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いまこそ結束して
日本再生に取り組もう

New President’s Greeting

日本再生のキーワード、
「自立」と「連携」
急速なスピードでの少子・高齢化社会の到
来やグローバル化によるものづくり産業の
空洞化に加え、情報化による地域性の喪失、
強制力を伴いながら互助の関係を支えてい

京都府知事

たコミュニティの急速な衰退など、社会・
経済構造が大きく変わりつつある時期に、

３月 11 日に発生した東日本大震災によっ

かつて経験したことのない大災害が発生し

て、本当に多くの方々がお亡くなりになり、

ました。私たちは今、改めて、何ができる

被災をされましたことに対し、心からお悔

のか、また、何をしなければならないのか

やみとお見舞いを申し上げます。

という問いを鋭く突きつけられています。

この大震災の前から、日本は大きな危機

一方、こうした事態にあっても、世界か

の中にありました。世界で例を見ない高齢

ら賞賛されるほど秩序正しく避難所生活に

化の進展やグローバル化など、社会・経済

耐える被災者の方々のすがたや全国から寄

構造が大きく変化する中で、人の絆が希薄

せられる膨大な善意、続々と被災地に駆け

になり、将来に対する不安、閉塞感が国民

つけるボランティアの皆さん、また、発災

の間に漂っていました。こうした中、わが

直後から、多くの人々が自らの身の危険を

国を未曾有の大震災が襲い、今この国は、

顧みず人の命を救う光景を目の当たりにし、

瀬戸際まで追い詰められているといっても

私たちは未来に対する希望を見出だすこと

過言ではありません。

ができたのも事実ではないでしょうか。
この素晴らしい国民が力を合わせれば、

戦後最大の危機とも言える国難に直面し
て、この国のあり方が問われるこのような

この国は必ず再生します。いや、必ずや再

時期に、全国知事会会長という重責を担わ

生を果たさなければなりません。そのため

せていただくこととなりました。都道府県

に求められていることは何か。私は、
「自立」

という枠組みや国と地方の制度の違いを乗

と「連携」ではないかと思います。

り越え、日本の再生に向けて如何に結束し

これから、国は復興対策に対し重点的に

ていくことができるのか、課題はたくさん

投資をしていかなければなりません。限り

ありますが、全力を尽くしてまいります。

ある資源を思い切って被災地に集中してい
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くことが必要となるでしょう。そして復興

思いや心に柔軟に対応できる復興のすがた

の成功には、何よりも被災地の皆さんの「も

が求められます。
そして、そのためには、住民の方々ともっ

う一度ふるさとを取り戻したい」という思

とも近くで接している現場の地方自治体が

いが不可欠です。

描く将来の地域のすがたを、国がアイデア

それだけに、このような思いを受け止め、
一日も早い復興を果たすためには、実際に

を出しながら責任を持って実行するという

現場で復興に立ち向かっている被災地の県、

サイクルが必要です。国と地方がもっとも

市町村主導の対策が非常に重要です。そし

良い復興のかたちを模索すべく、既存の法

て、全国の地方自治体は、こうした被災地

律、体制の枠を超えた発想、例えば復興の

の思いを叶えるために、今以上に結束・連

ための特区や総合的な制度の実現などを、

携して支援に当たる必要があります。さら

現場の視点からの提案によって実現してい

に、この事態を受けて、被災地以外の地域は、

くべきです。「自立」と「連携」が復興にも

その個性・特性を生かし、被災地を支える

求められていると考えています。

ことのできる活力を維持していかなければ
また、被災地以外の地方が活力を維持し、

なりません。

復興を支えていく必要がありますが、その

地方分権・住民自治の実現による
再生への道筋

ためにはそれぞれの地域の自立をさらに進

これだけの復興を成功させるためには国

ない一律の規制や行財政上の制約はできる

の力が必要であり、その分中央主権的な体

だけ外していくべきであり、義務付け・枠

制が必要だとの発想になりがちです。

付けの撤廃、出先機関の組織・権限の移譲

め、地方分権と住民自治を発展・充実させ
ていくことが必須です。地域の力を活かせ

確かに復興は国が主力となるべきですが、

は不可欠といえます。加えて、出先機関等

真の復興のためには住民の思いが鍵になる

の権限の受け皿としての広域行政機構の組

だけに、「地方が計画を主導し、国が責任を

織・権能などを新たに定める「広域行政法」

持って実行する」という、従来とは全く逆

の創設や特区提案の採択要件の客観化など

の発想からの取り組みが必要です。地方分

を通し、縦割り行政を廃して、住民の皆さ

権や住民自治など、自立に向けた地域の心

んが力を最大限に発揮し住民福祉をより効

が今ほど求められている時はないのです。

果的に実現することができる「自治自立体

今回の被災地は、都市から農山漁村や過

制」を作り上げるべきです。

疎高齢化の地域まで様々かつ広範囲に及ん

過疎高齢化やコミュニティの喪失など、地

でいます。また、地震にとどまらず津波か

域が抱える多種多様な課題に対しても、支え

ら原発事故まで対応も異なり、都市の直下

合い、分かち合う社会づくりを都道府県と市

型地震のように一律の解決策を講じにくい

町村が一体となって訴え、この国が本来持

だけに、画一的でなく、多種多様な地域の

つ力を再生しなければなりません。そのた
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結束の要としての全国知事会を

めの体制整備が今まさに求められています。
国は自分の力の限界を考え、地方は国に甘え
る気持ちを捨てなければ、真の再生はできま

これまで、全国知事会は、地方自治の確

せん。この危機を乗り切るためにも、こうし

立のために、ある時は政党と議論し、ある

た姿勢を国も地方も共有する必要がありま

時は政党のマニフェストを採点し、ある時

す。そして、新たに法律に位置づけられた「国

は公開討論を行うなど、全国知事会として

と地方の協議の場」こそが、そのためにもっ

の力を政治的にも行政的にも発揮してきま

とも相応しい場所であります。

した。また、今般の震災に当たっても、す
ぐさま緊急対策本部を設置し、積極的に被

国と地方の協働による日本再生

災地を支援するなど、積極的な取り組みを
行ってきました。

日本の再生を目指し、国と地方が効果的

そして今、直面する日本の危機に向かい、

な行政を行うためには、国と現場をよく知

全国知事会は、47 の都道府県の結束の要と

る地方がしっかりと協議し、歩調を合わせ

して、また地方六団体のさらなる結束のた

ていくことが必要なのです。この国を現地・

めに、さらに全力を尽くして取り組んでい

現場から変えるためにも、地方もこれまで

くことが求められています。都道府県の総

以上に責任を負い、一致団結して国に対し

力を活かし、機動的な対応力を強化すると

てしっかりとものを言っていく一方で、国

ともに、実務経験に根ざした政策集団とし

も地方に対し、公開の場で責任を持って言

ての能力を発揮することが、求められてい

いたいことを言うべきです。

ます。

「国と地方の協議の場に関する法律」が成
立したことにより、いままでの任意の協議

今まさに、日本の総力を結集して国難に

とは異なり、これからは法律に基づく「協

向かうときです。被災地の復興、わが国の

議の場」が開催されます。わが国の再生の

再生に向け、全国知事会は全力を尽くして

前に山積する課題、すなわち震災の復興対

まいります。皆さまのご理解とご支援をよ

策、社会保障と税の一体改革、福祉 ･ 医療

ろしくお願いします。

･ 介護の包括的見直しなど、国・地方を通
じた抜本的でかつ非常に複雑な課題に対し、
地方は責任を持った主体として協議に参画
していきます。
多くの課題を抱えるこの国の再生のため
に、国と地方が真のパートナーシップを確
立し、分権への強い信念を持って、住民目線、
現場目線での取り組みを進めていかなけれ
ばなりません。
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「国と地方の協議の場に関する法律」の
成立に当たって
４月 28 日、「国と地方の協議の場に関する

待している。協議の場で、単に何かの結論を

法律」が成立した。この法案は、一昨年の政

出すことが重要なのではない。協議という行

権交代後、即、事前準備が進められ、平成 21

為を重ねる中で、国・地方ともに知見を積み

年 12 月 18 日に第１回目の実務検討グループ

重ね、その知見に基づいてより良い政府間関

会合が官邸で開催された。以後、地方団体の皆

係の在り方を構築することが重要だ。その意

さんと、丁寧なやり取りを進め、翌年２月 18

味において、この法律の成立はゴールではな

日に大筋の内容について国と地方側が合意し、

く、日本の民主主義に新たな境地を拓く出発

昨年の 174 常会に提案。継続審議になってい

点であると私は認識している。

たが、３度の国会を経て今 177 常会での成立

地方団体の現状は、人口規模や産業構造な

となった。「国と地方の協議の場」の法定化は、

どが違っており、極めて多様だ。そのことに

自治体関係者が強く望んでいた。地方六団体

よって、財政的に富裕な団体と財政力の弱い

は、法成立日に、本法が「長年の悲願」であっ

団体間で税財源を巡って意見の違いがあるこ

たとする、次の声明を発表している。

とを始め、多くの場面で自治体同士の利害が

「特に法制化された『国と地方の協議の場』

対立することも多い。今後、地方が国と協議

は、地方の長年の悲願であり、東日本大震災

をする際には、こうした利害の得失などをあ

からの復旧・復興に向けた国・地方を挙げて

らかじめ調整するなど、地方としての一定程

の一丸となった取組みや社会保障と税の一体

度の意思の統一が求められる場面が出てくる。

改革等地方自治に関する諸課題を協議してい

この作業は、自治の現場にいた私の実感では、

く上で極めて重要である。今後、できる限り

相当に骨の折れる作業だ。しかし国と地方の

早期に協議を開始し、国と地方の実効ある対

協議の場を、地方からの単なる要望の場や国

話を積み重ねる中で、国・地方を通じて真に

との意見交換の場に終わらせずに、実効性を

効果的な施策が進められることを強く望む。」

より高めるためには、この困難な場面を避け

今後、この法律を活用し、国（中央政府）と

て通ることはできない。国と地方の協議の場

自治体（地方政府）の対等で新しい政府間関

の開始に当たって、地方六団体の側にも相当

係をどう構築するかの作業が始まる。この作

な覚悟が求められることになると私は考えて

業が原動力となって、主権者である国民の目

いる。

線で日本の民主主義が進化することを私は期

法成立時の地方六団体の声明にあるように、
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政府も「今後、できる限り早期に協議を開始」

ることを強く望んでいた。私が国政に軸足を

すべく準備を進めている。地方六団体の声明

移した理由の一つが、本法を立案し成立させ

からは、まず東日本大震災関連や、社会保障

ることであった。野党時代にも、私はこの法

と税の問題を議論する方向が伺える。この点、

律の制定を強く主張していた。政権交代以後

政府全体としても、さほど異論がないものと

の事前準備、法案策定、さらに可決成立まで

思われる。課題は、開催頻度と分科会の持ち

の一連の過程を私自身が主体的に担うことが

方だ。政策分野ごとに分科会を常設設置し頻

でき、今回の成立を極めて感慨深く受け止め

繁に国と地方が協議する、これが地方側のイ

ている。そんな私ではあるが、この協議の場

メージであると私は、法文検討過程の中で感

は小さく産んで大きく育てるべきだと考えて

じていた。しかし、こうした常設型の分科会が、

いる。スタート時にあまり大きな舞台設定を

臨機応変な国会審議や、ケースによっては素

すると、その過程の煩わしさから、この場に

早い政策決定の現実に鑑みると、実際に機能

対する忌避感が生まれかねない。事実、この

するのかどうかは十分に検討する必要がある。

法律の成立後、政府や各省の中から、この場

私個人は分野ごとの政策は、各省ごとに事前

を多用すべきではないとの雰囲気が垣間見え

かつ日常的に、さらにことの成り行きに応じ

る場面もある。協議の実績を積み重ねる中で、

て荒ごなしを行うことが重要だと現時点では

こんな雰囲気を払拭しなければならない。

考えている。その上で、国と地方の協議の場

もちろん現実の政策の多くが自治体との関

を活用するのが現実的だ。あまり微細に協議

わりがないままに進むことは稀だ。国の政策

のルールを決めてしまうと、政策決定の柔軟

の多くのが自治の現場で展開されていること

さを失うばかりか、国権の最高機関としての

は事実だ。だから自治体の皆さんと十分に協

国会の権能を制限する事態になりかねず十分

議を行うことは極めて大切だ。この法律の必

な注意が必要だ。分科会は常設というよりも、

要性を認識し、成立までの一連の過程を一貫

期限を区切って特別に話し合う必要性が高い

して担ったものとして、主権者である国民の

課題について、アド・ホックに設置すべきで

立場で、自治体の皆さんと国との協議の場の

はないかと考えている。

拡充に向け、私として最大限の努力をする覚

私は、自治の現場で 22 年間仕事をする中で、

悟であることを改めて表明したい。

国と地方の協議の場が法律によって担保され
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昭和 29 年９月 26 日生まれ
昭和 55 年３月
昭和 55 年４月

平成 21 年 10 月
平成 23 年４月

兵庫県神戸市出身
早稲田大学政治経済学部卒業
（株）フジテレビジョン入社
報道記者、番組ディレクターを経て
「ＦＮＮスーパータイム」、
「新報道 2001」でキャスターを務める。
国際医療福祉大学大学院教授
神奈川県知事に就任

いのち輝くマグネット神奈川の実現に向けて
クをつくり、連携を深めることによって、新
しい磁力（引き付ける力）を創造することです。
今回の未曾有の危機は、大きく社会の構造
を転換し、新たな時代を創り上げる契機とも
なります。そうした中で、地域の個性と魅力
をそれぞれに輝かせ、行きたい、住みたいと
いうマグネット力あふれる、憧れの「マグネッ
ト神奈川」を目指します。
神奈川からのエネルギー革命「かながわソーラー
プロジェクト」
「いのち輝くマグネット神奈川」を実現する
ために、喫緊に取り組むべきことは、福島第
一原子力発電所の事故で失われた電力不足を
早急に補うこと、そして原子力発電に過度に
依存し過ぎないエネルギーの体系を早急に作
ることです。私は、明確に「脱原発」を宣言
します。反原発ではなく、
「脱原発」です。
そのために、最優先で取り組んでいるのが、
神奈川からエネルギー革命を起こす「かなが
わソーラープロジェクト」です。このプロ
ジェクトは、県内の一戸建て、店舗、集合住
宅、公共施設といったあらゆる建築物に可能
な限りソーラーパネルを設置し、そこで発電
した電力を電力会社に買い上げてもらうこと
で、電力の供給能力を高めようとする構想で
す。さらに空いている土地を有効活用してメ
ガソーラーの設置や他の自然エネルギーの活
用も検討しています。単にエネルギー政策と
環境政策を組み合わせるのでなく、雇用・産
業政策として経済活性化にもつながる神奈川
モデルを創り上げてまいります。
「いのち輝くマグネット神奈川」
私は、自ら掲げたメッセージ「いのち輝くマ
グネット神奈川」の実現に向けて全力を尽くし
ます。そして、神奈川の活力を呼び起こし、
「神
奈川モデル」を創造し、日本復活のモデルとし
て全国に発信していきたいと考えています。

この度、神奈川県知事に就任いたしました
黒岩祐治です。よろしくお願いいたします。
この国を揺るがし、多くの人々のいのちを
奪った東日本大震災から３ヵ月が過ぎました。
この日本は、今まさに国難と言える危機的な
状況にあります。危機におけるリーダーにとっ
て最も大事なことは、進むべき方向性の旗を
明確に示すことだと私は思います。
「要するに
我々はこうやって、今の危機を乗り越え、こ
んな社会を目指すんだ」という明確なビジョ
ンとメッセージを明らかにし、人々に夢と希
望を与えることです。
「この旗の向こうには必
ず、明るい未来が待っている。自分を信じて、
ついてきてくれ。
」そうした、微動だにしない
強い信念と固い決意を持って、進むべき道を
指し示し、実行していくことが、何より求め
られています。
そのための日本復活のモデルを神奈川で示
したいと思います。それこそが私の知事とし
てのミッション、つまり使命だと強く感じて
います。
キーワードは「いのち」
私が掲げる旗は「いのち輝くマグネット神
奈川」です。
そのキーワードの一つは「いのち」です。
みんながいのちに不安を感じている時だから
こそ、いのちに対する安心感を創り上げてい
きたいと思います。そのために、
開かれた医療、
地域主権の医療の実現を目指すとともに、食
の在り方によって病気にならない人を増やす
食育や医食同源の実践を積極的に進めるなど、
いのちを守る日本一の医療体制を確立させた
いと考えています。
人を引き付ける「マグネット」の力
そして、もう一つのキーワードは人を引き
付ける「磁力＝マグネット」です。地域の人々、
団体、企業など様々な担い手が、ネットワー
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昭和 49 年 8 月 15 日
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兵庫県出身
東京大学経済学部卒業
通商産業省入省
自由民主党三重県第二選挙区支部長
三重県知事に就任

三重から日本のアイデンティティーを
このたび、三重県知事に就任いたしました
鈴木英敬です。県民の皆様とともに、新しい
三重づくりに全力を尽くしてまいりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

日本の「新しいアイデンティティー」を三重から

日本は「経済大国」と言われ、戦後 60 数
年にわたりそれをアイデンティティーの一つ
としてきました。しかし、そのアイデンティ
ティーが崩れ、今は「自己喪失」状態と言っ
ても過言ではありません。この状況を打破し
ていくためには、日本人としてのアイデンティ
ティーはもちろんのこと、今まで以上に自ら
が住む「地域」に対してアイデンティティー
を感じ、大切にしていくことが必要です。
その一つとして、
「経済的な豊かさ」だけを
尺度とする国家・地域運営を転換していく必要
があると考えています。世界では、まだ経済的
発展が重要視されていますが、こうした時代は
そう遠くなく終わりを迎えます。このため、成
長著しいアジアの国々などの将来の地域運営の
モデルともなるように、三重県から成熟した社
会における新しい豊かさ、いわば地域が主導す
る形で日本の新しいアイデンティティーを提示
していきたいと考えています。
三重県は、伊勢神宮があるという意味だけ
ではなく、日本人が「ふるさと」「伝統」と聞
いた時に心に思い浮かぶ場所、自然・風景、食、
地域文化などが数多く存在します。また、そ
れらは世界の人々が日本に対して持つイメー
ジや日本の良いところとして感じているもの
でもあり、世界に誇れるものです。こうした
「今あるもの」の良い部分を守り発信するとと
もに、新たな時代を先導していく新しいエネ
ルギーとなるような産業も創りだしていく必
要があります。
以上のような観点から、新たな県政運営に
取り組んでまいります。まずは、当面の重要
課題である「防災・エネルギー対策」
「教育」
「雇
用・経済対策」
「医療対策」
「新県政ビジョン
策定」
「行財政改革」に、特に注力していきます。
こうした施策を実行することを通じて、「三
重県は変わった」と県内外の方々に実感して
いただけるよう頑張ってまいります。

今こそ、心一つに
東日本大震災により尊い命を亡くされた多
くの皆様に深く哀悼の意を表しますとともに、
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。被災者や被災地域の復興には国を挙げて
の長期的な支援が必要となりますので、三重
県としましても、被災地の一日も早い復興に
向けて、先頭にたってお手伝いをさせていた
だく所存です。
三重県の役割
人口減少・高齢化が進展し、雇用経済情勢
の先行きの不透明さが増す中で、東日本大震
災が発生しました。平成 23 年 1-3 月期のＧ
ＤＰ成長率は、震災前、民間シンクタンクの
予測平均は＋ 1.8%であったのが、
△ 0.9%（年
率換算△ 3.7%）となりました。平成 20 年の
リーマンショック以降の経済回復シナリオも
大きく狂ってしまいました。
こうした状況において、三重県は、日本経
済をリードしていく使命があります。阪神大
震災では、どちらかというとモノを消費する
都市部が被災しましたが、今回はモノを生産
する地域が被災しています。三重県は第二次
産業だけでなく第一次産業を含めたモノづく
りの県であり、三重県経済が震災後の日本経
済の牽引役となることが三重県の大きな役割
と考えています。
また、世界と競争していくためには、広域
的に経済的パワーをつけていく必要があるこ
とから、三重県は、中部圏と関西圏の「接着剤」
としての重要な役割もあると考えています。
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特 集
知事が語る〜

我が都道府県の
平成23年度施政方針と
重点施策

※骨格予算等の 17 都道県知事による寄稿文
については、順次掲載いたします。予めご
了承ください。

特集

～

る
が語

知事

青森県

東北の元気、日本の元気を青森から
はじめに
東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本
大震災から約３か月が経過しました。
改めて、犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申
し上げますとともに、ご遺族の方々に対し、深く哀
悼の意を表します。
本県においても、人的被害や、多くの住家の損壊、
港湾・漁港施設等のインフラや水産業、農業をはじ
めとする地域産業に大きな被害を受けました。
私は今、
「東北の元気、日本の元気を青森から」と
いう強い信念を持って、全国各地から暖かいご支援
をいただきながら、県民の生活の再建、本県産業の
復興に全力で取り組んでいます。これまで、青森県
を応援していただいた全ての皆様に、この場をお借
りして深く感謝申し上げます。
さて、知事就任以来、「行財政基盤の安定なくして
県政なし」という一貫した思いのもと、徹底した行
財政改革を推進してきました。
この結果、平成 23 年度当初予算において、収支
均衡、すなわち基金に頼らない財政運営の実現に目
処が立ち、次世代にしっかりと引き継いでいくため
の財政構造の確立を果たすことができました。
今まさに、強化された行財政基盤を背景に、昨年
12 月の東北新幹線全線開業（新青森・東京間）を起
爆剤として、あらゆる産業の振興と地域の活性化を
図り、自主自立の青森県づくりに大きく踏み出そう
とした矢先の東日本大震災でした。
目下、県政の最大かつ緊急の課題は、この大震災か
らの県民生活の再建と本県産業の復興であり、県民と
一丸となって、今こそ青森県の底力を発揮し、この難
局を乗り切っていく決意でありますので、引き続き、
ご支援をいただきますようお願いいたします。

（１）「雇用の創出・拡大」
地域資源を最大限に活用
して雇用の場を創出・拡大
し、県民の経済的基盤の確
立を図るため、「あおもり
青森県知事 三村 申吾
食産業」の更なる充実・強
化を図るとともに、新たなビジネスチャンスを創出
する低炭素社会を見据えた環境・エネルギー産業の
振興等に取り組みます。
（２）「はやぶさ時代の元気創出」
東北新幹線全線開業という絶好のチャンスを活か
し、あらゆる産業の振興と地域の活性化につなげるた
め、創業・起業をはじめ、新産業の創出、企業誘致に
よる産業振興、ブランド力の強化や情報通信技術の活
用促進などに集中的に取り組みます。特に、観光産業
における経営力強化や競争力向上の促進、東アジアを
ターゲットとした企業の海外展開や輸出の拡大促進、
外国人観光客の誘致などを強力に進めます。
（３）「あおもり型セーフティネット」
保健・医療・福祉包括ケアシステム、がん対策をは
じめとした心身の健康づくり、医療提供体制の充実な
ど、県民の命を守る取組とともに、平均寿命の延伸や
県民の健康力を向上させる効果的・効率的な取組を進
めます。また、厳しい雇用情勢に鑑み、雇用のセーフ
ティネットの確保に全力で取り組みます。
（４）「未来を支える人財育成と地域力再生」
関係者が緊密に連携し、地域や産業を支える人財
の育成、地域力を高めるための体制づくりを進める
とともに、子どもたちを育て、見守り、生きる力を
育成するための取組を推進します。

おわりに
先般、本県が「復旧から復興へ」と新たなステー
ジに移行していくにあたっての方向性を示すととも
平 成 23 年 度 の 重 点 施 策 に つ い て
に、今後の国の予算編成や制度設計等に対する提言
平成 23 年度当初予算においては、四つの戦略キー
ともなる「青森県復興プラン」を策定いたしました。
ワードに基づく施策の重点化に努め、産業・雇用対
現時点における県の対応状況や課題を整理し、復興
策や東北新幹線全線開業対策について積極的な対応
に向けた当面の取組を取りまとめたものです。
を図るとともに、厳しい経済・雇用情勢と県民生活
引き続き、本プランに基づく取組を迅速に進め、
の安全・安心のために最大限対応することとしまし
本県が復興に向けていち早く立ち上がり、本格的な
た。また、震災以降、県民生活の一刻も早い復旧・
復興への歩みを着実に進めていくことこそが、東北
復興をめざし、数次にわたる予算措置を講じるなど、
の復興・日本の復興につながるものと考えています。
様々な対策を実施してきたところであり、復旧・復
大震災の場において支え合う青森県民の絆、地道
興にプラスとなる施策や事業を優先させ、最大の効
にこつこつと物事を成し遂げる正直で真面目な県民
果を上げるよう取り組んでいくこととしています。
性。これら「青森の正直」を結集することで、青森
の元気、日本の元気を取り戻していけると信じ、県
民と共に前進してまいります。
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知事

秋田県

活力に満ちた元気に輝く秋田の
実現に向けて

はじめに
このたびの東日本大震災で亡くなられた方々のご
冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々
に衷心よりお見舞いを申し上げます。
また、被災された自治体等において、復旧・復興
に向け尽力されております関係者の方々に対し深く
敬意を表するとともに、被災地の一日も早い復旧・
復興を祈念いたします。
平 成 23 年 度 重 点 施 策 推 進 方 針 等 に つ い て
人口減少や高齢化社会への対応など本県が抱える
課題を克服し、新たな時代潮流や秋田の可能性を活
かしながら、成長・発展の道筋をつけるため、平成
22 年度から 25 年度を期間とした「ふるさと秋田元
気創造プラン」を策定しており、プラン２年目とな
る今年度は、このたびの東日本大震災への対応も踏
まえつつ、東北は必ずや、新生日本のリーディング
エリアになるという理念のもと元気創造プランの実
現に向けて本県の基本課題に果敢にチャレンジする
こととしております。
１

経済雇用対策の推進・新戦略産業の創出
依然として厳しい経済雇用情勢を踏まえ、中小企
業に対する円滑な資金供給や公共事業の積極的な推
進、住宅リフォーム支援事業等に加え、新たな雇用
対策事業を実施します。
また、本県が有する豊富な新エネルギーや農林水
産物、蓄積された環境・リサイクル関連技術などを
最大限に生かすため、インフラの機能強化を図りつ
つ、新エネルギー導入の加速など新たな戦略産業創
出に取り組んでまいります。
２ 競争力強化に向けた農林漁業支援
激動する農業情勢の中で、農林漁業者が将来を展
望しつつ安定的に経営に取り組むことができる環境
を整備するため、県独自の「農林漁業振興臨時対策
基金」を創設したところであり、今年度は、この基
金を活用し、複合化や加工等を取り入れた高付加価
値化を図るための新たな対策を本格的に展開し、安
全・安心な食料の供給県としての地位向上に取り組
んでまいります。
３ イメージアップ戦略・食農観連携
本県が有する豊かな自然、文化、歴史、多彩な食
などの魅力的な資源に一層の磨きをかけ、秋田のイ
メージアップを戦略的に推進するとともに、食農観
の連携による秋田の売り込みを強化してまいります。
ＪＲデスティネーションキャンペーンの平成 25
年度の開催地域に本県が指定され、今年５月からは、
「『ニッポンの笑顔』秋田から！」を合い言葉に、秋

田からの元気発信や観光地
への誘客促進等に県を挙げ
て取り組んでおり、東日本
大震災の影響を受けた県内
経済の回復にもつなげてま
秋田県知事 佐竹 敬久
いります。
４ 県民のいのちと健康を守る取組の強化
「県民の命を守ることは何よりも大切な県政課題で
ある」という信念の下、その時々の財政事情に左右
されることなく計画的に事業を実施できるよう、県
独自の「県民の医療の確保に関する臨時対策基金」
を創設し、医師確保や地域の中核的医療を担う病院
の整備に対する支援、高度・専門的医療の推進等に
集中的に取り組んでまいります。
５ 県民一丸となった脱少子化秋田の実現
県として踏み込んだ出会い・結婚支援を行う「あ
きた結婚支援センター」を県内３カ所に設置し、個
別の出会いの場の提供等を行っているほか、少子化
対策に積極的に取り組む企業に対する奨励金の拡充
など少子化克服のための取り組みを強力に推進して
まいります。
６ 高齢社会に対応した協働社会秋田
高齢者に社会を支える担い手の一員として生涯現
役での活躍を目指し、高齢者の社会参加を促進する
県民会議を開催するとともに、地域課題の解決に高
齢者が参加する仕組みづくりや買い物などの生活基
盤の形成を支援するシステム構築に向けて取り組ん
でまいります。
おわりに
～東日本大震災を踏まえた
本県の取組・役割等
このたびの大震災を契機に、経済、社会システム
や国土のあり方の見直しが求められており、今後、
新エネルギー導入の動きの加速や食料・木材等の安
定的供給などに関しても、重要な政策課題となって
くることから、本県としても、こうした分野に一層
力を入れていかなければならないと考えております。
また、道路、港湾、空港など物流等の日本海側イ
ンフラの機能についても、国全体のリスク分散・セー
フティネットや物流の確保の観点から、一層の強化
を図る必要があります。
今後とも、災害が少ない地としての私ども秋田が
担うべき役割をしっかりと見据え、隣県等との連携
をさらに強めながら、東北の復興・再生にも力を注
いでまいります。
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知事

山形県

がんばろう東北、がんばろう山形県
東日本大震災への対応

こ と を 大 切 に し、 さ ら に
「連携から協働へ」と取組
み を 着 実 に 進 化・ 発 展 さ
せ、
「県民参加の県づくり」
を力強く進めてまいりた
山形県知事 吉村美栄子
い と 考 え て お り ま す。 こ
の度の震災の影響も懸念
される「景気・雇用対策の充実強化」に取組むと
ともに、以下の５つの施策について重点的に取り
組んでまいります。
「医療・福祉・子育て支援などの充実」では、県
民が安心して子どもを生み、育てることができる
社会の実現に向けて、総合的な少子化対策の取組
みを強化してまいります。
「地域産業の振興・活性化」では、有機ＥＬなど
本県の強みを活かす分野に重点を置き、付加価値の
高い製品を生み出す産業集積を進めてまいります。
「農林水産業の再生」では、昨年本格デビューし
た 県 産 米「 つ や 姫 」 の ブ ラ ン ド 定 着 を 図 る ほ か、
意欲的な農林漁業者や食品製造業者などの取組み
に 対 し て、 オ ー ダ ー メ イ ド 型 支 援 を 充 実 強 化 し、
産出額の拡大を目指してまいります。
「教育・人づくりの充実」では、本県が全国に先
駆けて推進してまいりました「少人数学級編制」を、
今年度、中学３年生に導入し、義務教育の全学年
で実施するなど、子どもたち一人ひとりを大切に
する教育体制を整備してまいります。
「県土環境の保全・創造・活用」では、低炭素社
会などの形成に向けた先進的な地域システムづく
りや、必要な社会資本の整備と有効活用・長寿命
化を推進してまいります。

最初に、未だ続く福島県における原発事故の一
刻も早い収束と、被災地の一日も早い復興を心か
ら願っております。
この度の震災を通じて、東北地方は、人と人と
の絆、つながりが生きている社会であると改めて
感じたところであります。
東北地方に住む私たちが、みんなで助け合って
復興していくこと、そしてそのことを世界に発信
していくことが極めて重要であります。
山形県といたしましては、地震発生直後から、山
形空港や酒田港など本県の持つインフラや、人材
を最大限活用し、被災地支援と県民生活の安定に
向け、全力を挙げて取り組んでまいりました。
４月には、宮城県、岩手県、福島県を訪問し、村
井知事、達増知事、佐藤知事とお会いして、引き
続き山形県として、できる限りの対応をさせてい
ただくことをお伝えしてまいりました。
この度の大震災で、被災地域の隣県として支援
していく中でわかったことは、災害時における日
本海側と太平洋側を結ぶ交通・物流ネットワーク
の重要性であります。
今後、震災から生じた課題克服の視点から、本
県として取り組むべき復興支援策を構築、提案し、
官民の総力を挙げて被災地支援に当たってまいり
ます。
このため、県内各界を代表する方などにより構
成する「東日本大震災復興支援山形県会議」を５
月９日に設置し、この会議での議論を進めてまい
ります。
併せて、国の復興支援構想等に対し、広域連携
今できることを
の視点に立って東北全体を俯瞰し、あるべき公共
大 震 災 か ら の 復 興 が 一 日 も 早 く 成 し 遂 げ ら れ、
インフラの整備や、産業・エネルギーの分散配置
などについての、具体的な施策を提言してまいり 東北が安心して暮らせる場となるように、そして、
東北全体として、日本の食糧供給基地、ものづく
たいと考えております。
りの拠点としての役割を今後もしっかりと果たし
総合発展計画の取組みの進化・発展
ていけるように取り組んでまいりたいと考えてお
私は、知事就任以来、「心の通う温かい県政」の ります。
歴史に思いを馳せれば、先人たちがたゆまぬ努
推進を基本姿勢として、県民の生命と生活を守る
ことを最優先に、市町村や現場との対話を重視し、 力をつづけながら、あらゆる困難を乗り越えてき
県民の主体性や意欲を最大限に引き出す施策の展 たからこそ、今日の私たちの存在があります。
この難局を一人一人が力を合わせて克服し、先
開に、全力を挙げてまいりました。
平 成 22 年 度 は、「 第 三 次 山 形 県 総 合 発 展 計 画 」 人から脈々と受け継いできた文化や知恵、技術を
の実質的な初年度であり、基本目標である「緑と 後世にしっかりと引き継ぐことが、今を生きる私
心が豊かに奏であい一人ひとりが輝く山形」の実 共に課せられた使命であると感じております。
今こそ心をひとつにして、復興に向けて全力で
現に向け着実に歩みを踏み出したところです。
平成 23 年度は、その歩みをさらに「前へ前へ」 取り組んでいきましょう。
と進め、今まで以上に県民や市町村と「連携する」
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新潟県

未来に夢と希望の持てる新潟県の実現を
目指して

大きな目標に据え、選ばれ
る新潟県づくりを進めてい
ます。
平成 23 年度は、プラン
を踏まえ、付加価値向上の
新潟県知事 泉田 裕彦
観点から、新たな成長戦略
などにより企業育成や魅力
ある農林水産業の推進に取り組みます。
また、地域医療体制を確保するため、勤務医の負
担軽減や処遇改善の取組をさらに講じていくととも
に、中長期的な対策として、魚沼基幹病院（仮称）
の建設を着実に進めていきます。また、少子化及び
経済・雇用への対応と新たな成長戦略
人口減に歯止めをかけるため、安心して子どもを生
県内経済は、一部企業による設備投資計画の上方 み育てる環境整備、住みやすいふるさとづくりと暮
修正の動きも見られるなど、持ち直しの動きが続い らしやすさの発信、個を伸ばす人づくりの推進など
ていますが、足踏みも見られるなど依然として厳し の施策に引き続き取り組んでいきます。
また、平成 22 年度に設置した新潟県税制調査会
い状況にあります。また、円高やデフレの影響等に
加え、震災による企業の先行きへの不安もうかがわ から、「地方における環境税制としてのウッドマイ
レージＣＯ２に着目した税制」の中間報告を受けたと
れるところです。
現下の経済情勢を踏まえ、平成 23 年度予算では、 ころであり、今後取りまとめていただく最終報告を
引き続き、雇用の創出と企業経営、県民生活の安定 踏まえ、県民の皆様のご理解をいただきながら、県
を最優先に取り組みます。
独自の環境税制の導入を目指して取り組んでいきま
雇用面では、雇用のミスマッチの解消に努めると す。併せて、新潟版グリーンニューディール政策の
ともに、人材の育成・確保が求められている看護、 取組の一環として、スマートコミュニティの実証実
介護、農業分野等への就業を支援します。
験に取り組んでいきます。
また、県民の安全・安心と地域経済の活性化を図
地域主権・地方分権の推進
るため、必要な公共投資の総額を確保しました。加
えて、地域内に経済効果が波及するよう、引き続き
現在、地域主権改革の動きは停滞し、今後の道筋
企業の販路開拓の取組等を支援するとともに、現在、 が見えない状況にありますが、この混迷の時代にお
デフレ経済下で高くなり過ぎている実質金利を「マ いて、新たな価値を創造して行くには、それぞれ地
イナス金利」制度により本来の姿に是正し、中小企 方の創意工夫、現場の知恵を競争し合って、よりよ
業の設備投資需要を喚起することとしました。
い制度を日本全体で作り出せる体制、すなわち地域
さらに、新たな成長戦略として、将来、大きな効 主権・地方分権の確立が不可欠です。
果・リターンが期待される分野における取組に集中
そうした思いから、先般、県と政令市の二重行政
的に投資するため、「新成長基金」を創設し、この基 を排除し、住民に近い自治体が地域住民の意思を反
金の活用により、マイナス金利制度による新たな成 映した、最適なサービスを提供できるよう、徹底し
長が期待できる分野における民間設備投資の支援や、 て地方分権・地域主権改革を進めるべきであるとの
本県産業の中で最も付加価値を大きく伸ばす可能性 考えのもと、「新潟州」構想をお示ししました。
がある農業分野等において、新潟米ブランド力向上
地域の実情に合った地域づくりをそれぞれ進めて
や米粉需要拡大に向けた拠点施設等の整備、越後姫 いくときに、国が全国共通に県と市町村の役割を定
の生産体制の強化や越後杉の需要拡大の取組等の支 めるのではなく、地方の仕事は地方に任せるべきで
援に取り組みます。
す。この「新潟州」内の権限配分・役割分担は国の
規制を外し、地方の判断に任せ、州の条例に委任す
選ばれる新潟県づくりの推進
べきと考えています。
本県では、
「将来に希望の持てる魅力ある新潟県の
今後、「新潟州」実現に向けて、県民、市民の皆様
実現」
、
「住んでみたい新潟、行ってみたい新潟」の をはじめ、県内の合意形成を図っていくことが必要
実現を基本理念とした「新潟県『夢おこし』政策プ と考えており、幅広く議論、検討していきたいと考
ラン」に基づき、「誰もが安心して暮らせる地域社会 えております。
づくり」
、
「将来に希望の持てるふるさとづくり」を
３月 11 日に発生した東日本大震災では、東北・
東関東地方を中心に大変大きな被害をもたらし、多
くの尊い命が失われました。深く哀悼の意を表しま
すとともに、今なお多くの方々が被災され避難生活
を送られておられますことに、心からお見舞いを申
し上げます。
二度の震災の際に全国からいただいた支援への恩
返しの気持ちを込めて、今後とも、被災地から新潟
県に避難されている方々への対応に万全を期すとと
もに、被災地の復興にできる限りの支援をしていき
ます。
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群馬県

夢に向かって、さらに大きくはばたくために
がん対策では、「県がん
対策推進条例」を踏まえ、
がん診療連携推進病院の指
定拡大や県立がんセンター
での緩和ケア体制の充実な
群馬県知事 大澤 正明
ど、「がんに強いぐんまづ
くり」を推進します。
子育て支援では、中学校卒業までの子どもの医療費
の無料化を継続し、小児救急医療に関する電話相談の
受付時間を延長するなど、対策の充実を図ります。ま
た、児童相談所の相談体制の強化、一時保護所の拡張
整備などにより、児童虐待防止に取り組みます。
高齢者・障害者福祉では、施設の整備や介護人材
の確保・質の向上に取り組む他、元気な高齢者が社
会で活躍できる仕組みづくりを検討します。
暮らし・生活対策では、 自殺予防対策の充実や市
町村と連携した買い物弱者対策に取り組みます。
教育では、中学１年生の全学級で 35 人以下の学
級編制とするために常勤教員を配置し、学習・生活
指導を充実させます。また、いじめ・不登校対策の
充実を図ります。
県政改革の一層の推進
環境対策では、住宅用の太陽光発電設備補助を継
３月に新しい県総合計画「はばたけ群馬プラン」 続する他、電気自動車の普及促進を図ります。
（23 ～ 27 年度）を策定しました。
「先人から受け継
県内経済の活力向上
いできた群馬の限りない可能性を大きくはばたかせ
全線開通した北関東自動車道をはじめ、県内の高
る」を基本理念に、人と地域が輝く「ふるさと群馬」
速交通網がもたらすメリットを、県内のあらゆる地
を目指した県政を推進します。
また、新たに策定した「新行政改革大綱」（23 ～ 域が受けられるよう、高速道路につながる７つの基
25 年度）に基づいてさらなる行政改革を推進する他、 幹道路を整備します。
雇用の確保では、県内企業と連携して、未就職の
事務・事業の見直しや自主財源の確保など、歳入と
若者の再チャレンジを支援します。
歳出の両面から財源の確保に一層取り組みます。
農林業の振興では、有害鳥獣被害の防止対策への
組織改正では、実効性のある雇用対策を総合的か
つ早期に実現するため、雇用戦略担当の副部長を産 支援を大幅に拡充する他、県産木材の利用を拡大し
業経済部に新設しました。また、本県経済の活性化 「林業県ぐんま」を目指します。
群馬ＤＣを契機とした取り組みでは、歴史・文化
に重点を置いた国際戦略を企画部副部長に担当させ
資産のさらなる掘り起こしや、観光地整備に対する
るとともに、
「国際戦略係」を設置しました。
支援の他、県内外で大型イベントを開催して群馬の
県民生活の安心・安全の確保
魅力を発信します。
八ツ場ダムについては、計画に基づき事業が進め
救急医療対策では、ドクターヘリの近県との連携
や、救命救急センターの運営・設備整備支援など、 られるよう、関連事業の必要額を計上し、地域住民
の生活再建に取り組みます。
体制を整備・充実させます。
医師・看護師確保対策では、医学生や研修医、看
護学生などへの修学資金貸与の拡充や、看護師養成
所の施設整備への補助などにより、県内への誘導・
定着を図ります。
東日本大震災により被災された皆さまに、心から
お見舞い申し上げるとともに、一日も早く復興され
ますことを祈念いたします。
本県でも、震災の直接的な被害にとどまらず、農
業や製造業、観光サービス業など、さまざまな業種
が大きな影響を受けています。県では、県内産業を
しっかりと支えるため、補正予算を編成し、対応し
ています。
23 年度当初予算の編成に当たっては、北関東自
動車道の全線開通や群馬デスティネーションキャン
ペーン（群馬ＤＣ）など、本県発展のための絶好の
機会を十分に生かすこと、特に厳しい雇用状況に対
する取り組みを強化すること、医療、福祉、教育な
ど県民の暮らしの安心・安全の確保を一層推進する
ことを基本方針として掲げました。
23 年度一般会計当初予算の総額は、6,702 億 1,100
万円で、前年度に比べ 1.8％増の、積極型予算とし
ました。
群馬をさらに大きくはばたかせるため、次の３つ
の柱を中心に、全力で取り組みます。
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「元気度

栃木県

日本一

栃木県」を目指して
そこで、政策の基本に
「人づくり」を据え、
「人
をはぐくむ」
「人を活か
す」の２つの視点に立っ
て、
子ども世代、
若者世代、
栃木県知事 福田 富一
大人世代、シルバー世代
の４つのライフステージ
に応じた取組を展開していくこととしました。
また、あらゆる世代が参加し、健全な心身の形
成を図るとともに、人と人とのつながりを深める
「文化・スポーツを通じた人づくり」にも取り組ん
でいきます。
今年は、11 月５日から８日までの４日間、県内

東日本大震災からの復興推進
～がんばろう日本！ 元気をとちぎから～

21 市町を会場に、第 24 回全国スポーツ・レクリ
にいまるいちいち

エーション祭「スポレク“エコとちぎ”２０１１」
を開催いたしますので、多くの皆様の御参加を心
よりお待ちしております。

「安心」「成長」「環境」戦略
将来像をより確実に、効果的に実現していくた
めの重点戦略のうち、まず「安心戦略」では、今
年度は、在宅医療体制の充実や高齢者が安心して
快適に暮らせる多様な住まいの確保、さらには中
山間地域における地域コミュニティの再生等に力
を注いでいきます。
また、
「成長戦略」では、自動車、航空宇宙、医
療機器等の重点５分野や競争力の高い農業の振興
を図るとともに、豊かな農林水産物や豊富で良質
な水を最大限に活用して、食に関連する産業の振
興を図る「フードバレーとちぎ」の取組を推進し、
併せて、栃木県の魅力を全国に発信するため、来年
春に東京スカイツリータウン内にアンテナショッ
プをオープンすべく、準備を進めていきます。
そして、「環境戦略」では、昨年 12 月に国のモ
デル地域に選定された「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」
や、中山間地域に豊富にある未利用の再生可能エ
ネルギーの利活用を図る「スマートビレッジ」を
推進していく考えです。
東日本大震災を乗り越えて
未曾有の大震災を乗り越え、未来に向かって進
むべき道程は、決して平坦なものとは考えられま
せんが、県民全てが力を合わせ、誇れる郷土を創
り上げ、次世代へと引き継いでいかなければなり
ません。
「新とちぎ元気プラン」で掲げている「安心」
「成
長」「環境」は、震災からの復興を目指す上でも欠
かすことのできない政策の軸であると考えており
ます。震災に伴う諸課題を踏まえ、重点戦略の柔
軟かつ機動的な展開に努めながら、「元気度 日本
一 栃木県」の実現に向けて取り組んでいきます。

▽

去る３月 11 日に発生した東日本大震災に対し、
栃木県では、直ちに災害対策本部を立ち上げ、市町
村を始めとする関係機関と連携を図りながら、考え
得る限りの手段を講じて被災地の復旧対策等に取り
組んできました。
そして、県内のライフライン等が震災前の機能を
取り戻してきた中、４月 27 日に、震災からの応急
的な「復旧」を行いながら、県民生活の安定化、経
済産業活動の再建、さらには災害に強い地域づくり
など、
「復興」に向けた取組を進めるため、私を本部
長とする「栃木県震災復興推進本部」を設置し、「が
んばろう日本！ 元気をとちぎから」を合言葉に、県
を挙げて新たな一歩を踏み出しました。
今回の震災では、電力や燃料の供給不足、上水道
の断水など、日々の暮らしを脅かす事態が広範囲に
及ぶとともに、生産設備の被災、観光業、農業等へ
の風評被害など、経済産業活動にも深刻な影響をも
たらしていることから、被災した中小企業者や農業
者への緊急資金の創設等に加え、各種キャンペーン
を通じた本県の観光地や農産物の魅力、安全性の発
信等に、今後も粘り強く取り組んでいきます。
そして、この国難を克服するという覚悟を持って、
栃木県の復興に取り組み、東北地方、東日本、ひい
ては我が国の復興再生へとつなげていきたいと考え
ております。

▽

今年度は、今後５年間の県政の羅針盤である、栃
木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」の初年度であ
ります。
このプランでは、時代の潮流や本県の潜在力等を
踏まえ、選択と集中による施策の重点化を図り、目
指すべき将来像として「「安心」「成長」「環境」をと
もにつくる、元気度 日本一 栃木県」を掲げると
ともに、
「人づくり」を政策の基本に、「暮らしを支
える安心戦略」
「明日を拓く成長戦略」
「未来につな
ぐ環境戦略」の３つの重点戦略を展開していくこと
としております。
そして、
「地域をともに創る」という考え方に立っ
て、県民の皆さんと一緒に地域の課題を考え、協力
して行動する「協働」により、とちぎづくりを進め
ていきたいと考えております。
政策の基本「人づくり」
本県の目指す将来像の実現に向け、確かな歩み
を進めていく原動力は、一人ひとりの県民に他な
りません。

▽

「新とちぎ元気プラン」の推進
～「人づくり」と３つの重点戦略を展開～
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埼玉県

新しい時代の扉を開く
～自立自尊の埼玉を創る～

まずはじめに、東日本大震災により犠牲となられた （３）埼玉のブランド力向上
方々とそのご遺族に対して心から哀悼の意を表します。
みどりと川の再生をはじ
また、被災された方々並びに各地域に避難されている めとした「ゆとりの田園空
方々に心からお見舞いを申し上げます。
間の創出」に積極的に取り
組みます。
埼玉県知事 上田 清司
県政運営に関する基本的考え方
具体的には、清流復活に
我が国経済は、長期にわたるデフレの継続、本格的 向けた生活排水対策として、合併処理浄化槽への転換
な人口減少・超高齢社会に直面しており、戦後日本が に対する助成を大幅に拡充するとともに、
「身近なみ
歩んできた経済・人口規模の拡大を前提とした社会の どり」を創出するため、校庭や園庭の芝生化、小・中
仕組みや制度の多くが見直しを迫られています。
学校が実施する「学校の森づくり」に対する助成など
その一方で、新興国の台頭などにより、世界経済の を進めます。また、
「埼玉版グリーンニューディール」
勢力図は大きく塗り替えられつつあります。
を推進するため、平成 23 年度から開始する排出量取
経済のグローバル化が進展する中で、我が国がその 引制度を円滑に運営するとともに、事業者のＣＯ２削
地位を維持し成長を続けるためには、国民も企業も積 減設備導入に対する助成を拡充します。
（４）埼玉モデルの共助社会の構築
極的に世界に活躍の場を広げることが不可欠です。
少子高齢化が進む社会にあっては、住民同士がとも
そのためには、
時代を切り拓き世界に羽ばたくグロー
「共助」
が重要な役割を果たします。そこで、
バル人材の育成をはじめとした「人材への投資」が重 に助け合う
要です。また、低成長時代にあっても新たな成長が期 世代間や地域間の共助の動きをさらに拡大し、埼玉モ
待できる次世代産業を育成するため、
「成長への投資」 デルとも言うべき共助社会をつくり上げていきます。
具体的には、一人暮らしの高齢者など地域で孤立し
も強力に進めていく必要があります。
さらに、人材や企業が世界へ果敢にチャレンジして やすい方を見守る体制づくりや、見守り活動のための
孤立化を防ぐための交流の場を整備します。
また、
いくための土台となる「暮らしの安心・安全」にも今 拠点、
認可保育所や認定子ども園の整備、企業内保育所や保
まで以上に力を入れたいと考えております。
育ママに対する助成により過去最大 4,500 人分の保育
平 成 23 年 度 予 算 の 概 要
受入枠の拡大を図ります。
このような基本的考え方に立ち、平成 23 年度予算 （５）もっと安心・安全な社会の実現
次代を担う子どもや若者をはじめ、すべての県民が
においては、
次代を担う若者や新たな成長分野への「未
来への投資」と、介護・医療・福祉の充実など「暮ら 穏やかに暮らせることが、厳しい時代を切り拓く成長
しの安心・安全」という大きな二本柱の下、５つの分 の土台となります。そこで、発達障害児・者の早期発
見から確実な診療・療養までの包括的な支援に取り組
野に重点的・効果的に予算を配分しました。
んでまいります。
（１）未来への投資（人材への投資）
具体的には、発達障害を持つ児童を早期に発見する
若者の内向き志向を破り、世界と対等に渡り合える
ための専門家による保健所や幼稚園等への巡回支援体
グローバルな人材を積極的に育成します。
具体的には、大学生や高校生の海外留学のための奨 制の整備や、診療・療育を行う中核発達支援センター
学金制度を 260 人という全国一の規模で創設します。 の整備を進めます。また、周産期・小児救急医療の充
また、グローバル人材育成の取組を県民ムーブメント 実に関しては、総合周産期母子医療センターの機能強
として進めるため、
新たに 10 億円規模の
「埼玉県グロー 化による新生児集中治療室の大幅な増床や本県初とな
バル人材育成基金」を設置し、広く県内企業や県民に る小児集中治療室の整備に取り組みます。
寄附を呼びかけてまいります。
一方、３月 11 に発生した東日本大震災は甚大な被害
（２）未来への投資（成長への投資）
グローバル人材の育成と合わせて、新たな産業の創 をもたらし、多くの方々が今なお不自由な生活を余儀
出、すなわち「成長への投資」があってこそ、力強い なくされております。被災された方々の１日も早い日常
雇用が確保されます。そこで、
環境分野をはじめとして、 生活への復帰を支援するとともに、被災地の復興を日
新たな成長が期待できる分野に参入する中小企業への 本再生につなげていかなければなりません。我が国は
新技術・新製品開発に対する支援の拡充や、県内企業 今、幕末・明治維新にも匹敵する歴史の大きな転換点
に直面しています。かつて、薩摩や長州が自立自尊で
のグローバル市場の開拓を支援します。
具体的には、次世代自動車やエコ住宅など、産業の 独自のくにづくりを進めたように、地方自治体がお互
裾野が広く重点的に支援すべき分野での開発に対する いに切磋琢磨し競い合うことこそが日本再生の道です。
助成の拡充や、中国市場やＡＳＥＡＮ地域への県内企 私は、埼玉県の知恵とエネルギーを結集し、自立自尊
の精神で「先例なき時代」を切り拓き、日本再生をリー
業の進出を支援します。
ドしていくという気概を持って県政運営に取り組んで
まいります。
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千葉県

千葉を元気に！千葉から日本を元気に !!
～「千葉県震災復旧及び復興に係る指針（骨子）」と平成 23 年度５月補正予算～
今回の震災では、千葉県においても地震動に伴う
被害に加え、太平洋岸の地域においては大津波が襲

というものです。
この「基本的な考え方」

農地などに大きな被害が生じています。
本県では、震災発生直後に「災害対策本部」を設置
し、私自身が先頭に立って、被災者の人命救助を第一

の方向性をまとめていく予
定です。

い、多くの建物が全壊し、尊い命も多数奪われまし に基づき、今後、市町村等
た。また、東京湾岸部や河川沿いの低地では広い範 の考えも聞きながら、復旧
囲にわたって液状化が発生し、住宅やライフライン、 事業の推進と復興への施策

に被害の拡大防止に取り組みました。同時に、被災者
への必要物資の提供、道路や水道の復旧、仮設住宅の
設置などの震災対応に全力であたってきました。

しかし、現在もなお、福島第一原子力発電所事故
に伴い、多くの県民が放射性物質に対する不安を抱
いている状況にあり、本県経済にも深刻な影響を与
えている状況にあります。
こうした状況にはありますが、本県としては、一
日も早い復旧に向けて、災害復旧事業等について鋭
意進めております。
今後は、さらに、将来を見据えた復興に取り組ん
でいくことも必要です。
そこで、県では、復旧・復興に向け、総合的・計
画的に取り組んでいくため、４月１日付けで、私を
本部長とする「千葉県災害復旧・復興本部」を新設
しました。現在、この本部において、復旧事業の推
進と将来の復興に向けた「施策の方向性」の検討を
進めており、このほど、
「復旧及び復興に係る指針（骨
子）
」をとりまとめました。

震災復旧及び復興に係る指針（骨子）の概要
本県における今回の震災被害は、津波と液状化を

主な要因とし、地域によって様々な態様を持ってい
ます。そのため、「指針（骨子）」の中では、「地域の
実情に即した対応」という観点を重視し、復旧から
復興に向けての取組みの基となる「４つの基本的な
考え方」を提示しました。
具体的には、
①

地域のマンパワーの結集と「共助」による事
業推進
② 「引き続き住み続けたい」と思える安全・安心
③
④

なまちづくり
農林水産業や商工業など地域産業の力強い復
活を目指す
県政全般にわたり復興・防災の視点から施策
を総点検する

千葉県知事

森田 健作

平 成 23 年 度 ５ 月 補 正 予 算
今回の震災が、過去に例をみないほど甚大な被害
をもたらしたことを踏まえ、５月補正予算として、
被災者の生活再建支援、インフラの復旧、産業の再生、
原子力発電所事故への対応など、最優先に取り組む
べき事業として 528 億 7 千万円を計上いたしました。
私は、枝野内閣官房長官に対して、本県として喫
緊の課題である液状化被害や農林水産物の風評被害、
放射性物質の監視などについて国においても対応を
図るよう強く要望しました。その結果、5 月 2 日には、
住宅の液状化被害に対応した新しい被害認定基準が
示され、国の支援制度の助成対象が拡大されたとこ
ろです。
さらに、被災者の方々の生活再建を支援するため、
国の被災者生活再建支援制度の対象とならない液状
化等の被害について、県独自の支援制度を創設し、
国の制度を補完しました。これは、液状化の被害を
受けた戸建て住宅の解体費や住宅地盤の補修費に対
し、100 万円を上限に支援金を支給するものです。
これにより、今までほとんど救済策がなかった液
状化等の被害について、国または県により大半がカ
バーされることになります。
今後に向けて
このたびの震災による被害は、東日本を中心に我
が国全体に及ぶものです。本県でも大きな被害を受
けたところですが、このような危機の中にあって、
今こそ県としての役割が求められているものと思い
ます。
私自身、前を向いて、「千葉県と県民を守る、県民
の明日をつくる」という強い情熱を持って、全力で

努めてまいります。
そして、企業や県民の皆様とともに「チームスピ
リット」を発揮して、この危機を乗り越え、千葉を
元気に、千葉から日本を元気にしていきたいと思い
ます。
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静岡県

富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくり
～計画と実行～

静岡県では、
新たな総合計画「富国有徳の理想郷“ふ
じのくに”のグランドデザイン」を、去る２月 23 日、
「富士山の日」に公表いたしました。
本年度は新しい総合計画の実質的な初年度であり、
「富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくり」に“計画
と実行”一体となって取り組んでまいります。
予算編成の基本方針
平成 23 年度当初予算は、厳しい経済情勢の中で、
事業の重点化や効率化、事業仕分けの結果を踏まえ
た見直しなどにより財源捻出を図りながら、「新しい
総合計画の着実な推進」、「厳しい雇用・経済状況へ
の万全の対応」
、「“ふじのくに”づくりと財政健全化
の両立」の３つの方針に沿って、予算を編成しました。
３つの基本方針に基づく主な取組
基本方針の第一である「新しい総合計画の着実な
推進」では、
「住んでよし 訪れてよし」、「生んでよ
し 育ててよし」、「学んでよし 働いてよし」の富
国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりのスタートと
して、次の４点を柱として編成しました。
第 1 の柱は「
「命」を守る危機管理」です。
県有施設の耐震化や災害時の拠点となる医療施設等
の支援など、災害に強い地域基盤の整備に努めます。
第２の柱は「“ふじのくに”の徳のある人材の育成」です。
静岡式 35 人学級編制を平成 25 年度の全学年実施
に向けて段階的に拡大するなど「有徳の人づくり」
を進めるほか、海外との交流における政府間外交に
よらない自治体や民間の交流促進等による新しい地
域外交の推進、観光キャンペーンや伊豆半島ジオパー
ク構想の推進などによる観光ブランドの構築など、
「憧れ」を呼ぶ“ふじのくに”づくりを進めます。
第３の柱は「
“ふじのくに”の豊かさの実現」です。
環境産業等の新たな成長分野への研究開発を重点
的に実施し、地域企業の成長分野への参入を支援す
るほか、本県における物流を戦略的に推進するなど、
次世代産業の創出に努めます。
また、県産材を活用した木造住宅に対する助成の
拡充など、快適な暮らし空間の実現に努めるほか、
国からモデル地域に選定されたＥＶ・ＰＨＶタウン
構想を推進し、低炭素・循環型社会の構築を進めます。
さらに、子どもを産み育てやすいまちづくりに意
欲ある市町を重点的に支援するなどの子育て支援対
策の充実を図るほか、医療人材の確保等に努めます。
第４の柱は「
“ふじのくに”の自立の実現」です。
ヒト、モノ、地域を結ぶ「基盤」づくりを進める

ため、富士山静岡空港の機
能向上や清水港新興津国際
海上ターミナルの整備を進
めるなど、陸・海・空を結
ぶネットワークの構築を進
静岡県知事 川勝 平太
めるほか、県民の安全と安
心を確保するため、警察官を増員します。
なお、これらの施策を一歩一歩着実に進めるため、
「静岡県ふじのくにづくり推進基金」を新たに設置し、
総合計画の期間中に重点的に取り組む新機軸などの
事業に活用することとしました。
基本方針の第二である「厳しい雇用・経済状況へ
の万全の対応」では、未就職卒業者の県臨時職員へ
の任用等の就職支援対策を強化するなど、7,500 人
余の雇用創出を図ります。
また、木造住宅の耐震補強や県産材の利用を促進
するため、しずおか優良木材等を使用して実施する
リフォーム工事への助成を行い、個人消費の拡大を
図ります。
基本方針の第三である「
“ふじのくに”づくりと財
政健全化の両立」では、新たな総合計画に基づく“ふ
じのくに”づくりを進めながら、新しい行財政改革大
綱に基づき、いわゆるサンセット方式による補助金の
見直しなどの徹底した歳出のスリム化と更なる県有財
産の有効活用による新たな歳入の確保に取り組み、
“ふ
じのくに”の自立を支える財政基盤の確立に努めてま
いります。
おわりに
去る３月 11 日に発生した東日本大震災でお亡く
なりになられた方々に、あらためて心から哀悼の意
を表しますとともに、被災者の皆様にお見舞いを申
し上げます。
本県でも、県産農水産物などの海外における輸入
規制や観光・イベントの自粛など、県内経済や県民
生活への大きな影響が今も継続しています。
このため、大震災等に対応する経費のうち、緊急
を要するものについて５月補正予算を編成し、今後
も、万全の対策を講じていくこととしています。
被災地を支援し、一日も早い復興を成し遂げるた
めには、日本が元気でなくてはならず、そのためには、
まず静岡が元気でなくてはなりません。
380 万の静岡県民とともに、できる限りの応援を
してまいります。
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長野県

県民との「共創」「協働」で拓く
新しい長野県政

はじめに、未曾有の被害をもたらした東日本大震
災等の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げま
す。長野県ではこれまで被災地への職員の派遣や、
義援金・救援物資の支援を行うとともに、復興の原
動力となる地域の絆を大切にするため、被災地の皆
さんをコミュニティ単位で受入れ、教育、福祉、医
療等生活全てを総合的に支援する「信州安らぎの逗
留村」構想を提案しました。被災者の皆さんが再び
故郷へ戻り、困難を克服し、地域の再建に立ち上がっ
ていただけるよう、長野県では県民を挙げて被災者
の皆さんを暖かく信州へお迎えします。
県政運営の基本姿勢
本格的な人口減少・高齢化社会の進展や高度経済
成長の終焉といった社会経済情勢の大きな変化など、
日本は歴史的な転換点に差しかかっています。加え
て、今回の大震災によって水や食糧の重要性やエネ
ルギー問題など、日本社会が抱える様々な課題が浮
き彫りになった一方、普段意識されなかった「絆」
の大切さが再認識されました。
こうした状況下において、県民の皆さまが将来へ
の夢と希望を持つことができる長野県を創造してい
くためには、これまでの枠組みや成功体験に決して
囚われることなく、未来志向で現状を打破していく
ことが重要です。先達に学びつつ、長野県の未来を
切り拓き、長野県全体を元気に、そして安心して暮
らせる地域にするため、細心の注意を払いつつも、
失敗を恐れず積極果敢に取り組んでまいります。
更に県政のあり方についても、県民の皆さんと行
政の距離を縮め、共に悩み、共に行動する県政、つ
まり「県民の皆さまと一緒にある、あり続ける県政」
でありたいと強く願っています。この実現のため県
民の皆さまとの共創・協働を一層進めてまいります。

なお、当初予算の編成に
当たっては、選択と集中に
よりメリハリのあるものと
するとともに、臨時財政対
策債を含めた県債発行額を
前年度当初予算額から 167
億円縮減し、財政の健全化
にも配慮しました。
がんばろう日本！

長野県知事

阿部 守一

信州元気宣言

この度の震災により経済的には日本全体が被災地
という状況の中、長野県では被災地のため、日本の
ために積極的に経済活動を進めることが必要と考え、
「がんばろう日本！ 信州元気宣言」を発表し、自ら
を元気にして、元気な信州が被災地の復興や被災者
の受入を応援できるように頑張っています。
現在、信州を舞台にしたテレビ番組や映画が放映
されており、長野県ではその情報発信力を誘客に結
び付けたいと考えています。４月４日には井上真央
さんがヒロインを演じるＮＨＫの連続テレビ小説「お
ひさま」がスタートしたほか、５月７日からは小栗
旬さん・長澤まさみさん主演の、北アルプスを舞台
に繰り広げられる映画「岳－ガク－」の上映が始まっ
ています。また、7 月 16 日からは南信州大鹿村に
300 余年前の江戸時代から伝わる大鹿歌舞伎を題材
とした、原田芳雄さん主演の「大鹿村騒動記」、８月
27 日からは本屋大賞で話題となったベストセラー小
説が映画化された、櫻井翔さん・宮崎あおいさん出
演の「神様のカルテ」の上映も予定されています。
是非、テレビや映画をご覧いただくとともに、さわ
やかな信州で元気を充電していただけるよう県民一
同心よりお待ちしています。

平 成 23 年 度 当 初 予 算 の 特 色
平成 23 年度一般会計当初予算は、前年度比 1.8％
減の 8,464 億円となっています。
「ともに支える確
かな暮らし」を実現するため、昨年度の１月補正予
算と一体的に編成し、喫緊の課題である景気や雇用
への対策などに積極的に取り組むこととしています。
具体的には、官民共同での「長野県国際戦略」策
定などにより地域を支える産業を強化したり、移住・
交流の推進などにより活力あふれる地域づくりを推
進するほか、安全で質の高い医療の確保や様々な問
題を抱える就労希望者への総合的なコーディネート、
震災に伴う省エネ・節電対策や温暖化対策といった
直面する課題について的確に対処し、現在の「暮ら
しの安心」を確保することとしています。
また、社会福祉施設や病院などの生活に身近な社会
資本の整備、老朽化が進む橋梁の長寿命化など既存の
社会資本の有効活用にも積極的に取り組みます。

©2011「岳 - ガク -」製作委員会
©2005 石塚真一 / 小学館
「島崎三歩」役の小栗旬さんと「椎名久美」役の長澤まさみさん
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富山県

未来にはばたく！ 元気とやま
平 成 23 年 度 予 算 の 特 徴
平成 23 年度予算編成にあたっては、引き続き厳
しい経済情勢を踏まえ、迅速かつ的確に経済・雇用
対策を推進するとともに、本県の新たな未来を切り
拓くため、
「人づくり」を活力、未来、安心の３つの
基本政策を支える重要政策として位置付けながら、
将来の成長や発展につながる施策に積極的かつ戦略
的に取り組むこととしました。
その結果、予算総額は、前年度比 0.4％増の 5,597
億円余で３年連続の増、特に、経済・雇用対策、教
育・文化、医療・福祉や社会資本整備等の政策経費は、
同 0.6％増（前々年度比 13.3％増）とし、厳しい財
政環境の中、前年度に引き続き積極型の「未来には
ばたく 元気とやま予算」としました。
また、23 年度においては、社会経済情勢の変化や
多くの諸課題に対応するため、中長期的な視野に立っ
た､ 県政運営の指針となる新総合計画の策定に取り
組むこととしています。
＜平成 23 年度の主な取組み＞
○経済・雇用対策
・中小企業制度融資の拡充、新たな成長分野へ
の挑戦など将来を見据えた産業の育成
・平成 24 年度までの４年間で 12,300 人の雇用
創出、新規学卒者等の就業支援、雇用のミス
マッチの解消
・社会資本整備の積極的な推進
○活力とやま
・
「ものづくり研究開発センター」を核とした研
究開発プロジェクトの推進や先端ものづくり
技術人材の育成、医薬工連携による新商品の
開発への支援
・北京・大連便や伏木富山港を活用した環日本海・
アジアとの経済・観光交流の促進
・富山米や「富山のさかな」などブランド力の
向上、地産地消の推進
・
「とやま観光未来創造塾」の設置等による観光
客の受入態勢の整備
・北陸新幹線の建設の促進 など
○未来とやま
・子育て支援・少子化対策の推進
・中１・35 人学級選択制の実施、小学校専科教
員の増員、スクールソーシャルワーカーの拡
充、県立高校３校における「探究科学科」の
開設など教育の充実
・とやま科学オリンピックの開催
・ふるさと文学館（仮称）の整備などふるさと
教育や芸術文化の振興

・全国「みどりの愛護」
のつどいの開催、
「富
山のさくら」の名所
づくりの推進 など
○安心とやま
富山県知事 石井 隆一
・ＮＩＣＵの増床、救
命救急センターの整備など県立中央病院の機
能強化、救急・周産期医療体制の整備、医師・
看護職員の確保など医療の充実
・福祉・介護分野の人材確保、介護基盤整備の
支援など高齢者福祉、障害者福祉の充実
・住宅用太陽光発電システムや省エネ機器の導
入支援など地球温暖化対策の推進
・イタイイタイ病資料館（仮称）の整備
・消防学校・防災拠点施設の整備 など
行政改革の取組み
職員数の適正化、外郭団体や事務事業の見直しな
ど行政改革に取り組んでいます。
＜主な取組み＞
① 平成 16 年４月からの７年間で一般行政部門の
職員を 17.3%（721 人）削減。（平成 26 年４月
までの 10 年間で 20%（832 人）削減を目標）
② 職員給与を７年間減額（知事 18％、副知事等
13％、管理職 6 ～ 2％、一般職 3％）
※平成 16 年度に比べ一般行政部門の人件費約２
割削減が達成された。
地方分権改革で目指すべき方向
地方財政は、経済の先行きが不透明な中、今後と
も社会保障関係費の確実な増加が見込まれるなど、
依然として極めて厳しい状況にあります。地域主権
戦略大綱で明記された「国・地方間の税財源の配分
の在り方の見直し」を含めて、地方が自立できる真
の意味での地方分権改革の実現に向け、以下のよう
な改革が必要です。
① 国と地方の役割分担の徹底した見直しに基づく
地方への権限移譲や国の出先機関の見直し、義
務付け等の更なる見直し
② 地方交付税の財源調整・財源保障機能の回復・
拡充、法定率の引き上げ
③ 地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく
税収が安定的な地方税体系の構築
④ 地球温暖化対策に係る地方の役割を踏まえた地
方環境税や環境自動車税の導入
⑤ 地域自主戦略交付金の総額確保と適切な配分、
使いやすい制度への見直し
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石川県

石川の飛躍に向け、ステップアップを図る
業まであと３年となりまし
た。今年を「新幹線開業カ
ウントダウンの年」と位置
づけ、金沢開業に向けて、
開業効果を最大限に引き出
し、県内全域に波及させる
石川県知事 谷本 正憲
ことを最重要課題とし、本
県が持ち合わせている「おもてなし」
、
「食文化」
、
「歴
史・景観」といった３つの財産にさらに磨きをかける
べく、官民挙げて取り組んでいくこととしています。
具体的には、「おもてなし」の向上のため、行政や
さて、
平成 23 年度の当初予算は、県民ニーズと様々
な経済社会情勢の変化を踏まえ、「選択と集中」を念 関係団体からなる「ほっと石川おもてなし推進協議
頭に、
「経済・雇用対策」、「北陸新幹線の金沢開業」、 会（仮称）」を設立し、全県的な県民運動として発展
「県民生活の安全・安心の確保」という三つを重点課 させることや、季節ごとの食材を「いしかわ旬の食
題として掲げ、これまでの取り組みを積極的に進化 材」として選定し、統一したイメージで石川の「食
文化」を県内外にアピールするほか、金沢城公園橋
させることに心がけました。
爪門の復元等を着実に進め、新幹線開業までの金沢
以下、主な施策について紹介いたします。
城三御門の完成と玉泉院丸跡の暫定供用に向けた「歴
経済・雇用対策
史・景観」分野での取り組みを進めるほか、さらに、
経営・資金・雇用の３つの安心を確保するための 二次交通対策、並行在来線対策などについてもしっ
セーフティネットをきめ細かく張り巡らせる施策を かり取り組んでまいります。
講じていくと同時に、これまでの取り組みを検証し、
県民生活の安全・安心の確保
さらなる工夫を凝らしました。
昨年の国連の定める国際生物多様性年 (2010 年 )
たとえば、本県の基幹産業である機械・繊維・Ｉ
Ｔ分野における技術提案型展示商談会について、新 を契機として、昨年度策定した「生物多様性戦略ビ
たにメーカーの技術者を本県に招へいし、直に技術 ジョン」に基づき、県民共有の目標として掲げる「ト
力の高さを見ていただく「メーカー招へい型」の展 キが羽ばたく石川の実現」に向けて、中長期的視点
示商談会を開催するほか、県内繊維企業と大手アパ に立った多岐にわたる施策を推進するため、「里山創
「里山創成ファンド（仮
レルとの連携、伝統工芸の新たな市場として有望な 成室」を新設しました。また、
首都圏のセレクトショップとの連携など、販路開拓・ 称）」（53 億円）を造成し、この運用益と企業等から
受注開拓の支援を積極的に図っていくこととしてい の寄付金を活用して、地域資源を活用したビジネス
の創出をはじめ、里山里海の保全と活用に向けた施
ます。
このほか、県内企業の海外への展開支援や、企業 策を強力に進めてまいります。
また、地域医療の確保に向け、特に能登北部地域
が元気なうちに外部専門家の助言を受けて的確な対
策や戦略を立てる「企業ドック制度」の拡充、企業 や南加賀地域を中心として、医師や看護師の確保と
の資金繰り対策、再就職・新規学卒者等の就職支援 その資質向上対策、地域における救急医療の拠点整
備などの医療連携体制の充実・強化に重点的に取り
などに取り組みます。
また、地域経済の下支えを図るため、公共投資の 組みます。また、老朽化に伴う県立中央病院の建て
事業量の確保に努め、特に、単独事業については、 替えについては、本年秋を目途とした基本構想の策
17 年ぶりの大幅な伸び（＋ 8.9％）を計上した昨年 定に向けて、鋭意作業を進めているところです。
さらに、今回の東日本大震災を受けて、本県では
度を上回る事業量を確保（＋ 1.1％）しました。
さらに、今後、必ずや訪れるであろう景気回復を 危機管理体制の強化を図るとともに、速やかに地域
見据え、世界的な市場拡大が見込まれる有望分野に 防災計画の見直しに着手するなど、防災対策の充実
ついて、新たな産業の芽を育てるなど、未来への先 強化に取り組んでいくこととしています。
行投資についても積極的に対応しました。
以上が、重点施策の概要ですが、このほか、本年
昨年創設した「いしかわ次世代産業創造ファンド」
（130 億円）を活用し、炭素繊維や航空機分野といっ ３月に策定した「行財政改革大綱 2011」に基づき、
た次世代産業の創造を重点的に支援していくほか、 歳入歳出全般にわたる改革の歩みを着実に進め、持
企業誘致についても、最近の企業の拠点化の動きを 続可能な行財政基盤の確立を目指します。
今後とも、本県の新しい可能性を切り拓き、未来
踏まえ、既存の補助制度を見直し、大幅な拡充を図
に向かって大いなる飛躍を遂げることができるよう
ることとしました。
「安心と希望あふれる生活先進県石川」の創造に向け、
北陸新幹線の金沢開業
全力で取り組んでまいります。
本県の希望の象徴とも言うべき北陸新幹線金沢開
はじめに、このたびの東日本大震災により、お亡
くなりになられた方々のご冥福をお祈りするととも
に、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
本県でも、４年前の能登半島地震の折には全国の皆
様方のご支援・ご協力をいただき、そのことがその後
の復旧・復興の大きな原動力となりました。被災地の
一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げるとともに、
今後とも、被災地へのできる限りの支援を行ってまい
りたいと考えております。
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岐阜県

平成 23 年度の県政運営の基本方針について
～魅力あふれる「清流の国ぎふ」づくりへ～

東日本大震災で亡くなられた方々に哀悼の意を表
しますとともに、被災された地域の皆様に心よりお
見舞いを申し上げます。
被災地では、復旧、復興に向けた取組みが進み始
めていますが、未曽有の大震災、想像を絶する被害
の影響は日本経済全体に波及しています。
岐阜県としては、被災地の方々の思いに寄り添う
気持ちを忘れず、できる限りの支援を続けていくこ
とはもちろん、地域経済を活性化させる取組み、県
民の安全と安心を確保する取組みを加速させたいと
思っています。

多様なつながりを育み、孤
立を防ぐための取組みを推
進します。
少子化対策にも引き続き
力を注ぎます。父親の育児
岐阜県知事 古田 肇
参加を促す「ぎふイクメン
プロジェクト」や祖父母向けの孫育て講座などを通
じて、家庭や地域における子育て環境の整備を進め
ます。
「清流の国ぎふ」の展開

本県では、県内で開催された 5 年前の「全国植樹祭」
や、昨年の「全国豊かな海づくり大会」を通じて「清
持続的な県経済の回復を図るため、「“変わる”中 流の国ぎふ」をアピールしてきました。
小企業」をテーマに中小企業のビジネスモデル改革、
特に海づくり大会では、天皇陛下から「長良川の
人材・雇用の改革に取り組みます。
美しさに改めて感動しました。岐阜県は太平洋と日
具体的には、昨年 10 月に岐阜市で開催されたＡ 本海の両方につながる清流を持っているので、この
ＰＥＣ中小企業大臣会合の「共同閣僚声明」に盛り 魅力を大いに活かしてください」とのお言葉を賜り、
込まれた「中小企業の海外展開の強化（岐阜イニシ ＡＰＥＣ中小企業大臣会合に参加された海外の閣僚
アチブ）
」を実行するため、海外に通用する岐阜ブラ からは「岐阜はクリーンでグリーンな場所」と称賛
ンド商品の開発や、海外で活躍できる人材の育成、 の声をいただきました。
インターネットを活用した海外販路の開拓などに取
このように、県外からの評価も高い本県の豊かな
り組みます。
自然や恵まれた環境に感謝しつつ、それを守り、活
成長分野の開拓にも取り組みます。５月には産学 かし、次世代に伝えていくための施策を展開してい
官の連携活動拠点として「ぎふ技術革新センター」 きます。
の運用を開始し、航空機や自動車向け軽量強化部材
「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」の開催準備
の共同研究などに取り組み始めています。
さらに、新エネルギー等成長産業の積極的な企業
そして、全国植樹祭、海づくり大会からの流れを
誘致などを通じて、若者を中心に 5,400 人規模の新 次に受け継ぐのが、「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」
たな雇用を創出します。
です。5 月 18 日に、国体の総合開会式まで残すとこ
ろちょうど 500 日となり、準備もいよいよ本格化し
安全・安心な地域づくりと人づくり
ております。
一方、県民の安全と安心を確保することも重要です。
開催機運を高めるイベントも目白押しです。5 月
まずは、東日本大震災や昨年県内で発生した 7.15 にはシドニーオリンピックマラソン金メダリスト高
豪雨災害の検証を踏まえ、災害に強いまちづくり・ 橋尚子さんを大会長に迎え、東日本大震災の復興支
地域づくりを進めます。
援を掲げるチャリティー大会として「高橋尚子杯ぎ
４月には、消防・自衛隊、医療・福祉、通信・運輸、 ふ清流マラソン」を開催し、約 1 万人のランナーの
商工業、防災ボランティア団体等、幅広い分野の関 ご参加をいただきました。8 月には、両大会の１年
係者からなる「岐阜県震災対策検証委員会」を設置し、 前イベントが県内各地でスタートします。
東日本大震災により明らかになった課題を洗い出し、
今後も、天皇杯・皇后杯獲得を目指し、更なる競
本県で大規模地震が発生した場合を想定し、防災に 技力の向上に取り組むことはもちろん、両大会が単
関する諸計画が適切かどうか、また、新たな改善点 なる一過性のスポーツイベントで終わるのではなく、
はないか総点検を行っています。
両大会を通じて、県民総参加による「まちづくり・
「無縁社会」対策にも取り組みます。このたびの大 地域づくり」を進め、本県の魅力を県内外に向けて
震災でも「地域や人のつながり」の重要性を強く意 最大限発信していきます。
識したところですが、人口減少、核家族化、一人暮
加えて、両大会が東日本大震災からの復旧・復興か
らし世帯の増加が進む中、誰もが安心して暮らすこ ら日本再生に向けたシンボルとなるようなものにして
とができるよう、
「地域での見守り活動」の充実など、 いきたいと思っています。
活力ある産業・雇用の創出
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滋賀県

新たな基本構想
「未来を拓く８つの扉」の実現に向けて
はじめに
今年度から、平成 26 年度までを計画期間とする
新たな滋賀県基本構想「未来を拓く８つの扉」がス

タートしました。これまでの基本構想の理念を継承
しつつ、
本県の有する３つの潜在的な力「人の力」
「自
然の力」
「地と知の力」を最大限活かし、「未来を拓

なで命と暮らしを守る安
全・安心プロジェクト」を
実施します。

これらプロジェクトの推
滋賀県知事 嘉田由紀子
進にあたっては、部局の縦
割りを改める「横つなぎ改革」が欠かせません。

く共生社会づくり」を進めていくこととしています。
改めて関係者が課題やニーズの関係性を認識して
特に、その中に掲げた「滋賀の未来戦略」では、 情報共有し、職員一人ひとりが県民目線に身を置く
社会が大きく変革する時代を先取りするために、経 という意識改革が必要です。その上で、このプロジェ
済成長とあわせたキーワードとして、「社会成長」と
いう考え方を盛り込んでいます。人と人の絆をつな
ぎ、人と自然がつながる中で、社会的な課題を解決
して、
生活の質を高め、生活の満足度を高めるこの「社
会成長」を経済成長とともに遂げることにより、「住
み心地日本一の滋賀」を目指します。

クトを県民とともに実施していくため、住民に最も
身近な市町と緊密に意見や情報を交換しながら連携
を深めるとともに、行財政基盤の強化に向け基本構
想と一体的に示した行財政改革方針を踏まえた県政
経営を進めていきます。
東日本大震災を受けて

８つのプロジェクト

今回の東日本大震災は、本県はもとより日本全体
「住み心地日本一の滋賀」を目指し、限られた財源 におけるこれまでの暮らしや社会・経済システムの
の中で戦略的な施策の推進を図るため、８つのプロ 大きな転換を迫るものとなっており、３月 11 日を
ジェクトを掲げ、優先的に取り組みます。
境に生じた、新たなそして緊急を要する課題に早急
まず、
滋賀の持つ「人の力」を活かし、子ども、若者、 に対応していく必要があります。
高齢者などが、人と人のつながりの中で、不安なく
まずは、想定外を想定するということの重要性を
楽しく暮らせる滋賀を目指して、少子高齢化や雇用 認識し、あらゆる災害に対する備えを見直さなけれ
問題に対応した、人生における生まれる時から見送 ばなりません。とりわけ、琵琶湖を抱える滋賀県と
られる時までの切れ目のない支援を進める「子育て・ して、原子力防災のあり方や安心と安定を担保した
子育ち応援プロジェクト」
、
「働く場への橋架けプロ 中長期的なエネルギー戦略を検討していくとともに、
ジェクト」
、
「地域を支える医療福祉・在宅看取りプ 短期的には、電力需給への対応として、産業・雇用
ロジェクト」を推進します。
分野での影響を最小限にとどめる節電対策を行って
また、滋賀の持つ「自然の力」を活かし、かけが いきます。
えのない琵琶湖の再生や低炭素社会の実現に向け、
地域から、そして広域圏域から
人と自然がつながる滋賀を目指して、「低炭素社会実
現プロジェクト」
、
「琵琶湖の再生プロジェクト」を
展開します。

県民本位・現場主義の視点を持って、個性的で“地
域のことは地域で”総合的に担う行政を実現するた

長産業プロジェクト」「地域の魅力まるごと産業化プ
ロジェクト」を推進します。
そして、この未来戦略を支えるため、災害や犯罪

なければなりません。
そうした中で、昨年 12 月に発足した関西広域連
合を中心にした近畿圏での取組や、中部圏、北陸圏

さらに、滋賀の持つ「地と知の力」を活かし、環
境関連産業などの成長産業や地域資源を活かした産
業が振興され、足腰の強い経済に支えられた、たく
ましく活力に満ちた滋賀を目指して、「滋賀の未来成

などの増加が懸念される中で、県民みんなで命と暮
らしを守る安全・安心な滋賀を目指して、地域防災
力の強化や協働による流域治水などを進める「みん

め、権限と財源という地方分権の出発点を根本的に
見直す状況に置かれています。国と地方がしっかり
とその役割分担を協議し、地方が住民生活と地域づ
くりに必要な力を堅実に備える仕組みに変えていか

との連携協力の中で、自治の力をより強力に発揮し、
分権型国家、分権型社会への改革の一翼を担ってい
きます。

22

特集

～

知事

る
が語

京都府

「明日の京都」幕開け予算
３月 11 日に発生した今回の大地震におきまして、
多くの方がお亡くなりになったことに対しお悔やみ
を申し上げますとともに、被災された皆様をはじめ、
避難生活を余儀なくされておられます皆様に、心か
らお見舞い申し上げます。
京都府といたしましては、震災直後から被災県の
支援に取り組んできましたが、今後も長期にわたり、
復旧・復興に向けた支援に全力を挙げて取り組んで
まいります。

もに、「中小企業人財確保
センター」を設置し、中小
企業と人材のマッチングか
ら定着支援まで、総合的に
支援します。

京都府知事

山田 啓二

３つの柱で施策を推進

「府民安心の再構築」としては、私立高校の授業料
無償化の対象を年収 350 万円から年収 500 万円未
満の世帯まで拡充するほか、京都式少人数教育を中
さて、今、社会は少子高齢化の進展に加え、「無縁 学校へ拡充し、全ての中学校で 30 人程度学級を実
社会」という言葉に象徴される絆の希薄化、安心・ 現します。また、民間駐車場における防犯カメラの
安全に対する信頼の低下、地域間格差の拡大など、 設置支援、スクールサポーターの増員や、府民協働
厳しい現実を抱えています。こうした課題に真正面 防犯ステーションの増設などにより、犯罪のない京
から立ち向かうとともに、新しい時代の京都を切り 都を目指します。さらに、不妊治療給付について、
拓いていくため、昨年 12 月に、今後の府政運営の 人工授精を給付対象に追加するとともに、助成限度
指針となる「明日の京都」を策定しました。今年度 額を引き上げるなど、全国トップの助成水準へと拡
はこの「明日の京都」幕開け予算として、「府民安心 充します。
きょうとりょく
「地域共生の実現」としては、身近な保育園や幼稚
の再構築」
、
「地域共生の実現」、「京都力の発揮」の
園にあらかじめ登録した保護者に、子育て相談や一
３つの柱で施策を推進します。
時保育サービスを提供するなど、子育て支援の充実
「明日の京都」を実現する３大重点施策
に取り組みます。また、妊産婦や障害者等が駐車ス
第１が、
「京都式地域包括ケア」です。医療・介 ペースを優先利用できる「パーキングパーミット制
護・福祉一体型の「あんしん社会」を築くため、市 度」を普及させるほか、誰もが安心して働ける職場
町村が地域の実情に応じた体制整備を進められるよ づくりを支援するため、ワーク・ライフ・バランス
う、
「地域包括ケア総合交付金」を創設するほか、
「地 センターを設置し、「ひと」に優しい京都府づくりを
域包括ケア推進機構（仮称）」を設置し、医療・介護・ 推進します。
きょうとりょく
「京都力の発揮」としては、本年 10 月に開幕する「国
福祉団体等とも手を携え、オール京都体制で推進し
ます。また、人材確保・育成を進めるとともに、リ 民文化祭・京都 2011」とあわせ、京都文化年とし
ハビリ体制の構築や、基盤整備に重点投資します。
て、１年を通じて京都文化の魅力を発信します。また、
第２が、
「公共再生プロジェクト」です。地域の絆 環境分野においては、けいはんな文化学術研究都市
を強化し、府民とともに「公共」を再生していくた においてエネルギーの地産地消の実証実験を行うな
め、地域力再生プロジェクト交付金事業を拡大する ど、温室効果ガス 40％削減を目標に様々な対策を進
とともに、
「府民力バンク」を設置し、ボランティア めるほか、京都ジョブパークを中心とした雇用対策、
人材と活動団体とのマッチングを進めるほか、ＮＰ 足腰の強い農業づくりを進めるための農林水産業の
Ｏを支える中間支援団体を育成・支援します。また、 振興にも取り組みます。
地域住民が行政と協定を締結して道路や河川、施設
「府民満足最大化プラン」の取組
等の「公共空間」を整備・活用して行う「地域普請」
活動を支援します。
一昨年に策定した「府民満足最大化プラン」に基
きょうりょく
第３が、
「 京 力 中小企業 100 億円事業」です。 づき、行財政改革を進めています。特に人件費につ
中小企業が未来に向かって再生・発展できるよう、 いては、総予算に占める人件費の割合が初めて 30％
中小企業応援隊を創設し、３万社の企業訪問を行う を切りました。このほか、府民ニーズに即した事業
とともに、研究開発助成や設備投資の支援により、 の再構築や府有資産の利活用など、総額で 148 億円
中小企業のイノベーションを進めます。また、優れ の改革を行い、将来を見据えた財政運営にも配慮し
た製品の国内外での市場開拓を積極的に進めるとと ています。
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大阪府

平成 23 年度施政方針と重点政策
このたびの東日本大震災により被害を受けられた
被災地の皆様に、心からお見舞い申し上げます。
３月 11 日に発生した東日本大震災は未曽有の大
災害となり、甚大な人的、物的被害をもたらしました。
現在、大阪でも、官民が連携して、スタッフの派遣
や物資の提供、被災者の受入れ、義援金の募集など
を行っています。このような未曽有の大災害に対し、
大阪府は被害を免れた地域として、平常を保ち諸活
動を継続することで活力を維持して、被災地・者の
支援や国全体の復興に力を注いでまいります。
府庁改革について
平成 20 年春に「大阪府庁は変わります」と宣言
して以来、コスト意識を徹底し、政策マーケティン
グリサーチを進めるとともに戦略本部体制を構築し
てまいりました。私と部局長が“変革と挑戦”に向
けた組織目標を共有するため、施策の目標やスケ
ジュールを明示した「部局長マニフェスト」をスター
トし、さらに次年度の府政運営の方向性を早い段階
で「府政運営の基本方針」として示すことにより各
部局が予算や人員の要求を行う仕組みなどを導入し
てまいりました。今年度からは、これらに対する達
成度の測定、評価・検証などを行うＰＤＣＡサイク
ルが本格的に廻り始めます。
平 成 23 年 度 当 初 予 算 に つ い て
全庁挙げて取り組んだ財政再建プログラム案では
“収入の範囲内で予算を組む”という原則で、ありと
あらゆる事業を聖域なくゼロベースで総点検し、徹
底した歳出削減を実行しました。また府民の皆様や
府議会の皆様、職員の皆さんにもそれぞれに改革の
痛みを分かち合った結果、22 年度までの 3 年間の収
支改善は、一般財源ベースで 3,394 億円にのぼりま
した。
23 年度当初予算では、財政規律の堅持と今後のリ
スク管理を図り、知事重点事業に積極的に財源を配
分しながら、３年連続で、いわゆる黒字を維持する
ことができました。基金償還分を除く一般会計予算
の実質規模は、平成 22 年度当初予算に比べ 0.27％
減となる３兆 2,466 億円（補正予算を含む）です。
今後は、社会保障関係経費が大幅増となるなど中
長期的には不足額が見込まれる年度があるため、こ
の先 20 年程度の長期の財政収支の見通しを立て、
今後の収支不足の状況を明らかにするとともに、予
算編成作業に着手する前に、3 か年の「仮収支試算」

を行い、大まかな見通しを
持って全庁で作業をスター
トさせます。もちろん社会
経済情勢は変動しますが、
現段階で予見可能なリスク
を明示し、それに備えた見
通しを進めてまいります。

大阪府知事

橋下 徹

知事重点施策について
平成 23 年度は治安力の強化など、府民生活の安全・
安心を確保する施策に取り組みながら、教育・子育
て関連の施策や中小企業支援、都市魅力の創造など、
大阪が成長するための施策に力を入れてまいります。
とりわけ“子どもが笑う”は知事としての原点で
あり、大阪の発展を支える子どもたちの教育環境を
充実させるため、私立高等学校等の授業料無償化の
大幅拡大や中学校への給食導入の促進、使える英語
教育の充実など、教育で大阪全体の底上げを進めて
まいります。
また、大阪全体をミュージアムと見立て様々な魅
力を発信する大阪ミュージアム構想では、大阪の特長
を活かした都市魅力のためインパクトとサプライズの
ある投資を進め、
「水都大阪」
「御堂筋イルミネーショ
ン」
「おおさかカンヴァス」さらに「サイクルイベン
ト」や「御堂筋 kappo」などを実施してまいりました。
今年度は、こうした取り組みに加え、商店街や沿道企
業を巻き込んだ大阪挙げての「大阪マラソン」を開催
し、3 万人のランナーが大阪の名所旧跡を駆け抜けま
す。大阪ならではの「祭り」を演出し、大阪の都市魅
力を一気に国内外に発信してまいります。
関西における大都市圏戦略
昨年 12 月に関西 2 府 5 県が結集して関西広域連
合を立ち上げました。府県を越えて設立する広域連
合は全国でも初めてとなります。観光・文化振興、
医療、環境保全など 7 分野の広域事務のほか、東日
本大震災の被災地支援活動でも各府県が担当する県
を決めて集中的に支援を行うなど、素早い対応を繰
り出しています。今後、大阪府が担当している広域
産業振興では、バイオ、新エネルギーなど先端産業
の集積をはじめとする関西のポテンシャルを戦略的
に活かし、国際競争力の強化に資する「関西ブランド」
の形成をすすめるなど、関西産業全体の競争力が高
まるように、各府県で力を合わせ、実効力のある方
向性を打ち出してまいります。
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奈良県

奈良のよき未来をつくる
昨年は１年を通して「平城遷都 1300 年祭」が県
内各地域で盛大に開催され、予想を大きく上回る多
くの皆さまに奈良を訪れていただきました。このに
ぎわいを一過性に終わらせることなく、今回得た貴
重な経験と、奈良が持つ価値を最大限に活用し、こ
れからの奈良県の発展につなげていくことが使命と
強く感じています。
我が国は、依然として経済情勢が厳しい中、社会
保障制度の見直しをはじめ、雇用対策など数多くの
課題に直面しています。本県においても、もともと
大企業が少ない脆弱な財源構造に加え、県税収入の
落ち込みが続いており、自主財源については相変わ
らず厳しい状況にあります。
このように厳しく、先が見通しにくい時代にあれば
こそ、直面する喫緊の課題に的確に対応していかな
ければなりません。新年度予算については、４月に
知事選挙がありましたが、県行政の継続性や県民生
活の安定を考慮し、市町村・関係団体などに不都合
が生じないよう考慮しました。この度、再選させてい
ただきましたが、第２期目をスタートするにあたり、
「奈良県が他に依存することなく自立する」ことを目
標に、仕事に取り組んでいきたいと考えています。
政策課題と重点的な取組
本県で最も大事なことは、雇用の確保です。県外
就業者が 30％と全国一高い本県にとって、県内に
もっと雇用が発生し、所得と消費が県内で循環する
自立した経済構造を創る必要があります。次は、医
療・健康の充実です。救急・がん・周産期・小児な
どの治療分野において、自立的な医療サービスを提
供することが目標です。医療とともに大切なのが予
防・健康づくりです。もうひとつは、ポスト 1300
年祭の取組です。昨年培ったボランティアとの協働
の仕組みをさらに充実させ、観光の発展につなげま
す。さらに、本県は人口が集中する北部と過疎化が
進む中南部という地域格差があり、南部の振興を重
要な課題にしています。
こうした課題について、県民の暮らしをよくした
いという願いを強く持ち、ひとつひとつの課題につ
いて知恵と工夫を凝らし、奈良のより良き未来を創
るため、将来に向けて新たな芽を出すようなチャレ
ンジが必要と考えています。

主な政策

雇用対策の推進と県内消費の拡大

奈良は、ベッドタウンとして発展してきたため、夜
間人口が多く、昼間人口が少ないという特徴がありま
す。そのため、今後も企業立地や地域産業支援を積

極的に進め、新たな雇用を
創出していくとともに、働
く意欲を持つ人々が希望す
る働き方が可能になる雇用
環境の実現、特に女性の就
奈良県知事 荒井 正吾
業支援に取り組みます。も
うひとつは、県内消費の増
加と県外に逃げている消費を取り戻すため、昨年度に
引き続きプレミアム商品券を発行いたします。
医療対策の充実と健康づくりの推進
住み慣れた地域で安心して健やかに暮らすことが
できる健康長寿県を目指しています。そのためには、
救急でも徐々に進行する病気でも、中心となる医療
機関が必要です。全国に誇れる「中心病院と連携す
る医療システム」を構築し、奈良は優秀だと言われ
るような良いモデルを創ろうと考えています。その
ため、県立奈良病院や県立医科大学付属病院を高度
医療の拠点病院として整備するとともに、２つの拠
点病院を中心としたまちづくりを考えているところ
です。
食（栄養）や運動も病気の予防にとって大事なこ
とです。特に運動は、健康増進や生涯スポーツの振
興にも結びついてきますので、スポーツを楽しみ、
人が集うにぎわいの場を創出する「地域総合型スポー
ツクラブ」を充実させていきたいと思っています。
観光の振興
奈良らしい観光の売り出しを考え、奈良をよりす
ばらしい観光地として創造することが必要だと思い
ます。そのため、明日香をはじめとする、奈良県全
体の歴史展示の推進や奈良公園・周辺の整備など、
「巡
る奈良」をテーマに周遊型観光地としての魅力を高
めてまいります。
中南和・東部地域の振興
中南和・東部地域をどのように元気にするのかと
いうことは、県政の中でもやりがいのある分野だと
思います。地域の資源を活用して、地域産業を振興
し雇用の確保を図るとともに、安全で安心な生活環
境の整備や観光・交流を促進します。そのため、京
奈和自動車道の南への延伸、企業立地を推進すると
ともに、南和にある公立の 3 病院を再編し、医療体
制の整備を行います。
限られた財源の効率的・効果的活用、県と市町村・
市町村間の連携強化に努めながら、平成 23 年度も
引き続き、奈良のよき未来をつくることを目標に、
果敢にチャレンジしてまいります。
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和歌山県

「未来に羽ばたく元気な和歌山」の
実現に向けて
はじめに
まず、この度の東日本大震災でお亡くなりになら
れた方々に弔意を表するとともに、被災された皆様
方に心からお見舞いを申し上げます。
被災地の一刻も早い復興を願うとともに、和歌山
県としましては、被災地に対する人的、物的支援に
県民一丸となって取り組んでまいります。
一方で、被害の甚大さを目の当たりにし、地震や
津波の恐ろしさを再認識したところです。東南海・
南海地震の発生が予想されるなか、これまでの避難
場所が適切かどうかなど、防災・減災対策の総点検
を行い、市町村や関係機関と連携しながら、対策を
進めているところです。
平 成 23 年 度 当 初 予 算 ・ 新 政 策 に つ い て
出口の見えない厳しい経済・雇用情勢への対応や、
少子高齢化対策、東南海・南海地震への備え、公共
インフラの整備など課題が山積しており、平成 23
年度は、この直面する課題に的確に対応しながら、
「元
気な和歌山」の創造に向け、県民に『希望』と『安心』
をもたらす政策を積極的に推進していきます。

第１の柱は、
「未来を拓く『希望』の政策」です。
「元気な産業なくして、元気な和歌山はない」との強
い意気込みで、技術開発・販売促進・異業種交流の
「中小企業の成長戦略３本柱」を中心に、和歌山産業
の競争力強化に頑張っていきます。
このため、企画・提案型のビジネスモデルをめざ
す地場産業への一貫した支援や首都圏等への積極的
な販路開拓をめざす企業に活動拠点を提供するほか、
昨年度も多数の応募をいただいた先駆的な産業分野
での技術研究開発支援に係る採択枠を倍増したとこ
ろです。
また、農業緊急戦略アクションプログラムに基づ
く、果樹産地の生産対策を進めるほか、鳥獣害対策
を大幅に強化するとともに、紀州材を使った木造住
宅への補助を拡大するなど農林水産業の振興を図っ
ていきます。
さらに、成長を支える基盤づくりとして、高速道路、
府県間道路の整備を推進するとともに、各生活圏の
背骨にあたる「川筋ネットワーク道路」を重点的に
整備していきます。
観光については、国際チャーター便の就航拡大に
よるインバウンドの促進や世界遺産を活用した企業
ＣＳＲという観点からの誘客、ホテル・旅館の商品
力向上のためのアドバイザー派遣などにも取り組ん
でいきます。
また、環境・新エネルギーの分野では、電気自動
車の充電ネットワークの構築を進めるほか、公益的

な事業者の電気自動車の購
入を支援するとともに、住
宅用太陽光発電設備の導入
支援を引き続き推進してい
きます。
和歌山県知事 仁坂 吉伸
このほか、広く世界で活
躍できる人材を育成するため、実践的な英語力を身
につける授業に新たに取り組むほか、学習につまず
きのみられる生徒に個別指導や放課後学習などのき
め細やかな補充学習等を実施する和歌山方式の学力
向上に取り組んでいきます。
第２の柱は、「命とくらしの現在を守る『安心』の
政策」です。子どもの尊い命を守る子宮頸がん予防
ワクチン等の接種支援や児童虐待への対応を強化す
るなど、安心して子どもを生み育てる環境づくりを
進めていきます。また、医療と介護の連携強化を進
めるとともに、発達障害児者に対する地域での社会
生活訓練等を新たに実施するほか、障害者就業・生
活支援センターを新たに設置するなど、高齢者や障
害者が安心して暮らせる社会づくりを進めていきま
す。
また、地域の拠点病院の整備支援や耐震化を進め
るとともに、地域医療に従事する医師の支援等を行
う地域医療支援センターを設置するなど、県民がど
こでも安心して質の高い医療サービスが受けられる
体制を整備していきます。
さらに、近年多発するゲリラ豪雨等への対策とし
て、中小河川の浸水対策予算を大幅に拡充するとと
もに、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修
の補助要件を緩和することにより、災害に強い基盤
づくりを進めていきます。また、暴力団排除条例の
制定を契機に県民全体で暴力団排除運動を展開して
いきます。
このほか、平成 22 年度から、医療・福祉・交通といっ
た生活利便性の向上や、集落の活性化を支援する「過
疎集落支援総合対策」を実施しているところですが、
引き続き、取組の拡大や内容の充実に努めます。
おわりに
平成 23 年度当初予算は、定数削減をはじめとし
た人件費のさらなる抑制など徹底した歳出の見直し
に取り組む一方、総額で 5,427 億円（対前年度比
1.5％増）と３年連続で増加し、直轄負担金除きでは
昨年を上回る投資的経費の総量を確保するなど、景
気に配慮した予算編成を行ったところです。
厳しい社会経済情勢ではありますが、元気な和歌
山を創出するため、全身全霊をかけて取り組んでま
いります。
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兵庫県

自立新時代に向かって
東日本大震災の被災地への支援

組みを促進します。また、
子育て環境の充実などによ
り生活の安心基盤を確保し
つつ、街の賑わいや交流の
場づくりなど安心を支える
兵庫県知事 井戸 敏三
地域社会をつくります。
地域の自立
第三に、地域が自立した新時代をめざし、広域課
題への対応と地域活力の増進に取り組みます。関西
広域連合が関西全体の広域事務の責任主体となると
ともに、分権改革の突破口を開きます。兵庫には多
様な地域があります。それぞれの課題に的確に対応
平 成 23 年 度 の 兵 庫 県 政
するため、活力を支える基盤を整え、地域独自の取
新たな 10 年へ
り組みを支援します。
21 世紀に入り、10 年が経ちましたが、国内外で 明日の兵庫の枠組み
競争の激しさが増しています。日本全体が東日本大
明日の兵庫に向かって、地域の夢を描き、その実
震災という試練に直面している今だからこそ、セー 現へのシナリオを準備するため、21 世紀兵庫長期ビ
フティネットを基本とした協調、協力の原理で成り ジョンの見直しを進めます。人と人、地域と地域の
立つ社会が求められているのではないでしょうか。 絆こそが地域を元気にします。新しい兵庫の未来、
これからの 10 年は、まさに正念場と言えましょう。 将来像を明らかにしたいと考えています。そして、
関西広域連合も出発しました。兵庫は兵庫らしく、 将来像の実現をめざしていくには、持続可能な行財
これからの兵庫の姿を見通し、新たな 10 年への道 政基盤の確立が不可欠です。社会経済情勢の変化や
筋をつけ、分権時代の先達としての役割を果たさね 県民ニーズを的確に捉え、選択と集中の徹底を基本
ばなりません。
に、第２次行革プランに基づき、新しい改革の取り
自立と連携、広域と狭域
組みを進めます。
県政を取り巻く課題は、世界的な広がりを持つも
施策推進の５つの柱
のや国と地方の関係など広域で考えるべき課題、地
域コミュニティの再生など小さな単位で考えねばな
以上の基本的考え方のもと、「経済の自立」「安全
らない課題など、多岐にわたりますが、一人ひとり 安心で質の高い生活」「地域の自立」の３つを基軸
が自立し、絆をつなぎ、協調、協力することが、そ として、「新時代の経済社会づくり」「安全安心の基
の解決に繋がるものと考えます。このため、平成 23 盤づくり」「質の高い生活づくり」「地域の魅力と元
年度の県政は、
「自立と連携」を基本姿勢に、「広域 気づくり」「兵庫の自立の枠組みづくり」の５つの
と狭域」の視点をもって推進します。
柱に沿って、明日の兵庫へとつながる諸施策を展開
経済の自立
します。
第一は、経済の自立です。世界レベルの科学技術
基盤とものづくりの強みを生かし、先端産業や健康、
昨年 10 月には、京都府、鳥取県とともに、日本
環境など成長分野の産業を育成します。農林水産業 海形成から現在に至る多様な地質や地形が存在する
は、ブランド化など多様な視点で考え、取り組みを 「山陰海岸ジオパーク」が世界ジオパークネットワー
進めます。雇用は、このような経済の自立のうえに クに加盟認定されました。今年 11 月には、全国的
確保されるものではないかと考えます。
なＢ級グルメのイベントである「Ｂ - １グランプリ
安全安心で質の高い生活の実現
in 姫路」、「感謝と友情」をテーマに阪神・淡路大震
第二に、安全安心を支える基盤を充実し、質の高 災の復旧・復興における教訓や体験、兵庫・神戸の
い生活の実現をめざします。
魅力を国内外に発信する「第１回神戸マラソン」な
このたびの想定を上回る大震災を踏まえ、東南海・ どの開催が予定されています。全国の皆さん、ぜひ
南海地震への備えの強化など、自然災害などへの危機 多彩な魅力あふれる兵庫にお越し下さい。
管理を徹底し、環境・エネルギー問題は、日々の生活
と密接に関係しているため、一人ひとりの身近な取り
わが国観測史上最大となるマグニチュード 9.0 を
記録した東日本大震災により、甚大な被害が発生し、
多くの生命が失われました。犠牲となられた方々に、
心から哀悼の意を表します。そして、被害に遭われ
た皆様に、心からのお見舞いと一日も早い復旧復興
をお祈りします。
阪神・淡路大震災の被災地としての経験と教訓を
生かすとともに、関西広域連合の広域防災を担う県
として、構成府県協働のもと、最大限の被災地支援
に引き続き取り組んでいきます。
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岡山県

夢と元気あふれる岡山を目指して
先般の東日本大震災により、お亡くなりになられ
た方々に対しまして、深く哀悼の意を表しますとと

しかしながら、独自の給
与カットなどの緊急避難的

県民会議」や庁内対策本部を立ち上げ、県内の各界
各層が一丸となり、県民が心を一つにして、最大限
の人的、物的支援を行ってきました。

念されるところであり、引
き続き、県税収入率の向上などの歳入確保や、事務
事業の見直しなどによる着実な職員数の削減など、

もに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げ
ます。
本県では、この大災害に際し、「東日本大震災支援

今後とも、被災地の一日も早い復旧・復興に向け
て、本県としての役割を全力を挙げて果たすととも
に、県の防災対策の見直しや、県内産業などへの震

災の影響把握とその対策を強力に推進していきます。

な対策に依存した財政運営
に変わりはなく、また、東
日本大震災の影響なども懸

岡山県知事

石井 正弘

改革の最終年度となる平成 24 年度に向け、一層強
力に取り組んでまいります。
平 成 23 年 度 の 重 点 施 策

地域経済の安定的な回復と雇用の確保を図るため、
切れ目ない経済・雇用対策を推進するとともに「夢
本県では、県政運営の指針である「新おかやま夢づ と元気」をキーワードに、岡山の成長・発展につな
くりプラン」に基づき、基本目標に掲げる「快適生活 がる施策を展開します。
県おかやま」の実現に向けて、県民と目標を共有し、
具体的には、まず、今年３月に策定した「おかや
個性豊かで活力ある地域づくりを進めています。
ま新エネルギービジョン」の推進に取り組みます。
今年度は、プランの中期行動計画（５年間）の最 特に、全量固定価格買取制度の導入を見据えたメガ
終年度に当たることから、3 つの基本戦略である「教 ソーラーの誘致については、先般、県内の設置候補
育と人づくりの岡山」の創造、「安全・安心の岡山」 地 20 箇所を公表するとともに、新たに補助制度を
の創造、
「産業と交流の岡山」の創造の総仕上げを図 創設したところであり、全国に先駆けて民間事業者
る事業を着実に進めます。
によるメガソーラーの設置を促進してまいります。
加えて、来年度からスタートさせる「第 3 次おか
また、本県の優れた観光資源や競争力のある農産
やま夢づくりプラン（仮称）」の策定に取り組みます。 物などを売り込む「元気アジアにおける総合プロモー
次期プランでは、アジア経済の目覚ましい成長な ション」について、交通の結節点としての優位性を
新おかやま夢づくりプランの推進と策定

ど、現プラン策定後の時代の変化や東日本大震災の
影響を的確に捉えた「選択と集中」の観点から、
「安全・
安心な地域づくり」、「将来を担う人づくり」
、
「発展
につながる産業づくり」
、
「豊かで潤いのある暮らし

生かしながら、東アジア各地で展開するとともに、
岡山の文化や産業集積、医療分野での先進性など「岡
山の強み」を全国にアピールする事業を実施します。
さらに、県政の最重要課題の一つである中山間地

なども踏まえた新たな施策を盛り込みたいと考えて
います。

策を総合的に展開し、主体的・自立的な地域づくり
を支援していきます。

づくり」の 4 つの基本戦略を構築するとともに、県
民の皆様などからいただいた幅広いご提言、ご意見

域の活性化については、「中山間地域等活力創出支援
事業」などにより、ハード、ソフト両面にわたる施

行財政改革への取り組み

地方分権改革

本県では、
「岡山県行財政構造改革大綱 2008」を
策定し、持続可能な財政構造の確立に向け、改革を
進めているところですが、これまで一般財源ベース

地方分権に関する 3 法が成立し、国と地方が対等、
協力の関係のもと、実効性のある協議を進める場が
できることになりました。一括交付金のあり方を含

円となっており、取り組みは順調に進展していると
考えています。

動きをさらに加速させてまいります。

で 100 億円の一般施策費の削減、56 の公の施設の
見直し、940 人の職員数削減などに取り組んできた
結果、今年度当初予算段階における効果額は 305 億

めた地方税財源の充実強化や更なる義務付け・枠付
けの見直しなど、国と地方の協議の場などを活用し
て、全国知事会などとも連携しながら、地方分権の
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島根県

「誰もが住みやすく、活力ある島根」を
目指して
東日本大震災でお亡くなりになられた方々とその
御遺族に対し、深く哀悼の意を表しますとともに、
被災された方々に対し、心からお見舞いを申し上げ
ます。一日も早い生活の再建と被災地域の復興をお
祈りいたします。島根県としても、全力を挙げて被
災地の復旧・復興を支援してまいります。
産業の振興と雇用の確保
島根県では、少子高齢化と人口の減少傾向が続い
ており、その対応策として、産業の振興と雇用の確
保を重要な課題と位置づけています。
ＩＴ産業の振興では、松江市とともに島根発のプ
ログラミング言語「Ｒｕｂｙ」の利用拡大を推進し
ており、現在、
「Ｒｕｂｙ」を活用したソフトウェア
開発に取り組む企業が、30 社を超えるまでになりま
した。今後さらに、県内の情報関連企業が強みとす
る技術を活かし、収益性の高いビジネスが確立でき
るよう支援を行っていく考えです。
あわせて、ものづくり・情報関連産業の競争力を
高めていくため、大学、高専、民間企業とも連携し、
優れた人材の育成・確保を進めていきます。
企業誘致については、知事に就任以来、これまで
の 4 年間で、県内の誘致企業の認定件数は 54 件、
総投資額は 670 億円、新規雇用計画数は 1,800 人に
のぼるなど、一定の成果をあげてきました。今後も
引き続き、産業振興の大きな柱として取り組んでい
きます。
また県内産品の販路拡大に向けて、これまでに、
全国に販路を展開している企業との間で、業務提携
の協定を結んでいます。これにより、全国規模での
販路開拓や観光誘客などをさらに強化していくこと
としています。
一方で、農林水産業への関心の高まりにより、新
たに就農する若者も増えてきました。このような方々
のために、就農支援を拡充したり、農業法人等への
支援を拡充するなど、積極的に支援していきます。
また、昨今、食の安全・安心や環境問題への関心
が高まっており、県独自の認証制度や有機農業の推
進などにより、島根農業のブランドイメージの向上
を図っていきます。
歴史・文化を活用した観光の振興
石見銀山の世界遺産登録や「しまね海洋館アクア
ス」の施設整備などが行われ、また近年島根を舞台
にしたテレビドラマや映画が数多く制作されたこと
により、全国的に島根への関心が高まってきたと感
じます。

さらに、来年の古事記編
纂 1,300 年 や、 再 来 年 の
出雲大社の大遷宮という好
機を活かし、市町村や民間
団体と一体となって、観光
島根県知事 溝口善兵衛
交流の一層の拡大を図って
いきます。
また隠岐地域では、平成 24 年度の世界ジオパー
ク認定を目指して、地元で準備が進められており、
県もこの活動を積極的に支援していきます。
安全・安心な暮らしの確保
今般の東日本大震災の経験も踏まえ、安全安心の
県土づくり、島根原子力発電所の安全防災対策など
に、全力を挙げて取り組みます。
県内各地で深刻化する医師不足に対しては、さら
に医師の県内定着を図るため、行政・医師会・医療
機関・大学等が一体となって、若手医師のキャリア
形成を支援するプログラムを策定するとともに、県
内定着促進の中核となる「地域医療支援センター（仮
称）」の設立準備を進めていきます。
看護職員の確保については、奨学金制度により県
内就業を促進するとともに、県内病院での研修を支
援することなどによって、新人看護職員の定着と経
験者の再就職を促進していきます。
また、平成 24 年 4 月の島根県立大学短期大学部
看護学科の４年制化に向け、施設整備や教員の確保
などの準備を進めているところです。
子育て支援については、地域ニーズに応じた保育
サービスを提供するとともに、地域での子育て支援
活動を推進し、安心して子どもを生み育てられる環
境づくりに取り組みます。
教育については、子どもたちがふるさとに愛着を
持ちながら、健やかな体と確かな学力を育み、心豊
かに育つよう、学校・家庭・地域社会が連携し、教
育の充実を図っていきます。
島根県の離島・中山間地域では、地元の方々が、
地域の高校と連携し、高校の魅力を高め、地域の外
からも入学生を受け入れる活動に積極的に取り組ん
でおり、今後こうした地域の主体的な取組に対して
も支援を行っていきます。
活力ある島根を目指して
島根には、豊かな自然、古き良き文化・伝統、温
かい人間関係や地域社会があります。私は、このよ
うな島根の強みを活かしながら、
「誰もが住みやすく、
活力ある島根」を目指し、全力を尽くしてまいります。
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広島県

「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と
心から思える広島県の実現
この度は，東日本大震災で犠牲になられた多くの
方々に対しまして，深く哀悼の意を申し上げますと
ともに，今なお避難所等での生活を余儀なくされて
いる皆様に心より御見舞と激励を申し上げます。こ
の度の震災は直接的には東日本に被害を与えていま
すが，経済的には広島県内にも大きな影響が生じて
おり，この未曾有の大災害に対し，日本全国を挙げ
て全力を尽くして復興してまいらなければならない
と考えております。原爆の惨禍から復興をなしとげ
た広島県としては，必ずや東日本に明るく笑顔あふ
れる日々が戻ることを確信しております。
「広島県職員の行動理念」と「３つの視座」
さて，私は一昨年 11 月に知事に就任し，まず最
初に全庁をあげて，県行政に携わる私たちが果たす
べき使命等を明らかにした「広島県職員の行動理念」
を策定いたしました。これを全職員で共有し，「県民
起点」
，
「現場主義」，
「予算主義から成果主義への転換」
を県政運営の「３つの視座」として，日々の業務の
中で徹底してまいりたいと考えております。
「ひろしま未来チャレンジビジョン」の策定
また，昨年度は，これからの 10 年間を展望し，
県民の力とイノベーションをエネルギーに，成長を
持続させ，広島県の新しい姿を創り上げていくため
の「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定した
ところです。このビジョンは，県民の皆さんが将来
にわたって，
『広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かっ
た』と心から思える広島県を実現していくことを基
本理念としております。人生には色々なライフサイ
クルのステージがありますが，どの場面においても，
広島県と関わったこと，あるいは広島県に居住して
いることについて，満足をしていただけるような広
島県を創り上げていくことに取り組んでまいります。
ビジョン実現に向けた「実行元年」
今年度は，このビジョンを実現していくためのス
タートを切る年であり，「実行元年」となります。ビ
ジョンでは，
「人づくり」，「新たな経済成長」，「安心
な暮らしづくり」
，
「豊かな地域づくり」の４つの挑
戦を柱としておりますが，とりわけ，全ての分野の
活力の源となる「人づくり」と広島県の成長を促す
エンジンとしての「経済成長」に重点的に取り組み
ながら，成長を確実に軌道にのせ，県民生活の安心
と豊かな地域づくりにつなげてまいりたいと考えて
おります。更に，ビジョンを着実に進めていくため
には，県民や企業，団体など，それぞれの主体が自
らのできる最大限のことをやっていくことが重要で
あり，県としては，皆様の意欲ある取組を様々な方
法で後押しし，一致団結して，広島県の未来づくり

に取り組んでいけるよう全
力を注いでまいりたいと考
えております。
平 成 23 年 度 の 主 な 重 点 施 策
広島県知事 湯﨑 英彦
このような観点から，ま
ず，人づくりについては，
少子高齢化による労働力人口の減少を踏まえ，若者
の県外流出の防止や女性の社会参画の促進，グロー
バルな感覚を持った人材の育成などに積極的に取り
組みます。
また，経済成長については，本県経済の中長期的
な発展に向けて，官民連携方式の「株式会社ひろし
まイノベーション推進機構」を設立し，出資先企業
に対して中長期的な成長資金を供給するとともに，
技術，人材，マーケティング等の総合的な経営支援
を行います。観光面では，瀬戸内海の地域のブラン
ド力を高め，産業の活性化及び交流人口の増加によっ
て，豊かな地域社会の実現を目指す「瀬戸内 海の
道構想」を進めているところです。今年度は，市町
や近隣県などとも連携しながら，瀬戸内ブランドの
形成に向けたプロジェクトを広域的に展開いたしま
す。あわせて，来年１月から放映される大河ドラマ
「平清盛」などを軸に，大型観光キャンペーンとして
新たなコンセプトに基づく集中プロモーションを展
開してまいります。
安心な暮らしづくりについては，安心できる医療
サービスの提供に向けて「がん対策日本一」を掲げ
ており，高度で効果的な放射線治療を県民の皆様に
提供するため，公設民営方式で，「高精度放射線治療
センター（仮称）」の整備を進めます。
豊かな地域づくりについては，魅力ある中山間地
域の形成に向け，産業対策を基本とした「地域の未
来創造計画」の策定に取り組む過疎自治体を積極的
に支援します。
また，本県は人類初の原爆による破壊から復興し
た県として，平和への取組を推進し，世界平和に貢
献していく必要があると考えております。
このため，国際平和の実現に向けた具体的なプロ
セスなどを取りまとめた「国際平和拠点ひろしま構
想」や平和のメッセージを強く発信していくための
「ひろしま平和発信コンサート構想」を策定し，具体
的な取組につなげていくこととしております。
このほか，今年度から政策の実効性を高め，確実
な成果に結びつけていくため新たな施策マネジメン
トをスタートさせることとしており，こうした取組
を着実に進めることにより，「将来にわたって，『広
島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった』と心か
ら思える広島県の実現」に向け，県民の皆様とともに，
新たな広島県づくりを進めてまいります。
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山口県

「住み良さ日本一の元気県づくり」の
総仕上げに向けて
県づくりの総仕上げ

景気の長引く低迷は、県内経済にも深刻な影響を
与え、県財政も厳しい状況が続いていますが、今回
の東日本大震災は、東北地方に大きな傷跡を残した
だけでなく、日本経済にも深い影を落とし、我が県
への影響も少なくありません。
本県では、このような問題に加え、全国より一足
早い少子・高齢化や人口減少への対応、県土の 7 割
を占める中山間地域対策、度重なる豪雨災害等を踏
まえたくらしの安心・安全の確保など、困難な課題
が山積していますが、このような状況を克服し、本県
が将来にわたって元気で存在感のある地域であり続
けるための道筋をつけていくことが極めて重要です。
このため、私は、県民誰もが住み良さを実感でき、
活力ある「住み良さ日本一の元気県」を実現してい
くことを目標に掲げ、これまで、県政運営の指針で
ある「住み良さ日本一元気県づくり加速化プラン」と、
その土台をなす持続可能な行財政基盤の構築を目指
す「新・県政集中改革プラン」に沿って、県づくり
を進めてまいりました。そして、両プランの目標年
度である平成 24 年度を控え、本年度はこの２つのプ
ランの総仕上げを果たすべき実質的な最終年度です。

理していくこととし、土地
開発、道路、住宅供給の３
公社の本年度末での廃止に
向けて所要の予算を計上い
山口県知事 二井 関成
たしました。
今後は、今回の震災の影
響などにも的確に対応しながら、県づくりの総仕上
げを確実に成し遂げていきたいと考えております。
おいでませ！山口国体・山口大会

私は、県づくりの原動力となるのは、県民の知恵
と力を結集した「県民力」であり、地域の優れた特
性や資源が生み出す「地域力」であると考えています。
このため、本年秋に開催される「おいでませ！山口
国体・山口大会」を県民総参加の大会として成功さ
せることにより、平成 13 年の「山口きらら博」や
平成 18 年の「国民文化祭やまぐち」の成功を通じて、
ホップ、ステップと確実に高まってきた県民力や地
域力を大きくジャンプさせ、これからの県づくりの
力強い推進力にしていきたいと考えております。
このたびの東日本大震災は、未曾有の災害であり、
まさに国難というべき事態でありますが、国民体育
大会の歴史を紐解けば、終戦翌年、戦後の混乱の最
平 成 23 年 度 当 初 予 算
中に戦後復興に向けてそのスタートを切ったもので
このため、私は、当初予算を２つのプランの「総 あります。私は、こうした原点に立ち返り、両大会
仕上げ予算」と位置付け、最大限の予算措置を講じ を、被災地と全国に向けて、勇気と希望、そして元
ました。
気を送る、復興の象徴となる大会としたいと考え、国、
具体的には、放課後児童クラブ数など「加速化プ 日本体育協会等に提案し、「たちあがれ！東北 がん
ラン」の数値目標として設定している 104 の「住み ばろう！日本」を合言葉に、復興支援国体として開
良さ・元気指標」が一つでも多く達成できるよう、 催することとしたところであります。併せて、被災
予算の配分に努め、特に優先すべき重点事業には、 地選手団の参加経費の支援なども提案しております
集中的・重点的な予算配分を行いました。
ので、今後、その具体化に向けて、共催者との協議
こうした予算措置を通じ、本年４月には、全ての や連携をさらに進めてまいります。
小・中学校での 35 人学級化を、全国に先駆けて完
全実施いたしましたし、私が最重要課題として考え 山 口 県 の 確 か な 未 来 に
る、学校の耐震化の推進や医師不足対策などの「く
もとより、県づくりにゴールはなく、これからも
らしの安心・安全基盤の強化」をはじめとして、成 連綿と続いていくものであり、知事としての私の総
長が見込める分野の企業誘致、投資誘致、新規事業 仕上げは、将来につながる県づくりの強固な基盤を
展開等を通じた「新規雇用２万人創出構想」や、交 作り、それをしっかりと引き継いでいくということ
流人口の拡大による「年間観光客３千万人構想」の であると考えています。
実現、地産・地消の拡大等に最大限の取組を行って
私は、県勢の発展基盤を揺るぎないものとし、県
いるところです。
民誰もが住み良さを実感できる「住み良さ日本一の
また、将来にしっかりとした行財政基盤を引き継 元気県」の実現に向けて、これまで進めてきた県づ
ぐため、
「新・県政集中改革プラン」の総仕上げに向け、 くりの成果の結実と、次代への確実な継承に、全力
行政、財政、公社の３つの改革を着実に進めている で取り組んでまいります。
ところですが、特に公社改革については、将来の世
代に過大な負担を残さないよう、私の代で確実に処
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香川県

香川の「元気」「安心」「夢と希望」
～讃岐の元気に本気でとりくむ予算～
香川県では、厳しい経済情勢と財政状況の中、昨

年 12 月に策定した「財政運営計画」に基づき財政

奨学金制度を平成 24 年度
から実施するための準備を

健全化に向けた取組みを進める一方で、「元気の出る

進めます。

を実現するための施策に、財源を思い切って重点配

や相談をし合える「つどい

しました。

るほか、年間を通じた待機児童解消に向けた取組み

香川」
、
「安心できる香川」、「夢と希望あふれる香川」
分し、効果的でメリハリのある予算となるよう編成
その結果、一般会計当初予算額は、4,275 億 100

万円となり、総額では前年度を下回っているものの、
前年度の特殊要因を除けば、43 億円余り上回る規模

親子が気軽に集い、交流
香川県知事

浜田 恵造

の広場」の設置などを進め
を行います。

南海地震などの大規模な地震に備え、民間住宅の

耐震化を進めるため、新たに住宅の耐震診断や耐震

となりました。

改修に要する経費を市町とともに補助します。

元気の出る香川

するため、住宅用太陽光発電システムなどに対する

製造業の経営基盤の強化や、積極的な事業展開を

支援するため、中小企業者が借り入れる設備投資資

地球温暖化対策では、温室効果ガスの排出を抑制

補助制度を創設します。

金の利子に対する補助を行います。

夢と希望あふれる香川

までの研究成果を生かして事業化に取り組む企業を

イメージの形成を図るため、県内各地の文化芸術資

基盤技術産業と食品産業に加え、医療や福祉など健

ド力の高まったせとうちアートなどを活用し、「アー

糖質バイオ分野の事業化の促進を図るため、これ

観光の振興では、香川県の認知度向上やブランド

支援するとともに、本県の強みである、ものづくり

源の集積や瀬戸内国際芸術祭の開催により、ブラン

康関連分野への県内企業の進出を支援します。

トの香川」を前面に打ち出した効果的な情報発信を

厳しい経済・雇用状況が続く中、内定を得ていない

学生を対象にセミナーや企業見学会などを開きます。

行います。

教育の推進では、児童生徒に確かな学力を身につ

高校生の就職を支援するため、ジョブサポートティー

けさせるとともに、暴力行為などの問題行動や教員

携を充実・強化するための組織を設立します。

するなど、新たな香川型指導体制を整備します。

を県内外で開催したり、積極的なトップセールスに

いた香川オリーブガイナーズや今シーズンから JFL

り組むとともに、急成長するアジア市場など海外へ

スポーツチームの支援を行います。

チャーを大幅に増員するとともに、新たに産学官の連

の多忙化などに対応するため、教員を県単独で配置

県産品の振興では、香川の食をテーマとした祭り

スポーツの振興では、昨年独立リーグ日本一に輝

より、大都市圏での新規販路開拓や販売額増大に取

で戦うカマタマーレ讃岐をはじめとした地域密着型

の市場開拓を行います。

県産野菜や果樹を選んで購入していただけるよう

今年度は、今後の県政運営の指針となる新しい総

にするため、全国有名店などのニーズを踏まえた品

合計画を策定します。

的な栽培指導を行い、ブランド力の強化を図ります。

向け、新しい飛躍をしていく年になるように、私自

くの観光客が県内に滞在するための支援に加え、上

います。

質基準の設定や生育段階ごとの糖度測定による効果

上海線の長期的な発展を図るため、中国からの多

海市周辺地域での県内企業の事業展開を支援します。
安心できる香川
子育て支援対策では、乳幼児医療費の支給対象年

今年一年を、香川県の経済、文化、社会が繁栄に

らが先頭に立ち、道を切り拓いていきたいと考えて

県内の８市９町と連携し、県民の皆様とともに、
「赤

ちゃんからお年寄りまで、すべての人が笑顔で元気
に暮らせる香川」の実現を目指し、全力を挙げて取
り組んでまいります。

齢を引き上げるとともに、大学生などを対象にした
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愛媛県

え がお

愛顔あふれる愛媛県づくり
平成 23 年度当初予算は、知事に就任して初めての当
え がお

初予算であり、公約とした「愛顔あふれる愛媛県」の
実現を、力強く着実に目指す予算とするよう努めました。
１

え がお

雇用、経済に愛顔を

県単独の緊急経済対策として、公共事業の別枠で
の計上や県立学校校舎等の耐震化に積極的に取り組
むとともに、雇用・就業機会の創出や若者の就活力
の向上、ニート対策の強化や地域企業で活躍できる
人材の育成を図ります。
また、ものづくり産業の優れた技術や製品のデー
タベース化による取引促進、農林水産物を素材とし
た地域間・産業間の連携促進や情報発信・販路開拓
を支援するほか、新繊維産業技術センターの整備促
進、中小企業への融資枠の確保等に取り組みます。
さらに、
「愛媛県経済成長戦略 2010」に掲げる食
品、低炭素、健康、観光の各ビジネス等の推進に取
り組むほか、高速道路の宇和島延伸の促進や国際物
流拠点としての港湾整備、ＪＲ松山駅付近の鉄道高
架など、本県経済の成長を支えるインフラ整備を図
ります。
２

え がお

農林水産業に愛顔を

「愛」あるブランドをはじめ県産農林水産物のブラ
ンド化の推進、首都圏等での県産農林水産物の認知
度向上と販路開拓に努めるとともに、農林漁業者の
６次産業化に向けた取組みを支援します。
また、高品質果実の生産・出荷体制の整備、真珠・
真珠母貝の生産体制強化と品質向上対策、えひめ森
林そ生プロジェクトの推進など、他産地に負けない
力強い産地づくりに努めます。
さらに、県下全域で深刻化するイノシシやニホン
ジカなど野生鳥獣による農林作物被害の防止対策に
取り組みます。
３

え がお

お年寄りや障害者に愛顔を

医師確保のための奨学金貸与制度を実施するとと
もに、医療施設や休日夜間急患センターを整備する
ほか、がん対策や引きこもり対策などを推進し、保健・
医療体制の充実を図ります。
また、行政、ＮＰＯ、事業者等の協働による高齢
者支援体制の整備を進めるほか、障害者の自立に向
けた支援を強化するとともに、青少年のボランティ
ア活動の支援や、県民、ＮＰＯ、企業等が地域課題
の解決に共助の精神で取り組む「新しい公共」の活
動を支援します。
４

え がお

子供たちに愛顔を

ＩＣＴの活用や英語教育、体験活動等の研究・実
践に取り組み、教員の授業力向上と児童生徒の学力
の定着・向上を図るとともに、学校・家庭・地域が
連携した子育て支援の充実を図ります。
さらに、地域に密着したプロスポーツの振興や、
愛媛国体開催に向けての準備を進めます。

５

え がお

観光に愛顔を

スペシャルドラマ「坂の
上の雲」効果を県内全域に
波及させるため、しまなみ
海道などの地域資源を積極
愛媛県知事 中村 時広
的に活用し、宿泊滞在型の
広域観光ルートづくりを推進します。
また、首都圏での観光・物産ＰＲイベントの開催に
取り組むほか、修学旅行や全国大会等コンベンション
の誘致に努めるとともに、高速道路の宇和島延伸を契
機とした観光振興イベントの開催準備を進めます。
さらに、松山空港国際線の利用促進に向け、イン
バウンド、アウトバウンド両面からの強化対策を実
施するとともに、台湾との観光交流を促進するなど、
国際観光を推進します。
６

え がお

地域の安全・安心に愛顔を

市町と連携して自主防災組織の核となる防災士の
養成に取り組むとともに、県立学校校舎や医療施設、
警察施設等の耐震化や今治警察署の建替え整備など
を進めます。
また、山鳥坂ダム建設予定地の水源地域住民の生
活の不便解消と安全・安心の確保を図るため、生活
基盤整備に取り組みます。
７

え がお

地球に愛顔を

地域住民の環境活動への参加を促進するとともに、
次世代の環境リーダーとなる人材の育成、高校生に
対する環境教育の充実に努めます。
また、温室効果ガスの削減を図るため、家庭部門
における省エネ行動の実践や事業所の環境配慮活動
も

り

の支援、森林環境税を活用した県民参加の森 林づく
り運動などを推進します。
さらに、事業者等の先進環境ビジネスへの取組み
を積極的に支援するため、温室効果ガスの排出削減・
吸収を促進させる国内クレジットやオフセット・ク
レジット制度に取り組む中小企業等を支援します。
８

東日本大震災関連

以上の当初予算に加えて、東日本大震災の被災地支
援として、職員やボランティアの派遣、被災者の受入
れなどの支援を迅速かつ適切に行うため、緊急に措置
を必要とする経費について専決処分を行いました。
また、長期化が予想される被災者等の支援に充て
るため、県民の皆様や県内企業等からの支援金の受
え がお

け皿として「えひめ愛顔の助け合い基金」を設置し
たところであり、被害のなかった地域の使命として、
引き続き可能な限りの支援に努めてまいります。
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高知県

県勢浮揚に向けた歩みを確かなものとする
「正念場の年」
はじめに

高知 龍馬ふるさと博」を
このたびの東日本大震災において亡くなられた 核 と し て、 龍 馬 ブ ー ム を
皆さま方、またそのご遺族の皆さま方に対し、心 一 過 性 の も の に 終 わ ら せ
よりお悔やみを申し上げますとともに、被災され な い 本 県 観 光 の ス テ ッ プ
高知県知事 尾﨑 正直
た皆さま方に対し、お見舞いを申し上げます。高 ア ッ プ を 目 指 し た 取 組 を
知県といたしましても被災地の復旧復興に向け全 進 め ま す。 さ ら に は、 今
年度を「国際観光推進元年」と位置付け、国際観
力で支援してまいります。
光客の誘致に向けた取組を強化します。
正念場の年
②「日本一の健康長寿県構想」の改訂
医師確保対策のさらなる強化や高知型福祉を実
私は、知事に就任以来「対話と実行」を基本姿勢
に、
「 経済の活性化」
「教育の充実と子育て支援」
「日 践する「あったかふれあいセンター」の活動強化
本一の健康長寿県づくり」「県民の安全・安心の確 など構想を大幅にバージョンアップし、子供から
保に向けた地域の防犯、防災の基盤づくり」「イン 高齢者まで、県民の誰もが地域で安心して暮らせ
フラの充実と有効活用」といった５つの基本政策 る社会を目指していきます。
を中心に、県勢の浮揚に向けて全力で取組を進め ③教育改革の着実な推進
平成 20 年度に策定した「学ぶ力を育み心に寄り
ております。実質的な初年度となりました平成 20
年度、「足固めの年」として産業振興計画や教育の そう緊急プラン」による取組の結果、小中学生の
充実に向けたプランの策定など各種の計画づくり 学力・体力は、ともに明らかな改善傾向が見られ
を行い、２年目を「実行元年」、３年目を「挑戦の年」 ています。目標達成に向け、新たな取組も加えま
と位置付け、効果的な施策の実行に努めてまいり して、引き続き改革を着実に進めていきます。
④インフラ整備を加速化
ました。
高速道路のミッシングリンクの解消をはじめと
任期の最終年となります今年度は、昨年度の龍馬
ブームの追い風の弱まりに加え、大震災による様々 するインフラ整備を加速化します。特に南海地震
な負の影響が本県に及ぶことも予想され、これま 対策はソフト対策とあわせて津波対策を抜本強化
でに蓄積した仕組みやノウハウを礎に、県勢浮揚 し、県民の命を守ることに全力を挙げて取り組み
への足掛かりをしっかりと築いていくことができ たいと考えています。
るのか、まさに「正念場の年」だと思っています。
財政健全化の推進
平 成 23 年 度 当 初 予 算 の ポ イ ン ト

一方で、こうした取組を継続し、県勢浮揚につな
げるためには、将来に向けて安定した財政運営を
継続していく必要があります。このため、県債残
高の逓減による将来負担の軽減や基金などの有効
活用と合わせて、行政のスリム化や事務事業の見
直しなどによる財源不足額の圧縮を図ることなど
により、ほぼ前年並みの一般財源を確保するなど、
財政の健全化を進めることができたものと考えて
います。

政策の実効性をより高め、具体的な成果に結び
付けることを念頭に、4 つの柱を中心とする予算編
成を行いました。
①産業振興計画のさらなるバージョンアップ
地産外商活動のさらなる展開を図りますととも
に、これまでの仕込みを生かした取組として、「も
のづくりの地産地消」を抜本的に強化することと
しています。具体的には企業ニーズへの窓口機能
の強化を図るため「ものづくり地産地消センター」
最後に
を設置するほか、企業立地関係の補助金制度を抜
しかしながら、まだまだ多くのことが道半ばで
本的に改正し、全国トップクラスの支援体制を整
あり、これまで以上に私自身が率先して汗をかき、
えることとしております。
あわせて、新エネルギーを産業振興に生かして 県民の皆様と共に力を合わせて、県勢浮揚に向け
いく取組や、産学官連携の強化による地域産業の た取組を全力で進めてまいります。
育成と事業化支援の取組も強化します。
観光については、３月５日に開幕しました「志国
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長崎県

県民の総合力を結集して
輝く長崎県を創る

去る３月 11 日に発生しました「東日本大震災」に
おいて、犠牲になられた方々に、深く哀悼の意を表
しますとともに、被災された皆様に対しまして、心
からお見舞いを申し上げます。本県は、長崎大水害
と雲仙普賢岳噴火災害という大きな災害を体験しま
したが、その都度、全国の皆様から大変温かい励ま
しとご支援をいただいて今日の復興を実現すること
ができました。そのご恩返しの意味も含め、
今後とも、
被災地及び被災者の支援に全力を注いでまいりたい
と考えております。
さて、本県の経済・雇用情勢は、有効求人倍率が
低い水準で推移するなど、依然として厳しい状況に
あることから、私は、平成 23 年度においても、引き
続き、県民の暮らしを守るセーフティネットの充実
や、地域経済を下支えする公共事業等の確保、県内
経済に活力を取り戻すための対策などを、県政の最
重要課題に位置づけ、全力で取り組んでまいります。
また、平成 23 年度は、
「長崎県総合計画」の初年
度に当たり、
「輝く長崎県づくり」に向けて、本格的
にこぎ出していくこととなることから、私は、県民
の皆様と力を合わせ、その「総合力」を発揮しながら、
総合計画に掲げた各種施策やアジア・国際戦略、ナ
ガサキ・グリーンニューディール、「しまは日本の宝」
戦略の３つの政策横断プロジェクトを着実に推進す
ることにより、本県の未来を切り拓いてまいります。
特に、私は今、これまでの友好の歴史や地理的強
みを活かし、急成長するアジアとの関係を一層深め、
長崎から新たなアジア軸を構築していく、絶好のチャ
ンスが訪れていると考えております。このため、こ
の機をしっかりと捉え、「上海航路の復活」や中国に
おける経済交流拠点整備の検討をはじめ、あらゆる
分野で海外との交流を加速する思い切った戦略を展
開し、実需の創出・拡大による県勢浮揚を実現する
とともに、我が国とアジアの一体的発展にもつなげ
てまいります。
それでは、新年度の主な取組について、
「長崎県総
合計画」の３つの基本理念に沿ってご説明いたします。
人が輝く長崎県
厳しい経済状況の中、県民の安全で安心な暮らし
を守っていくためには、県民一人ひとりの思いや痛
みを敏感に感じ取り、それらに対応したきめ細かな
支援を充実していくことが重要であります。このた
め、雇用対策をはじめ、医師・看護師の確保対策、
安心こども基金を活用した子育て支援、地域が協働
して高齢者等を見守るネットワークの構築等の高齢
者支援、ＤＶ被害者に対する支援の充実などの施策
に取り組んでまいります。また、「女性力」を生かし
た地域の活性化を推進するための取組や子供たちの
個性を活かし、能力を伸ばす教育の推進など、人を
育て、人を活かす取組を推進してまいります。

産業が輝く長崎県
産地間の競争を勝ち抜く
ためには、競争力のある力
強い農林水産業の育成が不
可欠であることから、生産
長崎県知事 中村 法道
性の向上や流通まで踏み込
んだ販売促進対策、加工分野の取組の強化に力を入
れていくとともに、地域の農業・漁業をけん引する
先導的な農業者・漁業者の育成を目指し、雇用創出
などによる地域への貢献が見込まれる意欲ある個人
の取組への支援を推進してまいります。また、県内
経済の活性化と雇用の確保を図るためには、地場中
小企業の経営基盤や競争力の強化が必要であります。
このため、新たに、複数の中小企業等が連携して受
注機会の拡大等を図る取組を促進し、産学官に金融
機関を加えた支援体制により企業間の連携を支援す
るとともに、市場拡大が見込まれる環境・新エネル
ギーや医療・福祉の分野において、エネルギーの地
産地消の取組や現場ニーズ・販路を見据えた事業創
出、県内企業製品のトライアル導入制度の創設など
を通じて、企業の新分野進出や事業拡大を支援して
まいります。さらに、「龍馬伝」の放送終了や九州新
幹線鹿児島ルートの全線開業に対応するため、豊か
な歴史、文化、自然等の本県のソフトパワーを最大
限に活用し、「食」と観光をテーマとしたイベントの
開催や「孫文・梅屋庄吉と長崎」の取組をはじめ、
2011 交流拡大プロジェクトを全力で推進するなど、
文化・観光・物産が連携した戦略的な情報発信を展
開してまいります。
地域が輝く長崎県
地域間競争の時代には、市町や地域が自発的に、
そこに住む人たちの思いや地域の特色を活かした、
「地域発の地域づくり」に取り組むことが重要であり
ます。このため、県としては、市町と連携しながら、
これからの時代の「新たな地域コミュニティ」のモ
デルづくりや「自治会活動の強化」を図り、住民が
力を合わせて地域活動や地域づくりに取り組むため
の基盤をつくるとともに、「がんばらんば長崎」地域
づくり支援事業などを通して、地域の取組を力強く
後押ししてまいります。また、本県離島の厳しい現
状を踏まえ、「しまは日本の宝」戦略を全力で推進し
てまいります。
私は、この一年、「長崎県総合計画」の実現に必要
な基盤をしっかりと築いていくため、全身全霊を尽
くす決意であり、職員と一丸となって、県民の皆様
に具体的成果をお示しすることができるよう最大限
の努力を傾注してまいります。
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熊本県

ビッグチャンスを生かし、
「くまもとの夢」実現に向けてジャンプ
東日本大震災によりお亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈りしますとともに、被害にあわれた皆
さま方に心からお見舞い申し上げます。また、国、
地方自治体、自衛隊、警察、消防をはじめ、多くの
皆さまが復旧・復興作業に当たっておられますこと
に対し、改めて敬意を表します。
一日でも早く復興がなされ、被害にあわれた方を
はじめとする多くの皆さまに笑顔が戻ることを願っ
てやみません。
熊本県としても、震災発生直後から関係機関と連
携しながら、職員の派遣や救援物資の提供などの支
援を行っています。また、このような取組みに加えて、
就農を希望する被災農家の方々を対象に、熊本まで
の移動費用と住居、働く場をセットで提供する支援
制度も整備しました。引き続き県をあげて被災地の
皆さんのニーズに沿った支援を息長く続けていきた
いと考えております。
喫緊の課題への対応
さて、今年度は、私の任期の総仕上げの年度に当
たります。
県政運営の基本方針である「くまもとの夢４カ年
戦略」に掲げた、財政再建、川辺川ダム問題、水俣
病問題という、３つの困難については、一定の道筋
をつけることができ、良い方向に向かっているので
はないかと考えております。今後も残された課題の
解決に向け確実に歩んでまいります。
平 成 23 年 度 予 算 に つ い て

２

新エネルギー推進
本県には、木質バイオマ
スや太陽光など、未利用の
自然エネルギーが豊富にあ
ります。こうした新たなエ
熊本県知事 蒲島 郁夫
ネルギーを活用し、農山漁
村のエネルギー革命とも言えるような先駆的な取組
みにつなげていきたいと考えています。
また、新エネルギー産業を、本県産業を牽引する
リーディング産業に育成するため、利用拡大に向け
た取組みを進めていきます。
３ アジアターゲット
急成長するアジアをターゲットに、誘客・ビジネ
スの最大化に向けた取組みを展開します。
具体的には、県内企業への情報提供や県産品の販
路開拓に向けた市場調査、観光客誘致のための企業
訪問などを行うため、熊本市及び熊本大学と共同で、
中国経済の中心地である上海に事務所を開設します。
また、アジアと結ぶ航空路線の強化、クルーズ船
ツアー、医療観光の誘致など、新たな誘客対策にも
取り組みます。
４ 豊かな自然や文化を未来につなぐ
「品格あるくまもと」を目指し、熊本都市圏を支
える豊かな地下水や、熊本県の誇りである阿蘇の草
原などの自然、さらに、400 年にわたり受け継がれ
てきた加藤家、細川家の文化などの「くまもとの宝」
を守り、磨き上げ、未来へとつないでまいります。
５ 若者の夢への挑戦をサポート
授業の質の向上や特色ある学校づくりなどを通じ、
基礎学力の向上を進めます。さらに、かつての藩校「時
習館」の名を冠して、生徒が「夢」を見つけ、挑戦し、
実現するため、私立学校が連携して学びの場を提供
する「熊本時習館構想」を展開します。
また、
「貧困の連鎖を教育で断つ」との信念のもと、
生活保護世帯の子どもに対する大学進学応援資金の
給付や、ひとり親家庭などの子どもたちの教育支援
などに取り組みます。
これらを通じて、「人が輝くくまもと」に向け、若
者の夢への挑戦をサポートし、郷土を支える次世代
を育成してまいります。

本県は、本年３月の九州新幹線全線開業、来年４
月の熊本市の政令市移行という、百年に一度とも言
うべきビッグチャンスを迎えています。今年度予算
では、これを最大限生かしつつ、「くまもとの夢」の
実現をもう一段加速させるため、関連施策の重点化
に取り組みました。
さらに、県内景気浮揚や雇用確保に向けた事業を
追加するとともに、財政再建戦略に掲げた取組みを
着実に実施し、財政再建との両立を図りました。
以下に、今年度の主な取組みを紹介します。
１ 戦略的な地域振興
地域への移住・定住の促進、誘客、地域コミュニ
最後に
ティの維持・再生といったテーマを相互に結びつけ、
戦略的に地域を振興していくため、「地域づくり“夢
今年度は、「くまもとの夢」実現のためのホップ・
チャレンジ”推進事業」を創設し、地域発の創意工 ステップ・ジャンプの、ジャンプの年だと考えてい
夫ある取組みを総合的に支援することとしています。 ます。これらの取組みを通じて、
「生まれてよかった、
住んでよかった、これからもずっと住み続けたい」
と思えるような熊本づくりにまい進してまいります。
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鹿児島県

改革・活力・安心予算
はじめに
平成 23 年度当初予算は、平成 22 年度３月補正
予算と連携して、積極的な経済対策に取り組み、３
月補正予算と当初予算で 944 億円の雇用・経済対
策経費を計上しました。また、「県政刷新大綱」を
踏まえた行財政構造改革を着実に進めながら、雇
用や経済の回復に努めつつ、明るい展望をもって
着実に歩みを進め、九州新幹線の全線開業という
千載一遇の機会を最大限生かし、県勢の発展を図
る観点から、「持続可能性」、「産業おこし」、「鹿児
島おこし」の「三つの挑戦」と「環境」、
「 食料」、
「医
療・福祉」の「三つの課題」を踏まえ、
「 力みなぎる・
かごしま」の実現に向けた予算の重点配分を行い
「改革・活力・安心」の予算として編成を行った結果、
３年連続のプラス予算といたしました。
特に、「県政刷新大綱」において示したあるべき
行財政構造に向けた取り組みなどにより、平成 16
年度に 451 億円であった財源不足額は解消される
こととなりました。

新時代に対応した
戦略的な産業おこし
大隅地域における農産
物の加工による高付加価
値 化 を は じ め、 農 業 を 基 鹿児島県知事 伊藤祐一郎
盤とした地域の活性化の
方向性や必要な試験研究・支援のあり方などにつ
いて検討を行うこととしております。また、２年
連続で甚大な赤潮被害を受けた長島町の養殖漁業
者に対し、赤潮被害回避のための新たな施設整備
などに取り組むこととしております。さらに、九
州新幹線全線開業を契機として、民間と一体となっ
た観光キャンペーンを展開するなど誘客促進に努
めてまいります。
誰もがいきいきと活躍できる雇用環境づくり

ふるさと雇用再生特別基金、緊急雇用創出事業
臨時特例基金を活用して約 4,000 人の雇用を創出
します。

オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築

快適で活力ある生活空間の形成

職員数について、平成 23 年度においては 90 人
以上を縮減し、概ね 10 年間で 1,000 人を上回る
職員数の縮減を図るとの目標に対し、目標年次から
４年前倒しで概ね目標を達成できる見込みとなっ
ております。また、給与・旅費事務などの内部事
務を集中処理する「総務事務センター」を設置し
ます。

奄美・沖縄フェリー航路の拠点機能の強化を図
るため鹿児島港新港区の改修を進めてまいります。
また、大隅地域への入込客の増加を図り、九州新
幹線全線開業効果を波及させるため、同地域を訪
れるレンタカー利用者に対する助成を行ってまい
ります。

生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり

医師の確保のため、医師派遣の総合相談窓口と
な る 地 域 医 療 支 援 セ ン タ ー を 設 置 し ま す。 ま た、
九州初の粒子線治療施設として治療を開始した「が
ん粒子線治療研究センター」に必要な支援を行っ
てまいります。さらに、「難病相談・支援センター」
の開所に向け準備を進めてまいります。

鹿児島の魅力を生かしたグリーン・ツーリズム
を推進するため、関係団体や観光産業とも連携し
ながら、地域の受入体制や情報発信の充実・強化
に取り組んでまいります。また、農作物被害の防止・
軽減を図るため、鳥獣被害対策について、ハード・
ソフト両面にわたる総合的な対策の推進を図るこ
ととしております。

安心・安全な社会の形成と県土づくり

共生・協働による温もりのある地域社会づくり

農山漁村の活性化と奄美・離島の振興

災害時における孤立集落との通信体制の強化を
図るため、市町村が実施する衛星携帯電話等の整
備に対して助成を行うこととしております。

「共生・協働の地域社会づくり基金」の増額を行
うとともに、地域の自治会やＮＰＯなどの活動の
促進や運営基盤の強化に努めてまいります。

人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり
世界自然遺産の島・屋久島において、電気自動
車や充電設備の民間への導入支援をさらに進める
など、二酸化炭素の発生が抑制された先進的な地
域づくりを進めてまいります。また、公共関与に
よる「産業廃棄物管理型最終処分場」については、
安全性の高い全国でもモデルとなるような施設の
整備を進めてまいります。

教育の再生と文化・スポーツの振興
計画的に整備を進めている特別支援学校のうち、
鹿児島養護学校は平成 25 年度からの供用開始に向
けて建設工事に着手し、高等特別支援学校は平成
24 年度からの開校に向けて改修工事などを進めて
まいります。また、平成 32 年の第 75 回国民体育
大会の開催に向けて準備を進めてまいります。
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沖縄県

県民が望む沖縄の将来像
「沖縄 21 世紀ビジョン」
の実現を目指して
東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福

をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様

す。「 第 ５ 回 世 界 の ウ チ
ナーンチュ大会」を開催

に対し、心よりお見舞い申し上げます。本県では、 し 国 際 交 流・ 協 力 拠 点 の
県民一体となって被災地の復興と、被災者の皆様

の生活環境の回復に関し最大限の支援を行う考え
です。

今後の沖縄振興に向けた取り組み
今年度は沖縄振興計画の総仕上げとともに、昨

年３月策定の「沖縄 21 世紀ビジョン」で描かれ

た将来像の実現に向け、新たな制度の創設等に取
り組み、本県が基軸となってアジアの活力を日本
に取り込み、震災後の我が国の経済発展や被災地
の復興に寄与する社会の構築に努めます。
平 成 23 年 度
１

主要施策の展開

自立型経済の構築に向けた産業の振興と雇用
の創出・確保
国際観光都市おきなわの形成に向けた国際路線

の新設及び拡充、医療ツーリズムの促進やＭＩＣ

形 成 を 推 進 し、 平 和 発 信
事業の充実を図ります。
４

沖縄県知事

仲井眞弘多

離島・過疎地域の振興
新石垣空港及び伊良部架橋の建設、地上デジタ

ル放送用中継局整備など、交通・医療・教育・文
化等の分野において定住条件の整備などの充実を
図ります。
５

環境共生型社会の形成
低炭素社会への転換を図るため、沖縄版グリー

ンニューディールに取り組むとともに、赤土等流

出防止等の自然環境保全対策を推進します。また、
生活環境基盤の整備と県土保全のため、旭橋駅周

辺地区再開発事業や国場川等の河川改修事業に取
り組みます。

Ｅの開催誘致等、新たな沖縄観光の魅力の創出を

６

Ｘ（Global Internet exchange）の構築、ＩＴ

者の支援等に取り組むとともに、安心して暮らせ

図るとともに、情報通信関連産業では、沖縄ＧＩ
津梁パークの整備を推進します。また、那覇空港

を拠点とする国際航空物流ハブ機能の活用等によ

健康福祉社会の実現と安全・安心な生活の確保
保育所入所待機児童の解消や福祉サービス利用

る保健医療の充実を強化します。

り国内外での県産品の販路拡大や臨空・臨港型産

７

グッジョブ運動」を拡充し若年者への就職支援等

体 を 備 え た 人 間 力 の 育 成 に 取 り 組 み ま す。 ま た、

業の集積を推進します。雇用対策では、「みんなで
を強化します。
２

米軍基地問題の解決促進、跡地対策及び戦後
処理問題の解決促進等
普天間飛行場の県外移設及び早期返還、日米地

位協定の見直し、航空機騒音対策、在沖海兵隊の

多様な人材の育成と文化の振興
学力向上対策を推進し、豊かな心・健やかな身

伝統的な文化、芸能、空手の拠点整備、Ｊリーグ

の公式戦やサッカーキャンプの誘致に向けた施設
整備に取り組みます。
８

持続的発展を支える基盤づくり
沖縄西海岸道路の整備、都市モノレールの延長

グアム移転や嘉手納飛行場以南の施設・区域の返

整備等を進めるとともに、沖縄県総合交通体系基

強く求めていきます。また、駐留軍用地跡地の利

システムの導入を検討します。

還等本県の基地負担軽減について、日米両政府に
用促進、不発弾処理や戦後処理問題の解決促進を

本計画の策定に向けた取り組みや新たな公共交通

図ります。

９

３

けた権限移譲の支援、財政の健全化等、新沖縄県

科学技術の振興と国際交流・協力拠点の形成
沖縄科学技術大学院大学の開学に向け知的・産

業クラスターの形成を促進し、周辺整備を行いま

行財政改革の推進
簡素で効率的な行政体制の整備、地方分権に向

行財政改革プランに基づく改革を推進します。
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鳥取県

への

未 来

遺 産

1300 年の歴史が刻まれる秘境の霊山
なげいれどう

三徳山三佛寺・国宝 投入堂

み とく さん さん ぶつ じ

鳥取県中部に位置する三 徳 山 三 佛 寺。慶雲 3
えんのおづぬ

年（706 年）、役 小角によって修験道の行場と
して開かれたとされ、現在でも険しい道が当時
を偲ばせる姿で残っています。行者道を登り
きった先に見える、断崖絶壁の窪みに建てられ
た奥院は、役小角が法力によって麓から投げ入
れたと伝えられていることから、「投入堂」と
呼ばれるようになったと考えられています。こ
れほど険しい断崖にどのように建立したのか、
未だ詳しいことは分かっていません。
他に類を見ない建造物であるだけでなく、そ
の軽快で洗練された建築美でも多くの人を惹き
付けています。

左／木造蔵王権現立像正本尊。写
真の像を含め、投入堂に安置さ
れていた 7 体の蔵王権現は国の
重要文化財に指定されています。
右／木造阿弥陀如来立像。
「三佛寺」
の寺号の由来でもある釈迦、阿
弥陀、大日の三尊仏のうちの一
つ。過去に公開された記録のな
い秘仏中の秘仏ですが、千三百
年祭結願法要に伴い 7 月 17 日
まで公開されています。

2006 年には開山 1300 年を迎え、2011 年
までの 5 年間に三徳山開山千三百年祭を実施。
また、世界遺産への登録を目指し、保護・保存、
知名度向上などにも取り組んでいます。
〈お問合せ〉
鳥取県中部総合事務所県民局
HP http://www.pref.tottori.lg.jp/mitokusan
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松尾芭蕉は、
「おくのほそ道」の旅行程 156 日間のうち、

半分を東北ですごし、特に山形県には、43 日滞在し様々な

◆羽黒山杉並木

◆最上川舟下り

名句を詠んでいます。

芭蕉は、世界遺産に登録される予定の奥州路の平泉から出

羽路の旅として、山形県に入り北陸へと向かいました。芭蕉

が旅した時代の風景が今も残っている山形を旅し往時に思い
をはせてみてはいかがでしょうか。

◆山寺

で

わ

じ

～おくのほそ道出羽路の旅～
【山寺】

【最上川】

「閑さや岩にしみ入る蝉の声」

平安初期の僧侶、円仁（慈覚大師）が開基した
りっしゃくじ

霊場、立石寺。舞台式御堂で、山寺随一の展望
台の五大堂から眺める景色は雄大です。
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「さみだれをあつめて早し最上川」

船上から最上峡の景色を楽しめ、四季それぞ

れの趣が異なる絶景です。

【羽黒山杉並木】

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンで三

【山形初夏の味覚 さくらんぼ】

さくらんぼの中で味も人気もナンバーワンの

ツ星を受けた杉並木は、樹齢 300 年を超えた

品種が「佐藤錦」ですが、山形県の試験場では

杉が佇み、時を忘れさせます。2446 段の石段

品種開発を進め、次々と新しい品種を生み出し

が続き、途中には東北最古の塔「国宝五重塔」

ています。近年、新品種として注目されるのは

があります。

「紅秀峰」です。佐藤錦より大きく甘みが強くは
じけるような食感とたっぷりの果汁が魅力です。
また、山形ではさくらんぼを梅酢とシソで漬け
たさくらんぼ漬けが古くから親しまれています。

【山形の暑さを乗り切る「だし」
】

なす、きゅうり、みょうが、しそ、ねぎ、青

南蛮など、夏野菜を小さく刻み、醤油とかつお
節で味付けしただけのシンプルな一品で、主に
【おくのほそ道歩くマップ】

山形県では、「おくのほそ道歩くマップ」を

作成しています。
また、「おくのほそ道」専門ガイドや地元の
観光ボランティアガイドがご案内いたします。

村山地域で食べられています。食欲のない梅雨
時期から真夏の暑い時期、温かいご飯にかけた
り冷ややっこにのせたり、食欲をそそる素朴な
料理です。美味しく作るコツは採れたての野菜
を使うこと。新鮮な野菜を使った栄養価にも優
れたスピード料理です。

【おくのほそ道歩くマップ】

お問合せ

お問合せ

やまがた観光情報センター
TEL：023-647-2333

山形県商工観光部観光経済交流局観光交流課
TEL：023-630-2911
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北海道

ソメスサドルの革製品

北海道歌志内市に本社を置くソメスサド
ル株式会社は国内で唯一の馬具メーカーで
す。昭和 39 年に炭鉱城下町として栄えた
歌志内市において炭鉱離職者の雇用対策
として誕生し、当初は輸出用馬具の生産を
行っていましたが、昭和 40 年代のオイル
ショック、その後の円高により輸出の競争
力を失い、他の国内馬具メーカーが撤退し
ていく中で、国内向け製品を製造する企業
として生まれ変わり今に至っています。こ
の歴史から、地元の人材を採用し育ててい
くという企業風土が受け継がれています。
現在、馬具だけではなく、鞄やステー
ショナリー等の革製品を広範囲に展開して
いますが、その全ての製品に応用され原点
となっているのは馬具の製作技術です。馬
具は乗る人の命を預かり、軽さ、強さ、耐
久性が同時に求められるので、工程の全て
に熟練の技が必要とされています。ソメス
サドルでは、製造に当たる職員をエンジニ
アと呼び、流れ作業で製造するのではなく、
一人のエンジニアがどんな小さなパーツも
革の伸びる方向を見極めながら裁断し、力
のかかる部分は手縫いで強さを高めるな
ど、手作りにこだわり、誇りと愛情をもっ
た製品づくりを行っています。こうしたこ

女性用バッグ

とが、さらなる技術の向上や製品への愛着
へとつながり、同時にその技術の継承がな
されているのです。
製品は乗馬用馬具のほか、競馬用として
受注生産され中央競馬会において数々の名
勝負を支えています。また、平成天皇即位
の大礼の馬車具製造を拝命し、2008 年北
海道洞爺湖サミットでは、鞄が各国首脳へ
の記念品とし
て贈られるな
ど、北海道を
代表する輝く
「技」として、
高い評価を得
ています。

鞍

お問合せ

ソメスサドル株式会社
砂川ファクトリーショップ
北海道砂川市北光 237-6
TEL 0125-53-5111
HP http://www.somes.co.jp/
作業風景
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日本自治学会・第 11 回シンポジウムのお知らせ
日本自治学会（会長：神野直彦）では、下記の要領でシンポジウムを開催いたします。
会員は入場無料ですので、ふるってご参加ください。
会員以外の方でも参加自由ですが、当日参加料として 1,000 円が必要となります。
なお、参加に当たっての事前の予約は不要です。
記
○日

時

2011 年７月２日（土）13：30 ～ 16：30

○場

所

日本プレスセンター・10 階ホール（下記地図をご参照ください）
千代田区内幸町２－２－１

○テーマ

地下鉄「霞ヶ関」駅、「内幸町」駅下車

「震災復興のしくみを問う」

○基調講演
片山善博氏（総務大臣）
○パネルディスカッション
＜パネリスト＞【50 音順】
神野直彦氏（日本自治学会会長、地方財政審議会会長）
西尾

勝氏（東京市政調査会理事長）

増田寛也氏（野村総合研究所顧問、元岩手県知事、元総務大臣）
室崎益輝氏（関西学院大学教授、内閣府中央防災会議専門調査会委員、日本災害復興学会会長）
森

民夫氏（長岡市長、全国市長会会長、東日本大震災復興構想会議検討部会長代理）

＜司会＞
城本
○連絡先

勝氏（ＮＨＫ報道局記者主幹）
03-6892-6996（日本自治学会事務局）
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インドネシアにおける地方分権の
これまでと今後
―シンポジウム「地方分権のこれまでと今後」での報告と議論③―

政策研究大学院大学 教授 井川 博

１ はじめに

立の要求がなされるようになった。
1999 年に地方分権政策に関する法律 22 号が
制定され、地方分権改革がスタートした。また、
2004 年には、ローカルガバナンスに関する法律
32 号が制定された。こうした改革により大規模
な地方分権が進められ、地域レベルでの民主化の
強化と公共サービスを提供する地方政府の自治の
拡大が推進された。その主たる課題（内容）は、
地方政府への権限の移譲、国の出先機関の廃止、
国の関与の縮減、住民参加の強化、財源の移譲、
地方政府の新設・増加、知事・市長選挙における
透明性の拡大、村落の強化であった。このような
地方分権の動きは、フィリピン、ヴェトナムなど
他のアジア諸国でも見られる。
2000 年には地方税等に関する法律が制定され、
地方政府の課税権の充実が図られた。また、2003
年には知事や市長の選出に関する地方議会の権限
を廃止する法律が制定され、地方政府の首長は住
民の直接選挙により選出されることとなった。

標記シンポジウムでの報告と議論（本誌４月
号）
、中国における地方分権のこれまでと今後（本
誌５月号）に引き続き、本号ではインドネシアに
おける地方分権のこれまでと今後について見てい
きたい。
本 号 で は、 ま ず、 イ ン ド ネ シ ア 大 学 政 治 社
会学部行政学大学院のエコ・プラソジョ（Eko
Prasojo）プログラム長兼教授のシンポジウムで
の報告、同教授から提出されたペーパーなどに基
づいてインドネシアにおける地方分権の歴史、目
的、成果、問題点などについて述べることとする。
次いで、同教授のパネルディスカッションでの発
言、シンポジウムでの質疑などを踏まえて、イン
ドネシアにおける地方分権の課題について紹介し、
今後の地方分権の在り方について考えてみたい。
なお、以下の記述における報告等の要約、編集
及び翻訳は、
筆者の責任において行ったものである。

（２）地方分権の効果
地方分権は、政治的、制度的な条件が満たされ
る中で、適切に設計、実施されれば、プラスの効
果を持つ可能性がある。しかし、不十分な地方分
権に関する制度設計や中央・地方レベルにおける
政治の未成熟、地方における人的能力の不足、さ
らには極めて短期間における地方分権の推進等に
よりマイナスの結果となることも多い。
政治学の視点から見ると、地方分権は政策決定
を地域に近づけ、人々の参加が期待される。また、
政治教育の場を生み、民主主義の強化が期待され
る。一方、財政的、経済的な観点から見ると、地
方分権は、資源配分の改善や発展途上国の経済発
展の促進を目的として、民主的な統治と経済的な
基盤を造りだしている。また、ローカルガバナン
スの観点からは、政府が住民に近いほどより良い
事務の執行が可能となる。

２ インドネシアにおける地方分権（注１）
（１）地方分権の歴史と沿革
インドネシアにおける中央と地方との関係は変
化に満ちたものであった。アチェ（Aceh）やパ
プア（Papua）などの分離運動は、インドネシア
における縦の権限分配に大いに関係していた。そ
うした中央と地方の関係の変化が地方政府に関す
る様々な立法にも反映された。
1998 年にスハルト政権が崩壊した後、分離独
立への要求が国家の統合への脅威となった。スハ
ルト政権下では、中央政府が多くの財源を保持し、
石油などの資源に恵まれた地域であっても、地元
地域が獲得できる収入は多くなかった。こうした
中で、1999 年に東ティモール（East Timor）が
独立したほか、アチェ、パプア、リアウ（Riau）
、
カリマンタン（Kalimantan）などからも分離独
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（３）地方分権の目的
スハルト政権下における地方分権の目的は、効
率な統治に重点が置かれていたが、1998 年の改
革以降は、統治への国民の参加に焦点が当てられ
てきた。現在は、中央政府と地方政府、中央集権
と地方分権とのバランスが課題となっている。
３

国中で 122 位にランクされている。これは、ビ
ジネスのし易さを示す指標ともなるが、大多数の
地方政府が 100 点満点で 60 点未満の評価となっ
ており、地方分権がいまだインドネシアにおける
投資活動を容易にしているとは言えない。
（２）地方分権の特徴
インドネシアの地方分権の特徴としては、第１
に、行政レベルの分権から政治レベルの分権への
移行が指摘される。スハルト政権の時代には、分権
は効率的な統治と発展を目的としていたが、1999
年以降は地域住民の参加を目指すものとなった。
第２に、地方政府に対して権限委譲がなされた
にもかかわらず十分な財源の確保がなされていな
いことがある。中央政府は財源移譲できない理由
として国の統一の必要性を挙げ、地方政府は財源
が不十分であるため多くの問題を適切に処理でき
ないと主張する。
第３に、地方政府に与えられた権限に対する中
央政府の統制が弱いことが挙げられる。地方政府
が制定した規則や地方レベルでの事務の実施に対
し、中央政府による十分な監視や調整がなされて
いない。
第４の特徴として、
明確な長期的なデザイン（計
画）がないまま改革が実施されていることがある。
1999 年の地方分権政策も、良く計画された長期
的な目的に基づくというより、その時点での政治
的な圧力により開始されたと言える。

インドネシアにおける地方分権の成果と特
徴、問題点（注１）

（１）地方分権の成果
インドネシアにおける地方分権の成果を評価す
ることは簡単ではない。地方分権により統治のプ
ロセスやサービスに変化、改善が見られたが、こ
れらは、首長の強いリーダーシップの影響による
ところが大きい。行政の計画・プロセスにおける
改革、自治体管理における改革などが進められた
が、公共サービス提供における模範的な事例（ベ
ストプラクティス）の幾つかは、地方分権の成果
と言える。これらには、許認可サービスの統合、
財務管理（財政運営）改革、物品・サービス調達
改革、成果（達成目標）契約、インセンティブの
向上、倫理誓約などがある。
幾つかの指標（データ）を見てみると、地方分
権の成果として、いまだ良い統治（ガバナンス）
が達成されているとは言えない。汚職撲滅委員会
（KPK）によれば、インドネシアの地方政府の清
潔度は低く、どの地方政府も 10 点満点の６点に
達していない。
地域内総生産により地方分権の成果を見ると、
全体では地域内総生産はこの５年間に約２倍と
なった。地域別に見るとジャワ (Jawa) 島とバリ
(Bali) 島にある州が総生産全体の 50％以上を占め
ている。西インドネシアの総生産が全体の 82％を
占め、東インドネシアの総生産のウエートは低い。
人 間 開 発 指 数（HDI） を 見 る と、 イ ン ド ネ
シ ア 全 体 で は 2004 年 の 68.7 か ら 2008 年
の 71.17 へ と 2.47 上 昇 し た。 ジ ャ ワ や ス マ ト
ラ (Sumatera) にある州の人間開発指数は高い
水 準 に あ る が、 パ プ ア、 ヌ サ テ ン ガ ラ (Nusa
Tenggara) など東インドネシアの州では、全国
平均を下回っており、地方分権が人間開発指数の
向上に貢献していると強調することは難しい。
地方政府の支出は、2008 年までの４年間に約
67％増加した。2009 年の中央政府から地方政府
への財政移転は、321 兆ルピアと国家予算の約
30%に達する。中央政府から地方政府への権限移
譲に伴い、地方政府の支出も増加しており、財政
的分権の拡大を示している。
認可に関しその効率性とスムーズな提供を示す
指標を見ると、2010 年にインドネシアは 163 ヵ

（３）地方分権改革の問題点
地方分権改革を実施していく上での問題点とし
て、第１に、各省間や地方の機関との間での調整、
協力が不十分なことが挙げられる。国の法律と地
方の規則との調整が不十分である、内務省や国家
計画庁が国家戦略・計画の効果的な調整ができな
い、開発・発展に関する十分な協力、調整がない
という問題がある。
第２に、組織決定の自由があると地方機関の規
模が肥大するという問題がある。公共サービスの
必要性に基づくというより、利害の政治的な調整
に基づき組織が設立されており、全国平均で地方
予算の 75％が人件費に充てられている。
第３に、地方政府の規則が多すぎるという問題
がある。2001 年以降、州と県・市により 11,500
を超える規則が制定された。そのうち 1,850 の地
方政府の規則が国の法令と矛盾するということで
廃止された。こうした規則の多くは、地方の負担
金や使用料・手数料に関するものである。
第４に、人員の過剰、不足の問題がある。ジャ
ワ島以外では、移譲された権限を執行する職員の
能力が十分でなく、人員不足の問題に直面する地
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（２）多様な自治制度の容認
特別な自治制度、多様な分権化 (asymmetric
decentralization) に関する問題がある。インド
ネシアでは、1945 年の独立以来、現在に至るま
で分離運動が発生しており、各地域から特別自治
権の要求がある。これまでアチェとパプアに対し
て特別自治権が与えられたが、バリなど他の州か
らも、地理的要因、文化的要因、宗教、天然資源
の多さ、歴史的な背景等から特別自治権を認めて
ほしいとの要求があり、大きな課題となっている。
ジョグジャカルタ (Yogyakarta) では、国王に
より長年自治が行なわれ、州知事は他の州と異な
り住民の直接選挙ではなく、大統領によって任命
されてきた。こうした中で、州知事の選任方法が
議論になっており、ジョグジャカルタに特別自治
を認めてほしいとの要求も出されている。また、
同じ権限が与えられても州、県 ･ 市の能力、実情
などの違いにより、その成果に差が生じるという
問題もある。こうした中で、国の分裂を避ける意
味からも各地域の実情を踏まえた多様な分権化が
必要であろう。

方政府が見られる。その一方で、ジャワ島では、
中央政府の機関が廃止され（職員が移管され）た
ため、人員の過剰に悩む地方政府もある。
第５に、業務（機能）が多すぎる一方で財源が
少ないという問題がある。大多数（70％）の業務
が地方政府に移譲されたにもかかわらず、2009
年 の 公 的 支 出 の 69 ％（716 兆 ル ピ ア ） は 中 央
政府によってなされており、地方政府の支出は
31％（320 兆ルピア）に過ぎない。一般交付金
（DAU）の 75％は地方公務員の給与に充てられ、
特定目的補助金（DAK）も政治的な交渉により
決定されるという現実がある。
第６に、地方政府の急増という課題がある。地
方 政 府 の 数 は、2001 年 の 371 か ら 2009 年 の
530 へと大幅に増加している。その理由としては、
地方政府の新設よる財政的なメリット、ポストの
増加、95％の地方政府新設の提案が国によって認
められていることがある。地域によっては地方政
府の新設過程において紛争が生じている。また、
新設の承認は政治的な取引によって行われる。
４ インドネシアにおける地方分権の将来像

（３）州の地位（役割）等の見直し
地方政府と国の機関という二つの性格を持つ州
の地位（役割）をどうするかという課題がある。
地方分権改革により自治体（県・市）への権限移
譲が進められ、州の役割が小さくなる中で、州の
地方政府としての地位（役割）をなくすという提
案がなされている。州の議会は廃止され、州知事
は、中央政府の代表として、県・市の監視や調整、
開発、教育などの一般行政を行うこととなる。地
方政府の役割が明確になる方向で見直しを進める
べきであろう。
また、地方分権法の制定を踏まえた各分野の法
律の検討・見直しも大きな問題の一つとなってお
り、地方自治に関する諮問的な機関の強化も今後
進めていくべき課題である。

エコ教授は、パネルデスカションにおいて、地
方分権の将来に向けての課題として、①地域主義
（regionalism）の発展、②多様な自治制度の容認、
③州の地位（性格）の見直しなどを指摘し、イン
ドネシアにおける地方分権の将来像について以下
のような発言を行った。
（１）地域主義の発展
国と地方政府の調整等に困難がある中で、地
方分権の一つの方法として、地域主義の推進とい
う考え方がある。最近、国家計画庁は、①ジャ
ワ、②カリマンタン、③スマトラ、④スラウェシ
(Sulawesi)、⑤パプア、⑥バリ、⑦ヌサテンガラ
という七つの開発地域を提案した。
急激な地方分権の進展により、腐敗の発生、調
整の不足、地方政府の能力不足などの問題も見ら
れる中で、地域主義という考えは、バランスの
取れた地方分権の推進方法と評価することができ
る。インドネシアにおいて、経済発展は重要な課
題であり、中央政府と地方政府の中間にある「地
域」に経済開発の権限などを与え、ジャワ島、ス
マトラ島といった主要な島、主要な地域を単位と
した政策の実施、州の区域を超えた地域レベルで
の経済開発を進めるべきである。これにより、国
では大きすぎ、州、自治体（県・市）では小さす
ぎて解決の困難な問題への対応が可能となり、国
と州、自治体間の問題の円滑な調整も期待される。

（４）政治改革等の必要性
地方分権により腐敗も分散化したとの指摘がな
されるが、地方分権は、政治的な影響を受けるも
のであり、政治改革とともに実施する必要がある。
また、地方分権には文化とビジョンの変革が不可
欠であり、地方政府間の連携、中央政府と地方政
府との協力が必要である。分権化には、中央の統
制と住民による統制、上からの統制と下からの統
制とのバランスをとることが大切である。

46

５ エコ教授の報告等に対する質疑

崩壊すると、民主化を求める声が高まる中でビッ
グバン（Big Bang）と呼ばれる大規模な分権改
革が実施された。大幅な権限の移譲、地方財源の
充実が図られるとともに、住民による地方政府の
首長等の直接選挙も実施された。また、多くの国
家公務員が地方公務員に移管された。
政治の民主化は、インドネシアの分権改革の
大きな要素であるが、アチェやパプアなど各地域
の分離独立を求める動きも、インドネシアの地
方分権の形を規定する重要な要素となっている。
例えば、豊かな資源を持つ州に対する歳入分与
（Revenue sharing）の制度は、こうした分離独
立の動きが見られる中で、国の統一を維持するた
めに形成されたものと理解できる（注２）。このよう
な実態を踏まえて、インドネシアの地方分権の今
後の在り方を考えていく必要がある。
地方分権の成果について、エコ教授は、公共サー
ビスの提供における地方政府の模範事例などの出
現を挙げるとともに、地方政府の清潔度、地域内
総生産、人間開発指数など幾つかの指標を用いて
検証している。地域内総生産、人間開発指数の増
加・減少は、地方政府の活動のみの影響を受ける
ものではなく、地方分権の成果を示す指標として
用いることには議論があり得る。
しかし、地方分権の成果、その課題、問題など
に関する客観的で実証的な分析は、地方分権の在
り方を考える上で極めて重要である。簡単な問題
ではないが、様々な角度から分析方法を検討し、各
国の実情を踏まえた多様な地方自治の姿、地方分
権の在り方を研究していく必要があるように思う。

以上のようなエコ教授のインドネシアにおける
地方分権に関する報告、発言に対し、次のような
質疑がなされた。
（１）グランドデザインの必要性
デザインがない中で改革が行われているとの
ことだが、インドネシアの地方分権は、一定の法
律に基づき進められているのか、という中国の白
智立北京大学政府管理学院副教授からの質問に対
し、エコ教授は、インドネシアでは、1999 年に
制定された地方分権法という法律がある。2004
年に改正され、さらに現在改正中であるが、この
法律に基づいて中央政府から地方政府への権限移
譲が行われている。デザインなき改革といった意
味は、20 年、30 年といった長期的な観点からの
グランドデザインが必要ではないかとの趣旨であ
る、と回答した。
（２）地方自治体の規模
インドネシアの基礎自治体の規模に関する質問
に対して、エコ教授は、インドネシアでは、２年
前から自治体の適切規模について多くの議論がさ
れているが簡単な問題ではない。様々な指標と変
数を用いて適正規模を算出しようとしているが、
政治的、経済的、社会的、文化的な要因があり、
非常に複雑な問題である。政治的な観点から考え
ると、地方政府がもう少しあった方が良い。タイ
では 7,000 以上の自治体（市町村）があるが、イ
ンドネシアは、僅かに 33 の州と 497 の県・市し
かない。インドネシアにおける適切な地方政府の
規模に関するグランドデザインを策定しようとし
た。しかし、州や県・市の新設は、地方や中央レ
ベルで政治勢力のみの要求であり、なかなか実現
できない、と述べた。

（注１）
「２ インドネシアにおける地方分権」
、
「３ インド
ネシアにおける地方分権の成果と特徴、問題点」の記述
は、エコ教授のシンポジウムでの報告、同教授から提出
されたペーパー（Achievements and Characteristics of
Decentralization in Indonesia）
、パワーポイント資料に
基づいている。エコ教授の報告、提出ペーパーなど、
『シ
ンポジウム「地方分権のこれまでと今後」
』の内容及び資
料については、政策研究大学院大学比較地方自治研究セ
ンター『
「地方分権のこれまでと今後」シンポジウム報告
書』
（平成 23 年３月）を参照されたい。
そのほか、インドネシアにおける地方分権の背景、内
容などについては、政策研究大学院大学比較地方自治研
究センターによる「アジアの地方分権」に関する第１回
から第４回までの国際シンポジウム報告書のほか、高田
寛文「インドネシアにおける地方分権と地域社会」
（都
道府県展望 NO．603、平成 20 年 12 月）
、井川博「イ
ンドネシアにおける地方分権と地方財政」
（都道府県展望
NO．612、平成 21 年９月）
、井川博「インドネシアにお
ける国と地方の新たな関係」
（都道府県展望 NO．624、
平成 22 年９月）などを参照されたい。
なお、インドネシアは、国（中央政府）並びに州と自
治体（県・市）からなる二層の地方政府で構成されている。
地方政府の数は、2009 年現在、州が 33、自治体（県・市）
が 497 となっている。
（注２）歳入分与については、前掲・井川「インドネシアにおけ
る地方分権と地方財政」などを参照されたい。

（３）地方分権に対する国民の反応
地方分権について国民はどのように思っている
のかとの質問に対して、エコ教授からは、インド
ネシアでは、ときには一般の国民の「今と比べる
と汚職が少なく公共サービスがよかったスハルト
時代に戻りたい」との声を聞くことがあり、スハ
ルト時代のような中央集権化の時代へ戻ることを
夢見る国民もいるとの回答がなされた。
６ おわりに
以上、エコ教授のシンポジウムでの報告等に基づ
き、インドネシアの分権改革について紹介してきた。
インドネシアでは、1998 年にスハルト政権が
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震災後の復興期に求められる公共施設運営の仕組み革新
―地方港湾の港湾施設を例にして―
1．はじめに

同時に、復興事業推進のための制度や仕組みにつ

2011 年３月11日（金）に発生した東北地方太平洋

いても革新的な対応が求められている。

筆者は、シンクタンクに身を置く者として、これまで

沖地震による被害は凄まじく、被害の実態が明らかに

なるとともに、まさに言葉もありません。

数多くの計画作りや提言活動に関わってきた。その一

とともに、被害を受けられました皆様に心からお見舞

てきた。菅政権の復興構想会議の中間的整理案要旨

まず、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げる

環として特区制度などの社会実験的な取組にも関わっ

いを申し上げます。

でも、復興特区制度を検討することが盛り込まれるこ

今回の未曾有の大震災は、

とになったが、これまで数多く行われてきた社会実験

② 大地震、大津波、原子力発電所事故、風評被

区制度を推進していくべきである。

の成果や知見を活用して、今こそより戦略的な復興特

① 被災地域が広範囲に及ぶこと

害により甚大な被害が発生していること

２．復興に向けた公共料金に関わる構造改革の必要性
その一例として、公共料金に関わる構造改革の必

などにより、阪神淡路大震災と比較して、復旧に向け

た政府予算措置に時間を要してしまったが、５月２日

要性について考えてみたい。

の撤去、道路や港湾の社会インフラの復旧など緊急

めた「公共料金の構造改革：現状と課題」では、公

少し古い話になるが、1992 年に内閣府が取りまと

に第１次補正予算が成立し、仮設住宅の建設や瓦礫

共料金の構造改革の基本方向を、

に行うべき事業に充当されることとなった。今後は、

① 参入規制の緩和

被災地の復興に向けた第２次補正予算の編成が喫緊

② 公営・補助制度の見直し

の課題となるが、その編成に当たっては、被災地の将

③ 料金設定方式の見直し

来像を見据えた上で、復興事業を進めていくことが求

④ 情報公開

められている。

表１ 内閣府「公共料金の構造改革：現状と課題」で示された公共料金に関わる今後の施策
基本方向
参入規制の緩和

現在の公共料金の動向

今後の施策

●参入規制の撤廃
●需給調整規制の撤廃
●外資規制の撤廃
●競争促進策の策定

●ボトルネックのアクセス改善
●競争導入とユニバーサルサービス
●民営化・民間委託
●免許入札制の導入

公営・補助制度の見直し

料金設定方式の見直し

●総括原価方式見直しの進展と市場メカニズムの反映 ●競争条件整備のバランス
●インセンティブ規制の導入
●効率化を促す料金設定
●自由化・届出制下の料金引き下げ
インセンティヴ規制
●料金設定多様化の進展
混雑料金制及びピークロード・プライシング

情報公開

●料金設定や経営情報の公開に資する
ガイドラインの策定

●引き続きのガイドライン策定

出所：内閣府「公共料金の構造改革：現状と課題、内閣府物価安定政策会議特別部会基本問題検討会報告書」より作成。
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に区分し、現在の公共料金の動向と今後の施策が示

促すための料金体系を構築するべきである。

されている。

具体的には、次に示したような料金体系の視点が

約 10 年を経過した今日、公共料金の構造改革は、

求められよう。

今後の施策に準じた方向で一定の成果が得られたも

のと思われるが、被災地の復興に向けてはこれらの施

○集荷力の強化と集荷インセンティブ

策のさらなる推進、とりわけ、民間事業者のさらなる

ユーザーは港湾利用料金に関して強い関心を持っ

活用が必要であると考えられる。

ている。ただし、港湾施設利用料の低減だけでは

３．港湾利用料金に対する港湾利用者のニーズと課題

このため、民間事業者の港湾関連料金の低減を促

集荷に対して限界がある。

例えば、今回の大地震や大津波で被災した東日本

す環境づくりやユーザーの状況に合わせたインパク

の港湾施設では、復旧期には港湾施設の補修や瓦

トのある施策の実施が必要である。

礫の撤去、航路確保など早急な対応が必要になるが、
復興期には、国際競争力を持った戦略的な施設運営

○港湾施設の集約化の促進

手法の確立が求められる。かつて、阪神淡路大震災

集約化による生産性の向上を促進する必要がある。

の発生直後に、大阪湾内の主要港の国際貨物取扱量

ボリュームディスカウントの導入も検討に値する。

が大きく落ち込んだ理由としては、港湾施設の復旧の
遅れとともに、港湾施設の運営手法の面でも港湾利

○港湾運営の在り方

用者のメリットが少なかったことから、大阪湾背後地

管理・運営コスト削減等、コスト削減施策の積極的

を最終的な発着地としない大阪湾経由貨物は、東ア

な取組が必要である。

ジアの他の港湾に逃避したまま、大阪湾の主要港に
戻らなかったものと考えられる。

これらを踏まえて、復興期の東日本の地方港湾にお

今回の東日本大震災時にも、港湾施設に甚大な被

ける港湾施設の料金体系の在り方として、まず、中小

込んでいる。我が国の地方港湾では地方自治体が管

社向けの従量制をベースに、大量に貨物を取り扱う主

害が生じ、外国航路の国際貨物取扱量は大きく落ち

船社から大手船社までの利用実態を考慮し、中小船

理している公共バースが多く、主に中小船社の特性に

要船社のボリュームインセンティブの導入を検討する

応じた従量型の料金制度を採用してきた。

べきである。

状況や海外港湾とのコスト競争下においては、現行の

つもユーザーごとの競合港や貨物の多寡（競争の激

しかしながら、今日の船社による港湾施設の利用

また、公共施設としての料金の公平性を維持しつ

制度が硬直的であり十分に機能し得ない状況となっ

しさ）等の状況を踏まえ、柔軟性を持たせられるよう

期間化、複数船社による共同利用、中小船社の使用

を把握しやすくするため、施設管理の簡素化も必要

てきている。例えば、船社のバース利用サイクルの短

に管理・運営する。あわせて、港湾貨物ごとのコスト

船舶の大型化、料金の割高感等、現行の制度設立

である。

当時には想定し得なかった環境変化が生じている。

本稿では、紙面の制約もあり、地方港湾の港湾施

４．地方港湾における震災復興期の港湾料金制度の在り方

設を例にして、震災後の復興期に求められる公共施

国際競争が厳しく、コスト重視の姿勢が際立つ外

設運営の仕組み革新について記述した。

国航路の船社を東日本の地方港湾に引き止めるため

復興期に何よりも重要なことは、被災した人々がこ

には、船社の個別事情に応じた施策（料金体系）が

れまでどおり、被災地で働き、生活できるよう、持続

とりわけ、主要な船社においては、地方港湾利用料

災前に顕在化していた地域経済の課題を解決できる

このため、従来の料金体系とともに新たな料金体

み革新が、復興特区制度の検討を踏まえて実現し、

必要である。

可能な経済システムが再構築すること、さらには、震

金のボリュームディスカウント制の導入を求めている。

新たな仕組みを作り出すことである。このような仕組

系を選択肢としてユーザーに提供し、貨物取扱い増を

被災地域が力強く再生していくことが強く求められる。
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ジャーナリスト

松本克夫

国と地方の協議の場始動へ
東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故
に隠れて、新聞報道も見落としそうな地味なも
のでしたが、いわゆる地域主権３法が成立しま
した。「地域主権」という文言に自民党など野
党側が反発し、国会提出後、１年余りたなざら
し状態でしたが、最後はこの文言を削除するこ
とで与野党が折り合いました。分権改革として
は、2000 年の地方分権一括法以来の前進と言
えます。

地方側の足並みはそろうか
これまでも、地方側の代表は、事あるごとに
首相や関係閣僚と話合いの場を持ってきまし
た。しかし、対等の立場で話し合うというより、
どちらかと言えば、地方からの一方的な陳情や
意見具申で、多くの場合、国側は聞き置くだけ
にとどめてきました。協議の場の法制化により、
ようやく対等の立場で話し合う機会が制度的に
保障されたと言えます。

企画・立案段階から協議

東日本大震災の復興構想会議（五百旗頭真議
長）には、被災３県の知事が加わっていますが、

３法の一つは、地方自治法の改正です。地方

国と地方が総力を挙げて復興を進めるために

議会の議員定数は人口に応じて、上限が設けら

は、協議の場の活用が必要でしょう。社会保障

れていましたが、この改正で制限が取り払われ

と税の一体改革では、地方はカヤの外に置かれ

ました。自治体は自由に議員定数を定めること

た感もありましたが、協議の場を通して議論に

ができます。二つ目は、義務付け・枠付けの緩

参加できるようになります。子ども手当の地方

和を盛り込んだ地域主権改革関連の整備法で

負担を巡っては、地方から不満の声が高まって

す。自公政権が設けた地方分権改革推進委員会

いましたが、もし企画・立案段階から協議して

（丹羽宇一郎委員長）は、４次にわたり政府に勧

27 回

第

いれば、摩擦は避けられたかもしれません。

告しましたが、義務付け・枠付けの見直しはそ

ただ、協議の舞台は整ったといっても、初め

の柱の一つです。今回、成立した法は、勧告を

ての試みであり、運用の妙を得なければ、陳情

本格的に実施に移す第一歩です。児童福祉施設

の域を出ない恐れもあります。協議が形式に流

の設備・運営に関する基準や公営住宅の入居基

れないようにするためには、早い段階で分科会

準、道路の構造基準などが条例に委ねられ、自

を設け、論点を詰めた上で、協議の場に持ち込

治体の判断で定められるようになります。

むような手順の確立が望ましいでしょう。

三つ目は、全く新しい制度である、国と地方

協議に際しては、国側は各省間の調整が必要

の協議の場を設ける法律です。2009 年の衆院

ですが、地方側も足並みをそろえる必要があり

総選挙の前、地方側が強く要求したものです。

ます。地方には、長と議会、大都市と小規模町村、

同法によると、首相が協議の場を招集しますが、

都道府県と政令指定都市、財政力の強い自治体

その構成員は、国側は官房長官、総務相、財務

と弱い自治体など、様々な利害対立があります。

相や首相が指名する閣僚、地方側は地方六団体

第１次地方分権改革当時は、地方六団体で合意

代表となります。首相が議長や議長代行を指名

が成立したものを国にぶつけていましたが、改

し、地方側は副議長を互選します。協議の対象

革が進むにつれて、合意形成が難しい課題が残

になるのは、①国と地方の役割分担②地方行政・

されがちです。地方側がばらばらでは、国との

財政・税制など③経済財政政策、社会保障、教

合意は望めません。地方内部の調整には、絶え

育、社会資本整備等のうち地方自治に影響を及

ず、補完性の原理を始め地方分権の原点に立ち

ぼす事項─などとなっています。これらを企画・

返ることが求められるでしょう。

立案段階から協議することになります。必要に
応じて、分科会を設けられます。合意事項につ
いては、双方に尊重義務を課しています。
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Vol.26
都道府県別にみた食料自給率―北海道 211％、東京都１％
日本の食料自給率は僅か 41％（2008 年）しかない。食料自給率とは、自

浅 井 建 爾

＊都道府県別の食料自給率（カロリーベース）
都道府県名

カロリーベース（％） 生産額ベース（％）

国で消費する食料のうち国内で生産する割合を言う。これには供給熱量自給

北海道

211

185

率、品目別自給率、穀物自給率などという算出法があるが、ふつう食料自給

青森

121

207

岩手

106

163

率というと供給熱量自給率（カロリーベース）を指すことが多い。これは食

宮城

76

92

秋田

176

136

山形

133

152

福島

85

111

茨城

72

125

栃木

74

112

群馬

34

88

埼玉

11

23

千葉

30

71

東京

1

5

神奈川

3

13

新潟

99

111

富山

76

63

石川

49

59

福井

66

55

山梨

19

84

長野

53

121

がかかった。その結果、ますます食料自給率が低下していったのである。現

岐阜

26

48

静岡

17

52

在では穀物のほとんどを輸入に依存している。トウモロコシのほぼ 100％、

愛知

13

36

小麦や豆類も 90％以上が輸入品である。

三重

43

65

滋賀

50

37

京都

13

22

大阪

2

5

兵庫

16

34

奈良

15

25

和歌山

32

101

鳥取

62

116

島根

65

96

岡山

40

62

広島

24

35

山口

35

49

徳島

48

130

香川

37

90

愛媛

42

124

高知

52

147

福岡

23

39

佐賀

107

142

長崎

47

131

熊本

61

138

大分

52

119

自給率を下げていったのとは対照的に、イギリスもドイツも農業政策の改善

宮崎

65

242

によって、現在では自給率がほぼ 100％に回復している。農業政策いかんで

鹿児島

91

216

沖縄

40

52

全国

41

65

物の中にどれだけの熱量（カロリー）が含まれているかの割合を示すもので、
野菜類に比べれば肉類の方がカロリーは高い。日本は米や野菜の自給率は
80％以上を維持しているが、カロリーの高い肉や魚介類、穀物の多くを輸入
に依存しているため、生産額ベースでみた場合の食料自給率は 65％あるの
だが、カロリーベースでは 41％と低いのである。
しかし、戦前までの日本はほぼ 100％の食料を自国でまかなっていたはず
である。1960（昭和 35）年時点でも、
食料自給率は約 80％を維持していた。
だが、日本の高度成長に伴い農地が工業用地や住宅地に転用されていったた
め、食料の生産量は減少の一途をたどり、多くの食料を輸入に依存しなけれ
ばならなくなった。
だが、日本の食料自給率が低下した大きな要因の一つに、食生活の変化が
ある。日本人がパン食を好むようになったため、小麦を大量に輸入するよう
になった。肉類の消費量も増大した。したがって畜産の飼育に必要な穀物の
生産が追いつかなくなり、外国からの輸入に頼らざるを得なくなった。価格
の安い輸入品に押されて日本の農業は振わなくなり、若者の農業離れに拍車

食料自給率を都道府県別でみると、著しい地域格差のあることが分か
る。食料自給率（カロリーベース）が最も高いのは北海道の 211％で、秋田
（176％）
、山形（133％）
、青森（121％）
、佐賀（107％）
、岩手（106％）と、
６道県で 100％を超えている。だが、東北地方は東日本大震災で大きな被害
を受けたので、恐らく現時点で岩手県は 100％を割り込んでいるものとみら
れる。関東以西では唯一、佐賀県だけが健闘して 100％以上を維持している。
生産額ベースでみた場合の食料自給率では、半数近くの道県で 100％を超え
ているが、カロリーベースでは、東京都が僅かに１％、大阪府が２％、神奈
川県は３％。この３都府県に住んでいる人は、ほとんどの食料を他県に頼っ
て生きているのだ。
同じ国内だからこれだけの地域格差があっても特に問題は発生しないが、
世界レベルで考えるとそういうわけにもいかいないだろう。いつまでも外国
から安定して食料が供給されるという保証はない。国際紛争などでたちまち
食料難に陥る危険性もある。それを回避するためにも、我が国は食料自給率、
とりわけ穀物自給率を高める農業政策を迫られている。
欧米先進国の穀物自給率は日本に比べると格段に高い。だが、かつてイギ
リスやドイツは、穀物自給率が日本よりも低かった。しかし、日本が急速に

は、食料自給率を高めることができる何よりの証拠だと言えよう。

農林水産省資料（平成 20 年度）
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いま地域医療は

自治医科大学卒業生からの現地リポート

NO. 323

東日本大震災を経験して
南相馬市立総合病院産婦人科

安部

宏（福島県）

動、入院しました。分娩誘発の患者は分娩進行停

平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分頃、三陸沖
を震源地とする観測史上最大、Ｍ 9.0 の激震が東

止で緊急帝王切開しました。手術が終了したとき、

日本を襲いました。そして想像を超える規模の大

手術時間は 19 分でした。私の全てが集中できた

津波が本県を含む太平洋側の海岸に打ち寄せまし

手術でした。その患者と切迫の患者を福島市に救

た。波は人を、町を、そして原子力発電所を飲み

急車で搬送しました。私の腕の中には生まれたば

込みました。当院は、東京電力福島第一原発から

かりの赤ちゃんが母と一緒の車内にいました。そ

北に 23㎞の地点に位置します。この震災の被災

の夜病院に戻りました。最後婦人科の患者だけが

地、被災者として経験した日々を報告いたします。

残りました。その患者は病院の入院患者全て転院

南相馬市立総合病院は病床数 230 床で、産婦

させることとなった 18 日に、福島市に転院しま

人科常勤医師は私１人です。３月 11 日当科の入

した。福島市から戻り、１週間病院に寝泊りして

院患者は産科８人、婦人科２人でした。病棟では

いたので、避難の準備をしました。私の実家は原

分娩誘発を行っていました。震災が発生し、屋外

発から 20㎞圏内のためもう入れません。この 18

退避に備え、まず入院患者を１階に移動しました

日の昼間、私は父を郡山市に転院させ、母を同乗

が、今度は津波に備え上階へ移動し直しました。

させ、避難させました。その夜私も郡山市に避難

階段での移動のため、歩行困難者の移動が大変で

したのです。現在、南相馬市立総合病院産婦人科

した。院内では、救急患者受入準備を行い、スタッ

は再開の目途はなく、私は休職することになりま

フが集まりました。砂まみれで、冷たくなった患

した。４月４日から郡山市にある太田西ノ内病院

者が次々と運ばれてきました。患者は絶えず、会

に勤務しています。この避難生活が解除されない

議室、手術室、廊下と並べられ、まさに救命病棟

限り、帰ることも、再開することもできません。

のドラマの１シ－ンのようでした。私はトリア－

生まれ育った地、思い出が沢山詰まった地はどう

ジⅡの患者を診たり、０の患者を霊安室に運ん

なるのでしょう。私にできることは小さいかもし

だりしました。一段落したのは、深夜のことでし

れません。でも思います、各地に散り散りになっ

た。12 日午前２時自然分娩がありました。夫は

た人たちは、心は散り散りになっていない。生き

相馬の漁師で辛うじて助かり、避難先でようやく

残った私たちは、再び心を一つにするために、動

奥さんに会えたとき、陣痛が始まったそうです。

かなくてはいけない。顔を上げ、手と手をつなぎ、

同日午後３時 36 分ごろ１号機が爆発しました。

故郷「福島」を「南相馬」を取り戻そうと。

原発周辺町に避難が指示され、私の入院患者は可

私は産婦人科の中でも、産科が好きです。でも

能な限り退院させました。その分娩当日の患者も

南相馬では産科は再開できないかもしれない。そ

です。残ったのは分娩誘発中断となった人、切迫

れでも「帰れるときがきたら、帰ろう。
」 今はそ

早産の人、婦人科でベット上動けない人でした。

う心に誓い、原発事故の終息を待つ日々です。
最後になりますが、私は自治医科大学、福島県、

13 日入院が２人いました。14 日に分娩誘発、帝
王切開を予定していた人です。14 日午前 11 時

20 期の卒業生です。全国の卒業生の皆様、関係

１分頃３号機が爆発しました。患者を第一に考え、

者の皆様、今後とも東日本復興ために、御協力の

13 日に入院した２人は警察の誘導で福島市に移

ほど、よろしくお願いいたします。
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活力ある地域づくりを募集中！
平成 23 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞募集
（公財）あしたの日本を創る協会
同賞は、地域性豊かで、活力のある地域づくり・くらしづくり・ひとづくり活動に取り組
んでいる地域活動団体等の優れた活動を全国から募集し、顕彰するとともに、地域づくり
活動等の普及・促進を目指しています。

応募対象

応募対象となる活動内容やテーマ

地域住民が自主的に結成し運営している団
体、又は地域活動団体と積極的に連携して地
域づくりに取り組む企業、商店街、学校等で、
地域に即した発想・リーダーシップ・方法な
どにより、地域づくり、くらしづくり・ひとづ
くり活動に２年以上取り組み、大きな成果を上
げて活動している団体。市区町村地域程度ま
でを範囲に活動している団体を対象とする。

応募締切

災害に強い安心安全な地域づくり、住民同
士の支えあい活動、地域コミュニティの維持、
子育て支援、高齢者の生きがいづくりや日常
生活のサポート、生活環境の改善、地域文化
の振興、資源リサイクルや地域環境保全、都
市と農山漁村との交流、地域の伝統を生かし
た食育・地産地消活動など、住み良い地域づ
くりにふさわしい活動。

６月 30 日（木）必着

応募方法
①応募用紙（ホームページからダウンロード可）
②応募原稿（これまでの活動内容と現在までの成果等を 4000 字以内）
③写真
（活動の様子が分かる写真３枚程度）
を合わせて提出。

同協会へＥメール（ashita@ashita.or.jp）又は郵便・宅配便で送付。なお、県内審査を行う、秋田・埼玉・福井・
兵庫・大分の各県内からの応募は各県協議会へ送付。協議会の連絡先は同協会へお尋ねを。

賞（予定）
内閣総理大臣賞（副賞20万円）、内閣官房長官賞（副賞10万円）、総務大臣賞（副賞10万円）、主催者賞（副賞５万円）等
主催

（公財）あしたの日本を創る協会、都道府県新生活運動等協議会、読売新聞東京本社、ＮＨＫ

後援（申請中）

内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、日本商工会議所、
全国商工会連合会、日本青年団協議会、（一財）長寿社会開発センター、（財）こども未来財団、（財）日本宝くじ協会
問合せ先

あしたの日本を創る協会（TEL03-5772-7201）まで。
詳細は同協会 HP（http://www.ashita.or.jp/）を参照。
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Information

都道府県の情報コーナー
イベント・PR 名等をクリックすると URL にリンクします
都道府県名

北海道

イベント・ＰＲ名等
後志のお宝 100 選～地域が選んだ未来に残したいお宝～
【北海道留萌管内体験観光サイト】るもい体験ナビ
旭川市旭山動物園「夜の動物園」開催

実施期間・実施日
通年
通年
H23 年 8 月 12 日～ 8 月 16 日

青森県
秋田県
岩手県
山形県

東北の元気回復プロジェクト～「ニッポンの笑顔」秋田から！～実施中

H23 年 4 月 21 日～

チャグチャグ馬コ

Ｈ 23 年 6 月 11 日

毛越寺あやめまつり

Ｈ 23 年 6 月 26 日～ 7 月 10 日

さくらんぼ狩りに行こう

－

山形おきたま「愛と義の心の絆プロジェクト」
（期間限定の特別宿泊プラン）
山形県で撮影された映画『小川の辺』が、間もなく全国公開されます。

H23 年 5 月 8 日～ 7 月 10 日
H23 年７月 2 日～

宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

奥只見郷ネイチャーガイドと行く尾瀬

H23 年 6 月 11 日～ 26 日の毎週土日

表参道新潟館ネスパス：「日本酒の市」

H23 年 6 月 17 日～ 20 日

日本橋ＮＩＣＯプラザ：「新潟の職人展」

H23 年 6 月 25 日～ 28 日

イベントカレンダー

－

群馬デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）が本番を迎えます！
利根沼田みのりの里スタンプラリー実施中！

H23 年７月 1 日～ 9 月 30 日
H23 年 6 月 1 日～ 11 月 30 日

県内で撮影された映画「あぜ道のダンディ」が全国で順次公開！

H23 年 6 月 18 日～

平成 23 年度県民の日記念イベント

平成 23 年 6 月 15 日

第 60 回水郷潮来あやめまつり

H23 年 5 月 21 日～ 6 月 26 日

茨城空港発着「茨城－札幌線」が増便！

H23 年 6 月 1 日～

アジサイまつり

H23 年 6 月 18 日～ 7 月 10 日

日本のトップアスリートが出場！第 95 回日本陸上競技選手権大会

H23 年 6 月 10 日～ 6 月 12 日

関東一の祇園

H23 年 7 月 19 日～ 7 月 23 日

熊谷うちわ祭

イベント情報

がんばろう！日本

－

元気なかながわ再発見キャンペーン
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H23 年 5 月 9 日～ 7 月 31 日

都道府県名

山梨県
静岡県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

山梨県立リニア見学センターでリニアモーターカーを体感しよう！

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

富士の国やまなし観光ネット

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日

山梨の観光情報満載！

東京・日本橋の山梨県アンテナショップ「富士の国やまなし館」
第 6 回食育推進全国大会 - ふじのくに食育フェア 2011
「がんばろう東日本！ふじのくにゴーゴー！キャンペーン」実施中

H23 年 4 月 1 日～ H24 年 3 月 31 日
H23 年 6 月 18 日～ 6 月 19 日
H23 年 4 月 11 日～ 7 月 22 日

長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県

観光・イベント情報が満載！「とやま観光ナビ」

－

県内の最新情報をお届け！「Toyama Just Now」～メルマガ配信中～

－

『加賀四湯博』開催
～豪華商品が抽選で当たる！
加賀四湯 おもてなしスタンプラリー実施！～
東日本応援・県内観光地宿泊促進緊急キャンペーン（夏休み向け）

H23 年 6 月 1 日～ 9 月 30 日
H23 年 5 月 14 日～ 7 月 15 日

東日本大震災にかかる各種支援情報

－

県内で開催されるイベント・お知らせ

－

東日本大震災

被災地支援等に関する情報

－

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

－

第 17 回全国俳句募集「土の一句」

～ H23 年 10 月 18 日

お江とめぐる福井の旅

－

伝えたいふるさとの景観

心に残る

福井ふるさと百選

京都府

平成 23 年は京都文化年

第 26 回国民文化祭・京都 2011 開催

大阪府

OSAKA LOVERS CM コンテスト作品募集中！
大阪の魅力あふれる人・モノ・コト・場所を題材として " 私の大好きな
大阪 " をアピールするユニークな 30 秒 CM を広く募集します。

－

滋賀県

奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

「奈良マラソン 2011」 ボランティア募集

H23 年 10 月 29 日～ 11 月 6 日

H23 年 6 月 1 日～ 7 月 31 日
H23 年 6 月 20 日～ 9 月 30 日

奈良まほろばサイク∞リングのルート名が決定！
「よーおいで みなみ大和」～吊り橋を巡ろう～キャンペーン実施中

通年
～ H23 年 6 月 30 日

イベント一覧

－

東日本大震災の被災地支援情報

－

「ツイッター」でも被災地支援情報を提供しています
兵庫県メルマガ「ひょうごさわやか通信」 好評配信中！
ようこそようこそ、ゲゲゲのふるさと鳥取県！キャンペーン
対象施設の利用で数量限定オリジナル鬼太郎グッズがもらえます！
JR 山陰本線臨時快速列車「山陰海岸ジオライナー」運行中！
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－
－
H23 年 7 月 1 日～ 9 月 30 日
平成 23 年 4 月 2 日～ 6 月の土曜・休日

Information
都道府県名

岡山県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

晴れの国おかやま「駅ナカミュージアム」を開催中

H23 年 2 月 3 日～ 7 月 10 日

観光情報コンテンツ春号掲載中

H23 年 3 月 7 日～ 6 月 30 日

島根県

イベントカレンダー

－

広島県

イベント等行事予定

－

山口県

元気になるメールマガジン !!「山口きらめーる」会員募集

－

県立萩美術館・浦上記念館「ルーシー・リー展」開催中

～ H23 年 6 月 26 日

香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県

田舎体験に行こう！やまぐちスロー・ツーリズム

－

「さぬき映画祭 2011」映像作品の企画を募集します
「香川せとうちアート観光圏」のホームページができました
「四国の右下」ロードライド 2011

Ｈ 23 年 5 月 2 日～ 8 月 31 日
－
H23 年７月 10 日

展覧会「印象派の誕生」

H23 年 6 月 5 日～ 7 月 18 日

特別展「スリラー博士の研究実験室」

H23 年 7 月 9 日～ 9 月 4 日

特別展「昭和子ども図鑑」

H23 年 7 月 16 日～ 9 月 4 日

「志国高知

龍馬ふるさと博」 好評開催中

～ H24 年 3 月 31 日

「ものづくり地産地消センター」がオープンします
「こうちアグリスクール」（東京・大阪）の研修生を募集
九州国立博物館 特別展 「守り伝える日本の美
国宝 11 件、重要文化財 18 件を展示
日本全国の宝が福岡に集います
佐賀城築城 400 年記念

よみがえる国宝」

鯱の門特別公開・特別講演会

H23 年 6 月 3 日～
大阪 ～ H23 年 7 月 8 日 東京 ～ H23 年 8 月 15 日
H23 年 6 月 28 日～ 8 月 28 日
H23 年 6 月 12 日

二千年ハス鑑賞会 （花の見頃は 6 月下旬から 7 月中旬）

H23 年 7 月 4 日

全日本カブト虫相撲大会

H23 年 7 月 24 日

太良場所

長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

くじゅう山開き！いよいよ登山シーズンの到来です。
神楽女湖では 6 月中旬から菖蒲が見頃を迎えます。
今年はどんな花を見せてくれるのでしょうか。
東日本大震災被災地支援などに関する情報を掲載しています。
ねんりんピック 2011（ふれ愛）熊本 総合開閉会式の一般観覧者募集

H23 年 6 月 6 日～
H23 年 6 月 11 日～ 7 月 10 日
－
H23 年 7 月上旬～

熊本県立美術館 「生誕 100 年坂本善三展－グレーの画家への道－」

H23 年 5 月 14 日～ 6 月 26 日

カリコボーズの夏遊び 西米良村役場総務企画課 TEL 0983-36-1111

H23 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日

第 12 回九州玉入れ選手権大会

H23 年 6 月 26 日

みやざき恋旅～ゆるカワイイ恋の旅へでかけよう～
日本で最も熱いフェスティバル
第 32 回霧島国際音楽祭を開催

雄大な自然と情熱の響き

八谷和彦展を開催（霧島アートの森）

－
Ｈ 23 年 7 月 21 日～ 8 月 7 日
H23 年 7 月 15 日～ 9 月 25 日

沖縄県
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！

苦情情報センター
苦情情報センター

「地方分権苦情情報センター」
「地方分権苦情情報センター」
への情報提供を
への情報提供を

！

全 国 知 事 会
全 国 知 事 会
本会では、
「地方分権苦情情報センター」を設置しております。
このコーナーは、地方六団体の改革案に対する反対・妨害等と思われる実態や補助金行政や補助事業の実

施に際し、日頃自治体の担当者として直面しておられる問題点や改善を要するべき事柄を収集しています。

お寄せいただいたご意見等は、地方分権改革を積極的に推進するための種々の提言・提案づくりに反映さ

せていただきます。

当センターの情報提供の方法は次のとおりです。積極的な活用を期待しております。

・電子メール kouhou@nga.gr.jp
・ファクシミリ 03-5212-9135
※なお、ご担当者の職・氏名・連絡先（電話番号・メールアドレス等）もご記入ください。

連絡窓口：全国知事会連絡広報部

「先進政策バンク」の一般公開について
「先進政策バンク」の一般公開について

全 国 知 事 会
全 国 知 事 会

本会では、平成18年12月18日（月）から、
「先進政策バンク」ホー
ム ペ ー ジ（http://www.seisaku.nga.gr.jp）を 開 設 し、 一 般 公 開
をしています。
インターネットを通じて閲覧することができるこのシステムは、
都道府県同士が、それぞれの先進的な取組を提案・共有し合い、良
いものを広げるとともに、切磋琢磨により創造性豊かな発想につな
げる情報提供の場であります。
また、地方分権型社会を目指す各都道府県の先進的な施策・事業
について、分野別や都道府県別等の分類による検索が行えますので、

連絡窓口：全国知事会研究室

国民の皆様にも幅広くご理解の上、ご活用いただきたいと思います。

TEL

：03-5212-9136

FAX

：03-5212-9135

なお、
「先進政策バンク」ホームページには、本会のホームページ
（http://www.nga.gr.jp）からもアクセスすることができますの
で、これらのホームページを閲覧、活用していただきたく存じます。
当サイトに関するお問合せにつきましては、右記の窓口までご連
絡下さい。
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メール ：kenkyushitsu@nga.gr.jp

表

説
解
紙

阿蘇の草原を未来に伝える
熊本県

世界最大級のカルデラを持つ阿蘇。その外輪山を
中心とする地域には大草原が広がり、雄大な景観を
楽しむことができます。この草原は、古来より野焼
き・採草・肥後のあか牛の放牧など人々の営みによ
りその環境が守り継がれ、平安時代の書物にも放牧
についての記述があることから、
「千年の草原」と
も言われています。
阿蘇の草原は稀少動植物の宝庫でもあり、オオル
リシジミやヒゴタイを始め多くの草原性動植物が絶
滅せずに生き残っています。また、草原には、森林
に劣らず地下水を涵養する力があります。

しかし、近年、担い手
不足により草原の維持が
難しくなってきていま
す。そこで、阿蘇の草原
を守りたいとの思いか
ら、地域住民や野焼きボ
ランティアによる維持活
動など、草原再生に向け
て官民一体となった取組
オオルリシジミ
も動き始めています。
このように、草原を始めとした阿蘇の自然、歴史、
文化を未来に引き継いでいくために、現在、熊本県
と阿蘇郡市７市町村が一体となり、草地景観を中心
とした重要文化的景観の国選定を目指すとともに、
阿蘇の世界文化遺産登録に向けた取組も進めている
ところです。
お問合せ
熊本県文化企画課 文化・世界遺産推進室
TEL 096-333-2153

ヒゴタイ

れた黒岩祐治氏及び 4 月 21 日に三重県知事に就任
された鈴木英敬氏に「新知事登場」を寄稿していた
だきました。
▼特集として、
「知事が語る～わが都道府県の 23 年
▼今月号では、去る 4 月 26 日の全国知事会議にお

度施政方針と重点施策」をテーマに都道府県総集を

いて本会会長に選任された山田京都府知事に、就任

掲載しました。なお、骨格予算等の 17 都道県につ

挨拶とこれからの抱負等について寄稿していただき

いては、順次掲載します。

ました。

▼東日本大震災以降、電力不足による節電を求めら

▼また、4 月 28 日に「国と地方の協議の場に関す

れています。夏場でもエアコンを使用していない我

る法律」等が成立したことを受け、衆議院議員で総

が家では、どこまで節電できるのか今から頭を悩ま

務大臣政務官の逢坂誠二氏に特別寄稿していただき

せているところですが、東京大停電にはならないよ

ました。

うに、できる限りのことをして電力需要がピークと

▼さらに、去る 4 月 23 日に神奈川県知事に就任さ

なる夏場を乗り切りたいものです。

都道府県展望 平成 23 年 6 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 633 号

全国知事会
橋本光男
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3
株式会社サンワ
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TEL.03-5212-9134

（陽）

