされているというのは、

中小企業の経営者という立場で見ても、それはすごく素晴らしいことだなというふうに思っておりま

す。 
中小企業のおやじですので、例えばこれは単純に質問なんですが、私、社長で１１年目なんですが、

ずっと新事業の立ち上げと借金の返済をやってきたんですよね。ようやく去年、実質無借金になった

んですが、その立場でこの県債の残高の状況を見ると、これは例えば結局トータルで増えているわけ

なんですよね。税収はこれから間違いなく落ちていく見込みであると。人件費は相変わらず高いと。 
しかも、この臨時財政対策債、この１２年から２１年まで着実に増えている臨時財政の、こういう

ことを臨時というのかなというふうに私は思うんですけれども、しかもこれは地方交付税の肩代わり

だとおっしゃっているんですけれども、これだけ政権が変わって、状況が変わって、いずれ、いずれ

といっている約束が、これは本当にどうなるのかなと。ということを考えると、率直に言うと結構、

危機的なのかなというのが私の感じる、正直なところです。これは企業経営的に見るとですね。売上

は落ちるだろうなと。固定費下がってないなと。借金は増えているなという状況ですから、これは結

構、いろいろと知事も県の職員の皆さまも大変ご苦労されていると思うんですが、やはり考えていか

なければいけないことが多いんじゃないかなというふうに感じております。これは率直なまず感想で

すが、あと先ほど舩木委員のほうからリニアの話が出ましたけれども、ささいな話をちょっとします

と、これは高速の無料化について、ちょっと考えてみると面白いんですけれども、高速が無料化になっ

た、その週末に山梨へ行ってどうだったんでしょうというと、私は週末に河口湖へ行ったり、石和に

行ったりとか、いろいろなところでお話を聞くんですが、どうも何か高速無料化があまりプラスに

なっていないなと。みんな遠くへ行ってしまうと。つまり、遠くへ行ったほうが得なので、遠くに行っ

てしまうと。 
リニアについて考えなければいけないのは、山梨は近くなるけれども、長野も近くなるんですよね。

ということは、例えば工場をつくろうと思ったときに、物流についてはどうか分かりませんけれども、

幹部とかそういったものというのは、１時間で長野へ行けるんだったら、別に長野であっても会議は
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簡単にできるので、別に山梨にわざわざ工場をつくらなくてもいいなとか、やはり便利になるという

ことが一体、何を意味するのかということは、長期的には考えたほうがいいなと。 
そうすると先ほどの、結局、何に戻るのかというと、山梨としての強い吸引力があるのかと。舩木

さんがおっしゃいましたけれども、成長戦略は一体何なのかなということを考えるんですが、そんな

中小企業のおやじですから、自分の業界について当てはめると、先ほど必然的なことをやらないと無

駄になるよということをおっしゃいましたけれども、まさにそのとおりだなと思っていまして、例え

ばこれだけ少子化になって、若い人が減っていく中で、しかも同じようなものがあふれている中で、

やはり単純に山梨発ブランドをつくるというものが、一体そこにお金を使うことってどうなんだろう

かと、単純にですね。みんな全国同じようなことを考えているという中で、山梨ならでは、己を知り

何をやるのかということを考えなければいけないなと思っています。 
例えば、これは本当に言っていいのかどうか分からないんですが、例えばクーフー（koo-fu）とい
うジュエリーのブランドがあるんです。これは取り組みとしては全く間違いはないと思うんですが、

実際に海外に売ろうと思ったときに、絶対に現地の流通と対話をして物をつくっていかないと売れな

いんですね。私の会社は年間２億円、海外で売っていますけれども、勝手に商品をもって行っても売

れないし、現地との対話で作ったものが売れていくのです。 
そういった意味で言うと、流通を巻き込んだ戦略が必要なんですが、実際にうちはクーフー

（koo-fu）ではないものを売っているわけなんですが、そういったところで、それは果たして必然だっ
たのかなということは、自分たちのやっていることを顧みるという意味で、そういう反省の機会が必

要ではないかなというふうに思っています。 
例えば、ではジュエリーにおいて、必然とは何だろうかというと、いろいろな方向があるんですけ

れども、１つは例えば団塊の世代の方々は実はもう２０兆円のタンスジュエリーを持っているんです

ね。タンスに眠っているジュエリーを持っていて、これがこれから２０年間ゆっくりかけて、言い方

はあれですけれども、皆さんご退任されたり、あるいは正直、お亡くなりになる方も増えると思うん

ですが、そうするとタンスからごそごそっとジュエリーが出てくるわけですね。もともとジュエリー

というのは、永遠の象徴であると称しているんですが、実際それを手にした団塊ジュニアの娘さんた

ちは、こんなものを付けられないと。デザインが全然違うよということで、またタンスに眠ってしま

う可能性がある。 
そういう意味では、ジュエリー業界の立場として言うと、やはりそこを何とかすること、つまりい

わゆるリフォームという言葉がありますが、私はリ・ジェネレーション、要は世代を団塊の世代から、

その下の世代に物を作り替えていくと。それを利用して作るということが必要になってくるんですが、

そういったことを責任を持ってやっていくということは、必然として出てくるんですね。 
もう１つの必然は、では山梨のジュエリーとはなんですかと言ったら、やっぱり加工能力だと思う

んです。技術と加工能力であって、ブランディングではないんですね。ブランディングというのはは

るかに、もうすでにひしめいているところがあるわけで、そういった必然の中で、では我々が新たな

ブランディングの方向を考えることはできるだろうと。そのときには、もう流通を巻き込んでいかな

いと、自らが流通をやるというぐらいの覚悟を持ってやらないと、これからのことは、そこの分野に

やはりお金を投じるということは、先ほど舩木さんの必然という言葉を言われていたんですけれども、

そこが１つのチャンスではないかなというふうに思っております。 
もう１点、先ほど企業経営的に言うと、というところでは、お客さまというのはやはり県民だと思

うんですね。では県民が満足しているというのは何なのかという指標は、やはり先ほど横山委員が
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おっしゃっていらっしゃいましたけれども、そういったものは指標は必要だなと思いますし、ここで

話題になっていないんですけれども、空き家率２０％という、非常に不名誉な数字がこの間、発表さ

れていましたね。夕張市が１３．１％なんですよね。だけど山梨はある意味、だんトツの２０％とい

うことで空き家だらけ。つまり新築が多いという裏返しかもしれませんけれども、しかし着実に人が

山梨を離れている兆候があるという中では、やはりそれは問題だと。お客さんがいなくなっていると。

逆にこれを逆手に取って、空き家があるんだったら、では例えば県外から学生、例えば新卒ですとか、

そういったものを誘致している企業にとっては、ではこういったものをすごく安く貸してくださいよ

と。２０％、計算をしているということは、空き家を把握されているわけですから、県のほうで。そ

れを例えば県外から来るのであれば、例えば人口１人増えると年間平均で１８０万円使うわけですね。

観光だと１回来ると６千円、山梨の場合は。それよりもやっぱり住んでもらうということが、すごく

重要だと思うんですね。 
そうすると、必ず１８０万円は地元に落とすということであれば、そういう県外から、県外に住民

票がある、あるいは本籍がある人たちを連れてきた場合に、そういった例えば新卒でもいいんですけ

れども、それをやはり２０万円ぐらい補助をしても、長期的に見ると必ずプラスになると。税収面で

も。特に新卒の場合だったら、来ると、うちも今、県外から就職している新卒が１０人いるんですが、

戻ったのは１人しかいないですね。みんな定住しているということもあるので、そういうプロジェク

トを何かされるといいのではないかと。 
うちは工学部がどうしてもほしいので、残念ながら工学部って山梨に１つしかないものですから、

全国各地から募集をしているわけなんですが、そういう技術系の会社ってたぶんみんなそういう状況

があると思うんですね。製造業ってやはり雇用を生みますし、一番いいのは、物は県外に行ってお金

を引っ張ってきてくれる。県の中でお金が循環するということとは違いまして、やはり製造業は今後

もすごい山梨にとっては大事な産業ではないかなというふうに思っていますので、実を言いますと、

先週ですか、県の商工企画課の手塚さんに地域魅力発見バスツアーと、これは中小企業庁がやってい

る企画なんですが、要は県外の学生を山梨県の企業を見て回らせるというツアーがあるんですけれど

も、それをご紹介いただいて、うちに東大とか慶応とか早稲田だとか、まずうちが独自でやると絶対

に来ない学生が、一応見学に来てくれました。たぶん入社してくれませんけれども、こういう取り組

みなんかも、一つすごくありがたいですし、評価するべきことだと思いますし、そういう県外から学

生を呼ぶとか、そういったことは本当に力を入れていかないと、やっぱり空き家率２０％はかなりイ

ンパクトのある数字でしたので、何かそこで手を打っていただければと思っております。ちょっと長

くなりましてすみません。 
 

（議長） 確かに県も企業誘致には大きなお金を使ってますが、人間にお金を使った方が早いのではな

いかというのは確かにおっしゃるとおりだと思います。ただ、空き家率２０％というのは数字のマジッ

クでございまして、山梨県というのは住宅に占める別荘の割合というのが４７都道府県で一番大きく、

別荘の相当部分が空き家に入ってますから、ネットの純粋な意味での空き家率というのは、相当低い

んだと思います。 
  江藤委員、最初に後でおっしゃりたいと言っていましたが。 
 
（江藤委員） 覚えていていただいてありがとうございます。時間が過ぎていると思いますので、短く

３点だけ。１点は知事に答えていただきたいと思いますが、今後の進め方について、設置要綱を見ま
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すと、財政に関する事項、経済及び産業の振興に関する事項、国土形成計画に関する事項、と３つ目

的がありまして、３つ全てやらなくとも良いのでしょうけれども、今後どういう方向に持って行くの

かというのが１点。舩木委員や深沢委員のように、山梨の必然的なものというのを話し合うのも魅力

的ですが、色々なところでやっているのでここでやってもよいですが、どうなのか。舩木さんは行財

政改革は終わったとのことですが、まだまだ色々な課題がありますので今後どういう方向に持って行

かれるのかを１点お聞きしたいと思います。 
それから２点目は、行財政改革大綱についてというのは、取組状況についてということでもう少し

時間をかけてからの方が良いとは思いますが、ちょっと気がついたところとして、取組状況ですから

基本的に活動指標が出てくるのは当然だと思いますが、ただその結果どうなったのという成果指標も

しっかり入ってですね。その結果、産業構造の転換がどれくらい進んだかということを評価していか

なければいけないので、そこの叙述の仕方というのか、そうしないとわかりにくくなるのではと言う

ことを踏まえて何点か言います。時間の関係もありますから、この流れの中で落ちている、あるいは

こういう点も大事かなということ。何故入札の落札率の議論が出ないのかということ、それから、住

民監査の中に、外部監査は入るんですけれども何故通常の監査が入ってこないのかという当然のもの

が入っていないのが不思議でしょうがない。それから NPOについて、私はNPO支援や協働、私は
協働と言ってますが、協働は大事なんですけれども、使うという感覚はやめた方がよいですね。支援

するのは必要ですが。ちょっと見え見えのことが書かれているのが、引っかかると思います。 
３点目は、行革大綱はこれだけ出されても議論できるんですが、先ほど言ったように政策体系があ

ると思うんですね。それから山梨県がどういう方向に向かうか、それについては、総合計画がある、

基本計画がある、実施計画がある、その中で事業計画とこの行政改革が連動しているわけですから、

政策体系の中での議論というものをしていかないといけないのでは。私は山梨県は頑張っているとは

思いますが、最先端ではないわけですので、例えば健全な財政に関する条例を作って、健全財政に誘

導していくという自治体も現れている。財政健全化法とは違った視点からやっているところもたくさ

んあるわけですので、是非そういうところも踏まえて、県民の視点での議論をしていただきたいと。

１点目の今後の進め方について、知事にお願いしたいと思います。 
 
（議長） 進め方ということですけれども、端的に言うと、１１月頃にもう１回やる。場合によっては、

来年の３月くらいにもう１回やるということを予定しています。その１１月というのは、平成２２年

度予算編成の最後の大詰めの時期なので、平成２２年度予算編成の方針や来年度の政策のウェイト付

けなどについて、議論をしていただく。来年の３月になりますともう少しフリーな議論になりまして、

本日もお話がありましたような、山梨の大きなビジョンとかそういった議論をしていただくというこ

とになると思います。４月に人が替わりますけれども、４月、５月というのは、平成２３年度に向け

た方向性を話し始める時期になりますので。要するに、２回あって、１回は平成２２年度予算編成の

大きな方向付け、それから３月くらいは平成２３年に向けての県政の大きなビジョンについて検討す

ることを予定しています。 
 
（江藤委員） そうすると個々バラバラの想いは言えるんですが、山梨のカラーを付けた、メリハリを

付けた方向性の議論というのは、なかなかしにくくなるということでしょうか。 
 
（議長） そのような話は３月がふさわしいと思います。１１月の話というのはどうしても２２年度予
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算の大きな財政的な枠組みの中での具体的にやるべき施策とか、そうした話になると思います。経済

財政会議というのは小泉改革の経済財政諮問会議を参考にしておりまして、民主党政権では国家戦略

局になりますけれども、そういった県政運営の方向に関わる事、そして県政運営というのは財政・予

算運営を通じて動いているものですから、やはり予算編成の基本みたいなものをやっていただくとい

うのがそもそものはじまりですから。スケジュールとしてはそのようなものを考えております。 
 
（舩木委員） 山梨県は小さいから皆がツーカーでクロスして関わり合えますから、誰かが良いことだ

と思って、あるいは、それぞれの組織が動き出すと、悪いと思っても悪いと言えないわけです。あら

ゆるところで毒みたいなものがどんどん発生して、それを否定できなくて、皆「よくやってますね」

みたいなことになるんですね。東京都の石原さんみたいになりますと、誰がなんと言おうと自分の指

針を出せるんですけれども、実は山梨県は知事のそういうリーダーシップを求めているだと思うんで

す。俺はこう思うとはっきり言う。それと同時に、今一番問題なのは、なんだかんだ言っても山梨県

の場合には、県庁職員の人件費の問題だと思うんです。先ほど中村委員が言いましたけれども、信じ

られないことですが、私の友人も私の年で首になって、ある旅館に手伝いに行ってますけれども、１ヶ

月休み無く働いて１３万円です。休みをとったら８万とか９万です。それで何とかしのいでいる。そ

れが現状です。県庁の職員は、１分５０円から１００円でしょう。部長さん達は１分どれくらいでしょ

うか。私は１分１００円でも２００円でも良いと思っているんです。仕事をしてそれだけの成果があ

る人は。高給をとってくださっても良いと思うんです。けれども県の、公務員の仕組みとしては、良

かろうと悪かろうと給料だけはどんどん上がっていってしまうんです。そしたらば、県庁職員のやる

気はなんだと言ったら、やらせてもらえる仕事があれば給料は同じでもやりがいはあるじゃないです

か。私は、これからは、チームワークも必要だし、一致団結させることも必要だとするならば、県の

スタッフを知事が勇断をもってチームをつくって、ＡＢＣＤＥランクにそれぞれの人たちを評価すべ

きだと思うんです。そしてその中で、仕事ができる人には給料を上げられなくても、権限を与えるみ

たいなことをするべきだと思うんです。権限を与えない限り、ＡＢＣＤＥという、Ｅという上司がい

たならば、とってもＡＢの人はつらいです。少なくとも最低のハードルを越えてきている人ですから、

みんな頭がいいわけですね。私などの１０倍くらい頭がいいわけですね。この人たちと私との違いは

何かというと、夢がない頭のいい人は、人がやることに対してやたらと足を引っ張る上司がいるわけ

です。「お前な、そんな提案をしたってな、そういうわけにはいかねえ。山梨県ではな。」こういうの

がいるというわけです。そういう人がいる限り改革はできないです。私はそういう意味では、今から

人財と人害がいるわけですから、実は何％を切る。人財を切ってしまったら大変なことになりますよ

ね。財産のほうを。人害が残ったらば、人数がいればいいということではなくて、そういうことをや

はり僕はチームを組んで、知事などがひざを付き合わせてやるべきではないかなと思います。 
ここにいる人はみんな人財の人だとは思っておりますけれども、でも人財であるかどうかは、自他

共に認められた人のことです。そしてホスピタリティと愛がある人でしょうね。 
 
（議長） ありがとうございました。いかがですかほかに。 
 
（村田委員） 民主党政権になっていろいろ変わってくるわけですけれど、例えば地方分権、道州制で

すね。この流れの中で、多分１０年くらいかかると思うんですが、例えば山梨の位置付けがどうされ

るのか、首都圏の一角ということですが、東京のほうへ入るのか、あるいは静岡、長野と組むのか、
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その辺の見通しといいますか、そのへんについてはどうですか。 
 
（議長） 政府のいろいろな検討機関、それは自民党に検討機関では山梨は首都圏に入ると、南関東に

入ると、東京都から埼玉も入っていますけれども、神奈川、千葉と一緒だとそういうことですね、大

体そういう感じでコンセンスが得られているだろうと、しかしものの考え方として、静岡県と一緒と

か、長野県一緒でもいいではないか、そういう議論はあるだろうと思いますね。しかし県民の考え方

の体制はやはり東京方面という方向ではなかろうかなという感じはしております。 
ただ、道州制は私はぜひやるべきものだし、また将来的にはそうなってくるだろうと思いますが、

なかなかこれは簡単にはできませんね。これは憲法の改正にも及ぶような、それから参議院のあり方

はどうするかという、そんな議論までやらなければできない話になっていますから、非常に大きな議

論になる。しかし、私はやるべきものだと思っています。 
ほかにいかがでしょうか。 
（ な し ） 
それではありがとうございました。 
いろいろな貴重なご意見を聞かせていただいてありがとうございました。 
この行政改革大綱、そのものについては、それなりに努力をしているという、大体皆さま方の大方

のコンセンスではなかったかなというように思わせていただきまして、次回は、また今お話がありま

したように、今度は予算に絡んでですね。と言ってもあまりテクニカルな話ではなくて、予算の大き

な枠組みとか、来年度に向けての、今、当面必要とされている施策だとか、そんな議論をお願いした

いということです。 
それではこの後の日程について、事務方のほうから。 

 
（事務局） それでは、第３回目の会議の日程につきまして説明をさせていただきます。 

現在のところ１１月２６日木曜日でございますが、この日に開催をさせていただきたいと考えてお

ります。２７日の金曜日につきましては、予備日のほうで用意をさせていただきたいと考えています。 
時間、場所につきましては、また後ほど通知は差し上げる予定でございます。 
 

（議長） それでは開催場所と併せまして、後日ご案内をさせていただきますが、ご多忙とは思います

けれども、ご出席をくださいますようによろしくお願いいたします。 
以上で、議事のすべてを終了いたしました。 
本日はありがとうございました。 
 

（司会） 以上をもちまして、第２回山梨県経済財政会議を閉会いたします。 
ありがとうございました。 

 


