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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。 
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【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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