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知事

北 海 道

地域が輝く、オンリーワンの
「新生北海道」づくりに向けて
道政に臨む基本姿勢
いま我が国は、経済停滞の長期化など先行き不透

集中が進んだ我が国の経
済・行政機能のリスク分散

島第一原子力発電所の重大事故は、国民に大きな衝
撃と不安を与え、「ものの豊かさ」や経済の効率性を
最優先にしてきた、これまでの経済社会のあり方が

さらに、本道の世界に誇
る自然環境をしっかりと引き継いでいくため、水資
源の保全、地球温暖化の防止、生物の多様性の保全

明感が高まっており、本道では、全国に比べ急速に
人口減少・高齢化が進むなど、社会経済環境は一段
と厳しさを増しています。また、東日本大震災と福
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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見直しを迫られています。
こうした中、私は、安全でおいしい食や自然エネ
ルギーなどに恵まれた北海道こそが「経済と心の豊
かさの両立」を実現できる場所であると確信してお

り、
「地域に徹底してこだわる」、「攻めの道政に徹す
る」
、
「世界の中の北海道を強く発信する」という基
本姿勢のもと、地域がそれぞれの輝きを放つ「新生
北海道」づくりに取り組んでまいります。

などに貢献していくため
の、バックアップ拠点形成
に向けた取組を進めます。

北海道知事

高橋はるみ

に向けた地域の活動を支援していきます。
このほか、本道の歴史や文化遺産を発信する「北
海道博物館」の整備、縄文遺跡群の世界遺産登録を
目指した道民運動、「スポーツ王国北海道」づくりな

ど、北海道ならではの多彩な文化・スポーツの推進
に取り組んでまいります。
＜安心して住み続けられるふるさとの実現＞
国土のほぼ４分の１を占める広大な北海道で、誰
もが安心して暮らすためには、医療、防災、交通ネッ
トワークなどの体制を充実していくことが重要です。
重点政策の展開
そのため、地域医療を支える札幌医科大学の機能
＜地域経済の再生と未来を拓く経済構造の確立＞
北海道は、我が国最大の食料供給地域であり、安全・ 強化や総合内科医養成研修センターの運営支援、地
安心な食や、世界遺産の知床をはじめとする豊かな 域の医師確保に努めます。
自然は、世界の方々からも高い評価をいただいてい
また、浸水予測図の作成や避難計画の策定、市町
ます。
村の津波対策の支援など、重大災害にも迅速かつ的
こうしたことから、世界的にも重要性の増す「食」 確に対応できる防災体制を構築します。
を戦略的に捉え、国際戦略総合特区に指定された北
さらに、国内外との交流や経済活動を支える交通
海道フード・コンプレックスを起爆剤に食クラスター ネットワークの充実や、新幹線の新函館駅までの開
活動等を展開し、食の総合産業群を育て上げる「食 業効果の全道への波及、高規格幹線道路網の整備促
産業立国」を推進します。
また、安全・安心で高品質な道産品、季節や地域な
どによって様々な輝きを見せる本道観光など、
「北海
道ブランド」の魅力を積極的・戦略的に発信し、道内
企業の海外への販路拡大を支援するとともに、本道観
光の多彩な魅力を広く国内外にアピールします。

進、新千歳空港の機能充実など、総合的な交通体系
の整備を推進します。
むすび
地域が輝くオンリーワンの ｢新生北海道｣ を実現
するためには、道民一人ひとりが、確かな未来を切

さらに、地域を支える中小企業の活性化支援や、 り拓いていこうという強い気概を持ちながら、とも
ものづくり企業の東北地域などとの連携を進めるほ に手を携えて、行動を積み重ねていくことが重要で
か、地域における雇用の場づくりや人材育成を、民 す。いま本道を取り巻く環境は大変厳しいものがあ
間と連携して実施していきます。
＜優位性を活かした先進的社会モデルの創造＞
北海道は、風力や太陽光、地熱などの「再生可能
エネルギーの宝庫」であることから、これらを積極
的に活用した ｢エネルギーの地産地消｣ に取り組ん
でまいります。

また、自然災害のリスクが低く、広大な土地や高
い食料供給力を有する本道の優位性を活かし、一極

りますが、私としては、地域の皆様をはじめ、市町
村や道内外の各界各層の皆様のご理解とご協力のも
と、誰もが楽しく安らかに暮らしていける夢と希望

に満ちた北海道、そして日本を支え、世界へ羽ばた
く北海道の実現を目指し、全力で取り組んでまいり
ます。
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知事

青 森 県

震災からの創造的復興に向けて

県政運営の基本姿勢
私は知事就任以来、「行財政基盤の安定なくして県
政なし」
、
「行財政基盤の安定こそが、地域の産業・
雇用、住民の安全・安心を支えるための礎」という
一貫した思いの下、徹底した行財政改革を進め、平
成 23 年度当初予算においては、実質的に収支均衡
予算を達成し、基金に頼らない財政運営の実現に向
けた環境を整えることができました。震災により、
その状況は一変しましたが、こうした取組を進めて
きたからこそ、震災からの復旧・復興対策にも迅速
かつ積極的に対応することができました。
本県では、昨年 12 月に「青森県復興ビジョン」
を策定し、単なる復元にとどまらない、より進化し
た地域社会を形成していく創造的復興を目指すこと
としています。今後の財政環境は予断を許しません
が、行財政改革努力を継続しながら、攻めの姿勢で
本県の創造的復興を図り、そして美しく豊かなふる
さとを次世代にしっかりと引き継ぐために全力で取
り組みます。

再生可能エネルギー関連産
業の育成を図るなど、次代
を見据えた本県産業の振興
に向けて戦略的に取り組ん
でいきます。
青森県知事 三村 申吾
（２）「発進、青森力」
高齢化や人口減少社会に対応し、将来の農山漁村
の維持安定を図るシステムとして、農林漁業の担い
手が六次産業化により、しっかりとした経済基盤を
確立し、さらには福祉や地域コミュニティの維持に
も取り組む「地域経営」の構築を積極的に進め、地
域力の再生を図ることとしています。
また、本県が有する自然、食、文化などの魅力を
国内外に強力に発信するとともに、東北新幹線青森
県開業 10 周年を契機とした PR 活動にも取り組む
など、震災の影響で伸び悩んでいる観光客の増加を
図っていきます。
（３）「雇用の創出・拡大」
食料自給率 121％を誇る食料生産県としての強み
を活かして、農林水産業と食品製造業、さらには飲
食・小売り・宿泊といった観光産業との連携を強化し、
あおもり型の食産業の推進を図るなど、地域特性を
活かした産業の創出により、中小企業の成長力強化
を図っていきます。
（４）「あおもり型セーフティネット」
医師確保対策の積極展開、「保健・医療・福祉包括
ケアシステム」の体制強化などにより、地域医療を
確保するとともに、がん対策や糖尿病をはじめとし
た生活習慣病対策の充実、ドクターヘリの２機運航
体制の構築による救急医療体制の強化を図り、県民
の健康寿命の向上に取り組みます。

おわりに
平成 24 年度の重点施策について
未曾有の大震災に見舞われ、日本の、そして世界
このような考え方に基づき平成 24 年度において の社会経済情勢が大きな地殻変動を起こしています。
は、震災からの復旧・復興への万全な対応を図ると
しかしながら、私たちには希望があります。目標
ともに、四つの戦略キーワードに基づく施策の重点 があります。そして恵まれた資源や、多くの人財が
化により、震災をバネにして県民の暮らしと本県産 あります。これらを活かし、知恵を絞って、決して
業の更なるレベルアップを積極的に推進することと 諦めずにイノベーションに取り組んでいく、そのこ
しています。
とこそが、今、私たちがなすべきことです。
（１）
「暮らしと産業の復興・創生」
私たちの力を信じ、希望を実現するという強い意
暮らしの面では、近年多発する様々な災害から県 志をもって、私たちの未来を、そして日本の未来を
民の生命と財産を守るため、孤立集落を作らないと 切り拓いていかなくてはなりません。
いう観点に立ち、インフラ整備や危機管理体制の強
こうした思いで、青森県の創造的復興を実現し、
化を一体的に行う「防災公共」を推進します。
東北全体の復興を支え、我が国の未来に貢献してい
また、産業の面では、風力、太陽光、バイオマス、 きたいと考えています。
地中熱など、本県が持つ高いポテンシャルを活用し、
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はじめに
東日本大震災から早くも１年３ヶ月が経ちました。
思えば昨年度は、震災から一日も早く復旧・復興
を成し遂げ、
「東北の元気、日本の元気を青森から」
発信していこうとの思いで、県民一丸となり、復旧・
復興に向け取組を集中的に進めた一年でした。この
間、全国各地から温かいご支援・ご声援をいただき、
おかげ様をもちまして、本県では、社会基盤施設等
の復旧が着実に進展し、復興に向けた具体的な動き
も広がっています。
これまで青森県を応援していただいた全国の皆様
に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。
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知事

秋 田 県

「あきた文化ルネサンス宣
言」、「スポーツ立県宣言」
を 踏 ま え、 文 化 活 動 や ス
ポーツの振興を図り、国内
外との交流を推進します。
秋田県知事 佐竹 敬久
４ 経済・雇用対策の推進
厳しさが続く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実施、
住宅リフォーム事業の充実等による県内需要の拡大
に加え、県独自の雇用対策事業を拡充します。
５ 次代を担う人材育成のための教育環境の整備
「学力日本一の小・中学生」が、さらに世界に通じ
るコミュニケーション能力を身に付けることができ
るよう、「英語力日本一」という高い目標を掲げ、児
童生徒の英語力向上に取り組みます。また、少人数
学級の拡充など教育力の向上や教育基盤の強化を進
めてまいります。
６ 市町村、民間等との協働による地域活性化の推進
県と市町村が一緒となって、その地域に適した活
性化策を練り上げるとともに、それぞれのマンパワー
や財源、ノウハウ等を効果的・効率的に活用し、集
平成 24 年度重点施策推進方針等について
平成 24 年度は、
「ふるさと秋田元気創造プラン」 中的に事業を実施していく仕組みとして「秋田県市
の３年目として、東日本大震災により浮き彫りとなっ 町村未来づくり協働プログラム」を創設し、県と市
た様々な課題に取り組むとともに、東北の復興・再 町村の協働による地域の魅力づくりを進めます。
生に向けた本県の役割を果たしていくためにも、以
おわりに
下の６つの施策を重点的に推進していくこととして
厳しい財政状況が続く中、本県においては、事業
おります。
の「選択と集中」の徹底や行財政改革の推進などに
１ 秋田の成長に向けた取組の加速化
新エネルギーを活用した発電事業の創出に向けて より、成長分野や課題に積極果敢にチャレンジして
総合的な支援を行うとともに、県内経済の牽引に大 いくこととしております。
最後になりますが、大震災の被災地においては、
きな役割を果たす中核企業の育成や、技術イノベー
ションの創出を進めます。また、次世代自動車関連 大量に発生した災害廃棄物の処理やインフラの整備、
産業や植物工場等の農工連携分野への県内企業の参 さらには被災者の生活再建に向けた産業振興や雇用
入を促進するとともに、東アジア地域等との経済交 の確保など、未だに課題が山積しております。
本県としては、被災地や被災者の思いをしっかり
流を強力に推進し、県内産業の基盤強化を図ります。
と受け止めながら、一日も早く、被災地はもとより
２ 安全・安心の確保と脱少子化の取組
今年度から、医療費自己負担分への助成について、 東北全体の復興が図られるよう、引き続き全力で取
乳幼児に加え、小学生も新たに対象とするほか、所 り組んでまいります。
得制限も緩和します。また、病児・病後児保育や不
妊治療についても、県単独での助成を拡充するなど、
これまで進めてきた出会い・結婚から育児までの総
合的な支援体制の充実を図ります。さらに、県民の
健康や高齢者の日常生活を地域全体で支える地域包
括ケアシステムの構築に向けた取組を進めます。
３ 観光、文化、スポーツによる秋田の元気創出
本県が有する豊かな自然や景観、文化や伝統、ス
ポーツなどの優れた資源を交流人口の増加やビジネ
スの拡大、地域の活性化につなげ、観光を本県の将
来の発展を支える戦略産業として育成します。また、

はじめに
～新キャッチコピー「あきたびじょん」について
東日本大震災は、我が国の経済・社会全体に大き
な影響を及ぼすとともに、人々の価値観にも変化を
もたらし、単なる経済的な豊かさではなく、人間が
暮らしていくための本当の豊かさが求められるよう
になっております。
このような中で、本県においては、新たなキャッ
チコピーを「あきたびじょん」、「あんべいいな秋田
県」として、広く全国の方々に、本県の豊かな自然
や食、歴史や文化などへ目を向けていただけるよう、
「イメージアップ戦略」を展開しております。
日本が失いつつあるニッポンの本当の良さが、秋
田では大切に受け継がれ、残されています。人間が
暮らしていく上で必要なもの（行き過ぎない、おご
らない、ちょうどいい）を、秋田弁の「あんべいい
な」に託し、
足元にある秋田の良さを再認識しながら、
誇りをもって、未来に向かって進んでいきたいと思っ
ております。
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岩 手 県

東日本大震災津波からの復興と
「希望郷いわて」の実現を目指して
る医療提供体制の整備、
「いわての学び希望基
金」を活用した奨学金
の給付など。
■なりわいの再生：漁船・
岩手県知事 達増 拓也
養殖施設・共同利用施設
などの復旧・整備、被災中小企業グループへの補助、
全壊・流失した中小企業施設などの復旧補助、二
重債務の解消に向けた取り組み、「いわてデスティ
ネーションキャンペーン」を契機とした宣伝・誘
客など。

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

１ はじめに
昨年３月 11 日に発生した東日本大震災津波によっ
て、
多くの尊い命と財産が奪われました。あらためて、
亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りしますと
ともに、被災されました皆様に対し、心からお見舞
いを申し上げます。
また、発災以降、国内外から多大なご支援や励ま
しをいただいておりますことに対し、厚く御礼申し
上げます。
震災から１年数か月が経過しましたが、今なお、
約４万３千人の方々が、仮設住宅などの仮住まいで
の暮らしを余儀なくされており、一日も早く安全・
安心な生活を取り戻すことができるよう、まちづく
りや産業再生の取り組みを加速させていく必要があ
ります。

24

さらに、復興計画では、長期的な視点に立ち、新し
２ 平成 24 年度の重点施策～２つの計画の推進の い三陸地域の創造を進めるため「三陸創造プロジェク
ため過去最大規模の当初予算を編成～
ト」を掲げており、国際リニアコライダーの誘致に向
県では、発災から５か月後となる昨年 8 月 11 日、 けた取り組み、自立・分散型エネルギー供給体制の構
「人命が失われるような津波災害は今回で終わりにす 築に向けた取り組みなどを進めることとしています。
る」との決意のもと、「岩手県東日本大震災津波復興 ＜復興計画と軌を一にし、いわて県民計画に基づく
計画」を策定しました。
取り組みを着実に推進＞
また、今年１月には、復興の取り組みと併せ、こ
一方、いわて県民計画第２期アクションプランで
れからの４年間に重点的、優先的に取り組む施策や は、「仕事」、「暮らし」、「学び・こころ」という３つ
目標を盛り込んだ、いわて県民計画「第２期アクショ の視点から、県民一人ひとりが希望を持って暮らせ
ンプラン」を策定したところです。
る地域をつくる取り組みを進めることとしています。
平成 24 年度当初予算は、
「いわて復興元年予算」
■仕事：自動車・医療機器関連などものづくり産
と位置付け、震災復興に要する経費を最大限取り入
業の集積、食・伝統工芸など地域の特性・資源を
れた結果、当初予算としては過去最大の１兆 1,183
生かした産業振興など。
億円となりました。東日本大震災津波の被災者一人
■暮らし：ドクターヘリの導入などによる救急医
ひとりの復興を後押しし、地域の復興の流れを加速
療体制の強化、県内の障がい児療育の拠点となる
させることに意を用いながら、２つの計画を着実に
県立療育センターの整備、「新しい公共支援基金」
推進していく積極的な予算としました。
を活用した NPO などとの協働の取り組みなど。
＜３つの原則に基づき、復興の取り組みを迅速に推進＞
■学び・こころ：世界遺産平泉の理念の普及、平
復興計画に掲げた「安全の確保」、
「暮らしの再建」、
成 28 年に開催される「新しい岩手型国体」の準
「なりわいの再生」の３つの原則を柱として、安全で
備など。
安心な防災都市・地域づくりを進めるとともに、住
環境の整備や雇用の確保、本県沿岸部の基幹産業の
３ おわりに
一つである水産業などの産業再生の取り組みを着実
発災以降、県民はもとより、全国や世界の国・地
に進めます。
域からさまざまな支援が寄せられるとともに、NPO
■安全の確保：防潮堤などの復旧・整備や自主防 や企業、団体など「新しい公共」の多様な主体によ
災組織の育成強化などによる多重防災型のまちづ る支援活動が展開されているところです。
くり、復興道路の整備、三陸鉄道の全線運行再開
こうした復興に向けた希望の芽や支援の輪を大切
に向けた取り組みなど。
にしながら、被災者に寄り添い、一人ひとりの復興
■暮らしの再建：災害復興公営住宅の整備、住宅 を着実に進めるとともに、「希望郷いわて」の実現に
再建に向けた国の制度への上乗せ支援、雇用対 向け、オール岩手による復興を強力に進めていく考
策基金を活用した雇用の場の創出、被災地におけ えです。
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山 形 県

未来を見据え『元気再生』

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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はじめに
東日本大震災により被災された方々や避難生活を
送っておられる方々が一日も早く平穏な生活を取り
戻されることができるよう、心から祈念いたします。
大震災の発生から一年余りが経過し、被災地にお
いては復旧復興に向けた動きが進んでおりますが、
本県内にはいまだ１万３千人を超える方々が避難生
活を送っておられます。
復興には長く厳しい道のりが予想されますが、未
来の世代が安心して暮らすことのできる社会、持続
的に発展できる社会を実現していくことが、大震災
を経験した現代に生きる私たちの使命であると考え
ております。
大変厳しい社会情勢ではありますが、平成 24 年
度を山形県、
東北地方の「元気再生の年」と位置づけ、
再生可能エネルギーの地域導入や農林水産業の６次
産業化など、新たな発展の可能性の芽を育て活かす
ことにより、山形の新たな活力を生み出してまいり
ます。
そして、この活力をもとに、私たちは総力を結集
して、東北全体の復興、日本の再生を果たしていか
なければならないと考えております。
平成 24 年度県政運営の基本姿勢
私は、知事就任以来、「心の通う温かい県政」の推
進を基本姿勢として、市町村や現場との対話を重視
し、県民の生命と生活を守ることを最優先に、活力
あふれる山形県の実現に向けて全力で取り組んでま
いりました。
平成 24 年度は、人と人との絆や、地域の連携、
資源の循環など『つながり』を視点に施策を展開し
てまいります。
特に、東日本大震災で顕在化した課題を踏まえた
対応の推進を図ります。
まず、エネルギー政策についてですが、原子力発
電の安全神話が崩れ、その内包するリスクが明らか
となった今、エネルギー政策の大転換が求められて
おります。
本県においては、本年３月に策定した「山形県エ
ネルギー戦略」に基づき、豊富な自然エネルギー資
源を活用した再生可能エネルギーの地域分散型導入
の促進等により、持続可能な社会づくり、県民の安
全安心、産業の振興・地域の活性化につなげてまい
りたいと考えております。
次に、県土整備についてですが、大震災で、交通
や物流、エネルギーに関するインフラなど諸機能が
太平洋側に過度に集中しているという国土構造の問
題点が改めて浮き彫りになりました。日本海側と太
平洋側が、互いに代替機能・補完機能を果たすこと

ができる、災害に強い国土
づくり・県土づくりが強く
求められております。
本県においては、公共性
インフラ等の代替性・補完
山形県知事 吉村 美栄子
性機能の確保や「減災」に
向けた多面的な災害予防対
策など、災害に強い県土づくりの推進を図ってまい
ります。
そして、経済についてですが、昨年の大震災以来、
特に観光産業や飲食業などが風評被害で大変深刻な
打撃を受けている状況にあります。
そのために、新たな取組みとして、
「復興のための
祈りと祭り」をテーマに「やまがた元気プロジェクト」
を展開してまいります。
「日本一『さくらんぼ』祭り」
を皮切りに、全県をあげて本県の食や農の魅力をア
ピールする四季折々のイベントを年間を通して開催
し、本県から全国に向けて元気を発信してまいります。
また、依然として厳しい本県の経済状況を踏まえ、
産業振興施策と一体となった安定雇用を図るなど、
地域の活力や県民の暮らしに直結する「産業振興・
雇用創出」に取り組んでまいります。
社会情勢が厳しい状況の時にこそ、明日を担うた
くましい人材の育成が重要であります。
こうした認識に立ち、「人材育成」をあらゆる施策
の土台に据えて、県政運営の５本柱であります「医
療・福祉・子育て支援等の充実」、「地域産業の振興・
活性化」、「農林水産業の再生」、「教育・人づくりの
充実」、そして「県土環境の保全・創造・活用」にか
かる諸施策を着実に推進してまいります。
特に「農林水産業の再生」では、デビュー３年目
となる県産米「つや姫」の更なるブランド定着を図
るほか、農林水産業の６次産業化を推進し、地域の
活性化を図るとともに、新たな産業の創出や地域に
おける働く場の確保を進めてまいります。
おわりに ～元気再生
このたびの大震災では、人と人との絆や家族の絆、
地域の絆などがどんなに大切なものであるか、人間
社会の原点を考えさせられました。
そのような思いを胸に、今年度は、県民一人ひと
りの思いをつなぎ、手を携えて、県づくりの目標で
あります『緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが
輝く山形』の実現に向けて全力をあげて取り組んで
まいりたいと考えております。
そして、東北の復興、日本の再生のために、山形
県から元気を発信し本県の役割をしっかりと果たし
てまいります。
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復興元年

宮 城 県

～再生からさらなる発展へ～
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となることから質の高い
東日本大震災からの復興に向けて
地域や都市の再生を実現
宮城県は、昨年３月 11 日に発生した東日本大震
できるよう市町をしっか
災により甚大な被害を受けました。こうした中で、
りと支援していきます。
全国の都道府県の皆様から職員の派遣を始めとして、
そうしたまちづくりを進
物心両面において多大なる御支援をいただき、心か
宮城県知事 村井 嘉浩
めるには、災害廃棄物の
ら御礼申し上げます。
処理を速やかに進めることが重要であり、早期の
さて、本県では、「県民一人ひとりが、美しく安全
処理完了を目指します。また、被災した医療施設
な県土にはぐくまれ、産業経済の安定的な成長によ
や福祉施設の復旧支援、地域医療を支える医療従
り、幸福を実感し、安心して暮らせる宮城」「宮城に
事者の流出防止、特別養護老人ホーム入所の待機
生まれ育った人や住んでいる人が活躍できる機会に
者解消に向けた施設の整備、被災した教育施設の
あふれ、国内からも国外からも人を引きつける元気
復旧、被災児童生徒や保護者への支援など、安心
な宮城」を将来像とする「宮城の将来ビジョン」の
して暮らせ、学べる環境の確保に取り組みます。
実現に取り組んできましたが、数百年に一度といわ
れる今回の震災を乗り越え、
「宮城の将来ビジョン」
が目指す将来の姿を実現するため、「県民一人ひとり ２ 雇用の創出
被災地からの人口流出を防ぎ、新しいまちづく
が復興の主体・総力を結集した復興」「『復旧』にと
りを進めるためには、地域に根ざした安定的な雇
どまらない抜本的な『再構築』」など５つの基本理念
用の創出が重要であることから、被災した地元企
を掲げる「宮城県震災復興計画～宮城・東北・日本
業への復旧支援に全力で取り組むとともに、「民間
の絆 再生からさらなる発展へ～」を昨年 10 月に
投資促進特区」等の本県の優位性を発信しながら
策定しました。また、今年３月にはこの２つの計画
市町村と連携して企業誘致に取り組み、被災地の
の進行管理を行うため「宮城の将来ビジョン・震災
産業再生と雇用問題の抜本的な改善を目指します。
復興実施計画」を策定したところであります。今後、
また、被災地の農業、水産業関連施設の早期復旧、
力強く、そして、着実に復興に向けた取り組みを進
津波被害を受けた県産食材ブランドの再生支援等
めていきたいと考えています。
を通して農林水産業の復興に取り組むほか、クリー
ンエネルギーなど次代を担う新産業の育成や震災
「復興元年」となる平成 24 年度の施策展開
経験を生かした観光振興なども推進していきます。
宮城県の財政は、今後厳しさを増していくことが
見込まれますが、震災対応は一刻の猶予もならない
状況にあります。こうしたことから「復興元年」と ３ 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応
原発事故により、教育や農林水産物や基幹産業
なる平成 24 年度予算については、通常の事務事業
など、県民生活に様々な影響が生じています。県
を徹底的に見直す一方で、国の制度や支援を最大限
として市町村と力を合わせて、放射性物質の測定
活用しながら、独自の財源も積極的に活用して「宮
や除染、的確な情報発信を通じて県民の不安解消
城県震災復興計画」に掲げた施策に重点的に配分す
や風評被害の払拭に取り組みます。
ることとし、一般会計では前年度の約２倍の規模と
なる当初予算を編成しました。課題は山積していま
震災から１年余りが経過し、被災地は、少しず
すが、特に「被災者の生活再建」「雇用の創出」「東
つ復旧・復興に向けて歩みを進めています。しか
京電力福島第一原子力発電所事故への対応」の 3 点
し、被災者の皆様は、いまだ大変厳しい生活を余
については、早急に対応が必要な喫緊の課題として
儀なくされております。県としましては、県民の
取り組むこととしています。
皆様と思いを一つにして、ふるさと宮城の再生と
さらなる発展、素晴らしい地域を作り上げていく
１ 被災者の生活再建
ことが全国の皆様への恩返しと考え、全力で復旧・
被災者の生活再建と生活環境の確保は、最も切
復興に邁進してまいりますので、今後とも御支援
実かつ重要な課題であり、災害公営住宅の整備を進
のほどよろしくお願い申し上げます。
めるほか、復興交付金を活用して進める防災集団移
転や土地区画整理事業は前例のない大規模なもの
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福 島 県

『ふくしまから はじめよう。』
～復興元年の福島県～
東日本大震災から１年以上が経過した今も、全国
の皆さんから多くの御支援、御協力をいただいてお

この言葉に込めた思い
は、二度とこのようなこと

ります。あらためて深く感謝申し上げます。
が起きないよう、自然の持
おかげさまで、現在、福島県民は、県内のほとん つ力の大きさを心に刻み、
どの地域で普段と変わらない生活を送っています。 原子力に頼らない、全ての
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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また、被災した工場などの補修、復旧も進み、企業
活動も回復軌道に乗り、このゴールデンウィークに
は三春町の滝桜や、会津若松市の鶴ヶ城など県内各
地の観光地で賑わいが見られるなど、着実に明るさ
を取り戻してまいりました。
しかし、その一方では、全国各地に避難した約
６万人の県民をはじめ、県内でも多くの方が厳しい

福島県知事

佐藤 雄平

人が安心して暮らせる社
会、そして持続的に発展していくことができる社会
を目指すことです。

これを実現するのは、決して容易なことではあり
ませんが、復興していく自らの姿をもって、地域の
発展と地球環境の保持が両立できる新しい社会のあ
り方を提示していきたいと考えています。

避難生活を余儀なくされており、根強い風評の払拭、
放射性物質の除去、県民の健康管理などを含め、課 『ふくしまから はじめよう。』
題は今も山積しています。
これは、福島県の新しいスローガンです。
この一言に凝縮された意味は、まさに「ふくしま
こうした中、
宣言」そのものです。
本 年 ３ 月、 東
私たちひとりひとりが復興に向けて歩み始めるな
日本大震災か
らば、それがいかに小さな一歩でも、必ずや新しい
ら１年という
流れが生まれ、いずれはそれが大きな流れになって
節 目 を 迎 え、
いくものと確信しています。
本県では「3.11
「復興元年」である本年、その第一歩をしっかりと
ふくしま復興
踏み出し、震災からの復興、安全安心の確保、避難
の 誓 い 2012」 3.11 キャンドルナイト「希望のあかり」の
中の県民の帰還につなげ、全国の皆さんからの温か
メッセージキャンドル
を開催いたし
ました。追悼式典では、東日本大震災で犠牲となら い御支援にも応えてまいりたいと思います。
れた方々の御冥福をお祈りし、引き続き開催したシ

ンポジウムでは、県民が一丸となって復興に取り組
んでいくことを「ふくしま宣言」として全国に、全
世界に向けて高らかに発信いたしました。

私たちは必ず、美しいふるさとふくしまを取り戻します。
私たちは必ず、活力と笑顔あふれるふくしまを築いていきます。

そして私たちは、このふくしま復興の姿を世界へ、未来へと伝えます。
（3.11 ふくしま復興の誓い 2012「ふくしま宣言」より）

「ふくしま宣言」を読み上げる
佐藤雄平福島県知事
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新 潟 県

若者が希望を抱き未来を描くことの
できる地域社会の実現に向けて

県政運営に関する基本的考え方
昨年は、豪雪に始まり、東日本大震災とそれに伴

の付加価値の向上を図るた
め、区分集荷・販売による

ることの重要性を痛感した年でした。今年は、日本
全体が復興に向けて力を合わせ、単にマイナスから
ゼロに戻すということではなく、より高みへ、プラ

強化、越後杉の需要拡大等
を加速させる取組を、新成長プロジェクトとして支
援します。

の実現」を基本理念とした「新潟県『夢おこし』政
策プラン」に基づき、「付加価値の高い産業の振興」
と「くらしやすさの県民満足度の向上」を大きな目
標として、選ばれる新潟県づくりを進めています。
災害や長引く円高・デフレなど、本県を取り巻く
社会・経済情勢は依然として厳しく、多くの課題が
ありますが、若者が未来に夢を持ち、誰もが安心し
て暮らせる豊かな新潟県の実現に向け、全力で取り
組んでいきます。

までの生活を取り戻し、安全・安心な生活を送るこ
とができるよう、全力で取り組みます。また、地域
防災計画の見直しや、様々な災害から得た経験・教
訓を踏まえた防災体制・危機管理体制の強化を進め
るとともに、放射性物質検査の取組を継続し、県民
の不安の払拭に努めます。
第三に、医療・福祉サービスの充実による安心社
会を目指します。医療環境の整備を図る上で、勤務
医等の不足対策は本県の最重要課題であり、民間医
師紹介業者を活用した医師招へい等に取り組むほ
か、新潟大学に設置した総合地域医療学講座を拡充
します。また、魚沼基幹病院（仮称）の建築工事に
着手するとともに、病院の運営を担う財団法人を設
立し、県と連携して医療スタッフの確保を行うなど、
平成 27 年６月の開院に向け準備を着実に進めます。

う原子力災害、翌日発生した新潟・長野県境地震、 新 潟 米 ブ ラ ン ド 力 の 向 上
７月の新潟・福島豪雨と、度重なる災害に見舞われ や、米粉の需要拡大、越後
た１年であり、改めて防災の重要性、命を第一に守 姫や新潟茶豆の生産体制の

平成 24 年度当初予算の特徴
このような基本的な考え方に立ち、平成 24 年度
当初予算編成に当たっては、国全体を覆う閉塞感を
打開し未来を切り拓く人づくりを推進し、若い人が
希望を抱き未来を描くことのできる地域社会の実現

を目指しました。
第一に、現下の経済情勢を踏まえ、平成 23 年度
補正予算と一体で切れ目のない対応で必要な投資事
業の総額を確保することにより、成長が見込まれる
産業分野の振興を図るなど、引き続き、雇用の創出
と企業経営、県民生活の安定を最優先に、明日の新

潟の飛躍につながる取組を進めます。
具体的には、マイナス金利制度による再生可能エ
ネルギー設備投資促進制度の創設や、海洋エネル
ギーの利活用による実証研究に取り組むとともに、
介護分野等におけるロボットスーツ関連産業の創出
と普及促進など、県内産業の高付加価値化に取り組
みます。
また、本県産業の中で最も付加価値を大きく伸ば
す可能性がある農業分野においては、本県の農業を
リードする意欲ある先導的経営体の育成や、食品産
業等と連携し加工・業務野菜の生産を行う契約型園
芸産地を育成します。加えて、本県が誇る農産物等

泉田 裕彦

第二に、災害からの復旧・復興と原子力災害への
対応です。昨年相次いだ災害からの復旧・復興の取
組を着実に進め、被災された方々が一日も早くこれ

地方分権・地域主権改革の推進
大都市制度については、かねてから問題点が指摘
されてきたところですが、各地域の取組などにより、
ようやく国レベルでの見直しに向けた議論が始めら
れました。地方分権・地域主権改革をめぐる状況が

大きく進展していく中で、本県においても、二重行
政を排し、行政組織の壁を越えるとともに、地域の
総合力を向上させる取組が期待されており、去る５
月１日には、新潟州構想に係る報告書が検討委員会

においてとりまとめられたところです。
現在の我が国の閉塞感を打破していくためには、
地方分権・地域主権改革を進め、地方が元気を取り
戻すことが不可欠です。地方の創意と工夫を反映し
ながら制度間競争ができる仕組みを追求し、新潟の
発展と、ひいては日本全体の活性化につなげていき
たいと考えています。

9

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

スへと、新しい光と希望を創り上げていくことが求
められる年だと考えています。
本県では、「将来に希望の持てる魅力ある新潟県

新潟県知事

24

特集

～

る
が語

知事

東 京 都

首都東京の使命
世界を覆う三つの波
さて、世界は、今、大きな厄介な三つの波
に覆われております。
その一つは、文明発展が招いた地球の温暖
化であります。昨年末に開かれた COP17（第
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

24

も、我が国は卓越した
省エネ技術などの強み
を有しながら、指導力
を発揮することができ
なかったのであります。

東京都知事 石原 慎太郎

国内においては、歴代政権が目先の利害に

17 回 気 候 変 動 枠 組 条 約 締 約 国 会 議 ） で は、
CO2 の多量排出国であるにもかかわらず削減

囚われ、その場しのぎを続けてきた間に、社

義務を忌避するアメリカ・シナ・インドが抵

会保障、税制など戦後の繁栄を支えてきた社

抗した結果、４年かけて新たな削減の枠組み

会システムは完全な行き詰まりを見せており

を決めた後、それをさらに、５年後から実施

ます。大震災から１年近く経って、ようやく

という誠に愚劣な結末となりました。こうし

復興庁が創設される有様を見ても、被災地が

ている間にも事態は進み、地球は確実に滅亡

懸命に努力する中で、国政は、スピード感を

の途を辿っているのです。

致命的に欠いていると言わざるを得ません。

二つ目は、歴史の復讐とも言うべきもので

今ここで、肝心なことに手をつけずにいれ

あります。欧米と中東との間で起きている様々

ば、子供や子孫たちに日本を残すことも、地

な諍いは、人・モノ・情報の交流が活発化す

球を残すこともできないかもしれません。そ

る中で増幅されてきた豊かさへの願望、過去

の意味で今年は、我々の今後の命運を決める

の歴史的怨念、宗教的対立がもたらした必然

大きな意味を持つ年となる気がしてならない

に他なりません。こうした歴史認識なくして

のです。

有効な外交戦略を打ち立てることはできず、
資源や食糧の多くを海外に依存する我が国が、 首都東京が日本のダイナモとしての役割を果たす
国益を守ることは至難であります。

こうした中、大都市としての成熟の過程で

三つ目は、杜撰な財政運営が招いたヨーロッ

数々の試練を克服し、それをバネに変えてき

パの経済危機でありまして、日本の産業経済

た東京が行動を起こすことの意味は、決して

にも多大な影響を与えております。超高齢社

小さくはないと思います。政治が、真の指導

会に突入した我が国は、今後も社会保障費の

力を発揮することで、東京に集中・集積する

増大が避けられず、高福祉・低負担の幻想を

様々な力を引き出し束ね、その力を、大震災

完全に捨て去らなければ、同じ轍を踏むこと

を乗り越え日本の再生を果たす原動力に変え

は明らかであります。

ていく必要があるのです。
日本の再生を牽引する役割を担い得るのは、

今年１年が持つ意味
にもかかわらず、国の舵取りを担うべき政

東京をおいて他にはありません。自らの知恵
と発想力を鍛えながら、戦略的に手立てを講

治には、こうした世界の大きな潮流を捉え、 じ、その持てる力を存分に発揮することで、
自ら進むべき針路を選び取ろうとする気概が

首都東京が、日本のダイナモとしての使命を

全く感じられません。先の COP17 において

果たしてまいります。
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群 馬 県

より元気に、より大きくはばたくために
をきめ細かく支援します。
環境分野では、住宅用太
陽光発電設備に対する補助
を継続するとともに、再生
可能エネルギーの活用を推
群馬県知事 大澤 正明
進します。さらに単独処理
浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進します。
この他、県立学校などの耐震化を進めるとともに、
大規模地震発生に備え｢地震防災戦略｣を策定します。
また放射線対策として、環境保全課に ｢放射線対策
係｣ を設置し相談窓口の一元化などを図る他、検査
体制の強化や県有施設の除染を実施します。

恵まれた立地条件を活かした産業活力の向上・社会
基盤づくり
企画部に ｢国際戦略課｣ を新設するとともに、海
外からの観光誘客や農畜産物などの販路拡大、県内
企業の海外展開の支援など国際施策に積極的に取り
組みます。
地域を支え、経済・社会活動を支える人づくり
また群馬 DC の成果を生かし、JR 東日本と連携し
児童・生徒の心の問題に対応するスクールカウン
セラーを大幅に増員するとともに、本県独自の少人 た観光キャンペーンを開催します。
さらに、企業誘致推進補助金の対象を拡大する他、
数学級編成を継続します。特別支援学校については、
未設置地域への開設や市立学校の県への移管に向け、 本県の立地条件の優位性を生かし、物流拠点やバッ
クアップ機能の誘致を積極的に進めます。
市町村と協議を進めます。
農林業の振興では、県産木材の生産体制の強化や
また海外で活躍できる人材を育成する「ぐんまグ
ローバル塾」の実施や、本県農業のけん引役となる 利用促進に取り組む他、野菜の生産振興や農家の経
人材を養成する「ぐんま農業フロントランナー養成 営安定を図ります。
ぐんまのイメージアップでは、本県が誇る歴史文
塾」の開設など、産業人材の育成を進めます。
化遺産の価値を見つめ直し、その魅力を全国に積極
さらに、医学生や看護学生に対する修学資金の貸
与などにより、医療人材の県内への誘導・定着を推 的に発信します。また「富岡製糸場と絹産業遺産群」
の世界遺産登録に向け、ユネスコに提出する推薦書
進します。
の最終調整などを行います。
社会基盤づくりでは、北関東自動車道の全線開通
誰もが安全で安心できる暮らしづくり
健康福祉部に ｢がん対策推進室｣ を新設し、がん による県内高速交通網の効果を活かすため、高速道
対策の充実を図ります。具体的には、市町村と連携 路につながる基幹道路を重点的に整備します。
八ツ場ダムでは、政府予算に計上された建設費に
してがん検診受診率向上に取り組む他、がん診療連
携推進病院の指定による治療・相談体制の強化や県 合わせた本県分の負担金を計上するとともに、現地
立がんセンターへの緩和ケア病棟整備などを積極的 での生活再建に向けた事業を着実に推進します。
に進めます。救急医療対策では、救命救急センター
本県は、恵まれた自然環境や立地条件、古代から
指定病院を新たに追加する他、県内全ての救急車に
東国文化の中心地として続いてきた歴史・文化を有
救急搬送情報を共有できるシステムを導入します。
福祉分野では、障害のある人のための歯科診療体 するなど、さらに大きくはばたく力を持っています。
制の拡充や、特別養護老人ホームなどの社会福祉施 県民一人一人が、先人から受け継いできた群馬の限
設の整備を進めます。また若年性認知症患者などの りない可能性を再認識し、郷土を愛し、誇りと自信
を持って暮らせる ｢ふるさと群馬｣ の実現に向け取
支援に取り組みます。
労働・雇用環境づくりでは、緊急雇用創出基金を り組んでまいります。
活用して新たな雇用を創出する他、若者などの就職

11

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

わが国に未曽有の被害をもたらした東日本大震災
から１年余りが経過しました。本県では、被災地・
被災者への支援と、原発事故の影響で大きな打撃を
受けた県内経済の回復に、全力を挙げてきました。
北関東自動車道の全線開通、群馬デスティネーショ
ンキャンペーン（群馬 DC）の開催、さらに自動車
関連産業などの生産水準の回復の動きもあり、県内
の景気は持ち直してきています。
24 年度一般会計当初予算の総額は、6,653 億 8,800
万円です。県内経済の回復の動きをしっかりと支え、
活性化させるため、「群馬・元気増進予算」を編成し
ました。県総合計画「はばたけ群馬プラン」に掲げ
た三つの基本目標である「地域を支え、経済・社会
活動を支える人づくり」「誰もが安全で安心できる暮
い
らしづくり」
「恵まれた立地条件を活かした産業活力
の向上・社会基盤づくり」を着実に推進する施策を、
積極的に実施します。

24
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知事

栃 木 県

東日本大震災を乗り越え
「元気度 日本一 栃木県」の実現を目指して
はじめに
未曾有の被害をもたらした東日本大震災から、１
年余が経過しました。東北地方の被災地では、未だ
多くの方々が不自由な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。
本県では、大震災による直接的な被害については、
復旧の目処が立ったものと考えていますが、今なお、
福島第一原子力発電所の事故による原子力災害は、本
県観光地や農産物への風評被害をはじめ、県民生活や
経済・産業活動等に深刻な影響を及ぼしています。
このため、平成 24 年度は、大震災からの復興を
県政の最重要課題に位置づけ、一日も早い復興の実
現に向けて各種施策を推進していくとともに、復興
推進の基本ともなる栃木県重点戦略「新とちぎ元気
プラン」についても、引き続きその着実な推進を図っ
ていきます。
東日本大震災からの復興と原子力災害への対応
私を本部長とする「県震災復興推進本部」と ｢県
原子力対策本部｣ を車の両輪とし、それぞれの機能
を十分に発揮させながら、全庁一丸となり大震災か
らの復興と原子力災害への対応に取り組んでいると
ころです。
復興推進に当たっては、人口減少や高齢化、環境
問題などの現下の課題にも対応しうる、新たなとち
ぎづくりへのステップとなるよう進めていきます。
５月 22 日には、復興への高い効果が期待される、
本県のアンテナショップ「とちまるショップ」を東
京スカイツリータウン内にオープンさせることがで
きました。全国初の県と市町村の共同運営により、
本県が誇る観光資源や食、伝統工芸等のとちぎの魅
力をまるごと発信する拠点として戦略的な展開を図
り、誘客促進、地域産業の振興、さらには本県ブラ
ンド力の一層の向上を図っていきたいと考えていま
す。是非多くの皆様の御来店をお待ちしています。
また、このオープンに併せ、プレミアム付宿泊旅
行券「元気度 日本一 とちぎ“券”」の販売を開始し、
本県への更なる誘客につなげ、風評被害の払拭を図っ
ていきます。
その他、孤立可能性のある集落への衛星携帯電話
の設置促進や再生可能エネルギーの導入拡大等によ
る災害に強い地域づくりを推進し、新たなとちぎづ
くりにつなげていく考えです。
なお、原子力災害への対応としては、県地域防災
計画「原子力災害対策編」の策定や市町村の行う除
染への支援、放射性物質に係る普及啓発等を実施し、
県民の安全・安心の確保を図っていくとともに、県
産農産物モニタリング検査を一層強化し、安全な農
産物の流通確保に努めていきます。

日を拓く成長戦略」「未来
につなぐ環境戦略」の３つ
の重点戦略を推進します。
「人づくり」については、
一人ひとりが自立し、それ
栃木県知事 福田 富一
ぞれの夢や希望の実現に向
け挑戦していくための基盤
となる施策を推進するとともに、県民の社会貢献活
動を促進する「とちぎ地域力創造プラットフォーム」
の運営を進めていきます。
「安心戦略」では、安心の子育て環境づくりをはじ
め、地域における支え合い体制づくりや在宅医療の
推進、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。
「成長戦略」については、自動車などの重点振興産
業５分野や食に関する産業の振興「フードバレーと
ちぎ」の取組を推進するとともに、いちごの新品種
｢栃木 i27 号｣ の生産・流通に向けた取組を進めてい
く考えです。
「環境戦略」では、EV・PHV タウン構想の展開を
図るとともに、メガソーラーや太陽光発電システム
の設置促進、小水力発電「スマートビレッジ」やダ
ム ESCO 事業の推進など、エネルギーの地産地消県
を目指し、積極的な取組を進めていきます。
「元気度 日本一 栃木県｣ の実現を目指して
我が国は、大震災からの復旧・復興のみならず、様々
な難題に直面しながらも、未だ解決の糸口が見い出
せない状況にあります。
こうした閉塞感の中にあって、本県が復興を成し
遂げ、真に元気を取り戻すことが、我が国の再生に
もつながる道筋であると確信しています。
今回の大震災を通じて再認識された県民との「協
働」を真の復興を果たしていく上での礎とし、｢新と
ちぎ元気プラン｣ に掲げた ｢｢安心｣ ｢成長｣ ｢環境｣
をともにつくる、元気度 日本一 栃木県｣ の実現
を目指し、全力で取り組んでまいります。

「新とちぎ元気プラン」の着実な推進
元気なとちぎづくりの原動力となる「人づくり」
を政策の基本に据え、
「暮らしを支える安心戦略」「明

東京スカイツリータウン内「とちまるショップ」
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茨 城 県

震災復興と生活大県づくり
の着工などの明るい動きも
ありますが、引き続き、今
年度国予算において創設さ
れた企業立地補助金や東日
本大震災復興特別区域法に
茨城県知事 橋本 昌
基づく税制上の特例制度等
を活用し、積極的に推進してまいります。
また、「つくば国際戦略総合特区」により、つくば
東日本大震災からの復旧・復興
や東海における科学技術の集積を活用したライフイ
第一に、大震災からの復旧・復興のための事業を ノベーション、グリーンイノベーション分野におけ
着実に進めていくことを最優先いたします。まず、 る先導的プロジェクトを推進し、新事業や新産業の
①復興基金を活用した被災住宅への利子補給などの 創出を目指してまいります。
被災者の生活再建の支援に取り組んでまいります。
また、②道路や河川、港湾や漁港、県立学校など被
生活大県づくり
災施設の早期の復旧を行うとともに、③中小企業等
第三には、県民一人ひとりが、質の高い生活環境
グループ施設の復旧支援などの産業復興の支援に引 のもとで、安全、安心、快適に暮らすことのできる
き続き取り組んでまいります。
「生活大県づくり」を着実に推進していくことが重要
さらに、原子力事故による風評被害対策として、 であります。
④団体旅行者向けの周遊観光バスの無償提供や復興
住みよいいばらきづくりを進めるため、地域医療
関係のイベント開催などの復興 PR・キャンペーン の充実と少子化対策に特に力を入れてまいります。
に力を入れてまいります。
地域医療については、県内どこに住んでいても、安
また、今回の大震災を踏まえて、⑤防災拠点等と 心して質の高い適切な医療を受けられる体制を整備
なる施設への太陽光発電設備の整備など防災関連事 していくことが必要であり、医師など医療従事者の
業の実施に重点的に取り組むとともに、食品衛生法 確保や救急医療体制の充実を図ってまいります。少
の新たな基準値をもとに、⑥放射線監視事業を強化 子化対策、子育て支援につきましては、未婚の男女
してまいります。
の出会いの場づくりと合わせ、結婚や子育てに関す
これらの事業を実施することにより、本県が一日 る若者の意識の改革などを積極的に進めてまいりま
も早く震災前の元気な姿に戻れるよう、復旧、復興 す。また、保育所や放課後における子どもの居場所
に全力で取り組んでまいります。
づくり、ワーク・ライフ・バランスの推進など、安
また、去る５月６日に関東地方北部で発生した竜 心して妊娠・出産・子育てができる環境の整備に取
巻等により、本県においては約 1,400 棟の建物被害 り組んでまいります。
など、甚大な被害が発生いたしました。一刻も早い
次に、本県や日本の将来を担う子どもたちを心身
復旧と被災された方々の生活の不安の解消に取り組 ともに健やかに育てていくために、本県独自の少人
んでまいります。
数学級やティーム・ティーチング、習熟度別学習な
どの少人数教育の充実を図ってまいります。
経済・雇用対策
また、全ての小学校において、数学及び理科を専
第二には、厳しい雇用情勢や海外景気の減速など 門とする教員配置の推進や、理科専門員による理科
を踏まえて、雇用の場の確保が何よりも重要である 実験講座の開催を行うなど、理数教育を充実すると
ことから、雇用創出等基金を活用し、研修・雇用一 ともに、英語の発音力向上を目的とした発音力ソフ
体型事業や、新規卒業者、大卒等未就職者、被災求 トの活用を全ての公立中学校に拡大するなど、外国
職者のための就職支援事業、重点分野における雇用 語教育を充実すること等により、未来を担う人づく
創出事業などを引き続き積極的に実施し、市町村事 りを積極的に進めてまいります。
業分も含め、7,000 人以上の新規雇用の創出を目指
こうした取組みを通じて、全ての県民が安心・安
すとともに、引き続き資金繰りの厳しい中小企業の 全・快適に暮らすことができる「生活大県いばらき」
資金調達を支援してまいります。
を実現できるよう、今後とも全力で取り組んでまい
次に、企業立地につきましては、日野自動車古河 ります。
工場が５月に稼働したことや雪印メグミルク新工場
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東日本大震災から１年が経過しましたが、本県に
おいて、今後の発展を目指し、１日も早く復旧、復
興を成し遂げ、雇用の場を確保し、定住人口の減少
をできる限り抑えるとともに交流人口の増大を図り、
全ての県民が安全、安心、快適に暮らせる「生活大県」
づくりに全力を尽くすため、次の三点を重点的に取
り組んでまいります。
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知事

埼 玉 県

「復興から日本再生へ」
～ 埼玉の挑戦 ～
県政運営に関する基本的考え方

（２）埼 玉版ウーマノミク

わが国は、人口減少や超高齢社会の到来など、大

きな課題を抱えております。加えて、東日本大震災
を機に、エネルギーや防災などの更なる課題が重く
のしかかっております。

こうした状況にもかかわらず、国政は停滞し、依

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

24

然として問題の抜本的な解決の先送りが続いている

状況です。今こそ、地方が自ら思い切った政策を立
案し、試行錯誤を重ねながら、成功事例を積み上げ

スプロジェクト
女性が生き生きと活躍す

ることが経済の好循環を生

み出します。そこで、女性
が働き手や消費・投資の担

埼玉県知事

上田 清司

い手となることで、経済成長や社会の活性化につな

がっていくような仕組みづくりを提案していきます。
具体的には、県内企業 2,000 社を訪問し、短時間

ていくことで、日本再生につなげていく必要があり

勤務制度の導入を促していきます。また、短時間勤

そのために本県が進むべき大きな方向性として次

ている企業を認定する制度を設け、毎年 500 社を

ます。

の３つが重要であると考えます。１つ目は、将来へ
の不安を可能な限り減らし、明日への希望を生み出

す「安心の確立」です。２つ目は、県民・企業が新

務やフレックスタイムなどの複数の働き方を実践し

目標に認定し広く紹介してまいります。さらに、県
庁舎の一部を活用して周辺の企業とともに共同で協
議会を設置し運営するモデル保育所の整備を図りま

たな分野や世界へ挑戦することによる「成長の実現」 す。このほか、女性の活躍の場づくりを進めるため、
です。３つ目は、県民全員が社会に主体的・積極的

100 億円の融資枠の「女性経営者支援資金」を創設し、

動のみならず様々な分野で生かされ、皆が力を発揮

大を資金面から支援いたします。

に関わり、720 万県民の豊かで多様な能力が経済活
できる「自立自尊の埼玉」を実現することです。

低利で融資を行うことにより、女性の創業や事業拡
（３）健康長寿埼玉プロジェクト

誰もがいつでも健康で長く生きたい、これは人類

平成 24 年度予算の主な重点施策

共通の願いであります。そこで、高齢者１人当たり

初予算においては、「埼玉から日本を元気に」をテー

果を踏まえ、徹底した保健指導、健康づくりの継続、

このような基本的考え方に立ち、平成 24 年度当

マとして予算編成に取り組みました。特に、「埼玉エ

の医療費負担が少ない小鹿野町での取組への検証結
就労と社会参加の促進について、都市部の特徴を捉

コタウン」
「埼玉版ウーマノミクス」「健康長寿埼玉」 えたモデルを構築し、健康長寿社会の実現を目指し
の三大プロジェクトをはじめとした安心・成長・自

ます。

位置づけ、あらゆる分野でイノベーションの波を起

健指導や、高齢化した団地での閉じこもり予防と介

分しました。

運動・食生活の改善による健康増進などを進めてま

立自尊の埼玉の実現に向けた施策を重点政策分野と
こすことができるよう、限りある財源を効果的に配
（１）埼玉エコタウンプロジェクト

エネルギー問題では、高い技術力と創意工夫に富

んだわが国が、地球規模の課題を解決することが求

められております。そこで、地域全体で再生可能エ
ネルギーの導入や徹底した省エネルギー化に取り組
み、エネルギーの地産地消を埼玉から進めてまいり
ます。

今後、実施対象市町が地域の特性に応じて、エネ

ルギーの地産地消の実現に向けて取り組んでいきま
す。県としては、各市町と相互に連携・協力を図り
ながら、創エネや省エネにつながる取組を推進して
まいります。

具体的には、生活習慣病予防のための効果的な保

護予防の実施、IT を用いた健康管理システムの構築、
いります。併せて、子育て支援や地場産野菜の栽培
など、高齢者が生きがいをもって活躍できる機会を
拡大していく事業を実施してまいります。このよう

な取組によって、健康増進、社会参加の促進及び医
療費抑制という一石三鳥の実現を目指します。

私は、これらの施策はいずれも現在の日本が直面

している課題を解決する糸口になるものと信じてお
ります。ここ埼玉で新しいモデルづくりに積極的に

取り組み、その成功モデルを発信していくことで、
日本再生をリードしていくという高い志をもって県
政運営に取り組んでまいります。
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知事

千 葉 県

くらし満足度日本一を目指して

総合計画の推進
一つ目は、
「安全・安心のまちづくり」です。
県民の皆様が日々安心して生活を送るためには、
犯罪や事故がなく、災害に強いまちづくりに取り組
む必要があります。
本県のひったくり発生件数は、平成 22 年には全国
最多でしたが、
「ひったくり！防止ちばカエル作戦」
などが功を奏し、平成 23 年は半分以下に減少すると
ともに、犯罪の認知件数も９年連続で減少しています。
今年度も、安全・安心日本一の千葉県を目指して、
移動交番車の増強、地域安全パトロール隊の拡充、
「振
り込め詐欺・悪質商法被害抑止コールセンター」に
よる電話での直接的な防犯指導などに取り組みます。
また、災害への備えを堅固なものにするため、緊
急輸送道路に架かる橋など、重要な橋りょうの耐震
補強工事を前倒しするとともに、県立学校の耐震化
の推進や私立学校の耐震化の支援を行います。
二つ目は、
「医療・福祉の充実」です。
くらし満足度の向上のためには、いつでも安心し
て良質な医療・福祉サービスが受けられる環境整備
が喫緊の課題です。
医師・看護師の確保対策に取り組むほか、ドクター
ヘリの格納庫を含む救命救急センターへの助成や、
周産期母子医療センターへの助成の拡充など、医療
提供体制を一層充実させます。
さらに、特別養護老人ホームの整備に対する補助
を継続するとともに、障害のある人の地域での生活
を支えるため、グループホームの整備などに取り組
みます。
三つ目は、
「笑顔輝く子どもを育てる県づくり」です。
社会に元気を与えてくれるのは、子どもの健やか
な成長であり、そのためには、社会全体が力を合わ
せていく必要があると考えます。
子ども医療費助成は、入院について対象を中学３
年生まで拡充するとともに、待機児童の早期解消の
ため民間保育所の整備を促進します。また、私立学
校の経常費補助についても増額します。
四つ目は、
「観光と魅力あふれる県づくり」です。

本県は、成田国際空港や
東京湾アクアライン、全国
屈指の農林水産業、豊かな
自然など、数多くの宝、ポ
テンシャルにあふれていま
千葉県知事 森田 健作
す。これらの本県が持つ魅
力を各種広告媒体の活用や私自らのトップセールスな
どにより、国内外に向けて発信し、観光客や企業の誘
致、県産農林水産物の販路拡大、本県の知名度の向上
につなげてまいります。
さらに、「ちばを走ろう～アクアラインの風にのっ
て～」を大会キャッチコピーに、本県の持つ様々な
魅力を県内外に強くアピールするため、本年 10 月
21 日には、日本初の海上の高速道路を使用したフル
マラソン「ちばアクアラインマラソン」を開催します。
加えて、成田空港では、年間発着枠 30 万回化な
ど状況が大きく変化していることから、グレードアッ
プ「ナリタ」活用戦略会議において、更なる県勢発
展に向けた方策を検討してまいります。
五つ目は、
「雇用・産業振興、交流基盤の整備」です。
雇用情勢が依然として厳しい中、新卒未就職者に
基礎研修と職場学習を実施し、早期の就職を支援す
るとともに、中高年齢者や女性向けのセミナーを行
うなど、求職者に対する就労支援に取り組みます。
産業振興については、まず、本県経済の活力の源
泉である中小企業を支援するため、中小企業振興基
金の融資枠の拡充などを行います。
また、農業の振興策として、主力である園芸農業
の生産力を強化拡大するための、専門家のサポート
チームによる産地改善などに取り組みます。
さらに、水産業の競争力強化に向けて、老朽化し
ている銚子漁港及び勝浦漁港の施設改修に対する助
成を行います。
経済の活性化には交流基盤の整備も欠かせません。
今年度は、圏央道の東金・木更津間の開通が予定さ
れています。圏央道大栄・横芝間の事業化や東関東
自動車道館山線の４車線化などの広域的な幹線道路
の整備を促進するとともに、地域に密着した道路整
備を進めます。
終わりに
今年度は、本県が持つポテンシャルを生かして力
強く復興し、元気な千葉を取り戻す１年にしたいと
思っています。そして、県民の皆様が千葉で「生ま
れてよかった」「住んでよかった」「働けてよかった」
と誇りに思える千葉県を実現するため、全力で取り
組んでまいります。
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平成 24 年度の重点施策
まずは、東日本大震災からの復旧・復興、原発事
故に係る課題に、全力で取り組んでまいります。
また、今年度は、県の総合計画「輝け！ちば元気プ
ラン」の実施計画の最終年であり、総仕上げの年です。
総合計画の基本理念である「くらし満足度日本一」
の千葉の実現を目指して、計画を一層推進してまい
ります。
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神 奈 川 県

「いのち輝くマグネット神奈川」実感の年に
昨年４月、私は「いのち輝くマグネット神奈川」
を旗印に掲げ、県政をスタートさせました。
いのちを守るために、また、地域のマグネット力
を高めるために大切なものは何か、県としてなすべ
きことは何かを、行政の縦割りの発想を超えて考え、
総力を挙げて取り組むことが大切だと私は考えてい
ます。
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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ン」を５月に策定しました。
そして、神奈川を担う人づ
くりを進めるため、子ども
や若者たちがいのちの大切
さを学ぶ百万通りの「いの
ちの授業」などにも取り組
んでまいります。

神奈川県知事 黒岩 祐治

「かながわグランドデザイン」の策定
今年３月には「いのち」と「マグネット」を軸に、
県が今後どこに重点をおいて政策を進めようとして
いるのかを分かりやすい形で県民の皆様にお示しす
るため、
新たな総合計画「かながわグランドデザイン」
を策定しました。
「 か な が わ グ ラ ン ド デ ザ イ ン 」 は、2025（ 平 成
37）年を展望して、神奈川がめざす将来像や県の政
策の基本方向を示した「基本構想」と、先進性や発
展性のある重点施策を分野横断的に取りまとめた 27
のプロジェクトなどを示した「実施計画」で構成さ
れています。

平成 24 年度予算での取り組み
平成 24 年度予算は、「かながわグランドデザイ
ン」のプロジェクトと連動した政策主導型の予算で
す。厳しい財政状況にあっても選択と集中を徹底す
ることにより、「神奈川モデル」の事業化をはじめ、
地震防災対策など本県を取り巻く喫緊の課題に対し
て、的確に、かつ、スピード感を持って対応すること、
そして、県民一人ひとりのいのちが輝き、人やもの
を引きつける魅力を持った「『いのち輝くマグネット
神奈川』を実感できる予算」として編成しました。

かながわグランドデザインの構成

もちろん、予算や人員を
削るだけでは将来の展望は
開けません。「神奈川モデ
ル」の推進をはじめ、いろ
いろな知恵やアイデアを出
し、民間事業者の活力も生
かしながら、神奈川の経済
のエンジンを回していきた
いと考えています。
これからも神奈川の総力
を結集し、「行ってみたい、
住んでみたい、人を引きつ
ける魅力あふれる神奈川」
「いのちが輝き、誰もが元
気で長生きできる神奈川」
を目指して取り組んでまい
ります。

財政構造の抜本的な改革
近年、神奈川県の財政は危機的な状況が続いてい
神奈川モデルの展開
ます。今後を見通すと、さらに財政状況が悪化し、
そして、県民、NPO、企業、団体、市町村などと これまでの対応だけでは財政破綻に至る恐れも出て
情報や目的を共有しながら、全国の先駆けとなる新 きました。
たな政策をともに創りあげていく「神奈川モデル」
そこで、今年１月に私を本部長とする緊急財政対
も示しました。
策本部を設置し、財政構造の抜本的な改革を図るこ
例えば、
「かながわスマートエネルギー構想」は、 ととしました。３月には、この緊急財政対策本部に
私が知事就任以来、スピード感を持って取り組んで 調査会を設置し、委員には増田寛也元総務大臣や民
きた神奈川からのエネルギー政策です。将来にわた 間企業の経営者ら６人の外部有識者に就任していた
り安全・安心なエネルギーを安定的に確保し、地域 だきました。
において効率的なエネルギー需給を実現していく構
調査会から意見・助言を頂きながら、これまでの
想です。
行政の常識にとらわれずに、法令や制度など、行政
また、いのちが輝き、誰もが自分らしく暮らし、 の在り方そのものに踏み込んだ抜本的な見直しを行
患者・家族が納得できる医療を推進するため、都道 い、その結果を来年以降の予算編成に反映させてい
府県初の医療全般にわたる「医療のグランドデザイ きます。
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山 梨 県

「暮らしやすさ日本一の県づくり」を
目指して

平成 24 年度予算の概要
（1）
「元気産業創出」チャレンジ（産業政策）
ジュエリー、ワイン、織物などの特色ある地場産
業や、豊かな産物に恵まれた農業などを、やまなし
ブランドとして、全国、そして世界へ発信すること
により、競争力と収益性を高めるとともに、産業振
興ビジョンに基づく中小企業の成長分野への進出支
援や新たな雇用の創出により、地域経済を元気にし
ていきます。
（2）
「環境先進地域」チャレンジ（環境政策）
豊かな自然環境に恵まれている本県の特徴を活か
して、太陽光発電や小水力発電などの普及促進、燃
料電池の実用化などを推進し、「クリーンエネルギー
先進県やまなし」を目指して参ります。
また、本年度から導入した森林環境税を原資とす
る森林環境保全基金を活用し、荒廃した民有林の整
備などを進めるほか、豊富な水資源を、将来にわたっ
て保護し適正な利用を図っていくため、「地下水保護
条例（仮称）
」の検討を行って参ります。
（3）
「ウェルカム、おもてなし」チャレンジ（観光政策）
富士山、南アルプス、温泉、果物など、本県には、
東京近郊に位置しながら、爽やかな自然にあふれた
癒しを提供することができる資源がたくさんありま
すので、昨年度制定した「おもてなしのやまなし観
光振興条例」に基づき、訪れてくださるお客様に対
して、心のこもったおもてなしを県民総ぐるみで提
供し、滞在型の観光地づくりを進めます。
か

（4）
「交いの国」チャレンジ（交通政策）
リニア中央新幹線は実現に向けて新たな段階に
入ったところであり、今後は、JR 東海に協力して早

期の完成に努めるととも
に、基盤整備の方向性や県
全体の活性化方策など、リ
ニアを活用した県土づくり
の基本的指針となるリニア
山梨県知事 横内 正明
活用基本構想の策定を進め
ます。
また、中部横断自動車道は、平成 29 年度までの
全線開通を目指して事業が進められていますので、
中部横断自動車道の沿線地域において、その開通に
よる経済効果を最大限に活用して、地域の活性化を
図っていくための施策を推進します。
（5）
「生涯あんしん地域」チャレンジ（福祉保健政策）
だれもが生涯を通じて健康で安心して暮らすこと
ができることこそ、「暮らしやすさ日本一」の山梨づ
くりの一番の基礎であります。
本県では、東海地震などの大規模災害が想定され
ていますので、昨年度策定した「やまなし防災アク
ションプラン」に基づき、消防防災航空基地の新設
など様々な施策に重点的に取り組んで参ります。
また、がんは県民の死亡原因の第一位を占めてい
ることから、
「山梨県がん対策推進条例」の内容に沿っ
て、
「第二次がん対策推進計画」を策定するとともに、
県立中央病院における通院加療がんセンターの整備
や、がん患者サポートセンターの設置などに取り組
んで参ります。
（6）「未来を拓く人づくり」チャレンジ（教育政策）
本県では、これまで国に先駆けて少人数学級編制
を導入してきたところであり、きめ細やかな指導や
不登校の減少など、着実にその成果があらわれてき
ていますので、今後、対象とする学年の更なる拡大
を図ります。
また、本年 11 月 11 日には、直木賞作家 阿刀田
高 氏を館長にお迎えし、本県文化の拠点として新県
立図書館が開館します。
さらに、明年１月「第 28 回 国民文化祭・やまな
し 2013」が初めての通年開催として開幕しますの
で、本県の特色ある文化を全国に向けて発信すると
ともに、より一層、文化の振興に努めて参ります。
（7）「改革続行」チャレンジ（行財政改革）
将来にわたって健全で持続可能な財政運営を確保
し、質の高い県民サービスを提供していくため、県
債等残高の計画的な削減や、県出資法人の抜本的な
改革、成果重視の行政評価の推進など、行財政改革
を一層推進します。
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我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

はじめに
本県においては、昨年度、待望のリニア中央新幹
線が整備計画路線に格上げされ、また、富士山の世
界文化遺産登録に向けた国内手続きが全て終了し、
ユネスコへの推薦書が正式に提出されるなど、歴史
的な転換期を迎えています。
着実に育ちつつあるこうした「やまなし発展の芽」、
すなわち将来の山梨発展に向けた変化をさらに大き
な成果へと結実させ、「暮らしやすさ日本一」の県づ
くりを実現させていくため、昨年、県政運営の基本
指針となる「第二期チャレンジ山梨行動計画」を策
定しました。
本年度は、この行動計画に基づき、県民の誰もが
真の豊かさを実感できる山梨の実現に向けて、施策・
事業に取り組んで参ります。
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我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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知事

静 岡 県

富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくり
～前倒しで自立促進～

等導入倍増プラン」に基づ
き、太陽光発電や小水力発
電など、新エネルギー導入
への取組を進めます。また、
従来の一極集中依存型から
分散自立型へのエネルギー
静岡県知事 川勝 平太
体系の大転換を図るなど、
エネルギーの地産地消を目指してまいります。
第５は「内陸フロンティアの魅力ある地域づくり」
です。去る４月 14 日に、新東名高速道路が、御殿
場ジャンクションから三ケ日ジャンクションまでの
予算編成の基本方針
平成 24 年度当初予算は、厳しい経済情勢の中で、 162km にわたって開通いたしました。新東名の開通
社会保障関係費の増加が見込まれ、政策的経費に充 により、県土全体が安全・安心で魅力ある地域に発
てられる財源が限られる状況の中で、内部管理経費 展する可能性が高まっていることから、この周辺地
等の徹底した見直しはもとより、事業全体にわたる 域を“富士の国の新しい国土軸”として捉えてまい
重点化や効率化などによる財源捻出を図りながら、 ります。特に、津波対策として沿岸部から移転を希
「“ふじのくに”の早期実現を目指し、５つの分野に 望する場合の受け皿ともなり、東日本大震災の復興
重点化」
、
「総合計画の着実な推進」、「“ふじのくに” モデルとなる災害に強い地域づくりを提案し、内陸
づくりに向けた行財政改革の推進」の３つの方針に のフロンティアを拓く取組を推進してまいります。
沿って、予算を編成しました。
総合計画の着実な推進
基本方針の第二である「総合計画の着実な推進」
“ふじのくに”の早期実現を目指し、５つの分野に
では、「『命』を守る危機管理」、「“ふじのくに”の徳
重点化
「“ふじのくに”の豊かさの実現」、
基本方針の第一である「“ふじのくに”の早期実現 のある人材の育成」、
を目指し、５つの分野に重点化」では、将来にわたり、 「“ふじのくに”の自立の実現」の４つの戦略体系に
県民が安全・安心で豊かに暮らすことができるよう、 基づいて施策展開を進めてまいります。
「『命』を守る危機管理」では、住宅の耐震化や次
喫緊の課題である「雇用対策」、「少子化対策」、「地
震・津波対策」
、
「エネルギーの地産地消への取組」、 期防災通信ネットワークの構築などを行います。
「“ふじのくに”の徳のある人材の育成」では、静
「内陸フロンティアの魅力ある地域づくり」の５つの
岡式 35 人学級編制の積極的な導入やオーバードク
分野について重点的に推進します。
第 １ は「 雇 用 対 策 」 で す。 平 成 25 年 度 ま で に ターの県立高等学校への配置などによる「有徳の人」
３万人の新たな雇用を創出することを目標として、 づくりを進めるとともに、富士山の世界遺産登録、
新エネルギーや医療・健康など今後成長が期待され 観光交流、地域外交などを通じた「憧れ」を呼ぶ“ふ
る分野の産業育成をはじめ、資金調達の支援による じのくに”づくりに取り組んでまいります。
「“ふじのくに”の豊かさの実現」では、医療・福
地域企業の経営力強化などにより、新たな雇用の場
祉機器や機能性食品など新たな成長分野への支援、
の創出を図ってまいります。
第２は「少子化対策」です。妊娠・出産に関する 企業誘致の推進、静岡茶再生のための PR や新商品
相談支援体制の充実や保育所、認定こども園の整備 開発など、一流の「ものづくり」と「ものづかい」
の推進など、誰もが安心して子どもを生み育てられ の創造に努めるとともに、家・庭一体の住まいづく
りをはじめとする「和（ハーモニー）」を尊重する暮
る環境づくりを進めてまいります。
第３は「地震・津波対策」です。東日本大震災が らしの形成、安心医療の提供、健康づくりの推進な
発生して１年が過ぎましたが、いまだ復興には程遠 ど「安心」の健康福祉の実現を目指します。
「“ふじのくに”の自立の実現」では、ヒト、モノ、
い状況にあります。本県では、被災者の皆様が１日
も早く元の生活に戻れるよう、被災地への職員派遣 地域を結ぶ都市基盤の整備や「安全」な生活と交通
や被災地のがれき処理の受入などの支援を行ってお の確保に努めてまいります。
ります。
また、予想される東海地震につきましては、南海 “ふじのくに”づくりに向けた行財政改革の推進
基本方針の第三である「“ふじのくに”づくりに向
トラフで発生が想定される最大クラスの巨大地震に
よる被害予測等を踏まえ、来年６月を目途に、第４ けた行財政改革の推進」につきましては、昨年度は、
次地震被害想定を策定してまいります。さらに、先 行財政改革推進委員会において行財政改革の取組の
の震災で甚大な被害をもたらした津波への対応につ 検証や一層の改革に向けた検討を行ってまいりまし
きましては、ソフト・ハードの両面において県民の た。今年度も、経営的な視点から県有施設の利用の
最適化や経費の縮減を図るなど、歳入確保、歳出の
生命、財産を守る施策を展開してまいります。
第４は「エネルギーの地産地消への取組」です。 スリム化に取り組んでまいります。
平成 23 年３月に策定した「ふじのくに新エネルギー
静岡県では、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、平成 23 年２月
に公表し、平成 23 年度を“ふじのくに”づくり元
年としてその着実な推進に努めてまいりました。
この間には、東日本大震災や円高不況による雇用
環境の悪化など、大きな社会経済情勢の変化に直面
しました。こうした状況を踏まえ、本年度は、総合
計画を前倒しで執行し、“ふじのくに”の自立促進に
努めてまいります。
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長 野 県

「信州らしさを活かした元気の創出」を
目指して
物質的な豊かさの追求が個人の幸福に直結する時
代が過ぎ去った今、様々な価値観を持つ国民が真に

州自然エネルギー元年」と
位置付け、市町村や事業者

くことが必要です。甚大な被害と混乱をもたらした
東日本大震災を教訓に、これまでの社会のあり方を
今一度しっかりと振り返りながら、人間生活優先の

か、県有施設等を活用した
導入モデルの構築を進めます。また、教育については、
昨年度中学校 1 年生に導入した 30 人規模学級編制

用への大いなる可能性や、教育県・健康長寿県を築
いてきたこれまでの取組の蓄積、そして人と人との
絆やコミュニティの強さなど、数多くの優れた財産
があります。こうした強みを最大限活かすという視
点を持ちながら、今年度策定する新たな総合５か年
計画において県民の皆様と共有できる夢と希望に満
ちた将来像を描き、その実現に全力を傾けてまいり
ます。

を固めるなど、「信州教育の再生」に取り組みます。
さらに、災害拠点病院等の耐震化促進といった生
活に身近な社会資本の整備、老朽化が進む道路・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。
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の
範囲内に抑制するなど、財政の健全化に努めました。

ゆとりと豊かさを実感できるようにするためには、 の先進的な取組を支援する
それぞれの都道府県や市町村が地域の多様な個性や 「１村１自然エネルギープ
強みを伸ばし、活力に満ちた地域社会を実現してい ロジェクト」を推進するほ

行政・財政改革方針
県民の皆様とともに新しい長野県を創造していく
ためには、そのエンジンとなる県行政のあり方と財
政構造を再構築することが必要です。この 3 月に策
定した「長野県行政・財政改革方針」では、「組織の
使命（ミッション）」「目指す姿（ビジョン）」「行動

指針（バリュー）」について「行政経営理念」として
明確に掲げるとともに、具体的取組の五つの柱（県
民参加と協働の推進、人材マネジメント改革、行政
経営システム改革、財政構造改革、地方分権改革）
に沿って改革を進めることとしています。この方針
に沿って、最高品質の行政サービスを提供し、長野

県の発展と県民の皆様の幸福を実現してまいります。

阿部 守一

を、今年度以降中学校 2 年生、3 年生へと順次拡大
するほか、新たな県立 4 年制大学の設置に向け、有
識者による設立準備委員会において大学の基本構想

豊かな自然と文化がいきづく信州への移住をサポー
トします！
長野県の人口は平成 13 年をピークに全国に先ん
じて減少に転じています。また、生産年齢人口の割
合が減少する一方、老齢人口の割合は増加すること
が見込まれるなど、地域社会の活力の維持が課題と
なっています。一方、退職後のシニア層には、ゆと
りある暮らしを望む方や、豊富な知識・経験を地域
に還元したいという志を持った方が多くいらっしゃ

います。
こうした経済・社会情勢の変化や増加する移住・

平成 24 年度当初予算の特色
平成 24 年度一般会計当初予算は、前年度比 0.6％

交流ニーズに的確に対応し、長野県の強みとポテン
シャルを最大限に活用して、移住や二地域居住、交
流人口を増やしていくため、長野県の行動計画とし
て「長野県移住・交流戦略」を本年 3 月に策定しま

らしさ」を一層強化し、地域の元気を創出すること
を強く意識し、
「自然エネルギーの普及拡大」「人や
企業に選ばれる信州の創造と発信」「多様な教育の充

豊かな自然と文化がいきづく信州には、あたたか
い地域の絆や健康長寿の風土、活力ある産業があり
ます。ふるさと志向等の高まりから、移住や二地域

減の 8,412 億円となっています。県内産業の下支え した。そして、この戦略に基づき、この 5 月には、
や雇用の確保等の当面する課題に対処するとともに、 首都圏における移住・交流の拠点として「長野県・
人と人との絆の強さや豊かな自然環境などの「信州 移住交流センター」を開設しました。

実・支援」など 10 の視点から施策を構築しました。
例えば、自然エネルギーについては、今年を「信

居住を希望される皆様を、長野県はしっかりとサポー
トしてまいります。
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持続可能な地域を創造していくことが、今、強く求
められています。
長野県には、豊富に潜在する自然エネルギーの活

長野県知事
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富 山 県

元気・安心予算
「元気とやま」の創造に向け

新たな挑戦

１．新たな総合計画と平成 24 年度予算
この春、本県では、新たな時代を見据えた先見性

援、ものづくり・グロー
バル人材の育成など

①「活力」
、
「未来」
、
「安心」を３つの柱とした 60 の
基本政策を掲げ、県民にとって緊要度が高く、最優
先に取り組む「５つの重点戦略」を設定したこと

日本海側の総合的拠点
港「伏木富山港」の機能向上、富山空港の国際
路線の強化（北京便、台北便の就航など）と国

するとともに、県民の幸福度という視点から「と
やま幸福度関連指標」
（150 項目）を提示したこと
平成 24 年度予算編成にあたっては、新年度が新
たな総合計画の初年度であることから、５つの「重
点戦略」や重要政策である「人づくり」に位置づけ
る事業に特に予算を優先配分しました。この結果、
予算総額では、新幹線建設工事の進捗に伴う負担金
の減少等により平成 23 年度比 1.8％減となりました
が、経済・産業の振興、雇用対策、子育て、教育、医療、
福祉や社会資本整備などの政策経費は 2.7％増と平
成 19 年度から６年連続の増額となりました。

消防防災センターでの防災専門人材の育成など

と戦略性を有する中長期の県政運営の指針となる （３）陸・ 海・ 空 の 交 通 基
「新・元気とやま創造計画」を策定しました。
盤の整備等
新たな総合計画の特色は以下のとおりです。
・北陸新幹線の整備促進、
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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石井 隆一

② 基本政策を支える重要政策として「人づくり」を
際観光ビジネス交流の活性化など
位置づけたこと
（４）防災・減災対策の推進
③ 成果を重視した県民参考指標（189 項目）を設定
・道路や橋りょう、学校等の耐震化の推進、広域

＜平成 24 年度の主な取組み＞
（１）５つの重点戦略と重要政策「人づくり」
① グローバル競争を勝ち抜く環日本海・アジア戦略

２．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８年間で一般行政部門の職
員を 18.8%（782 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８年間減額（知事 18％、副知事等
13％、管理職 6 ～ 2％、一般職（一部）3％）
※ 平成 16 年度に比べ一般行政部門の人件費を約 68
億円、22.6％削減

・ナノテクものづくり、医薬工連携、環日本海物
流ゴールデンルート構想の推進など
② 少子高齢化・人口減少社会における活力創造戦略
・子育て支援、エイジレス社会の推進など

３．地方分権改革で目指すべき方向
地方財政については、依然として厳しい状況にあり
ます。国・地方間の税財源の配分の見直しを含めて、
すべての地方自治体が自立できる真の意味での地方分

④ 環日本海地域の『環境・エネルギー先端県』戦略
・小水力発電、リサイクルの普及、水と緑の森づ
くりなど
⑤ いつまでも、みんな元気『健康先進県』創造戦略

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 災害に強い『日本一の安全・安心県』戦略
・耐震化、津波対策・原子力災害対策など

・健康づくりの推進、医師・看護師の確保、県立
中央病院における NICU や MFICU の運営や小
児外科の開設など

★ 重要政策『人づくり』
・少人数教育の推進、とやま科学オリンピックの
開催、グローバル人材の育成など

（２）経済・雇用対策
・中小企業の振興、イノベーションの推進、就業支

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

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 社会保障と税の一体改革に伴う社会保障関係費と
税収額の不一致に対する財政調整
⑤ 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
⑥ 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

安全安心の足元を固め
いしかわの未来を見据え、大きく一歩！
か ら 30km 圏 内 の 市 町 に
お い て、 専 用 回 線 に よ る
緊急連絡網の整備や防災資
機材の配備を行うほか、避
難者の受入先となる 30km
圏外の市町も含めた原子力
石川県知事 谷本 正憲
防災訓練を実施するなど、
万全を期してまいります。
このほか、医療提供体制の確保・充実に向け、三
次医療機関の高度専門医療機能の強化やそれを担う
人材の養成、医師不足地域における医師確保などに
きめ細かく対応します。

３ 経済・雇用対策
景気の先行きに不透明感がある中、引き続き、経営・
資金・雇用の３つの安心を確保するためのセーフティ
１ 北陸新幹線の金沢開業対策
新幹線金沢開業に向け、開業効果を最大限に引き ネットを張り巡らせ、これまでの取り組みを検証し、
出し、県内全域へ波及させるため、本県が有する「お さらなる工夫を凝らしました。
たとえば、県内企業の優れた技術や工法を売り込
もてなし」
、
「食文化」、「歴史・景観」といった財産
に磨きをかけ、発信する取り組みを加速させていく むための技術提案型商談会や、大手メーカーの調達
ことが必要です。そこで今年度を「首都圏戦略元年」 担当者を県内に招くサプライチェーン構築商談会を
と位置づけ、新たに「新幹線開業 PR 推進室」を設 これまで以上に積極的に開催することとしています。
このほか、外部専門家が企業の経営診断を行う「企
置し、戦略的な誘客対策に取り組んでまいります。
「おもてなし」の向上につきましては、「おもてな 業ドック制度」の充実強化や、企業の資金繰り対策
し講座」の開催など、引き続き、県民全体で「おも のほか、再就職・新規学卒者等に対するきめ細かな
てなし」の意識の共有を図る取り組みを進めていく 就職支援に取り組んでまいります。
また、公共投資については、単独事業を上積みす
ほか、お客様に新幹線で石川を訪れるという期待感
を持っていただくため、ハード面のおもてなしとし るなど積極的に事業量を確保し、地域経済の下支え
て、新幹線車両の内装や金沢駅の駅舎に、いしかわ を図ります。
らしさを感じられるよう、石川の伝統的工芸品や県
４ 時代を先取りするいしかわの新たな取り組み
産材の活用を働きかけてまいります。
こうした３つの重点課題に加えて、本県の新たな
また、
「食文化」の魅力向上のため、「和洋お菓子
の祭典 いしかわスイーツ博 2012」を開催し、石川 可能性を拓く、時代を先取りした取り組みについて
を和洋含めたスイーツのメッカとして全国に発信し も積極果敢に進めてまいります。
たとえば、昨年、国内初、先進国でも初の認定となっ
ていくほか、新幹線開業までの金沢城三御門の完成
と玉泉院丸跡の暫定供用に向けた整備を進めるなど、 た世界農業遺産「能登の里山里海」の利用・保全と
「歴史・景観」を活かした地域づくりを進めてまいり 魅力発信に向け、「能登棚田米」のブランド化とその
収益を活用した農地保全を一体的に実践する取り組
ます。
みや、情報端末を活用しながら環境にやさしいプラ
２ 防災対策をはじめとした県民生活の安全・安心の確保 グイン・ハイブリッドカーで能登の里山里海をドラ
東日本大震災を教訓として、県の地域防災計画の イブしていただく「スマート・ドライブ・プロジェ
見直し作業を進めるとともに、防災対策の重要性・ クト」を実施します。また、多くの方々に里山保全
緊急性にかんがみ、早急に取り組むべきものを可能 活動に参画いただくため、保全活動の参加者に県産
食材の購入等ができるポイントを付与する「里山ポ
な限り先取りして対応することとしました。
ソフト面では、自主防災組織の活動のリーダーと イント制度」を創設いたします。
さらに、農業用水などを活用した小水力発電の可
なる防災士を、平成 28 年度までに現在の 1,500 人
から 3,000 人への倍増を目指して育成するほか、東 能性調査や、省エネ・節電アクションプランの推進
日本大震災の被災地で支援活動に携わった医療・保 によるいしかわ版環境 ISO の取り組み拡大など、再
健・福祉関係者の貴重な経験を活かし、より実効性 生可能エネルギーの利活用、省エネ・節電対策も積
の高い福祉施設や医療機関等の防災マニュアルづく 極的に推進してまいります。
りを進めてまいります。
今後とも、未来への飛躍に向けた重要課題に積極
また、ハード面では、県立学校の耐震化計画を前
倒しするとともに、学校以外の防災関係施設につい 果敢に取り組み、県民挙げて次の一歩を踏み出すこ
とができるよう、全庁一丸となって取り組んでまい
ても残るすべての施設の耐震化に着手いたします。
さらに、原子力防災対策では、志賀原子力発電所 ります。
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北陸新幹線の金沢開業まで、いよいよあと３年を
切りました。東日本大震災や欧州の経済不安などの
影響により、経済・社会情勢は、当面、不透明な状
況が続くと考えられますが、本県においては、目前
に迫った新幹線開業をはじめとした新たな発展の機
会を確実に本県の活性化につなげていくため、必要
な諸施策を力強く実行していくことが必要です。
こうした中、平成 24 年度の当初予算は、本県を
取り巻く情勢の変化への的確な対応と県民の皆様方
の多様なニーズをしっかりとくみ取ることを念頭に、
「北陸新幹線の金沢開業対策」、「防災対策をはじめと
した県民生活の安全・安心の確保」、「経済・雇用対策」
の３つを重点課題に掲げて編成いたしました。
以下、主な施策について紹介いたします。
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岐 阜 県

平成 24 年度の県政運営の基本方針について
～安全・活力・安心の「清流の国ぎふ」づくり～

平成 24 年度は、県の財政再建を推し進めるため
の具体的な取組みを定めた ｢行財政改革アクション
プラン（平成 22 ～ 24 年度）｣の総仕上げの年として、
引き続き、歳出削減対策、人件費削減、歳入確保対
策を着実に実施し、平成 25 年度以降の持続的な財
政運営を目指していきます。同時に、以下にお示し
する 5 つの柱を中心に、県が直面する新たな政策課
題に的確に対応していきます。
第 1 の柱は
｢東日本大震災等を踏まえた、安全な暮らしを守る
防災体制の強化｣ です。
昨年 8 月、県内各層の有識者から成る検証委員会
から、｢超｣ 広域災害をもたらした東日本大震災を踏
まえた 110 の提言をいただきました。これを受けて、
現在、東海・東南海・南海の 3 つの地震が連動して
起きた場合の被害想定調査を実施しています。また、
関係機関で災害情報の伝達・共有を図るため、県庁
や市町村、災害拠点病院等を光ケーブルと衛星回線
で結ぶ ｢防災情報通信システム｣ を更新します。さ
らに、橋りょうの耐震対策やバイパス整備等、昨今
の集中豪雨被害を踏まえた防災対策も着実に実施し
ます。
福島第一原子力発電所事故による大量の放射性物
質の大気中への放出は、県境から 30km の範囲内
に 4 つの原子力発電施設が存在する本県の住民に
も、大きな不安を与えました。そこで、福島第一原
発事故と同様の前提条件で、県内への放射性物質の
拡散想定調査を実施しているところです。また、原
子力災害発生時に、より迅速かつ的確に対応するた
め、放射性物質の大気中濃度や放射線量等を予測す
る SPEEDI 端末を整備する予定です。本年 4 月には、
こうした取組みを一層着実に進めていくため、原発
立地県以外では全国初となる ｢原子力防災室｣ を設
置したところです。

第 3 の柱は
｢支え合い、未来につなが
る岐阜県づくり｣ です。
1 人暮らし高齢者等、各
種支援が必要な人の社会的
岐阜県知事 古田 肇
孤立の防止、解消を図るた
め、自治会役員や民生委員
等を対象に「絆コーディネーター」を養成します。
県総合医療センターによる、障がい児病棟の整備
を支援する等、障がい児者への支援も充実させます。
また、子育て中の母親に対する就労相談や、就労
に必要なサービスや働き方等について NPO 等と協
働で調査する等、｢働きたいママ｣ に優しい社会環境
の整備を推進します。
第 4 の柱は
｢環境保全、森林づくり、魅力ある農村・強い農業
づくり｣ です。
本年 4 月から導入した県民税 ｢清流の国ぎふ森林・
環境税｣ を活用し、絶滅が危惧されるイタセンパラ
の保護や、農林業や生態系へ影響を及ぼす有害鳥獣
の捕獲に対する支援等、生物多様性の保全に取り組
みます。また、公共施設への木質バイオマスの導入
促進や水源涵養、水質浄化、土砂流出防止等の機能
を高めるための間伐に対する助成等を行い、森林の
保全と林業の活性化を図ります。
農業では、シンガポール、タイ、中国を重点ター
ゲットに、飛騨牛や富有柿等の県産農産物の販路拡
大を推進します。また、新規就農者の増加を図るため、
所得が不安定な就農前の研修期間（最長 2 年）及び
就農直後（最長 5 年）に、給付金を支給する制度を
創設します。

第 5 の柱は
｢ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の開催｣ です。
47 年ぶりの大舞台、第 67 回国民体育大会 ｢ぎふ
第 2 の柱は
清流国体｣ 及び第 12 回全国障害者スポーツ大会 ｢
｢経済情勢の激変に対応する産業・雇用の構築｣ です。 ぎふ清流大会｣ を成功させることは、今年度の大き
中小企業の海外での交渉等に商社 OB 等国際ビジ な目標です。
ネスの専門家を同行させる等、円高を逆手に活用し
天皇杯・皇后杯の獲得を目指すことは勿論ですが、
た海外事業の展開を支援します。
県民総参加、誰もが主役となる大会とするため、県
また、厳しい雇用状況が続く中、岐阜市や多治見 内全市町村を巡る炬火リレーの実施や、総合開会式
市に、生活・就労・職業相談、職業紹介や求人開拓 で活用する、県内市町村の“お宝”をシンボルとし
等に関するワンストップサービスの窓口を開設し、 て描く旗 ｢ギフとフラッグ｣ を製作するワークショッ
求職者や生活困窮者の生活安定と再就職に向けた支 プ等を県内各地で開催します。
援を行います。県立高校 15 校には、東海地方で初
両大会は、東日本大震災復興支援と銘打ち、「心を
めて ｢キャリアカウンセラー｣ を配置し、生徒の職 ひとつに 日本再生」を合言葉に掲げており、県民の
業観を育みます。
皆様をはじめ、全国から集う大会関係者、来場者の
心に残り、満足していただける大会となることは勿
論ですが、被災地を元気づけ、日本再生のシンボル
となるよう全力を尽くします。
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愛 知 県

飛竜愛知

モノづくり産業の競争力の強化と次世代産業の育
成・振興
喫緊の課題である産業空洞化への対応として、法
人県民税減税を代替する措置として、「産業空洞化対
策減税基金」を創設し、毎年 50 億円を基金に積み
立て、これを原資として企業立地、研究開発や実証
実験を支援していくことといたしました。
また、本県が中心となって自動車税制の抜本的な
見直しを国へ強く働きかけた結果、自動車重量税の
負担軽減、エコカー減税の継続・拡充に加え、エコカー
補助金が創設されました。こうした国の施策に加え、
個人消費の回復、地域経済を支える裾野の広い自動
車産業の支援、地球温暖化防止という産業と環境の
両面から愛知を元気にする新しい戦略として、本県
独自に、電気自動車とプラグインハイブリッド自動
車の次世代自動車について、自動車税を免税するエ
コカー免税を導入することといたしました。

昨年度から事業を加速し
ている県立学校の耐震化に
ついて、一層の進捗を図る
とともに、民間住宅の耐震
改修につきましても引き続
愛知県知事 大村 秀章
き支援してまいります。
地域における医療課題に対応するため、安心して
子どもを産み育てられる小児・周産期医療体制や、
緊急性の高い疾患に対する救急医療体制の整備、精
神医療体制の構築に取り組んでまいります。
また、高齢者の介護・予防・医療・住まい・生活
支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケア
システム」の構築や、子育てと仕事の両立を進展さ
せるため、保育ママの方々を活用した新保育モデル
の調査・研究を進めるなど、県民誰もが安心して健
康に暮らすことができる社会を築いてまいります。

マニフェストを推進する施策
まず、「元気な経済・産業・地域づくり」では、引
き続き厳しい経営環境に置かれております中小企業
の資金繰り支援策として、経済環境適応資金の円高
対応緊急対応枠について、金利を引き下げた上で、
取扱期間を延長するなど、融資制度を拡充し、中小
企業の幅広い資金需要に応えてまいります。
「環境首都あいちづくり」では、住宅用太陽光発電
の設置に対して引き続き助成し、全国一を誇る太陽
光発電の一層の普及を促進してまいります。
「教育・文化立県あいちづくり」では、私立学校の
振興と父母負担の軽減を図るため、経常費や授業料
への補助を着実に実施してまいります。
また、世界に発信するアートフェスティバルとし
て、平成 25 年に開催いたします「あいちトリエンナー
世界一の環境先進県づくりを目指す環境施策
レ 2013」に向けて、出品作家の選定や展示計画の
2014 年に愛知・名古屋で開催される「国連 ESD（持 作成など準備を着実に進めてまいります。
続可能な開発のための教育）の 10 年」最終年会合
「自立・分権・協働の行財政体制づくり」では、愛知・
について、地元として国際会議が円滑に行われるよ 名古屋を世界と闘える大都市としていくため、中京
う開催準備を進めるほか、COP10 の理念を継承し、 都構想の具体化に向けた議論を本格化させてまいり
「愛知目標」の達成に向けて、新しい「あいち自然環 ます。
境保全戦略」を策定してまいります。
愛知が元気を取り戻し、日本を牽引
東日本大震災からの復旧・復興を果たし、日本が
県民のくらしの安心・安全の確保
力強く再生するためには、世界に誇りうる産業力、
国の東海・東南海・南海の三連動地震等の被害想 経済力、豊かな文化力、地域力が蓄積している本県
定結果を踏まえ、本県としても独自に被害予測調査 が「飛竜」となって元気を取り戻し、本来の実力を
を進め、その調査結果を「地域防災計画」や「あい 十二分に発揮して、日本をけん引してまいりたいと
ち地震対策アクションプラン」に反映させ、地震防 考えております。
災対策の見直しを進めます。
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我が国の経済情勢の先行きについては、欧州の政
府債務危機の影響や為替レートの変動などによる景
気の下押しリスクが存在することから、引き続き予
断を許さない状況であります。
平成 24 年度当初予算は、このように依然として
厳しい経済環境の中で、本県財政は引き続き厳しい
状況にあり、多額の収支不足への対応を迫られる一
方で、こうした厳しい状況の時であるからこそ、愛
知の産業力、経済力、文化力、地域力を発揮し、日
本のエンジンとしての役割を果たしていかなければ
との強い思いから、積極的な姿勢で取り組み、愛知
がトップランナーとして日本をけん引するための施
策に意を用いて、予算編成を行いました。
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三 重 県

「幸福実感日本一」の三重へ向け、
全力で取り組みます！

「みえ県民力ビジョン」のスタート
三重県では、おおむね 10 年先を見据えた長期的
な戦略計画である「みえ県民力ビジョン」を今年度
からスタートさせました。
我が国は、物質的には比較的豊かと言えますが、
国民一人ひとりの内面的な幸福感が追いついていな
い状況です。そこで、ビジョンでは「県民力でめざ
す『幸福実感日本一』の三重」を基本理念に掲げ、
県民の皆さんと新しい三重づくりに取り組んでいく
こととしています。
また、ビジョンでは、県民の皆さんに「アクティブ・
シチズン」
、すなわち、自立し、行動する県民である
ことの重要性を訴えています。自らが行動を起こす
ことが幸福実感への第一歩であると考えるからです。
きょうそう

（経済の基盤強化）
第二は、観光を含めた経
済の基盤を強化することで
す。三重県が世界の潮流を
捉え、強みを生かし、弱み
三重県知事 鈴木 英敬
を克服しながら、日本経済
をリードする存在としての
役割を果たしていきます。今年度は、「みえ産業振
興戦略」を策定し、経済変動にも強く、高い付加価
値を有する産業構造への転換及び雇用創出を図りま
す。また、長年有効活用されてこなかった木曽岬干
拓地へのメガソーラー事業の誘致を図るなど新エネ
ルギーの導入を促進します。
さらに、来年は伊勢神宮の式年遷宮、再来年は熊
野古道の世界遺産登録 10 周年と、三重県にとって
大きな節目を迎えることから、新たに設置した「三
重県営業本部」を生かし、三重県をまるごと売り込
む活動に積極的に取り組みます。

さらに、ビジョンでは「協 創」という考え方も、
新たに提案しています。これは、県民の皆さんが「公」
を担う主体として自立し、行動することで、協働に
よる成果を生み出し、新しいものを創造していくと
いう思いを込めた言葉です。
このような理念のもと、「みえ県民力ビジョン」の （行財政改革）
第三は、行財政改革です。「みえ県民力ビジョン」
実現に向けて、県民の皆さんと一体となって新しい
を着実に推進するとともに、県民の皆さんから見て
三重づくりを進めていくこととしています。
分かりやすい簡素で効率的・効果的な組織体制とす
るため、本庁部局を再編しました。この新体制のもと、
平成 24 年度に特に注力する取組
「みえ県民力ビジョン」を着実に進めるため、平成 昨年度定めた「三重県行財政改革取組」に掲げる「人
づくりの改革」、「財政運営の改革」、「仕組みの改革」
24 年度は特に以下の取組に注力していきます。
に全力を挙げて取り組み、三重県を再び改革のトッ
プランナーにしていきます。
（防災危機管理）
「人づくりの改革」については、意欲と能力を持っ
第一は、防災危機管理です。私は東日本大震災の
た職員を一人でも多く育てることが必要であるため、
１か月後に知事に就任し、９月には紀伊半島大水害
（平成 23 年９月に発生した台風 12 号に伴う災害） 専門家や私自身が講師を務める「若手・中堅職員養成
に直面しました。東海、東南海、南海地震がいつ起 塾」を立ち上げたり、一流の有識者からの助言を受け
きてもおかしくないと言われる中、県民の命を守る ることのできる「政策アドバイザー」制度を設けるな
防災危機管理は、三重県知事として最も重要な課題 ど、職員の政策創造能力の向上に取り組みます。
「財政運営の改革」については、限られた予算を的
です。そのため、今年度より新たに設けた副知事級
確に配分できるように予算編成プロセスを見直すな
の危機管理統括監のもと、大規模自然災害をはじめ、
食の安全や感染症対策など、あらゆる危機に対して ど財政の健全化に取り組みます。併せて、不断の歳
迅速かつ的確な対応をしていきます。特に、防災・ 出見直しを行うとともに、多様な財源確保や未収金
減災対策については、災害を最小限に抑える体制整 対策にも取り組み、歳入増加を図ります。
備や、津波避難対策、耐震化対策等に取り組むほか、 「仕組みの改革」については、政策や事業の評価を
中長期の取組を含む新たな防災・減災対策を推進す 改善に結びつけるための新たな仕組みの構築や地域
るため、国の被害想定を踏まえた「三重県新地震対 機関の見直しを進めます。
策行動計画（仮称）」を策定します。
また、紀伊半島大水害に伴う災害復旧事業にスピー
ド感を持って実行するとともに、東日本大震災によ
り生じたがれきの広域処理について、県内市町と一
体となって取り組みます。さらに、紀伊半島大水害
の被害を受けた熊野市、御浜町、紀宝町などを会場
として、７月に開催される「第 22 回世界少年野球
大会三重・奈良・和歌山大会」を成功に導き、復興
をアピールします。

最後に
平成 24 年度は、「『幸福実感日本一』の三重」を
めざして、以上のような取組に果敢に挑戦すること
で県民の皆さんに成果を届けていきます。
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福 井 県

「にっぽんのふるさと」福井の躍進

「にっぽんのふるさと」福井の発信
観光拠点をスケールアップします。
県立恐竜博物館は世界最大級の恐竜専門博物館で、
昨年度は約 51 万人が来館。これは自然系博物館で
全国トップクラスです。この恐竜ブランドを活かし
て、化石発掘現場の野外博物館化をはじめとする「恐
竜キッズランド構想」を進めるとともに、公認ロゴ
マーク、キャラクターの作成等により民間のビジネ
ス展開を促進します。
一乗谷朝倉氏遺跡は、日本で唯一、戦国城下町の
遺構がそのまま残る史跡です。展望地点「物見台」
の整備や出土した逸品の公開等により、フィールド
ミュージアム化を推進します。

昨年度は県外から 1,100
人を超える方々が、「学力・
体力日本一」の福井へ視察
に来られました。これから
は、幼児期から高校までの
福井県知事 西川 一誠
教育を一貫して行う「福井
型 18 年教育」の充実に力を注ぎます。
特に、学力上位層を厚くするため、５月１日には「福
井県学力向上センター」を設置しました。算数・数
学や理科、英語のカリキュラム改善、教員の授業力
強化を行うとともに、分かりやすい教材づくりを進
めます。
加えて、幼児教育支援プログラムの策定とその推
進拠点づくり、産業界と連携した職業教育の充実等
を推進し、「日本の教育センター」として、全国のモ
デルとなる福井の教育力を、さらに向上させます。

希望につながる「幸福度 日本一」の推進
幸福度日本一の評価を活かし、若者から高齢者ま
で将来に希望が持てる地域づくりを進めます。
まず、若者の積極的なチャレンジを応援します。
昨年 12 月に発足した「若者チャレンジクラブ」の
活動を活発化するとともに、若者の国内外での様々
な挑戦や、デザイナー、料理人等の武者修行を応援
します。
また、お茶の水女子大学と共同開発した「未来き
らりプログラム」を実行し、女性リーダーの育成を
みけつくに
また、福井県は古来、
「御食国」と呼ばれましたが、 進めます。
加えて、がん検診の受診率向上に向けた簡易な予
今日も国内有数の食の豊かな土地柄です。越前がに
約システムの開発や、訪問介護ステーションの
24
漁が解禁される 11 月に、食のイベント「ふくい 味
時間サポート体制の整備等による在宅サービスの向
の週間」を開催します。東京でも同時期、食に特化
したサテライトショップをオープンさせ、
「食の國ふ 上を推進し、健康・医療の面からも幸福や希望につ
ながる施策を講じます。
くい」の発信力を高めます。

「安全・安心」防災力の強化
“世界に、未来に”産業の推進
東日本大震災等の教訓を踏まえ、屋内外兼用の衛
県内産業のアジア展開を促進するため、まず夏ま
星携帯電話の整備など、通信手段の多重化を進め、
でに中国・台湾をターゲットに、現地の要人等と「福
井・中国貿易拡大会議」を設けるとともに、現地の いかなる災害時にも通信を確保する対策を講じます。
また、原子力防災体制については、放射線監視体
流通関係者を福井産品応援者バンクに登録し、官民
制の強化、
原子力災害制圧道路の整備など、県独自に、
のネットワークを構築します。また、福井県立大学
あるいは国の様々な支援を活用して実行できる対策
の機能を強化し、アジア市場の調査と留学生の受入・
を速やかに講じていきます。
派遣を活発化します。
加えて、「１市町１エネおこし」を目標に、地域に
物流の面では、敦賀港を拠点に、韓国・中国へのポー
トセールスを強化するほか、ロシアとの貿易拡大の おける再生可能エネルギーの事業化を進めるととも
に、農業用水や多目的ダムを活用した小水力発電を
可能性調査を行います。
ものづくりの面では、炭素繊維や太陽光発電織物 行い、エネルギーの地産地消や多角化を推進します。
といった最新技術の実用化や量産化の研究を加速さ また、住宅用太陽光発電や蓄電池の導入等も促進し
ます。
せ、福井の新産業を創造します。
「時代をリードする」人づくりの促進
人材は、地域を支える最も重要な資源です。

以上の施策を機敏に実行し、
「にっぽんのふるさと」
福井を具体化することにより、新たな時代に備えた
福井県の飛躍の年としていきます。
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北陸新幹線金沢開業と舞鶴若狭自動車道の全線開
通が目前に迫り、福井県の立地条件は大きく変わろ
うとしています。
また、昨年の東日本大震災を機に、地域のつながり、
ふるさとの大切さが再認識されました。そうした中
で福井は、
「幸福度日本一」という評価をいただいて
います。
福井県には、日本や日本人のよさが凝縮されてい
ます。これを土台として県政を新たなステージへと
引き上げるとともに、「にっぽんのふるさと」福井の
発信力を高め、各地方と力を合わせて成長し、飛躍
することを目指します。
以下、主な施策について紹介します。
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滋 賀 県

「住み心地日本一の滋賀」をめざして

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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平成 24 年度は、滋賀県基本構想の計画年度２年
目にあたり、目標達成に向けた足場を築く重要な年
となっています。この基本構想では「未来を拓く共
生社会へ」という基本理念のもと、本県の強みであ
る「人の力」
、
「自然の力」、「地と知の力」の３つの
力を最大限活かし、８つの未来戦略プロジェクトを
部局横断的、戦略的に進めていくことにより、「社会
成長」と「経済成長」の２つの成長を同時に果たし、
「住み心地日本一」の滋賀を目指していきます。
また、東日本大震災や原子力発電所の事故、各地で
頻発する豪雨災害などは、暮らしの安心やエネルギー
の安定確保をはじめ、これまでの社会の在り方や人び
との価値観などに様々な変化をもたらしました。併せ
て、急激な円高や欧州経済危機など、社会経済環境も
大きく変化しています。こうしたことから、未来を見
据えた新たな展開に沿った施策も未来戦略プロジェク
トの中に位置付け、実施していきます。
１ 子育て・子育ち応援プロジェクト
保育所等の一時預かりを必要なときに利用できる
よう、保護者への無料利用券の配布を引き続き実施
するとともに、相談体制の充実などにより、妊娠期
からの虐待防止対策を強化します。また、子ども達
の体験機会の充実を図るため、幼児、小学校等にお
ける体験学習実践およびその支援を行うほか、子ど
も達が本物の文化・芸術を体験する機会を拡大して
いきます。
２ 働く場への橋架けプロジェクト
若者、女性、障害のある方や高齢者の方々が多様
な働く場に参加でき、生活を維持して全員参加型の
社会が実現できるよう、「教育の橋」、「家族・地域の
橋」
、
「ハンディのある方の橋」、「失業者の橋」を架
けることにより、安定的な働く場につなげるための
施策に取り組みます。
３ 地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクト
幸せな最期を迎えられる「終の住み処」づくりを
進めるため、住民の理解の促進と民間の主体的な取
組を支援するとともに、病院から在宅までの切れ目
のない医療福祉サービスの提供や、関係者で在宅療
養の支援に必要な情報を共有できる仕組みづくりな
ど、在宅療養患者を支援するシステムづくりを推進
していきます。
４ 低炭素社会実現プロジェクト
滋賀県における再生可能エネルギーの着実な振興
を図るため、国等の政策を踏まえながら、中長期的
な導入支援策や関連産業の振興策、研究開発促進策

を検討するとともに、中小
企業者等の技術開発等を促
進し、滋賀発の低炭素化技
術を数多く生み出していき
ます。

滋賀県知事

嘉田由紀子

５ 琵琶湖の再生プロジェクト
新しい水質管理手法を構築するための「水質汚濁
メカニズム解明調査」を進めます。また、住民と琵
琶湖との関わりを深めるため、琵琶湖博物館におけ
る展示交流空間の再構築を図るほか、琵琶湖淀川流
域の京都府、大阪府の小学生と滋賀県の小学校との
交流を支援していきます。
６ 滋賀の未来成長産業プロジェクト
将来性が見込まれるゲームソフト産業をはじめと
するクリエイティブ産業の振興や、本県の商品等の
ブランド価値を高め、本県商業力の向上を図る「滋
賀の感性を伝える『ココクール』（ココロにクール・
湖国に来る）事業」を進めていきます。
７ 地域の魅力まるごと産業化プロジェクト
本県の食材の地域ブランド力を一層高めるため、
近江米や近江牛などの滋賀を代表する食材について、
県外における販路の開拓・拡大を進めます。
また、本県の持つ豊かな自然や優れた歴史・文化
などの観光資源に「体験・体感」をプラスし、琵琶
湖一周を意味する「ビワイチ」という概念を組み合
わせた体験型観光プログラムの創造を促し、本県の
観光ブランドとして打ち出していきます。
その他、「美の滋賀」づくりの推進として、福祉施
設を中心に広がってきた「アール・ブリュット」振
興のためのネットワークの構築や、アール・ブリュッ
ト作品を展示する美術旅館の取組の推進、近代美術
館の機能と発信力の強化を目指した基本計画の策定
などを行います。
８ みんなで命と暮らしを守る安全・安心プロジェクト
様々な危機事案に迅速・的確に対応するため、災
害対策拠点となる危機管理センターの整備および防
災行政無線更新に向けた設計を行うほか、東日本大
震災を踏まえ、原子力防災訓練やシンポジウムの開
催、リスクコミュニケーション手法の検討、緊急被
ばく医療体制の整備などを行います。
さらには、凶悪事件を始めとして犯罪が多発して
いる中で、地域の絆を再生強化することにより、真
に犯罪の起きにくい社会の実現を目指します。
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京 都 府

京都“元気に”予算
東日本大震災や長引くデフレなどの影響を受けて

全国初の取り組みとして、

厳しい状況が続く中、
「元気な京都づくり」を目指し、 90 歳まで介護保険サービ
「発展する京都づくり」、
「あんしん京都づくり」、
「し

ス等を利用されなかった高

あわせ京都づくり」、「明るい京都づくり」の４つの

齢者の方に、地元商店街で

柱で地域経済の活性化や、府民の安心・安全を確保

使えるプレミアム商品券を

するため、過去最大規模の予算を編成しました。

贈呈する「介護保険返戻地域活性化事業」を実施し

京都府知事

山田 啓二

４つの柱で施策を推進

の小学校就学前から卒業まで拡大することで、入院・
通院とも小学校卒業まで助成対象とし、子育て世帯

１．「発展する京都づくり」

の負担軽減を図ります。また、自殺者が後を絶たな

中小企業の「育成」に主眼を置き、施策を重点化

い中、関係団体が結集した「いのち支え隊」による

しました。昨年に引き続き、中小企業応援隊が中小

相談や府民運動の展開、職場など身近な場での「気

企業１万社を訪問し、設備投資や研究開発、販路開

づき」「傾聴」を実践するゲートキーパーを３年間

拓といった企業のイノベーションをエコノミック

で１万人養成することで、自殺防止総合対策を進め

ガーデニングの手法で支援します。また、上海ビジ

ます。

ネスサポートセンターによる中小企業のアジアでの

４．「明るい京都づくり」

市場開拓など、経済交流を通じた成長を目指します。

エネルギー分野では、京都エコ・エネルギー戦略

雇用対策では、高齢の従業員の経験や知識を生かせ

として、スマートグリッドの活用やメガソーラー、

る仕事の提供や、熟練技術者から若年者に技術移転

海藻を活用したエネルギーづくりなど創エネ対策

を促す事業を創出することで雇用の促進を図る循環

や、企業の省エネ支援などを進めます。スポーツ分

型の雇用戦略を新たに展開します。さらに、NPO

野においては、スポーツ選手の総合強化拠点づくり

や中小企業の持つスキルとノウハウを生かし、京都

をめざす京都トレセン構想を策定するとともに、国

ならではのソーシャル・ビジネスの創造とあわせて、 際大会等に対応できる府立体育館の整備や専用球技
雇用の拡大を図ります。

場について、候補地の審査や基本構想の検討を進め

2．「あんしん京都づくり」

ます。また、府立高校生向けの短期・長期の海外留

府民の生命をしっかり守るため、地震、台風から

学制度を創設し、世界で活躍できる人材を育成しま

原子力災害に至るまで、危機管理・防災対策を抜本

す。さらに、ユネスコの世界遺産条約採択 40 周年

的に強化します。特に、学校、医療・福祉施設、警

記念会議にあわせて、
「日本料理文化博覧会（仮称）」

察署、道路、河川、上下水道等、私たちの生活に身

の開催を予定しており、京料理や京文化を国内外へ

近な公共施設やライフラインについては、耐震化等

アピールし、世界文化遺産登録を推進します。

の地震防災対策を加速させるほか、放射線モニタリ
ングポストの増設など、放射能安全対策についても

「府民満足最大化プラン」の取組

強化します。また、府民協働防犯ステーションの拡
充などにより、犯罪のない安心まちづくり対策や府

「府民満足最大化プラン」に基づき、行財政改革

南部におけるドクターヘリの導入など、医療の安心・

を進めています。限られた財源を有効に活用するた

安全対策も進めます。

め、府民ニーズに即した事業の再構築や府有資産の

3．「しあわせ京都づくり」

利活用を促進し、総予算に占める人件費の割合を過

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけ

去最低の 29％とするなど、将来を見据えた財政運

るように「京都式地域包括ケア」を推進するほか、 営にも配慮しています。
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ます。子育て支援では、通院時の医療費助成を現行

24

特集

～

る
が語

知事

大 阪 府

平成 24 年度施政方針と重点施策

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

24

大阪府では、将来を見据えたたゆみなき「自己
改革」と、
「 大阪の成長戦略」に基づく持続的な「成
長」の実現に挑戦し、「大阪の再生」に取り組んで
います。
特 に 平 成 24 年 度 は、 大 阪 府 と 政 令 市 で あ る 大
阪市との間で、あらたな役割分担と連携をめざす
大きな変革のスタートの年と考えています。大阪
府は、府市統合本部における議論を踏まえながら、
広域自治体として大阪の成長を促進する役割を果
たしていくことが求められています。
府市統合本部
平成 23 年 12 月に立ち上げた大阪府市統合本部
会議では、大阪にふさわしい自治の仕組みの検討
と併せて、府と市のそれぞれが有している病院や
大学などの経営形態の見直し、そして、類似・重
複 し て い る 法 人 や 施 設 の あ り 方 検 討、 さ ら に は、
各分野の事務事業や施策の統合などに向けて議論
を進めています。
また、成長戦略をはじめ、まちづくりや都市魅
力創造、エネルギーや産業政策、防災・減災や雇
用などの分野における方針や戦略の点検、すり合
わせを行い、大阪全体として一本化して再構築し
てまいります。
平成 24 年度当初予算
平成 24 年度当初予算は、一般会計で、23 年度
当初予算に比べ 6.9%減となる 3 兆 192 億円とな
りました。歳入は、法人二税の落ち込みなどによ
り厳しい状況が続く一方で、歳出面では、福祉・
医療といった社会保障関連経費が大きく伸び続け
ています。こうした中、将来世代に負担を先送り
しないことを基本とした財政規律を堅持しながら、
収入の範囲内で予算を組むことを徹底しました。
今後の財政状況も非常に厳しい見通しです。今般
とりまとめた「財政状況に関する中長期試算」では、
税収の減少、臨時財政対策債の発行に伴う公債費
の増加などにより、平成 25 年度から 28 年度まで
の各年度において、660 億円から 930 億円もの財
源確保策が必要になります。引き続き、財政運営
基本条例に基づいて、健全で規律ある財政運営に
努めてまいります。

「関西イノベーション国際
戦 略 総 合 特 区 」 で は、 医
療 や、 新 エ ネ ル ギ ー 分 野
な ど に お い て、 実 用 化、
市場づくりをめざしたイ
大阪府知事 松井 一郎
ノベーションを生み出す
仕 組 み を つ く る こ と で、
大阪・関西経済の再生につなげていきます。規制
緩 和 策 や 税 の 減 免 に つ い て は 今 後 検 討 し ま す が、
まずは、大型蓄電池や周辺技術の安全性及び性能
の評価基準・手法などの国際標準化を勝ち取るこ
とをねらいとして、バッテリー戦略研究センター
機能を整備するとともに、医薬品などの研究開発
を 円 滑 に す る た め、PMDA の 西 日 本 事 務 所 の 早
期誘致をめざした取り組みなどを進めます。りん
くうタウンの「地域活性化総合特区」については、
高度ながん療法はもとより、予防医療への取組み
など、医療や健康に関する多様な選択肢を提供で
きるよう、国際医療交流の拠点づくりへ支援を行
います。
エネルギーは、産業や府民生活を支える重要な
基盤であり、大阪府としても、エネルギー供給源
の多様化や地域分散化、公正で開かれた電力市場
の誘導など、地域の特性に応じた新たなエネルギー
社会の構築に向けて取り組まねばなりません。ま
ずは、今夏の電力需給ひっ迫に備えるため、節電
対策にしっかり取り組みます。さらに、大阪府市
共同でエネルギー戦略を策定するとともに、民間
事業者が有するコジェネレーションシステムの再
稼働支援など、必要性、緊急性が高いと判断した
施策を実施してまいります。
このほか、東日本大震災などの教訓を踏まえ、
「逃
げる・凌ぐ」を主眼とした減災のまちづくり、障
がいのある方の自立支援や子どもを守る施策の充
実など、府民の安全・安心につながるセーフティ
ネット施策にも注力しています。
また、昨年度から継続して実施する私立高校生
等の授業料支援については、大阪の教育全体の質
を向上させるため、効果検証を行いながら、しっ
かり取り組んでまいります。

地方分権改革の推進
大阪が変われば日本が変わる。その信念で、大阪・
関西から改革を先導する取り組みを発信し、国の
知事重点事業
厳しい財政状況の中ですが、府民が誇れる「強い 行政システムの変革に挑戦します。関西広域連合
大阪」、そして、暮らしやすい「やさしい大阪」を においては、国出先機関の移管実現を国に求めて
実現するため、必要なところに重点的に配分しま いくとともに、構成府県との合意形成を図り、さ
らなる所掌事務の拡充をめざします。あわせて大
した。
大 阪 の 成 長 を 実 現 す る た め の 要 は、 平 成 23 年 阪府自らも、市町村への権限移譲や市町村の広域
12 月に指定を獲得した特区の最大限の活用です。 連携の推進などを引き続き進めてまいります。
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奈 良 県

「奈良の未来を創る」
～奈良でくらし 奈良で働く～
さらに、雇用を発生させ
るためには、これからも長
期の努力が必要になってく
ると思います。少子高齢社
会において「全ての世代が
奈良県知事 荒井 正吾
快適・豊かに暮らす」こと
を目指して、
「リビングサイエンス」をキーワードに、
地域課題にかかる解決手法や新しい産業の創出に向
けた調査・研究を進めたいと考えています。また、
企業誘致については、経済効果の高い分野に重点を
置いた戦略的な誘致活動を展開するほか、幹線道路
等のインフラ整備を進めることで、企業が立地しや
すい環境づくりを進めてまいります。
観光振興については、一昨年の平城遷都 1300 年
祭で、「待っている」ではなく、奈良が仕掛けて乗り
出すと大きな成果を残せることを証明し、県内外の
観光関係者との連携体制を築くことができました。
特に、今年は古事記完成から 1300 年目の年にあた
ります。その昔、古事記を編纂した時代にも大きな
災害や政変があり、そのようなことが日本人の物語
として記され、その時々の時代の息吹が今日まで連
綿と受け継がれてきました。その編纂の地が奈良だ
というのは大きな意味があるとことだと思います。
そうした歴史的資産を活用し、多くの方々に奈良の
魅力を再発見していただくため「記紀 ･ 万葉プロジェ
クト」の取り組みを地道に進めていきたいと思って
います。

今後は、持続可能な財政運営を維持しつつ、直面
折しも、昨年は紀伊半島大水害により県南部地域 する諸課題から逃げることなく、知恵と工夫を凝ら
では大きな被害を受けました。東日本大震災も大き して積極果敢に対応していくことが基本と考えてい
な災害でしたが、奈良県にとって 100 年余りなかっ ます。そのリーダーとして、地域を良くしたいとい
た大災害でしたので、今後の教訓として生かすため、 う強い思いのもと、必ずやり遂げるという信念を持っ
記録を残していくことを考えています。特に、災害 て、引き続きその任にあたってまいります。
の要因となった「深層崩壊」のメカニズム解明につ
また、具体の行財政運営においては、それぞれの
いて、国と協力して研究を進めていく所存です。
指標による現状分析や県民ニーズの把握に努め、施
また、集中復旧・復興期間を平成 26 年度までとし、 策・事業を評価し、これらを次年度に活かす PDCA
救急・救命活動や物資輸送等の緊急輸送道路として サイクルを基本として、これまで育ててきた発展の
活用できるよう「紀伊半島アンカールート」の一部 芽を大きな成果へと結実させてまいります。
を形成する国道 168 号、169 号、京奈和自動車道の
「未来は予測するものではなく、創るもの」という
整備を早期に進めるほか、新しい集落をつくるとい 言葉を信じ、気持ちを込めて各般の取り組みを推進
う意欲的なプログラムの検討にも着手しています。 し、「奈良のより良き未来」を創っていきたいと考え
地元市町村はもとより国及び三重、和歌山両県と十 ています。
分に連携を図り、被災地域である県南部がこれまで
以上に元気になるよう全力で取り組んでまいります。
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これまでの奈良県勢の流れを見てみますと、過去
の様々な事項が今の奈良県をかたちづくり、今後の
方向を示唆しているように思います。
奈良県は、昭和 30 年代から大阪等のベッドタウ
ンとして発展してきたため、急激な人口増加が続き、
医療サービスの提供が追いつかない、また、県内雇
用が進まないなどの課題が浮き彫りになってきまし
た。そうしたことが発展の遅れにつながってきたの
だと思っています。
しかしそれらの課題に対峙し、くらしやすい奈良
をつくるためには、地域の自立を図る努力をしなけ
ればなりません。そのため、平成 22 年４月、県の
将来像を県民の皆さまと共有するため「奈良の未来
を創る」をテーマに、
「奈良を少しでもよくしたい」
という願いを「５つの構想案」としてまとめ、公表
しました。
そして、具体的な目標を設定し全力をあげて取り
組みを進めてきた結果、医師のマッチング率や離職
看護師の割合等、医療に関する数値が大幅に改善、
県内の工場立地件数も増加するなど、成果が現れて
きたものもあります。また、昨年はミシュランガイ
ドに奈良のレストランが選ばれました。「奈良に旨い
ものなし」と言われていたのが、「奈良には旨いもの
がある」ということを証明でき、大きな自信になり
ました。
一方で、経済の活性化による県内の雇用や消費の
拡大、他の地域との格差が広がっている中南和・東
部地域の振興等の取組については、未だ道半ばであ
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
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はじめに
紀伊半島南部を中心に多くの被害をもたらした昨
年９月の台風 12 号に際し、全国から多くのご支援、
励ましをいただいたことに厚くお礼申しあげます。
現在では、交通アクセスも殆ど復旧し、これまで
以上のおもてなしで皆様を迎える用意ができており
ます。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
平成 24 年度当初予算・新政策について
昨年は、３月の東日本大震災に始まり、９月の紀
伊半島大水害など、災害への対応に明け暮れた１年
でした。このため、平成２４年度の当初予算・新政
策は、
災害に備えた『安全』の政策を第一の柱に掲げ、
大規模地震や津波、風水害等への対応の強化を行い
ます。第二の柱として、暮らしを守る『安心』の政
策を掲げ、福祉や医療の充実、生活環境の保全など
の対策に注力します。第三の柱には、新たな成長に
向けた『挑戦』の政策を掲げ、産業の活力強化をは
じめ、これを支えるインフラの整備、人づくり、地
域づくりなどを一体的に進めることとしています。
まず、
「災害に備えた『安全』の政策」では、地震・
津波への備えとして、国による新たな被害想定の公
表を踏まえ、被害想定の全面見直しを行うとともに、
高台への避難路の整備や沿岸部の学校・福祉施設へ
のライフジャケットの配備、地震による倒壊の恐れ
のある避難路沿いの建築物を規制する条例の制定な
ど避難対策を進めます。また、ため池改修の加速化
や公共施設の耐震化など災害に強いまちづくりを進
めます。
さらに、
「釜石の教訓」を活かした実践的な防災教
育を全ての学校で実施するとともに、効果的な災害
備蓄の推進、孤立集落や災害時要援護者への対策、
情報伝達手段の多様化をはじめとする行政の災害対
応力強化など総合的な対策を進めます。加えて、台
風 12 号災害からの早期復興はもとより、氾濫レベ
ルに対応した洪水に関する情報を充実させるととも
に、中小河川の浸水対策予算を拡充するなど、風水
害への対策も強化していきます。
「暮らしを守る『安心』の政策」では、本県の少子・
高齢化が全国に先駆けて進行しているなか、子育て
家庭の経済的負担の軽減や子育てと仕事の両立支援
に引き続き取り組むほか、今年度は特に児童虐待防
止対策を強化するとともに、医療と介護の連携強化
や精神障害者への訪問支援など高齢者・障害者が安
心して暮らせる環境づくりを進めます。
医療の分野では、がん対策を重点的に強化するこ
ととし、県立医大附属病院の機能強化や高度医療機
器の整備による地域拠点病院の診療体制強化に取り
組むとともに、新たな看護師養成所開設に向けた取

組支援など、医療従事者の
確保対策にも積極的に取り
組みます。
さらに、昨年５月に開催
した「全国植樹祭」の意義
和歌山県知事 仁坂 吉伸
を後世に伝え、「木の国和
歌山」の森林や樹木を守り
育てるため、植樹活動等を支援する制度を創設する
など緑豊かな和歌山を将来に引き継ぐとともに、住
宅太陽光発電設備の設置補助の拡充や街頭への防犯
カメラの設置拡大など安心して暮らせる生活環境づ
くりに取り組みます。
「新たな成長に向けた『挑戦』の政策」では、企業
の技術開発支援や販売力強化、立地の促進などに引
き続き取り組み、競争力を強化させるとともに、観
光の分野では、案内板の多言語化や総合特区制度を
活用した通訳ガイドの認定など外国人観光客の受入
体制の充実を図ります。
農林水産業の分野では、競争力強化に向けた研究
開発を推進するため、県の試験研究機関を見直し、
分野横断的な予算を措置するとともに、鳥獣害対策
予算をさらに拡充させるほか、新規就農者の確保と
定着を図るためのトレーニングファームの設置など
に取り組みます。
さらに、近畿自動車道紀勢線のミッシングリンク
の解消や４車線化の促進、京奈和自動車道の全線供
用の早期実現など高速道路の整備を促進するととも
に、府県間道路や川筋ネットワーク道路を重点的に
整備するなど県内道路ネットワークの整備に取り組
みます。
加えて、国際人の育成に向け、実践的な英語教育
を本格実施するなど未来を担う人材を育成するとと
もに、過疎集落の再生を引き続き支援し、移住起業
者に対する新たな支援を行うなど地域力の再生に取
り組みます。
おわりに
これらの新政策を盛り込んだ平成 24 年度当初予
算は、一般会計で 5,748 億円（対前年度比 5.9％増）
と４年連続の積極予算となりましたが、併せて、将
来の行政需要への対応と財政の健全性を確保するた
め、新行財政改革プランを改定したところです。今
後は、このプランに掲げた職員数の見直し、事務事
業の見直し、歳入確保の推進などを着実に推進して
まいります。
厳しい社会経済情勢ではありますが、元気な和歌
山の実現に向け、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

創造と共生の舞台・兵庫をめざして
新たなスタートの年
本格的な人口減少社会を迎え、既存の制度やしく
みが今の時代に合わなくなっています。大きな転換
期とも言える今、私たちは内外に横たわる様々な課
題に直面しています。

外からの課題の１つは、経済です。経済の先行き
が不透明な中、中心となる技術を国内で維持しつつ、
台頭が著しいアジア新興国の元気を取り込む工夫が
必要です。また、国際的な貿易自由化の流れに対し、
農林水産業などの競争力を強化しなければなりませ
ん。２つは、エネルギーです。東日本大震災と原子
力発電所事故を踏まえ、多様なエネルギー源の確保、
再生可能エネルギーへの転換が求められています。
こうした課題を克服し、将来不安のない社会シス
テムの再構築に向け、挑戦していかねばなりません。
本県は、昨年度に見直した「21 世紀兵庫長期ビジョ
ン」のもと、県民の皆さんとともに、「創造と共生の
舞台・兵庫」をめざします。新たな価値を生み出し、
人の絆と豊かな自然の中で誇りをもって暮らせる兵
庫の実現です。そのスタートとなる今年度は、次の
４つを柱に、明日の兵庫へとつながる諸施策を展開
します。
平成 24 年度の重点施策
① 安全安心の基盤づくり
東日本大震災は、想定を超える津波による広域被
災への対応など、防災・減災対策に新たな教訓を残
しました。関西広域連合「関西防災・減災プラン」
を踏まえた県地域防災計画の見直し、津波防災イン
フラ整備５カ年計画（仮称）の策定、全国初となる
総合治水条例の制定など、自然災害への備えを強化
します。
ドクターヘリの広域運行、医師の地域偏在の解消、
身近な地域で福祉サービスを提供する安心地区の整

関西広域連合の活動
関西広域連合の発足から約１年半が経過しました。
４月には大阪市、堺市の２政令市が加入し、今後、
神戸市、京都市も参加予定です。広域防災、広域観
光など分野別の取組を本格化し、広域行政を担う機
関として活動実績を積み重ねるとともに、新しい国
と地方との枠組みの構築に向け、国出先機関の広域
連合への移管実現をめざします。
また、東日本大震災の被災地に対して、専門家派
遣など必要な支援を続けます。

31

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

内なる課題の１つは、少子高齢化を伴う人口の減
少です。人口が減っても活力を失わず、子どもが夢
を持ち、女性や高齢者が活躍できる社会にしなけれ
ばなりません。２つは、格差の拡大です。雇用格差
が広がる中、意欲ある全ての人々が働ける社会を築
くことが重要です。地域格差も拡大しており、小規
模集落などの地域再生を進めねばなりません。３つ
は、
人づくりです。国内外の多様な人との交流を通じ、
世界や地域で活躍する次代の人材を育成する必要が
あります。

備などを推進し、生活の安
心基盤を確保します。
② 質の高い生活づくり
子どもの医療費や多子世
帯の保育料の負担軽減、地
兵庫県知事 井戸 敏三
域ぐるみの子育ての推進な
ど、暮らしやすい社会をつくるとともに、兵庫型の
教科担任制や多様な体験教育を実施するなど、次代
を担う人づくりを推進します。
省エネルギーの推進や、再生可能エネルギーであ
る太陽光、風力、バイオマス、地熱バイナリーの活
用を促進するとともに、生物多様性の保全・再生を
図るなど、自然と調和した生活を拡大します。
③ 新時代の経済社会づくり
本年秋に本格稼働する京速コンピュータ「京」、大
型放射光施設「Spring-8」、X 線自由電子レーザー
「SACLA」の産業利用の促進、
「関西イノベーション
国際戦略総合特区」の推進により、企業の技術力の
向上や新成長産業の振興を図ります。また、急成長
するアジアの新興国等における県内企業の事業展開
を支援します。
農林水産業については、ブランド戦略の展開、６
次産業化の推進、多様な担い手の育成などにより、
その力を高めます。
④ 地域の元気づくり
地域資源を生かし、都市と農村の交流を進め、地
域活力の格差解消をめざします。多自然地域で地域
再生大作戦を展開するほか、エネルギーと農を基盤
に暮らしが持続する「あわじ環境未来島構想」など、
特色ある地域プロジェクトを推進します。
交流と連携を支える交通基盤の整備を図るほか、
本年７月に経営統合する関西国際空港と大阪国際空
港の一体的かつ効果的な運営、国際コンテナ戦略港
湾「阪神港」への集荷につながるモーダルシフトの
促進に取り組みます。
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鳥 取 県

未来づくり発進！
～鳥取県からのチャレンジ

東日本大震災、豪雪、竜巻等々、次々に襲い掛か
る災害。円高や電力不安による企業流出など、先行
き不透明な経済。今、我が国は新たな挑戦を果たし
危機を脱することが求められています。
鳥取県としても、この国の再生に向けて、地方分
権の旗印の下「未来づくり」に挑戦すべく、壮大なチャ
レンジに乗り出しました。
夢・未来チャレンジ
第一のチャレンジは、未来に対する夢と戦略を県民
と共に描き、地域に希望と活力をもたらす挑戦です。
クールジャパンの象徴である漫画・アニメを突破
口として、
「まんが王国とっとり」の建国を進める戦
略です。11 月、鳥取県に世界中の漫画家が集結して
第 13 回国際マンガサミットが開催されるのを機に、
８月４日から 11 月 25 日にかけて県内全域で国際ま
んが博を開催することとし、地域一丸となってイベ
ントを展開していきます。タレントのトリンドル玲
奈さんが王国の王女に即位する式典を行い、全国的
な注目を集め始めました。
また、アジアの時代に即応した北東アジアへのゲー
トウェイ機能を、日本列島の地勢からすれば山陰が
担わなければなりません。新たな国際航空路誘致、
日本海側拠点港である境港の機能強化のみならず、
高速道路ネットワークの構築を進めていきます。
夢・未来へのチャレンジを担う「人財」育成のた
めに、少人数学級を本年度から義務教育全学年で実
施することに踏み切りました。さらに、全国に先駆
けて、授業改革による学力向上や不登校防止対策な
どの項目について、県教育委員会と「教育に関する
協約」を締結し、教育行政に民意を注入することを
担保する鳥取方式のデモクラシーモデルを導入し、
教育改革を加速度的に進めることになりました。

用創造１万人プロジェク
ト」として農林水産業・福
祉・ 教 育 分 野 な ど も 含 め
て幅広く雇用を産み出すた
め、 民 間 と 行 政 が 一 体 と
鳥取県知事 平井 伸治
なった組織が動き始めまし
た。中小企業の新たな経営革新や雇用創出を後押し
する助成制度を創設したほか、特産の梨など果樹農
家の担い手づくり、乳牛増頭対策等の新規施策を講
じ、建設事業者等による介護ビジネス・林業への参
入なども支援することとしました。正規雇用を着実
に下支えするため、職場体験型雇用や立地企業向け
雇用奨励事業も拡充しました。

絆 ･ あんしんチャレンジ
第三は、災害に備えた安心 ･ 安全の体制づくりを
進めるとともに、県民相互の絆を深めた「支え愛」
の地域づくりへの挑戦です。
東日本大震災を教訓に、市町村・企業・医療・福
祉施設と連携して、鳥取県全体で災害時においても
地域の必須機能を継続していくための BCP を検討
することとしましたが、各分野で補い合おうという
のは全国的にも例のない取組です。新たな津波浸水
想定を昨年度行いましたが、これに基づくハザード
マップや案内表示の作成、津波避難施設等の整備な
ども、市町村と協調して進めます。さらに、原子力
発電所で事故が発生した場合に適切に対処できるよ
う、モニタリング機器や汚染防護資機材などの整備
を、周辺地域として UPZ などの新たな枠組みを想
定してスピーディに行うこととしました。
県民や地域の風土に基づく「支え愛」の精神を活
かしたまちづくりを展開するため、「とっとり支え愛
基金」を新設して、公民館等を利用した高齢者の居
場所づくりや中山間地域等での買い物支援など、地
産業・雇用元気チャレンジ
域での支え合い活動により生活環境を整える取組を
第二のチャレンジは、混迷する雇用 ･ 経済情勢を 推進することとしました。
打破すべく、多方面における産業育成と雇用の拡大
また、環境を機軸とした新たな社会システムを鳥
を図る挑戦です。
取県から構築していくため、NPO、地域、企業と協
現下の厳しい経済 ･ 雇用情勢に立ち向かうため、 働して全国をリードする「とっとり環境イニシアティ
未来をリードする産業の創造を目指して、環境、エ ブ」を進めることとし、米子市へ 30MW 規模のメ
ネルギー、バイオなどの次世代型産業を育成すべく、 ガソーラー発電所を誘致することに成功したほか、
県内に一定の集積がある LED 製品のブランド力向 企業、福祉・農業施設などの太陽光発電設備整備支
上や販路開拓等に向けた支援、バイオ関連産業を県 援や、県営ダム等での小水力発電にも乗り出すこと
内に集積させるための融資制度等の創設、医療機器 としました。
産業分野への県内企業の参入に向けた大学・企業等
との医工連携に取り組みます。
未来は待っていてもやってきません。地域から皆
また、若者が定着できる社会の実現を目指し、「雇 で創り出していく・・・鳥取県からの挑戦です。
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岡 山 県

「暮らしやすさ日本一」の
岡山の実現を目指して
今年度から平成 28 年度までの中期行動計画を柱
とした、県政推進の羅針盤「第３次おかやま夢づく
りプラン」の取り組みがスタートしました。これま
で進めてきた「夢づくり県政」をさらに推し進め、
「暮
らしやすさ日本一」の岡山の実現を目指します。
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語教育の充実、生徒の留学
促進、国際感覚やコミュニ
ケーション能力を養う異文
化体験イベントの開催な
ど、グローバル人材の育成
岡山県知事 石井 正弘
に力を入れていきます。
第３次おかやま夢づくりプランの推進
「発展につながる産業づ
「第３次おかやま夢づくりプラン」は、社会経済構 くり」では、アジアや世界に向けた産業グローバル
造や県民意識の変化に的確に対応しながら、本県が 戦略として観光客誘致活動の展開や農林水産物の輸
新たな発展を成し遂げるために県が何をなすべきな 出促進、水島港の機能強化などを図るとともに、次
のかを県民の英知を結集しながら取りまとめました。 世代自動車の技術研究開発や次世代フルーツの生産
このプランの行動計画では、４つの基本戦略、
「安全・ 拡大に取り組みます。
安心な地域づくり」、「将来を担う人づくり」
、
「発展
「豊かで潤いのある暮らしづくり」では、街を巡る
につながる産業づくり」
、
「豊かで潤いのある暮らし 人々が芸術文化を感じ親しむことができる岡山芸術
づくり」の下に計 19 の戦略プログラムを配置する 回廊の実施やスポーツの次世代指導者の養成などを
とともに、
「中四国州構想推進プロジェクト」と中山 進めます。
間地域の活性化、新エネルギーの拡大、情報発信に
そのほか、中山間地域などの活性化、太陽光・小
関する政策課題に対応する３つの「基本戦略横断プ 水力発電などの新エネルギーの普及拡大、効果的な
ロジェクト」を掲げています。
岡山の魅力発信にも総合的に取り組みます。
各戦略プログラムやプロジェクトには、達成度、
進捗度を分かりやすく示す「暮らしやすさ指標」を
地方分権改革
設定し、志の高い目標数値を掲げました。そして、
国の出先機関の原則廃止については、中国地方知
政策の大胆な重点化を進めながら、本県が全国に誇 事会において特定広域連合の設立に向けた検討を
る強みや独自性を最大限に生かす先進的な政策を「岡 進める一方、国に対しては、対象となる出先機関
山モデル」と名付けて盛り込み、積極的に展開する の全ての事務を移譲することを基本に、当該事務
こととしています。
への国の関与を最小限とするとともに、早期に財
源措置などの在り方を示すよう求めてまいります。
行財政改革への取組
また、義務付け・枠付けの見直しと基礎自治体へ
平成 20 年６月の「財政危機宣言」以来、
「岡山県 の権限移譲の更なる推進、地方税財源の充実など
行財政構造改革大綱 2008」や「財政構造改革プラ についても、国と地方の協議の場を活用し、全国
ン」に基づき、これまで全国的にも最も厳しい水準 知事会などとも連携しながら、着実に進捗するよ
で行革に取り組み、本年度が改革プランの最終年度 う努めてまいります。
となっています。行革による効果は、最終的には平
道州制については、本年４月に発足させた道州制
成 27 年度において 378 億円を見込んでおり、改革 推進知事・指定都市市長連合による全国的な取り組
プラン策定時の効果額目標 396 億円に対し、達成度 みと並行して、県内でもシンポジウムや出前講座を
95.5％と、ほぼ目標を達成できる見通しとなりまし 開催するなど、国民・県民の気運醸成を図ることで、
たが、今後もたゆむことなく県税収入率の向上など 「中四国州」構想を推進してまいります。
の歳入確保や事務事業の見直しによる職員数の削減
などの取り組みを着実に進めていきます。
「第３次おかやま夢づくりプラン」ＨＰ
プランの概要紹介やダウン
平成 24 年度予算の重点施策
ロードページのほか、岡山ゆか
今年度は、夢づくりプランの初年度ということで、
りの偉人タイプ判定コーナーな
新たな発展に向けて力強く踏み出していくための施
どを設けた楽しいホームページ
策を重点的に推進します。
を作りました。ぜひアクセスし
「安全・安心な地域づくり」では、東海・東南海・
てください。
南海の３連動地震への各種対策による県全体の防災
http://www.okayama-yume.jp
力強化や県立学校の耐震化の推進、中山間地域など
における在宅医療介護の推進を図ります。
「将来を担う人づくり」では、教育現場の荒れ対
策として落ち着いた学習環境の実現に向けた取り組
検索
第３次おかやま夢づくりプラン
みや特別支援学校の施設整備を進めるとともに、英
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島 根 県

住みやすく、活力ある島根を
今年は、古事記編纂 1300 年を迎える記念すべき
年であり、島根県では、島根の魅力の情報発信や、
県民参加による地域の魅力づくりとおもてなしを推
進する「神々の国しまね」プロジェクトに取り組ん
でいます。
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歴史・文化を活用した観光の振興
そのシンボル的なイベント「神話博しまね」を、
７月 21 日から 11 月 11 日までの間、出雲市にある
出雲大社周辺を主会場に開催します。
国内最大級のスクリーン映像による神話の世界の
紹介や、延べ８千人の県民による神楽・民謡などの
上演、青銅器をはじめ多くの貴重な文化財の展示な
どを通じて、神話の持つ魅力を存分に体感いただき
ます。
また、周遊バスやまち歩きツアーなどを充実し、
観光客の方々に県内各地を訪ねていただくよう取組
を進めています。
さらに、７月から 11 月にかけて、京都と東京の
国立博物館で、荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡から出土
した銅剣、銅矛、銅鐸などを展示する展覧会やシン
ポジウムを開催することとしています。
こうした取組により島根への関心をさらに高め、
全国からの観光誘客を積極的に展開していくことと
しています。

のための研修や雇用の受け
皿づくり、就農後の地域ぐ
るみの支援のほか、林業の
分野での県産材の販路拡大
や、コスト削減などによる
島根県知事 溝口 善兵衛
漁業経営の安定化に向けた
取り組みを推進していくこととしています。

安全・安心な暮らしの確保
昨年の東日本大震災を受け、地震・津波対策や原
子力発電所の安全防災対策に万全を期すほか、豪雨
災害や土砂災害の防止についても、河川の改修や土
砂災害防止施設の整備を計画的に進めていきます。
県内の医師不足に対しては、島根大学の地域枠で入
学したり奨学金の貸与を受けた医師が今後増えていき
ます。これらの若手医師が県内に定着し、地域医療を
担ってもらえるよう、昨年設置した「地域医療支援セ
ンター」においてキャリア形成を支援します。
また、IT を活用して、病院間や病院と診療所の
間の情報ネットワークシステムを構築し、医療機関
相互の連携強化を図ります。
看護職員の人材確保については、高度化・専門化す
る医療に対応できる人材を育成するため、今年度から
島根県立大学に４年制の看護学部を開設しました。
子ども・子育て支援については、保育サービスの
充実、地域のニーズに対応した子育て支援、独身男
女の出会いの支援などを行います。
産業の振興と雇用の確保
教育の充実については、県で力を入れている子ど
全国的に少子高齢化と人口の減少傾向が続いてい
ます。力強い産業活動を背景に、創造性あふれる活 もの読書活動の推進について、引き続き、学校司書
動が県内各地で展開され、ふるさと島根に帰りたい の配置などに取り組むとともに、子供の体力向上、
と願う若者、島根で暮らしてみたいと願う若者が一 学校での体育活動を充実していくこととしています。
中山間地域対策では、今年度策定した中山間地域
人でも多く定着し、地域で活躍できるよう「若者を
惹きつけ、
若者が牽引する地域づくり」を目指します。 活性化計画に基づき「生きがい」「にぎわい」「なり
県内企業の中には、新分野への進出や新技術の導 わい」「助けあい」のある地域の創出を目指し、プ
入など、新たな挑戦を計画している企業が多くあり ロジェクトチームを中心に、総合的・一体的な施策
ます。こうした動きに対し、試作品開発の助成や新 の推進に取り組みます。
規投資ファンドの創設などにより支援します。
また、県内に集積する特殊鋼や石州瓦産業など、 活力ある島根を目指して
島根県では、このたび、今年度から平成 27 年度
地域経済を牽引する地場産業に対し、競争力強化の
までの４年間を実施計画期間とする「島根総合発展
ための支援を行うこととしています。
企業誘致については、企業立地セミナーの開催を 計画第２次実施計画」を策定しました。
この計画に沿って、「豊かな自然、文化、歴史の
増やし、島根の良好な立地環境や優遇制度をアピー
中で、県民誰もが誇りと自信を持てる、活力ある島
ルし、積極的な誘致を図ることとしています。
一方、農林水産業の分野では、農業の担い手育成 根」を目指し、全力を尽くしてまいります。
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広 島 県

『未来に向かって「加速」する』
１

２ 平成 24 年度の主な施策
～基本的な考え方～
県全体の成長エンジンを最大限に加速させるため、
雇用や所得を生み出す「新たな経済成長」と、あら
ゆる分野の力の源泉となる「人づくり」を重点２分
野として、世界を視野に新しい価値を創造するイノ
ベーションを通じ、県民が将来に向けて大きな希望
が持てる強固な経済基盤と、生き生きと活躍できる
環境の整備に、特に注力します。
また、
「安心な暮らしづくり」と「豊かな地域づく
り」の２分野については、重点分野の後押し効果を
最大限に発現させるための取組を行い、４つの政策
分野が相乗効果をもたらしながら好循環する流れを
生み出して参ります。

育成・確保などの対策に取
り組みます。
安心な暮らしづくり分野
では、地域医療体制の確保
に向けて、医療連携を促進
広島県知事 湯崎 英彦
する全県的な医療情報ネッ
トワークの基盤整備を推進するほか、「がん対策日本
一」の実現に向け、がん検診、がん予防、がん医療
等の総合的な取組の強化などに取り組みます。
また、豊かな地域づくり分野では、多様な人々を
惹きつける魅力ある地域環境を創出するため、都市
圏の活性化と中山間地域の振興対策を総合的に推進
するとともに、過疎地域の就業機会の創出や生活支
援に取り組みます。
さらに、東日本大震災を踏まえ、エネルギーや防
災対策などの構造的な課題等に対応する取組を強化
するとともに、本県が果たすべき新たな平和貢献の
形として、昨年度策定した「国際平和拠点ひろしま
構想」の具体化に向けた取組を着実に推進します。
３

施策展開の仕組み
～施策マネジメントの推進～
さらに、「ひろしま未来チャレンジビジョン」の実
現に向けて、着実に成果を上げていくためには、そ
の実行手段である施策、事業の推進において、企画
立案から実行までのそれぞれの段階で、成果を念頭
に置いた検証を行い、検証結果に応じ、効率的、効
果的な取組へと絶えず改善を行っていくことが重要
です。
このため、昨年度、ビジョンを構成する施策及び
関連する事業を体系的に整理するとともに、それぞ
れに目標を設定し、達成状況を評価しながら、その
～施策展開～
結果を次年度の予算編成に反映させる施策マネジメ
このような考え方に沿って、今年度は、経済成長 ントを導入したところです。
分野では、新たな成長産業を育成するため、医療関
さらに、今年度は、このシステムをより実効ある
連産業・環境浄化産業クラスターの形成に取り組む ものとするため、事業の執行段階における PDCA サ
ほか、観光面では、「ひろしまブランド」や「瀬戸内 イクルとして、当初設定したマイルストン（進行管
ブランド」の構築に向けたプロモーションなどの強 理上の目標）を、４半期ごとに確実にモニタリング
化に努めます。また、イノベーション力の徹底強化 する仕組みを導入しました。
を図るため、県内企業の成長や産業の持続的発展を
こうした取組により、より効果の高い事業へ人や
担う人材の大学院等での知識習得への取組支援など、 財源などの経営資源を集中させ、これまで以上にス
高度で多彩な人材の育成・確保を支援して参ります。 ピード感を持って、一つひとつの取組を着実に成果
人づくり分野では、生産年齢人口の減少や経済の に結びつけ、「将来にわたって、『広島に生まれ、育
グローバル化などを踏まえ、女性の社会参画の促進 ち、住み、働いて良かった』と心から思える広島県」
を図るため、保育所待機児童数ゼロを目指すほか、 の実現を目指して、全力で取り組んで参りたいと考
大学生等のＵ・Ｉターンの促進やグローバル人材の えております。
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県政運営の基本姿勢
～ビジョン実現に向けた「加速」の年～
本県では、平成 22 年度に策定した「ひろしま未
来チャレンジビジョン」に沿って、「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つの政策分野を柱とし、将来の目指
す姿に向けて施策を展開しています。
このビジョンをスピード感をもって着実に実現し
ていくためには、進展しつつある環境変化や中長期
的な構造変化を見据えた上で、変革への対応力と政
策の実行力を高めていくことが必要です。
平成 24 年度は、直面する課題に柔軟かつ果断に
対応しつつ、本県の成長の原動力となる取組を一段
と「加速」する年と位置づけ、組織力を最大限に発
揮し、広島県の可能性を最大級に引き出しながら、
より高い次元での成長を目指します。
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山 口 県

県政総仕上げのラストスパートに向けて
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住み良さ日本一の元気県づくり
私は、
平成８年の知事就任以来４期 16 年にわたり、
分権型社会をたくましく生き抜いていける新たな県
づくりを進めるため、県政運営の指針である「やま
ぐち未来デザイン 21」と、数次にわたる実行計画に
沿って、諸施策を計画的に推進してまいりました。
そして、4 期目の県政運営にあたり、その「デザ
イン 21」の総仕上げを果たすべく、最終の実行計画
「住み良さ日本一元気県づくり加速化プラン」に掲げ
た数値目標「住み良さ・元気指標」の達成を図ること、
そして次の世代に過度の負担を先送りせず、持続可
能な行財政基盤を築く「県政集中改革」において確
かな成果を上げること、この 2 つを重視して、全力
投球してまいりました。
いよいよ、加速化プランと県政集中改革の最終年
度を迎えるにあたり、私は、これまで積み上げてき
た取組成果の上に立って、さらに多くの目標達成を
目指し、より高い水準の実現に取り組む、まさに「総
仕上げ」のラストスパートの予算として平成 24 年
度当初予算を編成しました。
平成 24 年度当初予算
まず、
「加速化プラン」については、104 の「住み
良さ・元気指標」が一つでも多く、また高い水準で
達成できるよう、予算の優先配分に努めました。
具体的には、
「年間観光客３千万人構想」の実現に
向けた「おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペー
ン」の効果的な実施、「岩国錦帯橋空港」開港に向け
た万全の準備、さらには医師不足対策や農林水産業
の担い手対策などについて、これまで以上に積極的
に取り組んでまいります。
また、県政集中改革では、知事就任以来、一般行
政部門において全体の 2 割強に当たる 1,100 人以上
の削減を行うとともに、県が発行を判断できる一般
分の県債について、平成 14 年度をピークに 10 年連
続で残高を減少させ、今後もこの傾向を維持できる
見通しが立ちました。中でも、昨年度、土地開発公社、
道路公社、住宅供給公社の三公社を同時に廃止する
という全国でも例のない大きな公社改革を成し遂げ
ましたが、県が引き継いだ産業団地等については、
一層の資産売却促進や有効活用を図ってまいります。
（３つの緊急・重点課題）
また、このたびの予算では、現下の厳しい社会経
済情勢等を踏まえ、次の３つの項目を「緊急・重点
課題」と位置付け、重点的な措置を講じました。
①雇用対策の強化
本県では、昨年末に半導体関連の工場閉鎖や事業
撤退が相次いで発表され、雇用の先行きに不安が広
がっています。

このため、若者就職支援
センターを活用したキャ
リアカウンセリングや民
間教育訓練機関による職
業 訓 練 の 拡 充 実 施、 中 小
企業制度融資による離職
者対策等に全力で取り組
んでまいります。

山口県知事

二井 関成

②防災対策の充実
東日本大震災から１年余りが経過しましたが、そ
れまでの営みを一瞬にして奪い去られた多くの被災
者の皆様と、自然の持つ脅威を忘れることなく、今
後の安心・安全対策にしっかりと活かさなければな
りません。
このため、大規模災害時における防災ヘリコプター
等の安全かつ効率的な運用のためのヘリフォワード
ベースの整備や、県内全 19 市町との間で締結した
災害時相互応援協定に基づく広域的な物的・人的支
援についてのマニュアル策定等、ソフト・ハード両
面で予算を重点的に措置しました。
③総合的なスポーツ振興の推進
昨年、本県で開催した「おいでませ！山口国体・
山口大会」を通じて、本県のスポーツ競技力や県民
のスポーツへの関心が大いに高まりました。私は、
こうした成果をさらに持続・発展させていくため、
スポーツ推進の指針となる「山口県スポーツ推進条
例」を制定するとともに、スポーツ施策を総合的・
戦略的に推進する「山口県スポーツ戦略プラン」を
策定しました。今年度は、このプランに掲げる「競
技スポーツ推進」、
「生涯スポーツ推進」及び「スポー
ツ環境整備」の３つの戦略を柱に、新たな施策を積
極的に推進します。
山口県の確かな未来に
このたびの予算編成を通じ、目標である「住み良さ・
元気指標」の約 8 割が達成できる見込みとなるなど、
私としては、私がこれまで進めてきた県政の総仕上
げに向けて概ね満足できる成果や方向性を示すこと
ができたものと考えています。
このため、今期をもって知事の職を辞することと
いたしましたが、もとより県づくりにゴールはなく、
これからも連綿と続いていくものであります。私は、
この予算に基づく諸施策をスピード感を持って確実
に執行し、未来へつなぐ山口県の基盤をしっかりと
築き上げ、次代へ継承することにより、私の知事と
しての役割を全うしたいと考えています。
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香 川 県

安心できる香川の活力創出予算
～「元気」「安心」「夢と希望」～

安心できる香川づくり
東南海・南海地震をはじめとした地震に備え、地震・
津波の被害想定の見直しを行うとともに、防潮壁な
どを整備します。大規模ため池を中心に耐震診断を
進めるとともに、ため池ハザードマップの作成や高
潮対策に取り組む市町を支援します。
女性や子どもを犯罪から守るため、犯罪多発場所
などに人の動きを感知するセンサーライトや防犯カ
メラ付き緊急警報装置を整備したり、地域での防犯
活動支援のため、パトロール用青色回転灯などを貸
し出し、犯罪の起きにくい社会づくりを進めます。
交通事故抑止に向けては、交差点の標識・標示の
高輝度化を集中的に進めるとともに、自転車事故抑
止のための標識改良に取り組むほか、悪質・危険な
交通違反の取り締まりを強化します。
子育てに伴う経済的負担を軽減するため、第３子
以降の「病児・病後児保育」の利用料を無料化する
制度を新たに創設するほか、大学生らを対象とした
県独自の奨学金の貸与を開始します。
糖尿病受療率全国ワースト１位からの脱出を目指
し、小・中学生を対象とした血液検査を実施する市
町を支援します。昨年制定した「がん対策推進条例」
に基づき、がん予防、がん医療水準の向上、さらに
がん教育の推進など、総合的にがん対策を進めます。
一人暮らしの高齢者らを地域で支えるため、声掛
け・見守り活動の体制や居場所づくりを進めるほか、
民間事業者が広域的に買い物サービスを始める場合
の初期費用を助成します。
そのほか、障害者や妊産婦らを対象とした「かが
わ思いやり駐車場」の適正利用の促進や地域医療の
充実、水資源の安定確保、有害鳥獣対策と廃棄物処
理の推進に取り組みます。
元気の出る香川づくり
県産業の強みや特性を生かし、持続的に成長して
いくため、
「香川県産業成長戦略（仮称）」を策定し

ます。省エネルギー型製品
の開発や小豆島しょうゆの
ブランド化支援や展示商談
会への出展による販路開拓
を応援するとともに、高松・
香川県知事 浜田 恵造
上海線を活用した中国・上
海地域でのビジネス展開を支援します。
働く意欲と地域産業をつなぐため、「香川県就職サ
ポートセンター」を設置するなど、雇用対策の推進
に努めます。
県産品の振興のため、国内外における効果的なトッ
プセールス、大手企業との販売連携、大都市での県産
品フェアの開催など販路開拓を総合的に展開します。
県オリジナル品種を中心とした県産果実の推奨制
度を新たに創設し、「さぬき讃フルーツ」の名称で、
販売促進やブランド化に向けた効果的な PR を行う
ほか、水稲新品種「おいでまい」、さぬきうどん用小
麦「さぬきの夢 2009」、「オリーブ牛」などのブラ
ンド力の強化や販路開拓にも取り組みます。
そのほか、上海線の利用促進やソウル線のダイヤ
改善など交通・情報ネットワークの整備などを進め
ます。
夢と希望あふれる香川づくり
教育力向上のため、小学校１、２年生で導入して
いる 35 人学級を新たに３年生にも拡大するほか、
教員の能力向上を図るため、経験豊かで優れた指導
力を有する退職教員の派遣制度を新たに創設します。
児童生徒の暴力行為などの問題行動には、スクー
ルサポートチームを派遣し、問題行動の拡大防止や
早期解決を図ります。
観光立県香川の実現に向けて、県のブランドイメー
ジの向上や魅力ある観光資源を紹介する「うどん県。
それだけじゃない香川県」プロジェクトでは、話題
となるような映像を制作し、情報発信するほか、観
光地のスタンプラリーや施設の割引クーポン券を盛
り込んだ「うどん県公式パスポート」を発行し、滞
在型観光を推進します。
「瀬戸内国際芸術祭 2013」は、平成 25 年３月か
らの開催に向け、アート作品の制作、交通対策、国
内外の広報活動などに取り組みます。
山積する諸課題に取り組み、実行し、それが自信
となり、また、新たな可能性を広げていく。そのよ
うな好循環を生み出し、郷土香川の飛躍発展を目指
していく年にするべく、私自身が先頭に立って、全
力で挑戦してまいります。
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我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

香川県では、厳しい経済情勢と財政状況の中、昨
年 11 月に見直した「財政運営計画」に沿って、財
政健全化を進めながら、施策の選択と集中を徹底す
るとともに、将来の世代に確かな礎を引き継ぐため、
昨年策定した県の総合計画である「せとうち田園都
市香川創造プラン」に掲げる重点施策に財源を重点
配分し、効果的でメリハリのある予算となるよう編
成しました。
その結果、一般会計当初予算額は、4,343 億 7,600
万円となり、総額では前年度を 68 億円余り上回る
規模となりました。
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徳 島 県

「課題解決先進県とくしま」
～知恵は地方にこそあり～
いま我が国は、「百年に一度の経済危機」真っ只中
に発生した「千年に一度の大震災」に加え、欧米の
信用不安による史上最悪の円高水準の継続など、ま
さに「国難」ともいえる状況に直面しています。
このため、平成 23 年 4 月の知事選後、最初の予
算編成となりました 6 月補正予算では、総額 320 億
円に及ぶ「肉付け」を行うとともに、９月補正予算、
更には 11 月補正予算では、防災・減災対策をはじ
めとする「安全・安心対策の推進」、国難に立ち向か
う「経済・雇用対策の推進」を２本柱として編成し、
切れ目なく、スピード感を持った予算編成に取り組
んできました。
その結果、平成 23 年の「年平均有効求人倍率」
については、2 年連続で全国第４位の高水準を維持
するとともに、
「企業倒産件数、負債総額」については、
過去 10 年間で最も少なかった平成 22 年よりも更に
改善し、平成 22 年の「合計特殊出生率」において
も、2 年連続での改善となる「1.42」となり、平成
16 年以来、６年ぶりに全国平均を上回るなど、その
成果が着実に表れてきているところです。
平成 24 年度予算について
平成 24 年度当初予算においては、
・「東海・東南海・南海」三連動地震対策をはじ
めとする「安全・安心対策の推進」
・大震災以降の厳しい難局を乗り越えるための
「経済・雇用対策の推進」
・県民の皆様の夢や希望の実現に向けた「宝の
島・とくしまの実現」
の三つの観点から、総額 4,561 億円、平成 22 年度
から 3 年連続となる増額予算を編成しました。
①「安全・安心対策の推進」
「東海・東南海・南海」三連動地震対策をはじめと
する防災・減災対策においては、避難対策や救助活
動の強化を図るため、
・避難路の整備など総合的な津波対策の加速
・防災拠点施設の機能強化
・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）など災害医療
体制の充実
・地震・津波に関する啓発活動の展開
など、ハード・ソフト両面から、引き続き、しっか
りと取り組むこととしております。
さらに、国の動きを待つことなく、平成 23 年 12
月に本県独自に公表しました「津波高暫定値」と「暫
定津波浸水予測図」を踏まえ、
「緊急地震津波対策」
を平成 23 年度 2 月補正予算（先議）において前倒
しで実施し、防災・減災対策を更に加速させており
ます。
②「経済・雇用対策の推進」
大震災以降の厳しい難局を乗り越えるため、
・安全・安心、高品質な「オンリーワンＬＥＤ製
品」の開発、生産等を加速化する「ＬＥＤバレ

イ・ネクストステー
ジ」の展開
・日本屈指のブロードバ
ンド環境を活用したデ
ジタルコンテンツ産業
の集積
徳島県知事 飯泉 嘉門
・平成25年春の開校を
目指す中央テクノスクールの施設整備による産
業人材・育成施策の強化
など、本県の優位性を発揮した取組みを戦略的に展
開してまいります。
また、次代を担う新規就農者の確保対策や、生産
活動を支える施設整備の総合的な支援を行うととも
に、六次産業化への対応に向けた支援、とくしまブ
ランドの強化を図る販売力向上対策により、本県が
「関西の台所」から「日本の台所」となるよう、積極
的に取り組み、本県経済の活性化と雇用の確保に全
力を傾注してまいります。
③「宝の島・とくしまの実現」
全国トップレベルの日照時間や豊富な森林資源と
いった「自然エネルギーの宝庫・とくしま」の高い
潜在能力を活かすため、メガソーラー等の自然エネ
ルギー施設の導入促進を図り、「エネルギーの地産地
消」と「災害に強いまちづくり」に向けた取組みを
推進し、全国に発信してまいります。
また、徳島の更なる飛躍を目指して、
・全国水準を大きく上回る「限界集落」の再生
・地方発、国内最大規模のアニメイベント「マチ
☆アソビ」や、全国初の二度目の開催となる
「第27回国民文化祭・とくしま2012」といっ
たにぎわいづくり
・世界レベルの「糖尿病研究開発臨床拠点」の形
成による医療観光の推進
など、「『ピンチをチャンス』にかえる取組み」を積
極的に展開し、徳島から「夢と希望」を発信できる
よう、しっかりと取り組んでまいります。
今後とも、徳島をはじめ日本全体の次代を担う若
い世代の皆様が、夢や希望を持ち、将来を語ってい
けるような社会を目指し、安全・安心対策や経済・
雇用対策はもとより、人口減少、少子高齢化など様々
な課題に正面から取り組み、具体的な「処方箋」と
して、全国各地へ発信する「課題解決先進県」とな
るよう全力を傾注してまいります。
財政構造改革の着実な推進
これまで積み重ねてきた改革努力の結果、
「公債費」
は４年連続で減少するとともに、投資的経費の重点
化により、実質的な地方交付税である臨時財政対策
債を除く「新規発行県債」は、平成 22 年度から３
年連続で 300 億円を下回るなど、その成果が着実に
現れており、引き続き、持続可能な財政運営に取り
組んでまいります。
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「愛のくに
目指して

愛 媛 県
え がお

愛顔あふれる愛媛県」を

み海道における快適なサイ
クリング環境の整備等に取
り組みます。
国際観光・交流の推進と
して、上海便の利用促進対
愛媛県知事 中村 時広
策の強化、台湾との観光交
流の促進、サイクリング観
○県民の安全・安心確保のための重点対策
光資源の情報発信等に注力します。
１．県単独緊急防災・減災対策事業
交通ネットワークの整備として、大洲・八幡浜自
県内全域の緊急避難道路の改良促進や危険箇所の
解消、津波避難路等の整備を支援する県単補助制度 動車道の建設促進、宇和島市の九島架橋の整備、上
の創設、河川堤防や水門・樋門の耐震対策等に取り 島町の岩城橋の整備に向けた基礎調査等を進めます。
２．やすらぎの愛顔あふれる愛媛づくり
組みます。
参画と協働による地域社会づくりとして、高齢者
２．県立学校校舎等の耐震化の加速
完了目標を平成 33 年度から平成 29 年度へ大幅に の見守り活動等日常的な地域の支え合い活動の立ち
前倒しし、特別支援学校を最優先に改築・耐震補強 上げ等を支援します。
医療体制の充実として、がん対策の強化、認知症
工事を一気に進めます。
医療体制の整備、若手医師や医学生のキャリア形成
３．災害対応力の強化
県や市町、地域住民等が連携した津波避難訓練の 支援等を進めます。
快適で魅力あるまちづくりとして、JR 松山駅付近
モデル的な実施や、東南海・南海地震等の連動型地
震等を想定した地震被害想定の見直し等に取り組み 連続立体交差事業の整備を促進するとともに、今治
新都市開発事業における中核施設予定地の用地取得
ます。
を支援します。
４．地域防災力の向上
自主防災組織の活性化により、防災意識の向上や ３．輝く愛顔あふれる愛媛づくり
子育て・子育ち支援の充実として、地域特性等を
組織力の底上げを図るほか、地域との連携による学
踏まえた地域モデルの開発、小児救急医療電話相談
校防災力の強化に取り組みます。
５．
「えひめ愛顔の助け合い基金」を活用した被災地 の深夜受付時間帯の延長に取り組みます。
教育の充実や文化の振興として、学力向上システ
等支援
本県への修学旅行について、支援の取組みを継続す ムの構築、特別支援学校におけるキャリア教育の充
るほか、災害ボランティアの派遣等に取り組みます。 実等に努めます。また、県内各地の近代化遺産の総
合調査や魅力発信等に取り組みます。
スポーツ立県えひめの推進として、愛媛国体の開
○「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」を目指して
催に向けた競技施設の計画的な整備、広報活動の展
１．活き活きとした愛顔あふれる愛媛づくり
活力ある産業づくりとして、農商工ビジネスの連 開、競技力向上対策の強化等を進めます。
携強化、東アジア地域との経済・観光交流の拡大や ４．やさしい愛顔あふれる愛媛づくり
環境と調和した暮らしづくりとして、3R 活動の
県産品の販路開拓等に取り組みます。
産業を担う人づくりとして、小中高校生の実技・ 普及啓発、下水汚泥の燃料化技術の調査研究を進め
職場体験等を通じた地域産業への理解促進とものづ ます。
自然と共生する社会の実現として、石鎚山の自然
くり産業の後継者育成等に取り組みます。
農林水産業の振興として、新規就農者の育成に向 環境を保全するための環境配慮型トイレ整備の検討
けた取組み支援、新たな愛媛ブランド牛の開発等を 等に取り組みます。
環境にやさしい産業の育成として、市町と連携し
計画的に推進します。
鳥獣害対策の強化として、新たに市町による捕獲 た住宅用太陽光発電システムの普及促進等に取り組
隊の組織化や被害を受けにくい集落づくり等、地域 みます。
５．「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携
ぐるみの鳥獣害防止体制の整備を進めます。
市町への相談・サポート体制の強化、行政改革の
愛媛ブランドの確立として、「愛育フィッシュ」の
ネーミングの普及促進、首都圏等における市場開拓、 優良事例の波及促進、職員研修や道路の一体的な維
持管理等の連携施策に積極的に取り組み、「チーム愛
中国への県産水産物の輸出促進等に取り組みます。
観光立県えひめの推進として、「えひめ南予いやし 媛」として県と市町の共通課題等に連携して取り組
博 2012」を通じた南予地域の魅力の発信、しまな むことにより、行政の総合力の発揮を目指します。
平成 24 年度当初予算では、知事就任２年目の本
格的な「離陸」に向け、公約を実現するための施策
を着実に推進するとともに、東南海・南海地震等に
備えた県民の安全・安心の確保に最優先で取り組む
ことといたしました。
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知事

高 知 県

課題解決の先進県を目指す
「飛躍への挑戦」
はじめに
高知県は、全国でも真っ先に人口減少、高齢化の
波にさらされ、経済規模の縮小や過疎化の進展といっ
た困難な課題に直面するとともに、全国でも有数の
災害多発県でもあります。しかしながら、人口減少
は全国的に進展しており、他の地域もいずれ同じ課
題に直面することとなりますし、災害への備えも全
国的な課題となっています。こうした様々な課題に
長年悩まされてきた本県であるからこそ、これまで
蓄積されてきた知恵を生かし、時代を生き抜く処方
箋を全国に先駆けて示すことで、後続の県に頼られ、
時代に必要とされる課題解決の先進県となることを
目指してまいります。

日」キャンペーンを展開す
るなど、本県への誘客の増
大を図っていきたいと考え
ております。
高知県知事

尾﨑 正直

中山間対策の抜本強化
昨年度、中山間地域の集落実態調査を実施したとこ
ろ、様々な課題が浮き彫りになる一方で、住民の皆様
の地域への誇りや愛着といった強い思いを確認するこ
とができました。このため、将来にわたって、だれも
が安心して暮らしていける地域づくりに向けて、中山
間対策の抜本強化に取り組むこととしました。
具体的には、廃校や集会所等を拠点に、地域内外
の人材を活用しながら、生活、福祉、産業、防災等
の取組を集落の連携により進める「集落活動セン
第２期高知県産業振興計画
本年度は、これまで取り組んできた各種の県計画 ター」の仕組みづくりに着手することとしています。
の２期目のスタートの年となります。特に県経済の あわせて、中山間地域での大きな課題となります移
活性化に向けた産業振興計画につきましては、県民 動手段の確保について、地域の実情に合った移動サー
の皆様との成功イメージを共有させていただくよう、 ビスを提供する仕組みづくりへの新たな支援制度も
目指すべき 10 年後の将来像や各種施策についての 設けることとしています。
目標を明確に掲げ、本県経済の浮揚を図ることとし
南海地震対策の加速化
ています。
３月に公表された「南海トラフの巨大地震による
柱となる地産外商戦略に関しては、この４月に「外
商推進本部」を設置し、県外や海外の市場へのプロ 震度分布・津波高」を受けて、最悪のケースにおい
モーション活動を総合調整しながら、より戦略的な ても県民の皆様の生命を確実に守ることのできる対
展開を図ることとしています。これまでの地産外商 策が効果的かつ効率的に実施できるよう、本県では
公社の取組などを通じて築いてきた県内、県外との いち早く独自の津波浸水シミュレーションを行い、
つながりを生かしながら、さらなる販路の開拓に努 これに基づいて、避難場所の確保や見直しの作業に
めるとともに、定番の商品づくりを目標に、バイヤー 取り組んでいるところです。
あわせて、津波避難タワーや避難路等の整備に要
の産地への招へいを強化するなど、もう一段高いレ
する市町村の財政負担を軽減することで、津波避難
ベルの外商活動を進めてまいります。
第一次産業では、生産から流通、販売までを見通 対策を加速させるとともに、住宅や公共施設等の耐
した足腰の強い産地づくりや、生産を支える担い手 震化についても一層の推進を図ることとしています。
さらには、防災教育の充実や自主防災組織の活動
の確保、育成に引き続き積極的に取り組んでまいり
などの活性化を図るとともに、地域に防災等の専門
ます。
また、県内中小企業の設備投資の促進を図るため、 家を派遣する体制整備を行い、住民自らが地域の特
新たな支援制度を設けるとともに、防災関連産業や 性や課題を踏まえた対応をとることができるよう支
新エネルギー関連産業といった将来に大きな可能性 援してまいります。
を秘めている分野にも挑戦し、新たな産業集積の形
最後に
成を目指してまいります。
県政の取組を進めていくうえで、「対話と実行」を
観光分野においては、世界認定を受けた室戸ジオ
パークや、奇跡の清流として全国放送で取りあげら 基本姿勢として、これまでにも県民の皆様と率直な
れた仁淀川など、全国からの誘客の核となる観光資 意見交換を行ってきましたが、本年度からは１市町
源が生まれてまいりました。こうした動きを、地域 村を１日かけてまわり、地域の生の声を県政に生か
の観光資源のさらなる磨き上げや、全国に通用する す「対話と実行行脚」を実施することとしております。
県民の皆様の声をきめ細かく生かしながら、官民協
観光拠点づくりにつなげてまいります。
また、本年度は「わざわざ行こう志国高知へ」を 働による課題解決の先進県づくりを目指して、新た
キャッチフレーズに、ロマン、やすらぎなど５つの な挑戦を行ってまいります。
テーマで休日の過ごし方を提案する「リョーマの休
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福 岡 県

「県民幸福度日本一」の福岡県を目指して
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昨年４月に知事に就任して以来、できるだけ現地
心のぬくもりと絆を実感で
きる社会
に赴き、多くの方から意見を聞き、地域の課題や県
東日本大震災で、私たち
政に対する期待を整理し、福岡県の発展と県民福祉
は家族や人とのつながり、
の向上のために全力を尽くしてきました。
これまでの経験と震災から得た教訓をもとに、県 地域とのつながりの大切さ
福岡県知事 小川 洋
民生活の「安定」「安全」「安心」を向上させるとと を実感しました。いわゆる
もに、福岡県を元気にし、被災地の復興と我が国の 「絆」を大切にし、生活者
の視点をこれまで以上に重視した政策を進めていき
発展に貢献していきます。
ます。
高齢者や障害者、子育て家庭などを地域の人々が
福岡県総合計画
昨年度末に、これから５年間の県政推進の柱とな 日頃から暖かく見守り、いざというときには協力し
て安全を確保する、そのような互いに支え合い、扶
る「福岡県総合計画」を策定しました。
総合計画では、「県民幸福度日本一」の福岡県を掲 け合う社会を築いていきます。
げ、
その基本となる県民生活の「安定」
「安全」
「安心」
高齢者が活躍する社会をつくる
の向上のために、「活力にあふれ成長力に富んだ経済
少子高齢化が進行し、社会の支え手となる生産年
と雇用の創出」や「災害や犯罪、事故がなく、安全
齢人口が大きく減少する中、社会の活力を維持して
で安心して暮らせること」などの、10 の事項の実現
いくためには、経験豊かな高齢者の方々が活躍でき
に取り組みます。
施策の推進に当たっては、生活者視点に立って、 る社会づくりが必要です。
福岡県では、高齢者が年齢に関わりなく、それぞ
人がどんなときに幸せを感じるかについて、原点に
立ち返って考え、県民一人ひとりの幸福実感を高め れの意思と能力に応じて、活躍し続けることができ
る、選択肢の多い「70 歳現役社会」づくりに、全国
ていきます。
施策の実効性を高めていくために、121 の数値目 に先駆けて取り組んでいます。
標を設定するとともに、毎年、県民意識調査を実施し、
安全で安心して暮らせる福岡県
その結果を施策のさらなる充実強化に活かし、県民
東日本大震災は、私たちに日々の防災対策の大切
の皆さんの幸福度や満足度が向上する好循環をつく
さを改めて認識させました。今年度内に新たな地震・
ります。
津波対策を定める地域防災計画を取りまとめ、市町
村や地域住民の防災体制を充実させるなど、地域の
平成 24 年度予算の概要
総合計画を具体化、実現していくための大きな手 防災力を高め、県民生活の安全・安心を向上させて
段が予算です。平成 24 年度予算は私が就任して初 いきます。
治安の確保は県民生活の基本です。暴力団排除機
めての本格的な予算で、景気と経済を下支えするた
め、総額１兆 6,313 億円という過去最大、積極型の 運のさらなる高揚を図り、社会全体での暴力団排除
を一層加速させるため、「福岡県暴力団排除条例」を
予算を組みました。
改正しました。今後もひるむことなく、警察、行政、
事業者、県民が一体となって暴力団排除運動を推進
活力にあふれ成長力に富んだ経済と雇用の創出
まず何よりも、雇用の８割を担い、地域経済を支 していきます。
また、飲酒運転撲滅に向けて、「飲酒運転撲滅運動
える中小企業が元気になることが大切です。金融支
の推進に関する条例」を制定しました。この条例は、
援や商品開発、販路拡大など総合的な振興策を充実
全国でも初めて、飲酒運転の撲滅を目的とする罰則
強化していきます。
また、環境を軸にして、地域がこれまで培ってき 付き条例となっており、全力を挙げて飲酒運転の撲
た産業・技術・人材・ネットワークなどの強みを活 滅に取り組んでいきます。
かし、アジアの活力を取り込むことで、アジアから
将来に夢や希望が持てる福岡県
世界に展開する産業拠点を目指す、「グリーンアジア
「県民幸福度日本一」の福岡県の実現に向けて、こ
国際戦略総合特区」を推進します。
農林水産業は、国民の生活や食の安全を支え、国 れらの重点施策を着実に実行し、昨日より今日、今
土の保全など多面的な機能を有する大切な産業です。 日より明日が良くなる、将来に向かって夢や希望が
生産者の高齢化が進む中、意欲ある若者が農業に参 持てる地域社会を、県民の皆さんと共につくってい
入し定着できるよう経営力を強化し、将来にわたり きます。
発展する、足腰の強い産業として育成していきます。
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～新しい時代をリードする佐賀県を目指して～
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都道府県が自らの力で分権改革の推進を！
地方分権改革については、一つの山場を迎えよう
としています。
これまで議論はされてきたものの、全く実行に移
されてこなかった国の出先機関原則廃止が、ようや
く動き出そうとしています。
全国知事会が最優先事項としてきたハローワーク
については、
「ハローワーク特区」という制度が新
たに設けられ、全国で佐賀県と埼玉県が対象となり
ました。これは、ハローワークに対する知事の指示
権を創設するもので、ハローワーク佐賀が特区の指
定を受けます。若年者の就労支援でマンパワーが重
複している国のヤングハローワークと県のジョブカ
フェの機能統合や、市が行う生活保護とハローワー
クの連携強化を進めることで、利用者の皆さんから
「よかった」と思っていただける姿をみせ、本格的な
移管に向けた足がかりとしたいと考えています。
また、ブロック単位に設置されている国の出先機
関の受け皿として特定広域連合を創設する「受け皿
法案」の準備も進んでいます。九州では、九州広域
行政機構の設立を目指していますが、各県議会、市
町村とさらに協議を重ね、この実現を目指します。
私は、全国知事会の地方分権推進特別委員長を務
めていますが、地方分権改革を進めるエンジンとし
て、都道府県自らの知恵と努力が欠かせないと思っ
ています。今年度は、各自治体において、義務付け・
枠付けの見直しに伴う条例制定の年に当たります。
佐賀県でも保育所に関して、食育担当者の設置や、
看護師、保健師の配置など地域独自の基準を盛り込
んだ条例を４月から施行しています。各自治体が地
域の実情をきちんと見極め、独自のルールをつくっ
ていくことが地方分権改革を進める力になると信じ
ます。

＜国際化＞
昨年開設した瀋陽、香港
の２つの海外拠点と県庁に
設置した上海デスク、この
３つの海外拠点を活用し、
佐賀県知事 古川 康
中国など東アジアの活力を
取り込むための活動に取り
組んでいます。
今年１月に週２往復で就航した LCC 上海路線は、
４月末までの平均搭乗率が 85％となっており、７月
には週３往復に増便される予定です。現在、早期の
定期便化へ向けて、国際線専用施設の整備等を進め
ています。
また、友好交流協定を締結している韓国全羅南道
での「2012 麗水国際博覧会」において、唐津くん
ちの七番曳山「飛龍」がジャパンパレードに参加し
たり、佐賀県が進めている先進的なユニバーサルデ
ザインの取組についてのシンポジウムを主催するな
ど、博覧会を盛り上げるとともに交流拡大を図って
います。
＜文化・スポーツ＞
文化やスポーツに関する施策を総合的に推進して
いくため、今年４月に知事部局に文化・スポーツ部
を新設しました。
文化財保護と学校体育は教育委員会に残しました
が、同種の都道府県の文化・スポーツ担当部局の中
では最も広い範囲をカバーする組織で、障碍者と高
齢者の文化・スポーツ、県立博物館・美術館、県立
図書館、フィルムコミッション、「J1 サガン鳥栖」
支援についても、文化・スポーツ部の担当としてい
ます。
障碍者や高齢者の文化・スポーツを福祉の一環で
考えるのではなく、「文化」や「スポーツ」という切
り口で進めていくことがユニバーサルデザイン社会
の実現につながると考えています。また、ライブイ
新しき世に佐賀あり。
「今日より明日を必ず良くする。」この想いを、県 ベントやスポーツイベントは、個人の楽しみや関心
の政策としていくために、昨年「佐賀県総合計画 の域を越えて、大きな人の動きと集客を作り出し、
2011」を策定しました。計画の基本理念は「新しき それが地域に大きな経済効果をもたらすことも期待
世に佐賀あり。
」としています。幕末・維新期に佐賀 できます。
県が、大隈重信など幾多の偉人を生み、日本をリー ＜環境・エネルギー＞
佐賀県は、住宅用太陽光発電の普及率が９年連続
ドしたように、今、新しい激動の時期を迎えている
中で、佐賀県が新しい時代のリーダーとして、国内 日本一となっており、この実績を活かしながら、事
外から必要とされる存在感のある県にしていきたい 業用、メガソーラーも含め、太陽光発電の加速度的
普及に地域全体で取り組み、太陽光王国「佐賀」の
という思いを込めています。
実現を目指しています。
その象徴的な取組として、再生可能エネルギー特
総合計画 2011 の本格的なスタート
今年は、その「総合計画 2011」の本格的なスター 別措置法の成立に合わせ、吉野ヶ里ニュー・テクノ
トの年となります。新しい挑戦なしには佐賀県の発展 パーク跡地でメガソーラーの整備に着手しています。
は望めません。発展なくして税収や雇用の増加は見込
また、低炭素社会実現のため、水素燃料電池自動
めません。新しい時代をリードする佐賀県を目指して、 車の普及に向けた水素供給インフラの整備や電気自
これまでにない方向の施策を展開しています。
動車の購入支援にも取り組んでいます。
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長 崎 県

輝く長崎県の実現を目指して
「こぎ出せ！長崎」

１ 人が輝く長崎県
安心して子どもを生み育てることができる社会を
実現するため、子どもや子育て家庭を途切れること
なく支援する体制づくりや子育て環境の整備に力を
注ぐとともに、県民が安心して日々の暮らしを送る
ことができるよう、医療、保健、福祉、介護、教育
など様々な分野において、一人ひとりの思いや痛み
にしっかりと向き合いながら、きめ細かな支援策を
講じてまいります。
また、国の「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を
活用し、農林水産、観光、介護などの分野において
多数の雇用創出を図るほか、農林水産業を担う人材
や企業ニーズに応じた産業人材の育成、女性力を活
かした地域の活性化に取り組むとともに、国際社会
で活躍できる人材の育成など将来を見据えた事業に
も力を注いでまいります。
２ 産業が輝く長崎県
雇用や所得向上につながる力強い地域経済を実現
するためには、県内産業の活性化、とりわけ製造業
を中心とする地場企業全体の底上げが必要不可欠で
あり、県としても本県の強みや特性を生かした事業
展開や、今後の成長分野への進出を重点的に支援し
てまいります。
そのため、三菱重工業長崎造船所の大型客船建造
受注を踏まえた地元関連企業に対する支援をはじめ、

特に小規模事業者の割合が
高い食品製造業分野の付
加価値向上と経営基盤の強
化、環境・新エネルギー分
野への県内企業の進出など
長崎県知事 中村 法道
を積極的に後押しするなど
地場企業の競争力強化を図るとともに、企業誘致や
「ナガサキ・グリーンニューディール」関連事業等も
推進してまいります。
アジア・国際戦略においても、日中国交正常化 40
周年、福建省との友好県省締結 30 周年という大き
な節目となる今年は、長崎～上海航路の本格運航な
ど、交流拡大に向けて新たな段階を迎えるものと考
えており、東アジアからの誘客促進、県産品の輸出
拡大など、各種施策を友好交流のみならず、県内経
済の活性化へと着実に結びつけてまいります。
また、農林水産業においては、今年 10 月に本県
で開催される全国和牛能力共進会を契機に「長崎和
牛」のブランド力のさらなる強化を図るなど、生産
性や付加価値の向上につながる施策を積極的に展開
し、力強く豊かな農林水産業の実現を目指してまい
ります。
３ 地域が輝く長崎県
東日本大震災によって、地域の「絆」の大切さが
改めて認識されたところであり、「地域発の地域づく
り」を実現する上でも地域コミュニティの再生は必
要不可欠であります。そのため、防災や支え合いなど、
地域におけるつながりを強化する事業を積極的に後
押しすることによって、コミュニティの再生を図り、
地域の活力を取り戻したいと考えております。
また、「しまは日本の宝」戦略において、島内消費
の拡大や誘客の促進を図るため、他県にも例のない
離島地域限定の「しま共通地域通貨」の平成 25 年
度発行に向けた準備を進めるほか、本土に比べて不
利な条件となっている高い輸送コスト対策の検討に
も着手するとともに、それぞれのしま毎に展開する
新たなプロジェクトを、地域の活性化に向けた一つ
の足掛かりにしてまいります。
本年度も、総合計画に掲げた「人が輝く、産業が
輝く、地域が輝く長崎県づくり」の実現に向けて、
一つでも多くの具体的な成果を県民の皆様にお返し
するとともに、種をまいて間もない事業についても、
今後の道筋を可能な限りお示しできるよう、各種施
策の推進に職員と一丸となって、全力を尽くしてま
いります。
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県政を取り巻く状況につきましては、東日本大震
災の影響、デフレの長期化、記録的な円高の進行な
どにより、産業、雇用の空洞化が大きく懸念されて
いるところであり、県内の雇用・所得環境は、依然
として厳しい状況にあります。そのため、平成 24
年度においても、国の経済対策基金などを積極的に
活用しながら、まずは雇用をはじめ県民の暮らしを
守る施策や、地域経済を下支えする公共事業の確保
などに力を注いでまいります。さらに、厳しい経営
環境が続く県内製造業において、受注と雇用を維持・
確保するための緊急円高対策も併せて講じることと
しております。
一方、本県では、県民所得の低迷や人口の減少、
しまをはじめとする地域活力の低下など、長年にわ
たる構造的な課題にも直面しております。昨年３月
に策定した長崎県総合計画の２年目となる本年度は、
こうした課題に真正面から向き合い、着実に前進す
ることができるよう、従来にない思い切った発想で
課題解決に向けた各種施策やプロジェクトに全力で
取り組んでまいります。
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大 分 県

「夢と希望があふれる大分県づくり」への挑戦
大分県は、本年１月に長期総合計画「安心・活力・

発展プラン 2005」を改訂しました。
「県民が主役」
「県

の更なる深化を図ります。
特に、医療機器関連産業に

民の多様な価値観の尊重」
「県民の発想と活動の支援」 おいては、昨年末に地域活
を基本としながら、躍進する大分県づくりを進めて
います。

今年度の予算編成に当たっては、プラン実行初年
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性化総合特区の指定を受け
た東九州メディカルバレー
構想に基づき、産学官連携

大分県知事

広瀬 勝貞

度として、少子・高齢化に伴う人口減少や円高など、 による研究開発や人材育成などを加速させ、産業集
内外の情勢が急速に変化する中で、時代の変化を的

積を促進します。

の分野で新たな施策を打ち出しました。

ネルギーについて、本県の特色と強みを生かして総

互いに助け合い、支え合う安心・安全の大分県

観光の促進などツーリズムの振興にも力を入れると

確にとらえながら、「安心・活力・発展」のそれぞれ

未曽有の被害をもたらした東日本大震災では、被

災地の支援に全力を傾けるとともに、教訓を生かし

て地域防災計画を見直しました。国の地震・津波の
想定を受けて、引き続き市町村と一体となって防災

体制を強化します。また、地域での防災活動を活性
化させるため、防災士の養成にも取り組みます。

また、供給量と自給率が日本一である再生可能エ

合的に取り組みます。九州新幹線等を活用した広域
ともに、ジオパークや MICE（コンベンションに代

表される大規模な催しの総称）などの新しい取組も
推進していきます。

人を育て、社会資本を整え、発展する大分県

将来に向け発展可能性豊かな大分県実現のために、

「子育て満足度日本一の大分県」の実現を目指し、 社会資本の整備が重要です。東九州自動車道や中九

子育ての悩みや不安についての相談体制の強化など

州横断道路、中津日田道路などの高規格道路の整備

の未然防止に対する早期対応マニュアルの作成等き

分駅や今後整備される県立美術館などを生かした質

社会全体で子育てを支える環境の整備や、児童虐待
め細かな子育て支援を実施するとともに、高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシ

を進めるとともに、連続立体交差事業が完了した大
の高い魅力ある都心づくりに取り組みます。

教育改革の取組について、さらなる改革・改善を

ステムの構築に向けた取組や障がい者に対する自立

進めるとともに、夢に挑戦し、自己実現を図る子ど

して生活できる地域づくりを進めます。

組を強化します。

支援の充実など、互いに助け合い、支え合い、安心
また、医療の充実について、医師確保の取組とと

もにドクターヘリの整備等による救急救命医療体制
の整備を進めるなど、どこに住んでいても適切な医
療を受けられる体制づくりを進めます。

いきいきと暮らし働くことのできる活力ある大分県

「いきいきと暮らし働くことのできる活力のある大

分県」をつくっていくことも重要です。特に今、内
外の経済情勢が大変不透明です。こういう時期だか
らこそ元気のある大分県、雇用の場もしっかりとあ

もたちを支えるため、学力・体力の向上に向けた取
また、平成 25 年度に北部九州四県で合同開催さ

れる全国高校総体の準備を進めます。

こうしたプランに掲げる施策の実現を下支えする

ため、本年３月に、行政の「質」の向上と「行革実

践力」の発揮を主眼とする「大分県行財政高度化指針」
を策定しました。指針の取組を着実に実行すること
により、プランに掲げた施策の実現とともに持続可
能な行財政基盤の構築に取り組んでまいります。

なかなか難しい時代になりましたが、こうした時

る大分県をつくっていくことが大事だと思います。

代だからこそ、時流の変化を的確に捉えながら、プ

手の確保など、将来にわたって持続可能なもうかる

う安心・安全の大分県」「いきいきと暮らし働くこと

農林水産業の分野では、ブランド化の推進や担い

農林水産業を構築するための構造改革を力強く進め
ます。

ものづくり産業では半導体や自動車等の産業集積

ランにおいても目標とする「互いに助け合い支え合
のできる活力ある大分県」「人を育て、社会資本を整

え、発展する大分県」を県民の皆様と築いていきます。
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宮 崎 県

『みやざきの元気・安心創出予算』
～平成 24 年度予算の概要～

平成 24 年度予算の概要
予算編成に当たっては、口蹄疫の影響などにより停
滞している地域経済の活性化を図るとともに、東日本
大震災等を踏まえ、県民生活の安全を確保する取組に
重点を置くこととしました。そこで、別枠の重点措置
として公共事業の追加措置を含む「地域経済活性化・
防災対策特別枠」
（約 50 億円）を設け、県内経済へ
の波及効果の高い事業や緊急的に必要な防災対策に取
り組むこととしました。
このような考え方に基づき、平成 24 年度予算は、
２年目となる「第三期財政改革推進計画」を着実に推
進しながら、地域経済循環システムの構築や将来の産
業展開に向けた取組を進めるとともに、防災対策の推
進や医療の確保、子育て支援など、全ての県民が安心
したくらしを営むことができるよう、
「みやざきの元
気・安心創出予算」として編成したところです。

２ 安全・安心なくらしづ
くり（地域連携・交流の推進）
東日本大震災を踏まえた
防災対策や地域の機能・活
力の維持、地域医療の充実
宮崎県知事 河野 俊嗣
等を図るため、県立学校の
耐震化の前倒しや木造住宅の耐震化リフォーム支援な
どに取り組むほか、防災士の育成、災害拠点病院の機
能強化など、地域における防災力の向上を図ります。
また、新たに「中山間地域をみんなで支える県民運動」
を展開し、都市部と中山間地域の交流促進に取り組む
とともに、医師の確保や救命救急体制の強化などを推
進します。
３

地域を支える人財づくり（地域の絆の強化）
地域を支える人材の育成や、人や地域の絆を生かし
た子育て支援、高齢者などの孤立化防止を図るため、
中核となる教員の育成や、学校におけるタブレット型
パソコンの活用など、教育力の向上を通じて、将来の
地域を担う人材育成に取り組みます。また、
「未来み
やざき子育て県民運動」の展開による子育てを応援す
る気運の醸成や、社会生活を円滑に営むことが困難な
子ども・若者への支援などに取り組みます。

古事記編さん 1300 年記念事業
宮崎県は、古事記や日本書紀に描かれた日本発祥に
まつわる日向神話の舞台。天孫降臨や海幸彦・山幸彦
にまつわる神話のほか、神楽などの伝統文化・行事、
西都原古墳群などの史跡が数多く残されています。
古事記編さん 1300 年に当たる今年は、全県的なイ
ベントやシンポジウム等を通じて、本県の魅力を県内
外へ情報発信するなど、官民を挙げて記念事業を展開
します。コンセプトは、
「神話のふるさと みやざき
温故知新ものがたり」
。本県の貴重な文化的、歴史的
資源を見つめ直すとともに、その魅力をさらに磨き上
○ 平成 24 年度重点施策の推進
げて県外にもアピールし、みやざきの未来を創造して
１ 産業・雇用づくり（地域経済活性化）
いく契機にしたいと考えています。
「みやざき元気！“地産地消”県民運動」を展開し、
秋には、神武大祭、
本県農林水産物の消費拡大や県産材の利用、県産品の 西都古墳祭り、古事
購入促進など、広い意味での地産地消を推進するとと 記ゆかりのご当地グ
もに、
「100 万泊県民運動」による県内観光の活性化 ルメまつりなど、盛
に取り組みます。また、東九州メディカルバレー構想 りだくさんのイベン
に基づく医療機器産業の拠点づくりや、農業の６次 トを予定。皆様のご
産業化、さらには、
「みやざき東アジア経済交流戦略」 来県をお待ちしてい
に基づき、成長著しい東アジアの活力を取り込む施策 ます。
を総合的に推進します。
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昨年は、高病原性鳥インフルエンザや新燃岳の噴火、
東日本大震災といった災害が相次ぎました。このよう
な中、本県では一昨年の口蹄疫以来、全国から寄せら
れた温かい御支援に対する恩返しの思いを込め、
「み
やざき感謝プロジェクト」として、さまざまな形で東
日本大震災に対する支援を行っています。また、県民
総力戦で宮崎の元気を取り戻すため、
「みやざき元気
プロジェクト」として、県内経済の活性化対策に取り
組んでいるところです。
今年は古事記編さん 1300 年。県内の多彩な神話や
伝説、神楽や祭りなどの歴史的、文化的資源を見つめ
直し、
「神話のふるさと宮崎」を全国に発信していく
こととしています。
私の今年のテーマは「岩戸開き」
。多くの皆様の力
を結集して重い岩戸を取り除き、本県の再生・復興に
手応えが感じられる「光」を取り戻す年にしたいと考
えています。
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鹿 児 島 県

安心・活力・改革予算
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はじめに
鹿児島県では、平成 17 年に策定した「県政刷新
大綱」に基づき、行財政改革に取り組んできた結果、
平成 16 年度に 451 億円であった財源不足額を平成
23 年度に解消することができました。
しかしながら、本県財政は今後とも厳しい状況が
見込まれることから、新たな行政需要に必要な財源
を確保しつつ、持続可能な行財政構造を構築するた
め、平成 24 年３月に、今後の行財政運営の基本的
な方向性を示す「行財政運営戦略」を策定いたしま
した。
平成 24 年度当初予算編成に当たっては、この「行
財政運営戦略」を踏まえた行財政改革を着実に進め
ながら、平成 23 年度３月補正予算と連携し、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、県勢の発展を図る観点から、「力みな
ぎる・かごしま」、「日本一のくらし先進県」の実現
に向け、
「安心・活力・改革」の予算としての編成を行っ
た結果、２年連続で財源不足を解消できる見込みと
なるとともに、４年連続のプラス予算となりました。
オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築
簡素で効率的な組織機構の整備や民間活力の活用な
どにより、平成 23 年度までの７年間で 1,100 人を超
える職員数の縮減を図ってきたところですが、引き続
き、行政サービスの充実にも留意しながら、
「行財政
運営戦略」に基づき縮減を図ることとしています。

新時代に対応した戦略的な
産業おこし
大隅地域において新たな
加工・流通技術の開発や、
加工業者の加工品試作など
鹿児島県知事 伊藤祐一郎
を支援する加工技術支援拠
点を整備するため、基本計
画及び基本設計に着手します。また、国内外での「本
物。鹿児島県」の拡大・定着化を進めるため、関西
地区や台湾、香港などにおいてテレビ CM などを放
映します。
誰もがいきいきと活躍できる雇用環境づくり
緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して、約
1,600 人の雇用を創出します。また、大手グループ
企業の県外工場への生産移管により厳しい雇用・経
済環境が予想される日置地区を中心として、生活や
雇用、経営に関する相談に対応するとともに、販路
開拓を支援します。
快適で活力ある生活空間の形成
港湾物流の円滑化や、鹿児島市域における慢性的
な南北方向の交通混雑の解消を図るため、臨港道路
のルート検討や環境影響調査を行うとともに、利用
が低下している鹿児島港旧木材港区の再開発に関す
る調査を行います。また、錦江湾を横断する交通ネッ
トワークについて、事業スキームや効果、課題など
の整理とともにファイナンシャルプランの作成など
を行います。

生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり
高齢者の方々が安心して暮らせる地域づくりを推
農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
進するため、ボランティア活動などにより地域全体
現行の奄美群島振興開発特別措置法が平成 25 年
で高齢者を支える新たな仕組みを構築します。また、
高齢者の健康づくりや社会参加活動に応じて地域商 度末で期限切れとなることから、奄美群島の社会・
品券に交換できるポイント制度を創設し、介護予防 経済の現状、課題などを総合的に調査し、今後の振
興開発の方向及び方策を明らかにします。
への取組を促進します。
安心・安全な社会の形成と県土づくり
県地域防災計画の見直しに当たり有識者会議を設
置し、災害の想定や対策への意見を計画に反映させ
るとともに、本県で起こりうる地震・津波などの自
然災害や被害の想定を行います。
人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり
太陽光発電設備を新たに住宅に設置する県民に対
し、導入経費を助成するとともに、災害時などに防
災拠点となりえる民間施設に対し、太陽光発電設備
などの再生可能エネルギー等の導入経費を助成しま
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、安全性の高い全国でもモデルとなる
ような施設の建設に取り組むとともに、地域への啓
発活動、周辺地域の環境整備や地域振興に取り組み
ます。

共生・協働による温もりのある地域社会づくり
次代の鹿児島や国を担う知性と豊かな心を兼ね備
えた国際人の育成に向けて、小学生を対象に基礎的
な人間形成の契機となる合宿形式の研修を実施しま
す。また、台北、上海、ソウルに本県の青少年を派遣し、
訪問国の若い企業人などとの交流や現場体験活動を
行う事業を実施します。
教育の再生と文化・スポーツの振興
高校卒業後の教育に係る経済的負担の軽減を図る
ため、新たな奨学制度の創設に向けた準備を進めま
す。また、平成 32 年に開催される鹿児島国体の開
催に向け、施設整備及び運営等に要する経費に充て
るための基金を設置するとともに、本県の競技力向
上対策を実施します。
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特集

～

知事

る
が語

沖 縄 県

「強くしなやかな自立型経済の構築」、
「沖縄らしい優しい社会の構築」に向けて
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我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

沖縄 21 世紀ビジョンの将来像の実現を目指して
米軍基地から派生する
平成 24 年度は、沖縄が日本復帰 40 周年の歴史
諸問題については、平成
的節目を迎える年であり、“新生沖縄の創造”に向
23 年６月の日米共同発
けた、新たな沖縄振興がスタートする重要な年で
表の見直しと普天間飛行
す。新たに創設される「沖縄振興交付金」、「国際物
場の一日も早い移設、返
沖縄県知事 仲井眞弘多
流拠点産業集積地域」、及び「観光地形成促進地域」
還、跡地利用の促進、旧
等の地域指定制度による税制の優遇等の支援措置を
飛行場用地問題など、解決促進に取り組んでいき
生かし、沖縄県民が目指す「沖縄 21 世紀ビジョン」
ます。
の将来像の実現に向け、沖縄県が主体的に策定する
「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」に基づいた取り組 ３ 希望と活力にあふれる豊かな島
みを進めていきます。
那覇空港滑走路の増設事業化、新国際線旅客
ターミナル、新石垣空港の建設などの基盤整備を
平成 24 年度 主要施策の展開
強力に推進し、文化、スポーツ、医療等を活用し
沖縄 21 世紀ビジョン基本計画に基づき、「強くし
たツーリズムなどの付加価値の高い沖縄観光ブラ
なやかな自立型経済の構築」及び「潤いと活力をも
ンドの形成に取り組みます。
たらす沖縄らしい優しい社会の構築」を基軸的な考
また、沖縄 IT 津梁パークへの情報通信関連産
えとし、５つの目指すべき将来像の実現に向け、施
業の集積、国際物流拠点の形成、沖縄科学技術大
策を展開していきます。
学院大学の開学を見据え、知的・産業クラスター
の形成を促進します。
１ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島
さらに、中小企業等の新たな取り組みを支援し、
沖縄らしい自然環境を保全するため、サンゴ植
県産品の販路拡大支援など、ものづくり産業の振
え付け実証事業、赤土等流出防止対策等に取り組
興、亜熱帯性気候を生かした農林水産業の振興、
むとともに、太陽光・風力発電の普及やエネルギー
離島における定住条件を整備し、離島の特色を生
開発の支援等の地球温暖化対策等を推進し、世界
かした産業振興に取り組みます。
に誇れる低炭素島しょ社会の実現を図ります。
雇用対策では県民一体となって「みんなでグッ
また、琉球舞踊、エイサーなどの沖縄の文化・
ジョブ運動」を展開し、雇用の創出・拡大を図り
芸能等を活用したビジネスモデルへの支援、工芸
ます。
産業技術者の養成等、文化産業を戦略的に支援し
駐留軍用地跡地については、新たな法制度を活
ます。
用し、有効かつ適切な利用を推進します。
個性豊かで魅力あふれる風景・まちなみの創生
のため、緑と花の名所づくりによる全島緑化を推 ４ 世界に開かれた交流と共生の島
進し、誰もが安全かつ快適に暮らせる質の高い生
「第６回太平洋・島サミット」、福建省との友好
活環境実現のため、道路整備や市街地再開発事業、
締結 15 年交流イベントの開催、未来のウチナー
鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入等を
ネットワークを担う人材育成など世界との交流
推進します。
ネットワークの形成を図り、本県が培った経験、
知識を生かし、様々な分野での技術協力を推進し
２ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島
ます。
長寿世界一の復活、保育所待機児童ゼロを目指
し、生活習慣や食生活の改善等、県民一体となっ ５ 多様な能力を発揮し、未来を拓く島
た健康づくりや保育所整備等に取り組みます。
地域全体で教育に取り組む体制づくりの推進、
また、放課後児童クラブへの支援、ひとり親家
少人数学級の推進や、高校生、大学生等の国外留
庭の生活・就業支援等による子育てセーフティ
学を支援します。また、観光人材の育成や、海外
ネットの充実、高齢者の介護保険サービスの充実、
展開する中小企業等の従業者を対象に OJT 派遣、
障害者の相談支援体制の整備など健康福祉セーフ
海外大学院等への留学の推進など、産業振興を担
ティネットの充実を図ります。
う人材の育成に取り組みます。
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第８次日中知事省長交流事業の概要
全国知事会

平成 24 年４月 17 日（火）から 21 日（土）の

医療、環境エネルギーを始め地方政府共通の課題に

５日間にわたり、中国省長訪日代表団（団長：張毅

ついて率直な意見交換が行われ、「第１回日中知事

寧夏回族自治区書記）一行６名が、本会の招きで来

･ 省長フォーラム宣言」が発表されました。

日しました。この交流事業では、昭和 49 年８月に

フォーラム終了後には、山田全国知事会会長（京

全国知事会が第１回訪中団を派遣し、また昭和 53

都府知事）、李小林中国人民対外友好協会会長及び

年 10 月に中国から第１回省長訪日団が来日して以

井頓泉中日友好協会副会長が、記者会見を行いまし

降、両国が相互に訪問し合い、政府要人や訪問県（省

た。

･ 市）の知事（省長 ･ 市長）等を表敬し、意見交換

同日夕刻には、都内で全国知事会会長主催の歓迎

するほか行政視察や産業施設等の視察を行ってき

晩餐会を開催しました。晩餐会には、川勝静岡県知

ました。今回は、日中国交正常化 40 周年の記念の

事も合流し訪日団との交流を深めました。

年に当たることから、中国各地から総勢 60 名余の

また一行は、４月 18 日には、野田内閣総理大臣

参加者を受け入れる盛大な事業となりました。

及び川端総務大臣への表敬訪問を行いました。

４月 18 日（水）には、東京の都道府県会館にお

４月 19 日（木）には埼玉県を訪問し、新エネル

いて、全国知事会、中国人民対外友好協会及び中

ギー施設やリサイクル企業の視察、上田埼玉県知事

国日本友好協会共催による「第１回日中知事省長

等との懇談を行いました。

フォーラム」を開催しました。フォーラムでは、山

４月 20 日（金）には京都府を訪問し、文化施設、

口外務副大臣、程永華中華人民共和国駐日本国特命

次世代エネルギー実証事業及び電気通信基礎技術

全権大使を来賓にお招きし、「日中地方政府間交流

研究所の視察、山田京都府知事等との懇談を行いま

の促進と日中関係の発展－地域間の経済交流と観

した。

光－」について、各出席者によるプレゼンテーショ

一行は、各訪問地で温かい歓迎を受けながら５日

ンの後、具体の提案について活発な意見交換を行い

間の日程を滞りなく終了し、４月 21 日（土）関西

ました。このフォーラムは、日中知事省長交流事業

国際空港から帰途につきました。

の歴史の中で初めての試みでしたが、観光や経済、
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第８次日中知事省長交流事業の概要は、次のとおりです。

１

日中知事省長フォーラム参加者名簿
日本側

山田

啓二

京都府知事

泉田

裕彦

新潟県知事

上田

清司

埼玉県知事

阿部

守一

長野県知事

尾﨑

正直

高知県知事

古川

康

佐賀県知事

藤井

喜臣

鳥取県副知事

小林

淳一

島根県副知事

海老井
兵谷

悦子

中国側

張
李

２

芳康

小

福岡県副知事
熊本県副知事

毅

寧夏回族自治区書記

林

中国人民対外友好協会会長

努尔・白克力

新疆維吾尔自治区主席

李

斌

安徽省省長

竺

延

風

吉林省常務副省長

林

念

修

広西壮族自治区副主席

訪日日程
４月 17 日（火） 午後

来日

４月 18 日（水） 午前

総務大臣表敬訪問

午後

第１回日中知事省長フォーラム、記者会見
総理大臣表敬訪問
全国知事会会長主催歓迎晩餐会

４月 19 日（木） 午前
午後

埼玉県環境科学国際センター視察
埼玉県知事との懇談会
オリックス資源循環 ( 株 ) 視察

４月 20 日（金） 午前

仁和寺視察
京都府知事との懇談会

午後

けいはんなプラザ、( 株 ) 国際電気通信基礎技術研究所視察
京都府副知事との懇談会

４月 21 日（土） 午前

帰国
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第１回日中知事・省長フォーラム宣言
日中国交正常化 40 周年を記念し、日本国全国知事会並びに中国人民対外友好協会及び
中日友好協会との共催による第１回日中知事・省長フォーラムが、東京で多くの関係者の
参加のもとに開催された。
日本側からは山田啓二京都府知事をはじめ、上田清司埼玉県知事、泉田裕彦新潟県知事、
阿部守一長野県知事、尾﨑正直高知県知事、古川康佐賀県知事、藤井喜臣鳥取県副知事、
小林淳一島根県副知事、海老井悦子福岡県副知事及び兵谷芳康熊本県副知事が、中国側か
らは張毅寧夏回族自治区書記、努爾・白克力（ヌル・ベクリ）新疆ウイグル自治区主席、
李斌安徽省省長、竺延風吉林省副省長及び林念修広西チワン族自治区副主席が出席した。
このフォーラムにおいては、両国の地方政府首脳達が、いかに地域間の交流の強化、発
展を図るかについて、友好的で活発な意見交換を行い、幅広い認識を共有するに至った。
ここに、双方は、以下のとおり宣言を発表する。
１．日中両国の各地域の発展を図るうえで、地方政府間の交流と協力は重要な役
割を担っており、両国国民の相互理解と友好の増進にも大きく寄与している。
今後も、経済、文化、教育、科学技術、体育、青少年などさまざまな分野に
おいて、両国の地域間交流は一層強化し、発展させていく必要がある。
２．特に、日中両国地方政府間においては、観光、経済、文化、エネルギー、環
境保全などの分野において、相互に協力できる部分があり、今回、私たちは、
率直に意見を交わし、提言を行った。これらを踏まえ、今後、これらの分野
における交流と協力を深化・強化し、より多くの実質的な成果をあげるよう
努力していくことで一致した。
３．日中知事・省長フォーラムは、
両国の知事・省長間交流の重要なプラットフォー
ムであり、両国地方政府間の交流・協力を強化していくうえで大きな役割を
果たしている。今後、このフォーラムの充実を図り、両国の地域間交流・協
力を深化させ、ひいては両国民の友好の増進、安定した日中友好関係の推進
にも資するよう努力していく。
日本国全国知事会
中国人民対外友好協会
中国日本友好協会
2012.4．18
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東京にて

石川県

九 谷 焼

九谷焼は、
「上絵付けを離れて九谷焼は
ない」とまでいわれる色絵装飾の美しさ
が最大の特色である石川県の焼き物です。
江戸時代初期に、大聖寺藩主前田利治
の命で有田で製陶を学んだ後藤才次郎が、
江沼郡九谷村（現加賀市）で窯を築いた
のが始まりとされています。紺青・紫・
黄・緑・赤の九谷五彩の中でも黄と緑を
多用した「青手」がほとんどで、美しく、
力強い大胆な色絵は「古九谷」と呼ばれ、
世界的に高い評価を受けています。しか
し、約 50 年続いた後の宝永７年（1710）
頃に廃窯となり、約 100 年後の文化４年
（1807）に加賀藩が春日山窯を開窯し、
九谷焼は再興されました。その後、若杉
窯や吉田屋窯が次々と開窯されました。
再興九谷は古九谷の技法を踏襲しながら
も、それぞれの窯の指導者の好みによって

特徴の異なる上絵の作風が打ち立てられま
もくべい

した。例えば、木米は全面に赤をほどこし、
人物を五彩で描きこんだ中国風。また吉田

屋は赤を使わず、紺青・紫・黄・緑の四彩
を用い、青手古九谷の塗埋様式を取り入れ

ています。そのほか、赤で綿密に人物を描

いて周囲を小紋等で埋めつくす飯田屋や、
全面を赤で下塗りし、その上に金のみで彩
色した豪華絢爛な永楽など、多様な画風が
生まれましたが、中でもその名を高めたの

九谷焼の飾り皿。豪華な上絵付けが特徴

の焼付法を開発して、極彩色の華麗で緻密
な「彩色金襴手」と呼ばれる技法を確立し
たのです。

庄三の作品は明治になると海外にも輸出
され、その派手さが外国人の好むところと
なって「ジャパンクタニ」の名で人気を呼
び、豪華な上絵付けはやがて九谷焼そのも
ののイメージとして定着しました。
九谷焼は明治６年（1873）のウィーン
の万国博覧会を皮切りに、世界各国の博
覧会に出品されました。それに伴い、国
内外での需要も高まり、多くの名工を輩
出しました。そして伝統は脈々と受け継
がれ、昭和 50 年（1975）には国の伝統
的工芸品産業に、翌 51 年には石川県無形
文化財に指定されて今日に至っています。

しょうざ

は、江戸時代末期に現れた九谷庄三の庄三

風という画風でした。顔料釉薬では表せな
かった中間色を豊富に焼き出し、さらに金

上絵付け工程の作業風景

お問合せ

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会
TEL 0761-57-0125

ロクロ成形工程の作業風景
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K

京

Y

O

都

T

O

府

京都府の日本海に臨む北部地域（宮津市、

日本海

京丹後市、伊根町、与謝野町、舞鶴市）を「丹

伊根町

京丹後市

後」と呼びます。
京都府では、この丹後の地域資源である

宮津市

「食」をテーマに、丹後の食の「ブランド化」
と「高付加価値化」を図り、地域一帯に食
関連産業が連たん立地する一大回廊を構築

与謝野市

することを目指し、京都「丹後・食の王国」
プロジェクトを推進しています。

舞鶴市

自然豊かな海・里・山に育まれた「食」が満載！
たん ご

～京都「丹後・食の王国」～

自然、文化
あまのはしだて

ふな や

舟屋（伊根町）

天 橋 立（宮津市）
日本三景の一つ。その奇勝と白砂青松の美しさから、

１階は海から直接入

与謝野鉄幹・晶子、雪舟など古くから多くの歌人や画家

庫できる舟のガレー

に題材とされ、四季を

ジ、２階は生活の場等

通じて多くの観光客が

になっている機能的な

訪れます。世界遺産登

建物。舟屋群を取り巻

録を目指しています。

く景観は国の重要伝統
的建造物群保存地区に
指定されています。
ちりめん街道（与謝野町）

山陰海岸ジオパーク（京丹後市 他）

歴史ある「丹後ちり

平成 22 年 10 月に「世界ジオパークネットワーク」へ

めん」の産地において、

の加盟が認定されまし

江戸後期から昭和初期

た。日本海形成から現

にかけて近代化が進ん

在に至る様々な地形や

だ昭和モダンの面影を

地質が存在し、それら

残す街並がその歴史を

に育まれた豊かな自然

物語ります。国の重要

や人々の暮らし、文化・

伝統的建造物群保存地

歴史に触れることがで

区に指定されています。

きます。

立岩（京丹後市丹後町）
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「丹後」といえば「美味しいものを食べに行くところ」
漁場の海流や地形の特性、山からの清らかな水、昼夜の寒暖の差や冬の寒さなど、丹後の自然環境や気候が良質な食
材を育んでいます。加えて、農林水産業者、食品加工者などの努力や新たな試みにより、全国に名をはせる特産品やブ
ランド品が多数産出されています。
丹後産コシヒカリ
（財）日本穀物検定協会による食味ランキングの最高評

育成岩がき（４月～８月）
天然岩がきに比べ身入りがよい。府内生産のものは

価「特 A」を９回獲得。平成 19 〜 21 年産米は３年連続、

生食でき、また、シーズン中に舞鶴市内のお店で提供

平成 23 年産米も獲得し、近年「特 A」の常連に。

される「岩がき丼」も人気。

丹後ばらずし

丹後とり貝（５月～７月）

昔から祭りや祝いなどハレの日に食されてきた
「ごっつぉ
う」
（ごちそう）。具材は、錦糸玉子、かまぼこ、椎茸、紅しょ
うが、季節の食材などで、地域、家庭によって個性があ
りますが、甘辛く煮付けたサバのおぼろが共通の特徴。

一般的なとり貝と比較すると一目瞭然の大きさ。肉
厚で歯ごたえの良さ甘みの強さが絶品。近年、育成の
技術が確立され、多くの方にご賞味いただける機会が
増えています。

お問合せ
■京都府丹後広域振興局農林商工部企画調整室
TEL 0772-62-4315
■丹後広域観光キャンペーン協議会
（京都府丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室内）
TEL 0772-62-4304

丹キャン

検索

グルメたんご

検索

◎丹後とり貝、岩がきが食べられるお店の情報（シーズン限定）はこちら
宮津の海の恵みブランド化推進協議会 http://torigai.miyazu-et.com/
舞鶴観光協会 http://www.maizuru-kanko.net/pc/
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茨城県

弘道館と偕楽園

への

未 来

遺 産

教育遺産を未来へ

日本最大の藩校「弘道館」と日本三名園の一つ

ものですが、幕末、明治維新の激動の時代を支え、

「偕楽園」は、一対の学問・教育施設として創設

近代化の礎となった近世日本の「学びの文化」は

されました。

歴史上重要な意義を持っています。

水戸藩九代藩主徳川斉昭は、学問・教育の刷新

現在、偕楽園と弘道館は、栃木県の足利学校な

を藩政改革の重要施策の一つに掲げ、日本最大規

どとともに、学びの文化を未来へ伝える教育遺産

模の藩校である弘道館を創設しました。儒学や武

として、世界遺産への登録を目指しています。

芸だけでなく洋学・医学・天文学・音楽などの多
様な教育が行われており、言わば総合大学のよう
な施設でした。
ここを中心とした「水戸学」は、吉田松陰を始
め幕末の思想家たちに多大な影響を与えました。

偕楽園のシンボル「好文亭」と梅

弘道館

正庁

また、斉昭は「心の安寧がなくては学問の大
成はおぼつかない」との信念から、弘道館と一対
の施設として偕楽園を開園しました。偕楽園は梅
の名所として知られ、春には約 100 品種 3,000
本の梅が咲きほこります。名前には「民と偕に楽
しむ」という意味が込められており、藩士のみな
らず庶民にも開放されたことから、近代の公園の
ような性格を持っていると言われています。

偕楽園の梅まつり
（梅まつり期間中は梅や竹林がライトアップされ、
幻想的な園内を散策することができます）

近年、藩校・郷校・私塾などの近世日本の教育
遺産について、ユネスコの世界遺産に登録しよう

〈お問合せ〉
茨城県土木部都市局公園街路課
TEL 029-301-4646

という取組が進められています。
「学問・教育遺産」
という分野はこれまでの世界遺産には見られない
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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. 335

地域医療の充実には、
リハビリテーションの視点も欠かせない
長野県立木曽病院

山口 浩史（長野県）

自治医科大学には「一定期間へき地等に勤務

頃の私には、患者の生活能力を評価することも、

得する機会（後期研修）を与える」仕組みがある。

満足な対応をとれずにいるうちに、患者の身体

した卒業生に対し、最新の医学知識や技術を習

具体的な解決策を提案することもできなかった。

そこで得た知識や技術をへき地等に還元するこ

機能は低下し、家族の介護負担が増えるととも

とにより、医療格差の是正を図るのが目的であ

に、患者も生きる喜びを失っていく…。そんな

る。私はこの機会を、リハビリテーションを学

現実を目の当たりにしているうちに、後期研修

ぶことに当てた。

ではリハビリテーションを学びたいと考えるよ

「リハビリテーションは理学療法士・作業療法

うになった。

士・言語聴覚士等の専門職に任せておけばよい。

「肺炎を起こして入院し、治癒したと言われて

貴重な研修時間はもっと他の技術の習得に当て

帰ってきたが、病前のようには歩けなくなって

感想を漏らしていたかもしれない。あの頃は「へ

により肺炎は治癒しても、治療中に安静臥床を

るべきだ。」大学卒業直後の自分ならば、こんな

いた。」これは決して珍しい話ではない。抗生剤

き地等にある診療所でも、都市部と同じ水準の

強いられていれば、このような結果になるのは

医療を提供すべきであり、そのために必要な技

当然のことである。必要な症例に十分なリハビ

術を一刻も早く習得しなくてはならない」とい

リテーションを提供できていないのだ。なぜこ

う気持ちに駆られていたからだ。しかし実際に

のようなことが起きるのか。

診療所に赴任してみると、そこで私に求められ

まず、リハビリテーションに関心を持つ医師

る能力は想定とは幾分異なっていることに気づ

が少ないことが挙げられる。リハビリテーショ

まず、赴任地までは立派な道路が整備されて

ないことも影響しているかもしれない。リハビ

いた。

ンに関する教育を体系的に行えている大学が少

おり、救急要請後 40 分もあれば入院設備の整っ

リテーションは医師が指示しなければ始まらな

た病院に運び込むことができた。このような環

いので、関心の低い医師が主治医になれば、患

境で求められるのは「搬送の必要性を判断でき

者に提供されるリハビリテーションは量・質共

る知識」と「搬送時間を乗り切るための医療技術」

に不足する。

であって、「診療所で治療を完結する能力」では

また、提供できるリハビリテーションの量・

なかった。

質に地域格差があるという現実も問題である。

かりになろうともそちらに通うという住民は多

退院後は療養生活を快適にするために、リハビ

また、良い病院があると聞けば、例え一日が

入院中は身体機能の維持・向上を図るために、

く、この診療所に高度な医療機器をそろえる必

リテーションは大きな役割を果たせるはずなの

要性は高くないと感じた。

だが、この体制が整った地域は実に少ない。

診療所を利用する方々が求めていたのは「疾

超高齢社会が迫る今、健康寿命を引き延ばす

患を完治させることを目指した医療」ではなく、

ためのリハビリテーション体制の充実は喫緊の

境で生活し続けるための医療」であった。多く

ピスト・行政他多職種が共通の目標を持ち、密

「疾患とうまく付き合いながら、慣れ親しんだ環

課題である。その解決のためには、医師・セラ

の人が「何か家族の役に立つことをしたい、そ

に連絡を取り合いながらよりよい仕組みを作り

れが無理なら、せめて家族に迷惑はかけたくな

上げなくてはならない。少しでもその力になれ

い」と願っていることは分かっていたが、この

るよう、私も研鑽を積んでいきたいと思う。
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地域づくりの“元気の素”を募集中！
平成 24 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞募集
公益財団法人

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。本年度は、震災復興のまちづくり活動及び復興支援活動も期待します。

○ 応募対象
地域住民が自主的に結成し運営している団体、また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、大きな成果をあ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します。震災復興のまちづくり活動及び復興支援活動
については、活動期間は問いません。

○ 応募対象となる活動内容やテーマ
震災復興のまちづくり活動及び復興支援活動、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。

○ 応募締切

６月 30 日（土）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 2,000 ～ 4,000 字程度）、③写真（活動の様子がわかる写真３枚程度）を合わせて提出。
同協会へＥメール（ashita@ashita.or.jp）または郵便・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、内閣官房長官賞、総務大臣賞等

○ 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。
詳細は同協会ホームページ（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
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県

イベント・ＰＲ名等
馬車鉄道の運行を実施中

実施期間・実施日
H24 年 11 月まで

大原美術館展を開催。モネ、ルノワール、モディリアーニから草
間彌生まで。
太宰治生誕祭

H24 年 5 月 19 日～ 7 月 8 日
H24 年 6 月 19 日

第 3 回国際子ども文化芸術交流 Junior Artist Festival 2013
イルカいないかキャンペーン開催中

H24 年 7 月 2 日
H24 年 4 月 30 日～ 6 月 30 日

秋田県のイメージアップのための「あきたびじょん」プロジェクト進行中！

－

秋田県観光総合ガイド イベントや見どころなど旬の情報が満載！

－

秋田の物産情報サイト

－

特産品やイベントの情報をお届けします

岩手県イベントカレンダー

－

やまがた元気プロジェクト展開中

H24 年 4 月～ H25 年 3 月

やまがた花回廊２０１２キャンペーン実施中

Ｈ 24 年 4 月 1 日～ 7 月 16 日

全国各地における「山形県物産展」の開催情報

－

みやぎ観光 NAVI

－

食材王国みやぎ

－

「パソコン甲子園 2012」参加者募集

H24 年 5 月 10 日～ 9 月 6 日

福島県立美術館「ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト」展

H24 年 6 月 3 日～ 7 月 16 日

文化財センター白河館 収蔵資料展「新編陸奥国風土記巻之十 標葉郡」

H24 年 6 月 23 日～ 8 月 26 日

新潟県山開き情報 2012

－

佐渡トキ保護センター

－

表参道・新潟館ネスパス Facebook ページ開設

－

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

新潟県

栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県

東京スカイツリータウン内にアンテナショップ
「とちまるショップ」オープン

－

イベント情報

－

イベントカレンダー

－

第 18 回あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル
江戸時代初期から行われている伝統行事
「川越八幡宮 茅の輪くぐり」

H24 年 6 月 30 日～ 7 月 3 日

イベント情報
ちばアクアラインマラソン

H24 年 6 月 10 日～ 7 月 8 日

－

特設ページ

－

神奈川のおすすめポイントや楽しいイベントを紹介 [ かながわ散歩 ]
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－

Information

都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

イベント・ＰＲ名等

実施期間・実施日

山梨県知事と職員のブログ「やまなしものがたり」山梨の魅力を配信中

－

富士の国やまなし観光ネット

－

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」
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－
－

イベント情報

－

しずおかを楽しむための情報サイト「静岡大好き。しずふぁん !!」

－

信州の旅の情報は、長野県公式観光サイト
「さわやか信州旅．Ｎｅｔ」から！

－

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 ～加賀温泉郷おもてなしプロジェクト～』開催！
JR 加賀温泉駅で Lady Kaga が毎日お客様をお出迎え！
ブロマイド名刺を 5 枚集めて「特製カードホルダー」をもらおう！
ぎふ清流国体本大会まであと３か月！

－
－

H24 年 6 月 1 日～ 9 月 30 日
H24 年 9 月 29 日～ 10 月 9 日

岐阜県博物館 資料紹介展「雲の上のお花畑～岐阜県の高山植物～」 H24 年 4 月 14 日～ H24 年 6 月 17 日
岐阜県のイベント・お知らせ

－

あいちトリエンナーレ 2013 ピンバッチを販売中です！

～トリエンナーレ 2013 終了

「三河湾環境再生プロジェクトー干潟の生き物観察会 in 蒲郡」を開催します！

H24 年 6 月 17 日

「三河湾環境再生プロジェクトー干潟の生き物観察会 in 西尾」を開催します！

H24 年 7 月 21 日

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！
三重県全国俳句募集「食の一句」＆「東北応援の一句」募集中
福井県内の平家ゆかりの地
伝えたいふるさとの景観
びわ湖ホール

－
H24 年 5 月 16 日～ 10 月 18 日
－

心に残る

福井ふるさと百選

－

オペラへの招待「森は生きている」

H24 年 6 月 30 日～ 7 月 1 日

江州音頭フェスタ in しが 2012 滋賀県観光交流局 tel:077-528-3741

H24 年 7 月 15 日

NHK 大河ドラマ 50 年

特別展

平 清盛

H24 年 6 月 16 日～ 7 月 17 日

ＫＴＲフラワーオーナー募集

－

府立弥生文化博物館春季企画展 II「ぎょ？ギョ！魚！！アート魚拓の世界 松永正津と拓正会会員 作品展」
箕面の川床（かわゆか）が本格オープン！
イベント紹介

H24 年 6 月 2 日～ 8 月 5 日
H24 年 4 月 29 日～

子鹿公開！

－

赤ちゃん鹿大集合！

H24 年 6 月 1 日～ 7 月 1 日

南部地域周遊ドライブキャンペーン「がんばろう みなみ大和～世界遺産と名水を巡ろう～」

～ H24 年 11 月 30 日

奈良の情報満載！県メールマガジン「大仏さんのつぶより情報」

－

イベント一覧

－

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

－

東日本大震災の被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」

－

兵庫県広報専門員によるブログ「ひょうごワイワイ plus+」好評配信中☆

－

第 12 回「ハワイアンフェスティバルハワイ in ゆりはま」開催！！

H24 年 7 月 2 日～ 7 月 3 日

境港妖怪ジャズフェスティバル２０１２・みなと祭

H24 年 7 月 21 日～ 22 日

第 25 回浦富海岸元気フェスティバル・花火遊覧船

H24 年 7 月 28 日
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都道府県名

岡山県

イベント・ＰＲ名等
岡山後楽園

観蓮節

実施期間・実施日
H24 年 7 月 1 日

あなたの知りたい岡山の観光情報がきっとみつかる！
「晴れらんまん おかやま旅ネット」

−

島根県

イベントカレンダー

−

広島県

イベント・行事情報

−

山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

山口県立山口博物館「山口博物館 100 年のあゆみ」を開催中

H24 年 3 月 27 日〜 9 月 2 日

おいでませ ! 山口イヤー観光交流キャンペーン

H24 年 3 月 1 日〜 8 月 31 日

県産農水産物カタログギフト「まるごと ! 山口」を販売中
日曜日は「さぬきマルシェ in サンポート」へ
うどん県 「副知事

要の台所」 配信中

−
日曜日 10 時〜 15 時
毎月 20 日

「さぬきダイニング」に新たに 4 店舗認定！
今年もやります！
「徳島の活鱧料理 味わいキャンペーン 2012」

−
H24 年 6 月 1 日〜 10 月 31 日

えひめ南予いやし博 2012

H24 年 4 月 22 日〜 11 月 4 日

世界遺産

H24 年 5 月 26 日〜 7 月 16 日

ヴェネツィア展ー魅惑の芸術−千年の都−

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！
観光キャンペーン「リョーマの休日」好評実施中！

−
H24 年 4 月 1 日〜

生誕 150 年記念展「植物学者・牧野富太郎の足跡と今」を開催！

H24 年 6 月 16 日〜 9 月 23 日

やなせたかし・イラストレーションの世界

H24 年 4 月 25 日〜 7 月 9 日

県運営インターネット通販サイト「よかもん市場」
〜東日本大震災被災企業を応援 「東北コーナー」開設〜
2012「早苗と棚田」ウォーク in 蕨野

H24 年 6 月 17 日

大聖寺あじさい祭り 大聖寺 tel: 0954-36-4767
大川内山「風鈴まつり」

H24 年 6 月中旬〜 7 月上旬
H24 年 6 月 16 日〜 8 月 31 日

長崎県の観光情報やイベント情報が満載 「ながさき旅ネット」！
全国和牛能力共進会
「和牛の祭典ｉｎながさき

−

目指せ日本一！」

−
H24 年 10 月 25 日〜 10 月 29 日

大分県観光情報公式サイト

−

おおいた文化情報エンジン

−

イベントカレンダー

−

湯前まんが美術館

特別展「川崎のぼる原画展」

黄金のハモフェアー in 上天草

H24 年 6 月 30 日〜 9 月 2 日
〜 H24 年 9 月 30 日

宮崎恋旅「ケータイ片手に恋（こい）つ神（かみ）キャンペーン」

H24 年 4 月 1 日〜 9 月 30 日

記紀編さん 1300 年「神話のふるさと みやざき温故知新ものがたり」ホームページ

−

みやざき県庁職員日記（ブログ）更新中！

−

イベント情報

−

復帰 40 周年記念事業一覧

−

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト

−

知・旅・住

−

離島総合情報サイト／沖縄のしまじま
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第 5 回記念大会
「とくしまマラソン 2012」
徳島県

制限時間７時間、四国最大級の市民マラソン大

州と中国・湖南省からトップランナー等を招聘す

会としてスタートした「とくしまマラソン」も今

るなど国際色豊かな大会となりました。

回で記念すべき第５回を迎えました。
「神戸淡路鳴

大会当日、気温14.8℃、湿度89％のあいにくの

門自動車道」の全線開通10周年を記念して第１回

雨空の下、県内外から過去最多の9,525人のラン

大会を開催して以来、マラソンインターネットラ

ナーが徳島市の福島橋東を午前９時にスタート。

ンキングでは、常に上位にランクされるなど高い

開通式直前の「阿波しらさぎ大橋」を一足早く走

評価をいただいており、徳島の春を代表する一大

り初めしたランナーは、
「阿波おどり」をはじめと

イベントへと成長しました。

する風雨に負けない熱い応援や、
「半田そうめん」

今大会は、大会参加者を全国有数となる１万人

「フィッシュカツ」など徳島県特産の食材を使った

規模に拡大し、
「四国三郎・吉野川」に新たに架か

「おもてなし」に支えられ、完走を目指しました。

る「阿波しらさぎ大橋」を走り初めする新コース

厳しいコースコンディションでしたが、8,031人の

での開催となりました。また、ゲストランナーに

ランナーが見事完走を果たしました。

は、金哲彦さん、シドニーオリンピック金メダリ
ストの高橋尚子さんをお迎えするとともに、県と

「とくしまマラソン」ホームページ

友好提携を結んでいるドイツ・ニーダーザクセン

http://www.tokuspo.net/tokuma/

▼「五月雨をあつめて早し最上川」梅雨の季節がやって
まいりました。五月雨とは梅雨の雨、五月晴れとは梅雨
の合間の晴れ日を指すということを、恥ずかしながら、
つい先日知りました。新しい知識が増えるたび、改めて
日本語の表現の面白さや美しさを実感します。
▼さて、本誌の編集の担当を始めて２ヵ月が経過しまし
た。編集を担当するに当たり、過去の「都道府県展望」
を調べてみました。
▼都道府県展望の歴史は、昭和 33 年の第１号発行にま
で遡ります。記念すべき第１回目の巻末では、当時の本
会事務総長であった宮内弥氏が、本誌刊行に至る過程、

記事掲載分野の決定に至る流れに加え、本誌を多くの人々
に親しまれるものにしていきたいという思いを、誌面一
面に綴っています。
▼初号発行から 55 年目を迎えた現在、本誌は紙媒体から
電子媒体に、姿を変えております。それでもなお、多くの
人々に親しんでいただくことができる誌面づくりという理
念は、変わらずに生き続けています。私自身、今後とも、
これまで以上に人々に愛される誌面を作り上げることがで
きるよう、より一層精進していきたいと思います。
▼今月号では、
「知事が語る～ 我が都道府県の平成 24 年
度施政方針と重点施策」をテーマに都道府県総集を掲載
しました。なお、３月に知事選挙を実施した熊本県につ
きましては、次号以降に掲載します。
▼来月号でも、各都道府県の旬の情報を伝えていきたい
と思いますのでご期待ください。
（Ｙ平）

都道府県展望 平成 24 年 6 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 645 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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