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知事

北 海 道

将来にわたって持続し、発展する
｢新生北海道｣ づくりに向けて

■道政に臨む基本姿勢
本道は、人口減少や、高齢化の急速な進行、地域
の厳しい経済・雇用など多くの課題に直面していま
す。
その一方で、北海道新幹線の札幌延伸の認可 ･ 着
工をはじめ、国際航空路線の開設、北海道フード・
コンプレックス国際戦略総合特区の取組の進展、道
内外における北海道米への評価の高まり、さらには、
再生可能エネルギー事業やデータセンター立地の広
がりなど、本道の将来を切り拓いていくための道筋
を示す新たな芽が確実に動き始めています。
こうした中、私は、｢潜在力をカタチに変える道政｣、
「多様なネットワークを力に変える道政」を基本に、
将来にわたって持続し、発展する「新生北海道」づ
くりに取り組んでまいります。

エゾシカ対策に係る条例の
検討、さらにはトドをはじ
めとした海獣による漁業へ
の被害対策など、経済と調
和する自然環境の保全に取
り組みます。

北海道知事

高橋はるみ

＜「安全・安心」実感社会 の構築＞
私は、持続可能で活力ある社会を築いていくための
土台となるのが、
「安全・安心」であると考えています。
そのため、災害に強いまちづくりなど総合的な防
災体制の確立に向けて、地域防災計画の適切な見直
しや防災教育の充実、市町村の津波避難計画の策定
への支援、原子力防災対策の充実などに取り組むと
ともに、今後の大災害に備えた強靭な国づくりが急
務となっている中、政府機能の代替や食料の安定供
■重点政策の展開
給機能の強化など、バックアップ拠点の形成に向け
＜経済「活性化・自立化」の推進＞
た取組を進めます。
北海道は、我が国最大の食料供給地域であり、安
また、誰もが健康で心豊かに暮らせるよう、地域を
全でおいしい食や豊かな自然環境は本道最大の強み 支える医療体制の構築を総合的に進めるほか、高齢者
となっています。
に対する「地域包括ケアシステム」の構築をはじめ、
こうしたことから、｢食｣ を戦略的に捉え、良質な 障がいのある方々の自立に向けた取組支援や、安心し
食を安定的に提供する農林水産業の基盤づくりのほ て子育てできる環境の整備などを進めるとともに、北
か、新たな食品機能性表示を活用した商品開発や販 海道で暮らすことに一層誇りと愛着を持つことができ
路拡大、アジアを中心とした輸出促進や６次産業化 るよう、アイヌの人々の歴史や文化に関する理解を醸
など食クラスター活動等を展開し、「食」の総合産業 成し、伝承を支援する取組を進めるほか、北海道・北
化による「食産業立国」を推進します。
東北の縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組や、
「ス
また、多彩で魅力あふれる満足度の高い観光地づ ポーツ王国北海道」づくりなどを推進します。
くりや北海道新幹線の開業を見据えた東北地域と連
さらに、個性が輝き、活力ある地域を築いていくた
携した観光ルートづくりなどを進めるとともに、成 め、道内航空ネットワークの確保や離島交通、生活交
長するアジアをターゲットに北海道ブランドの発信 通路線の維持など、交通ネットワークの充実に努める
と販路拡大を目指すＡＳＥＡＮネットワークの構築、 とともに、過疎化や高齢化によりコミュニティ機能が
ロシア極東地域や中国東北部に対する道内企業の市 低下している集落の維持に向けて取り組みます。
場参入を促進します。
北方領土については、一日も早い返還の実現に向け、
さらに、中小企業の経営力強化や、自動車関連産業 国に対し強力な外交交渉を求めるとともに、関係団体
の集積促進のほか、ものづくり産業の振興と、これら の方々と一体となって、引き続き、啓発活動を積極的
を支える人材育成を進め、雇用の場を創出します。
に展開するなど粘り強い取組を進めてまいります。
＜「環境先進地」北海道づくり＞
道内各地には、太陽光や風力、雪氷などの資源が
豊富に存在しており、これらを活用したエネルギー
の地産地消を一層推進するほか、環境・エネルギー
ビジネスの活性化を図ります。
また、循環型社会の構築に向け、環境関連産業の
育成、森林資源の循環利用などを進めるとともに、
希少野生動植物の保護などに向けた取組の推進や、

■むすび
「成功の反対は失敗ではなくチャレンジしないこと
である」とは言い古された言葉ですが、私は、前例に
とらわれない柔軟な発想と挑戦する強い意志を持っ
て、直面する数々の試練を乗り越え、子どもたちが活
き活きと輝くことのできる北海道の未来を、地域の皆
さまをはじめ、市町村や道内外の各界の皆さまのご理
解とご協力をいただきながら、築いてまいる考えです。
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知事

青 森 県

地方が光れば日本が輝く

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」という一貫した思いの下、徹底した行財政
改革を進めてきました。
平成 25 年度は、
「青森県基本計画未来への挑戦」
及び「青森県行財政改革大綱」の最終年度という節
目を迎えます。これまでの総仕上げとなるよう、県
政重要課題への重点的取組を一層進めるとともに、
それを支える財政基盤の安定化に向け、財政健全化
努力を継続していきます。
また、全国的な課題となっている分収造林事業に
係る負債について、本県では、現役世代の責任とし
て、将来の負担拡大に歯止めをかけることを決断し、
その整理を行うこととしました。
こうした改革努力の積み重ねが、本県の行財政基
盤をより強固なものとしていくと確信し、今後とも、
本県の将来を見据え、解決すべき課題に対し、臆す
ることなく攻めの姿勢で取り組んでいきます。
平成 25 年度の重点施策について
（１）
「雇用の創出・拡大」
新しい美容・健康素材として注目されているプロ
テオグリカン。本県では、弘前大学と地元企業の共
同研究を皮切りに続々と製品化が進んでいます。こ
の好事例をはじめ、様々な地域資源を生かした生活
関連産業分野の商品開発・ビジネスモデル構築の支
援に取り組むとともに、農林水産物の加工分野の強
化を進め、本県の強みである食産業の充実・強化を
図るなど、次世代の成長産業の創出を推進します。
また、今年度は白神山地の世界自然遺産登録 20
周年や本県の種差海岸を含む地域の三陸復興国立公
園の指定といった記念の年となり、本県の魅力発信
の好機を迎えています。そのため、北海道新幹線の
開業も見据えながら、新たな「青森ファン」の獲得
に向け、賑わい創出・情報発信、広域観光ルートの

開発などに集中的に取り組
んでいきます。
（２）「低炭素・循環型社会
の実現に向けた取組の
強化」
青森県知事 三村 申吾
日本一の設備導入量を誇
る風力発電など、本県の豊かな自然が生み出す再生
可能エネルギーを産業振興につなげるため、県内事
業者による発電事業への参入促進や関連産業分野に
対応できる地元企業の人材育成を図ります。また、
木質バイオマスや地中熱などの利用拡大、住宅用太
陽光発電の普及に向けたグリーン電力証書制度の活
用促進などに取り組むほか、中小企業の省エネ対策
に対して積極的に支援を行うこととしています。
（３）「あおもり型セーフティネット」
県民の暮らしと命を守るため、医師確保対策や地
域レベルでのがん対策の強化など地域医療サービス
の充実に加え、生活習慣病対策に向けた取組を展開
することとしています。また、就労支援としては、
地域・企業の課題やニーズを踏まえた雇用創出プラ
ンの策定、災害・危機へ備えた安全確保対策としては、
震災を踏まえた地域防災力の充実・強化に取り組ん
でいきます。
（４）「志を持ち、青森県を創造する人財の育成」
地域を動かし、支えるのは人であり、本県では人
の財（たから）＝「人財」と考えています。そこで、
グローバル社会での活躍や地域資源を活用した創業・
起業など、目標に向かって意欲的に取り組む人財の
育成や、地域産業・社会を支える人財、特に女性が
活躍できる環境づくりを推進していきます。
おわりに
私は、持続可能な青森県づくりのためには、社会
における新たなシステムとイノベーションが必要と
考え、本県で様々な取組を実践しながら、国に対し
て政策提案をしてきました。実際に、「保健・医療・
福祉包括ケアシステム」「橋梁アセットマネジメント
システム」「環境公共」「防災公共」「攻めの農林水産
業」といった本県の取組・考え方が国の施策などに
取り入れられています。
我が国が社会、経済ともに大きな変革期を迎えて
いる中で、今こそ地方の力を集結しなければなりま
せん。「日本の元気を青森から」という信念のもと、
今後とも国益、県益にかなった政策の立案に努め、
そして、他の都道府県の皆様とともに、日本の未来
を切り拓く原動力となっていきたいと考えています。
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はじめに
東日本大震災からの創造的復興を目指し、本県で
は、平成 24 年度を「復興元年」と位置づけ、様々
な取組を進めています。おかげさまをもちまして、
県内では復旧の進展とともに、雇用や観光などの分
野でも復興に向けた明るい兆しが見られるようにな
りました。
これまで全国各地の皆様からいただいた温かいご
支援・ご声援に対し、心から感謝申し上げるとともに、
青森の元気が、東北の元気、日本の元気につながる
よう、気概をもって積極果敢に取り組んでいきます。
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知事

岩 手 県

東日本大震災津波からの復興を加速し
「130 万県民の笑顔」を目指して
１ はじめに
きめ細かな被災者のここ
一昨年３月 11 日に発生した東日本大震災津波に
ろのケアなど。
よって、亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り
■「なりわいの再生」の
しますとともに、今なお仮設住宅などで不自由な生
主な取り組み：漁船や養
活を余儀なくされている方々をはじめ被災された皆
殖施設、漁港などの復旧・
岩手県知事 達増 拓也
さまにお見舞いを申し上げます。
整備、水産加工業の総合
また、発災以降、国内外から多大なご支援や励ま
的な支援、農地などの復旧・整備、ＮＨＫ連続テ
しをいただいておりますことに対し、厚く御礼申し
レビ小説「あまちゃん」の放映を生かした誘客促
上げます。
進など。
こうしたご支援などに対する恩返しのためにも、
復興を通じて、日本のあるべき姿を岩手において実
３ いわて県民計画に基づく取り組みを着実に推進
現し、日本の再生に貢献していきたいと考えており
「いわて県民計画」は、復興計画と軸を一にして推
ます。今、日本は、人口減少、格差など難しい問題 進していくこととしており、今年度は、次の「仕事」、
を抱え、日本全体に将来への不安が漂っています。 「暮らし」、「学び・こころ」の３つの視点を中心に取
一方、岩手は、こうした課題を抱えながらも、復興 り組みを進めます。
というゆるぎない目的を県全体で共有し、「岩手県東
■「仕事」の主な取り組み：自動車関連産業にお
日本大震災津波復興計画」に基づき、復興を加速さ
けるサプライチェーンの構築支援、県産農林水産
せています。また、県の総合計画である「いわて県
物の６次産業化の取り組み支援、米国や東アジア
民計画」に基づく取り組みを着実に推進していくと
地域において「いわてブランド」をアピールした
ともに、新たな発想のもと、世界に誇る新しい地域
輸出回復・拡大など。
の創造を目指す取り組みも進めています。その一つ
■「暮らし」の主な取り組み：奨学金制度による
として、東北全体の復興と日本再生の象徴となる大
計画的な医師養成や勤務医の勤務環境の改善、周
型線形加速器、国際リニアコライダーについて、関
産期医療体制の充実やドクターヘリの県境を越え
係機関と協力しながら、科学的評価などを踏まえ北
た広域的な運航体制の構築など。
上山地が建設地として選定されるよう積極的な誘致
■「学び・こころ」の主な取り組み：平泉の文化
活動を行っています。
遺産の追加登録や「北海道・北東北を中心とした
縄文遺跡群」などの登録に向けた取り組み、平成
28 年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の一
体的な準備など。

©Rey.hori/KEK

２ 復興の加速に向けた取り組みを推進
平成 25 年度は、
「復興計画」における第１期復興
実施計画の最終年度にあたることから、本年を「復
興加速年」と位置付け、次の復興計画に掲げた「安
全の確保」
、
「暮らしの再建」、「なりわいの再生」の
３つの原則を柱に取り組みを進めます。
■「安全の確保」の主な取り組み：災害廃棄物の
平成 26 年３月末までの処理、防潮堤など津波防
災施設の平成 27 年度までの復旧整備、三陸鉄道
の平成 26 年４月の全線開通など。
■「暮らしの再建」の主な取り組み : 県整備の災
害公営住宅約 2,800 戸の平成 26 年度までの完成、
被災した県立病院や地域の公的医療機関の再建、

４ おわりに
岩手においては、復興の過程において、被災者の
方々をはじめ、県全体が立ち上がり「地元の底力」
が発揮されています。さらに、日本のみならず世界
に広がるさまざまな「つながりの力」もいただいて
います。こうした力を結集し、高い志を持って震災
からの復興を加速し、
「130 万県民の笑顔」を目指し、
「希望郷いわて」の実現に取り組んでいく考えです。
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知事

山 形 県

『自然と文明が調和した理想郷山形』
の実現に向けて
■はじめに

東日本大震災から２年が過ぎました。東日本大震

災の発生後、本県では、被災地への人的・物的支援

を行い、被災県以外では全国最多の約１万 3000 人
を超える避難者の方々を受け入れました。また、災

策や取組みを強力に推進し
てまいります。

１つ目の柱は「県勢の発

展を担い、未来を築く子育

て支援・人づくりの充実」

害廃棄物については全国で一番早く受け入れたほか、 で す。 結 婚 支 援 対 策 と し
としての役割を果たしてまいりました。

吉村美栄子

て、結婚や子育てを前向きに捉える意識を高める「や

まがたハッピーライフプロジェクト」を進めるほか、

こうした中で、被災地や被災者、避難者に対して、 若者が活躍できる環境づくり対策として、「やまがた

自分のことのように考え行動する多くの県民の皆様

若者活躍応援プロジェクト」を立ち上げ、県を挙げ

りを感じております。

柱は「いのちと暮らしを守る安全・安心な社会の構築」

の熱い想いに触れ、山形県民であることに大きな誇

総務省がまとめた平成 23 年の社会生活基本調査

においても、１年間にボランティア活動を行った県

民の割合は、山形県が全国第１位でした。このよう
な困難を分かち合うという心豊かな県民性は、県民

自身の幸せにもつながる本県にとってかけがえのな
い宝でありますので、将来世代にもしっかりと継承
していきたいと考えております。

被災地の復旧・復興には、まだまだ長い道のりが

予想されますが、今後とも、この大震災の教訓を風
化させることなく、被災者一人ひとりに寄り添いな

て若者支援に関する取組みを強化します。２つ目の

です。医療従事者の確保・育成のほか、「健康長寿や
まがた」の実現、災害時の情報伝達体制の整備促進

を図ります。３つ目の柱は「強みと特色を活かした
産業振興・雇用創出」です。「有機 EL がつなぐ山形

プロジェクト」の推進など競争力を持つ産業群の形

成を促進するほか、中小企業の元気・再生に向けた
取組みを強化するとともに、「観光立県やまがた」を

実現してまいります。４つ目の柱は「高い競争力を

持ち、豊かな地域をつくる農林水産業の展開」です。
農林水産業を起点とする食産業の振興を総合的に推

がら、復興・再生に向けた取組みに全力を尽くし、 進するほか、デビュー４年目を迎える「つや姫」の
東北全体の復興、日本の再生のために山形県として
の役割を果たしてまいります。

■平成 25 年度県政運営の基本姿勢

～自然と文明が調和した理想郷山形の実現

私は、本県の恵まれた地域資源を活かし、山形ら

しい、山形にしかできない新しい成長の姿をしっか
りと実現していくため、『自然と文明が調和した理想

郷山形』を実現するという本県の将来ビジョンを示

トップブランド確立を目指します。５つ目の柱は「エ
ネルギーを安定供給し、持続的な発展を可能にする

環境資産の保全・創造・活用」です。地域の資源を
活用した再生可能エネルギーの導入を促進し、地域

を「福しく（豊かに）」していきます。そして、６つ

目の柱は「地域活力を生み出し、災害に強い県土基

盤の形成」です。ミッシングリンク解消や防災・減災・

長寿命化等の視点に立った道路等の整備を進めます。

しました。

■おわりに

という２つの視点を重視しながら、本県の将来に向

民一人ひとりが生きがいや充実感を持って多様な力

この実現のために、
「産業の振興」と「地域の再生」

け、①中小企業の振興、世界最先端の技術による産

豊かな自然の中で、安定した生活基盤のもと、県

を発揮できる県づくりを進めることが、県民の喜び

業形成、
企業誘致の推進及び『観光立県山形』の実現、 と幸せにつながります。
②農林水産業の６次産業化の推進による『食産業王

今後も、私の県政運営の原点である ｢心の通う温

国やまがた』の実現、③エネルギーで地域経済活性化・

かい県政｣ の推進という基本姿勢に立ち、県民の皆

戦略を実行し、雇用の創出につなげてまいります。

喜びと幸せを実感し、活き活きと輝いて生きていけ

産業振興、④福祉・医療・教育の充実の４つの成長

こうした理念のもと、第３次総合発展計画を着実

に推進するため新たに策定した短期アクションプラ
ンの６本柱に基づき、平成 25 年度は、具体的な施

様との丁寧な対話を重ねながら、｢県民一人ひとりが

る山形県｣ の実現に向け、全力を尽くしてまいりた
いと考えております。
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宮 城 県

復興に向けて発展の「種」をまく年に

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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復興の加速化に向けて
していきます。
東日本大震災から２年余りが経過しました。これ
まで、全国の自治体の皆様には震災廃棄物の受入処 ２ 雇用の確保・地域経済
理をはじめ、多大なる御支援をいただき、心から御
の再建
礼申し上げます。また、多数の職員を派遣いただい
被災事業者の事業再開
宮城県知事 村井 嘉浩
ておりますことに深く感謝いたします。
や、販路開拓、新商品開
関係者のこれまでの懸命なる取組や全国の皆様の
発への支援とともに、求職者とのマッチング支援
御支援により、県内の復旧・復興への取組は一歩一
を強化し、早期の地域産業の再生を目指します。
歩着実に進んできていますが、沿岸部の市町では未
また、復興特区制度の活用や企業立地奨励金等の
だに 10 万人を超える方が応急仮設住宅で生活して
活用など本県の優位性を発信しながら企業誘致に
おり、また、約８千人の方が県外に避難しているなど、
取り組み、被災地の地域経済の再建と雇用の確保
不自由な生活を余儀なくされています。また、地域
を図ります。
の生活を支える産業の再建についても、まちづくり
被災地の農業、水産業関連施設の早期復旧にも
が進まないことによる事業再開の遅れや販路の喪失
全力を挙げて取り組みます。また、先進的で競争
などの課題が山積しています。被災地の切なる願い
力のある農業を目指して、農地の大規模効率化や
をしっかりと受け止め、直面している課題を確実に
６次産業化の取組を推進するとともに、水産業に
解決し、全力を挙げて復興のスピードアップに取り
ついても、新しい経営形態の導入や競争力と魅力
組んでいきたいと考えています。
の向上などに向けた取組を推進していきます。
平成 25 年度の施策展開 ～復旧の着実な推進と再
生・発展への種まき～
被災地の日々の生活に安心を取り戻し、将来に希
望が持てるよう、復興を加速していくため、平成 25
年度予算については、通常の事務事業を徹底して見
直し、復旧・復興への取組を重点的に進めることと
しています。
特に早急な対応が必要である「被災者の生活再建」、
「雇用の確保」
、
「東京電力福島第一原子力発電所事故
への対応」の３本の柱にしっかりと取り組み、復旧
を着実に推進するとともに地域の再生と更なる発展
につなげるための「種」となる取組も積極的に展開
してまいります。

３

東京電力福島第一原子力発電所事故への対応
放射性物質の測定や除染などを進め、的確な情
報発信により県民の不安解消を図るとともに、観
光や農水産物への風評の払拭に引き続き全力を挙
げて取り組んでいきます。

これらの取組を着実に推進するとともに、「宮城県
震災復興計画」に掲げる「再生期」や「発展期」を
見据え、スマートシティの具体化や再生可能エネル
ギーの導入促進のほか、今後の成長が期待されるク
リーンエネルギーや医療関連分野での産業振興、仙
台空港の民営化など、単なる復旧にとどまらない「抜
本的な再構築」に向けた取組を積極的に展開してい
きます。
１ 被災者の生活再建
震災からの復興は、長く険しい道程ですが、必ず
復興に向けたまちづくりや災害公営住宅の整備を 復旧・復興を成し遂げることができるよう、総力を
迅速かつ着実に推進するため、関連事業間の調整や 挙げて取組を進めてまいりますので、今後とも御支
入札不調対策等を講じながら、しっかりと執行管理 援をよろしくお願い申し上げます。
を行い、また、まちづくりや住宅再建のスケジュー
今年は、伊達政宗の命を受けた「慶長遣欧使節」
ルを公表し、被災市町と今後の見通しを共有しなが が、最大の被災地である石巻市の月の浦港を出帆し
ら、一日も早い復興を目指していきます。
て 400 周年にあたることから、今後様々な記念行事
仮設住宅での生活が長期化する方々へのきめ細 を展開していくこととしています。全国の皆様には、
かな支援や心のケアの充実、被災した医療機関や これを機に被災地に足を運んでいただき、被災地の
社会福祉施設の一日も早い復旧を進め、さらに、 今を知り、数多くの皆様にお伝えいただければと考
ICT を活用した医療機関や介護施設の情報ネット えております。私達も復興支援への感謝の気持ちを
ワークの構築など、県民の健康を支える体制整備 持って、笑顔でお迎えいたします。どうぞ、宮城、
や地域医療の担い手確保に向けた取組も一層強化 そして、東北の地にお出かけください！
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福 島 県

“新生ふくしま”をめざして
県政にお寄せいただいております御支援と御協力に

高齢化対策｣ を重点プロ

対し、心より感謝を申し上げます。本県は、
「ふくし

ジェクトに位置付けまし

まから はじめよう。
」を合言葉に、少しずつではあ

た。

りますが、着実に復興への道を進み始め、明るい話題

本県では、東日本大震災

も増えてまいりました。この復興への歩みを確実に、 後、 人 口 減 少 に 拍 車 が か

佐藤 雄平

かっております。我が国全体の人口減少が予測され
ている中、本県の人口減少を少しでも緩やかなもの

◆これまでの取り組み

にしていくことは、本県の将来にとって非常に重要

平成 24 年度は ｢復興元年｣ として、迅速かつ効

であります。また、高齢化が進んでいる中で、高齢

果的な対策の推進に努め、除染の推進や環境創造セ

者が元気で豊かに暮らしていくことは、本県の活力

ンター整備の財源確保、IAEA との覚書締結、全市

を高めていく上で重要であります。

町村での学校給食検査、18 歳以下の医療費無料化、

あらゆる手立てを講じ、人口減少 ･ 高齢化の影響

甲状腺検査などの拡充、借上げ住宅支援の拡大など、 の軽減、人口の県外流出の抑制、出生数の回復など
環境回復、県民の健康管理、子どもの育成、避難者

を図ってまいります。

支援に関する取り組みを進めてきました。

人口減少 ･ 高齢化対策プロジェクトとともに、福

米の全量全袋検査など農産物の検査体制強化は、 島県復興計画の 12 の重点プロジェクトを総合計画
販売価格や流通量の回復につながり、中小企業への

にも位置付け、復興計画と一体的に推進していきま

積極的な補助や融資、新たな企業立地補助制度、観

す。

光有料道路の無料化などの取り組みによって、県内
の経済活動は上向きとなっています。

平成 25 年度当初予算は、13 の重点プロジェクト
の推進のため、必要な事業に予算を優先的に配分し

本県復興のシンボルとなる再生可能エネルギーや

ました。これを効果的に執行し、復興を加速させ

医療機器関連産業の拠点整備も予算の確保、基本構

｢ふくしま新生プラン｣ の基本目標である「夢・希望・

想の策定など、大きな前進を果たしたところです。

笑顔に満ちた“新生ふくしま”」の実現に向け全力で
取り組みます。

◆「夢 ･ 希望 ･ 笑顔に満ちた“新生ふくしま”」
これは、震災からの復興を果たした 30 年後の姿

本県が、復興に向けて進んでいるのは、国内外か

を展望した新しい総合計画「ふくしま新生プラン」 らの多くの御支援と、本県に心を寄せてくださる一
の基本目標であります。本県の復興 ･ 再生を確実に

人一人の温かい気持ちが、大きな力となって、復興

進めていくため、全面的な見直しを行い、平成 24

への歩みを支えてくれているからであります。その

年 12 月に策定しました。

ことを私たち福島県民は忘れてはならないと強く感

思いやりや支え合いの心を大切にしながら、若い

じております。

世代が将来に夢や希望を持っていきいきと活躍でき

感謝の気持ちを胸に努力を重ね、美しいふるさと

る社会、そして安全 ･ 安心で原子力に依存しない持

ふくしまを取り戻し、活力と子どもたちの笑顔があ

続的発展が可能な社会を目指して、復興計画や各分

ふれるふくしまを築き上げて、次の世代へと引き継

野の部門別計画と一体的に推進しながら、本県の厳

いでいく。そのことが、支援への恩返しとなり、未

しい状況を克服し、新たな飛躍を目指してまいりた

曾有の震災を経験した本県の役割でもあると考えて

いと考えております。

おります。
この難局を乗り越え、ふくしまの復興 ･ 再生を成

◆人口減少 ･ 高齢化対策プロジェクト

し遂げるため、全力を尽くしてまいります。

｢ふくしま新生プラン｣ では、新たに ｢人口減少・
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新 潟 県

将来に希望の持てる
魅力ある新潟県の実現に向けて
□ 県政運営に関する基本的考え方
今年は、異常な円高の是正やデフレからの脱却に
向け、経済構造全体が大きく変化する兆しが見えて
きています。現政権が約束をしたマクロ経済・財政
金融政策が着実に実行されることにより、円高・デ
フレという縮み構造や、空洞化を続けている日本社
会が変化する可能性があると受け止めています。こ
うした流れを確かなものとするため、新潟県では地
方政府として取り得る可能な限りの対策を講じてい
きます。
また、新潟県全体を見渡したときに、大きな問題
として残るのが少子化であり、本県は合計特殊出生
率の低迷に加え、特に高校を卒業した方が進学等で
県外に流出することが少子化に大きく拍車をかけて
います。少子化に歯止めをかけ、活力ある地域社会
の実現に向けて、民間有識者を含めた「新潟県人口
問題対策会議」を設置し、諸課題の解決に向けた検
討を部局横断的に進めていきます。
こうした取組も含め、「新潟県『夢おこし』政策
プラン」の基本理念である、「将来に希望の持てる
魅力ある新潟県の実現」に向け、「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に全力
で取り組んでいきます。
□ 平成 25 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 25 年度
当初予算編成に当たっては、食料、エネルギーやも
のづくりの分野などにおける本県の強みを活かし、
産業分野への投資や人づくりへの投資など「未来に
対する投資」を積極的に進め、税収、人口、就業機
会の増加や、子育て・教育環境の改善などに重点を
置いたところです。
また、現下の経済情勢を踏まえ、平成 24 年度補
正予算と一体で切れ目ない対応により、必要な投資
事業の総額を確保するとともに、本県の強みを活か
しながら、民間がチャレンジできる環境を整え、成
長が期待できる産業分野などへの積極的な施策の展
開により産業の高付加価値化を進めるなど、雇用の
創出と企業経営、県民生活の安定に最優先で取り組
みます。本県産業で最も付加価値を大きく伸ばす可
能性がある分野の一つである農業については、経営
基盤の強化、企画・販売力の向上等による６次産業
化を積極的に進め、他産業並みの所得が得られる経
営体の育成に向けた支援を進めます。

次に、少子化対策と個を
伸ばす教育を推進します。
３人以上子どもを有する世
帯の全子について、高校卒
業まで医療費助成を拡充す
新潟県知事 泉田 裕彦
ることを基本とした予算を
計上し、市町村の助成状況等を勘案しながら制度設
計を行います。併せて、子育て世代のニーズが高い、
病児・病後児保育に係る施設整備の支援や、未設置
圏域での施設設置を推進する取組を進めます。一方
で、高等教育の環境の充実に向けて、県内大学等へ
の支援や相互連携の推進等、県内高等教育のさらな
る振興を図っていきます。
加えて、医療・福祉サービスの充実による安心社
会を目指します。本県の最重要課題の一つである医
師及び看護職員の確保対策を一体的に推進するた
め、新たに「医師・看護職員確保対策課」を設置し、
勤務医招へいに向けた総合的な対策などに取り組み
ます。また、多くの医師が集う魅力あるマグネット
ホスピタルとして、魚沼基幹病院の平成 27 年６月
開院に向け着実に準備を進めるとともに、県央基幹
病院の基本構想策定に向けた検討を進めていきたい
と考えています。
□ 地方分権改革の推進
国においては、今通常国会の道州制推進基本法案
提出に向けて議論が進められていますが、未だに実
現を目指す「道州制」自体の定義はもちろん、国の
出先機関のあり方についても明確になっていませ
ん。効率化ありきの都道府県合併や、国の出先機関
の管轄エリアを基本とした中央集権体制の強化とも
いえる国主導の道州制へと進むのではないかと危惧
しています。
目指すべきは、住民の意思をしっかりと反映し、
地域の実情を踏まえた政策が迅速かつ効率的に展開
されることが可能となる制度だと考えています。本
県としては、本来の意味での地方分権改革の実現に
向けて国に強く働きかけていきます。また、新潟州
構想として、政令市との間で、二重行政の解消、役
割分担の明確化の取組を進めているところであり、
その成果を広域自治体と基礎自治体との垂直連携モ
デルとしてアピールしながら、国からの権限移譲の
受け皿づくり、競争力ある自治体づくりに努めてい
きます。
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東 京 都

「一人ひとりが輝く社会」を目指して
はじめに

東京都知事に就任してから、半年余りが過ぎまし
た。この間、東京と日本が直面している様々な問題
について、東京都議会などの場において中身の濃い
議論を重ねてまいりました。「日本の沈没を防ぐのは
東京にしかできない」ということを改めて強く確信
し、今、その重責に身が引き締まる思いであります。
今の日本が置かれている状況、その中で東京が何
を為すべきかを正しく認識するためには、まず、日
本の近代からの歴史、その中で東京がいかに発展し
てきたのかということを理解する必要があります。
150 年前、明治維新を経て、我が国は近代国家へ
の道を歩み始めました。ヨーロッパ植民地主義の弱
肉強食の論理がアジアを席巻する中で、伊藤博文は
当時の我が国の成熟度を勘案し、議会の権限を絞り、
中央官僚による国家統制を軸にした大日本帝国憲法
をつくりあげました。そして、議会制民主主義を段々
と根付かせながら富国強兵を進め、日清戦争、日露
戦争に勝利し、不平等条約を改正して、欧米列強と
対等な近代国家をつくりあげたのです。
近代国家へのキャッチアップという目標を一応達
成した日本は、目標を見失いながらも、国民国家と
しての道を歩み始めました。大正デモクラシーの時
代です。東京には地方から人が集まり、田んぼの中
を通っていた山手線に私鉄が接続することで、ター
ミナルステーションができ、デパートができました。
そして、沿線にたくさんの住宅が生まれ、人口を吸
収して、私鉄が不動産業のビジネスモデルをつくり
あげたのです。沿線の農地が住宅に変わったとき、
サラリーマンという職業と、通勤というライフスタ
イルが生まれ、
「大衆」というものが生まれました。
東京は郊外へと膨張・発展を遂げて、人々は大正の
モダニズムを謳歌したのです。
しかし、我が国は国民国家に生まれ変わることは
できませんでした。政党が官僚機構を制御するとい
う、近代の政党政治を確立しようとした総理大臣・
原敬が暗殺されたのです。さらに我が国は、ヨーロッ
パ諸国とは違って、第一次世界大戦という人類最初
の総力戦、殲滅戦を実質的に経験することもありま
せんでした。この２つの「近代日本の挫折」が重な
り合う中で、原敬の暗殺以降は短命内閣が続き、決
められない無責任体制の政治は、軍部と官僚をコン
トロールできないまま、300 万人もの国民が犠牲に
なった第二次世界大戦へと突入していきました。官
僚主権を抜け出せないまま、日本は近代の終焉を迎
えたのです。
戦後は、高度経済成長、1964 年の東京オリンピッ
クを経験し、再びの「坂の上の雲」を目指してバブ
ルまで走ってきました。しかし、バブル崩壊後の「失

私が知事として目指すもの
私は、こうした歴史の軸を心に構えて、「官僚主
権に埋もれた力を見つけ出し、それを伸ばすことこ
そが日本を沈没から救う」という「思想」で首都の
舵取りを担う決意をいたしました。
東京は、日本の心臓です。日本を支え、変えてい
くためには、東京自体が力強く鼓動して、新鮮な血
液を全国へと送り出さなければなりません。私は、
人間社会の現実に向き合い、エビデンスを提示しな
がら、作品を結論に導く「責任をとる文学」という
ことを信念に作家活動を続けてきました。その責任
感で道路公団改革に取り組み、政府の地方分権改革
推進委員、そして東京都の副知事としての仕事もし
てきました。作家として培った力、発想力も駆使し
て、東京の生きた現場から霞ヶ関の壁を打ち破り、
「東京モデル」とも呼ぶべき新しい政策を展開する
ことで、日本全体に「改革のうねり」を巻き起こし
ていきます。
改革の先にある社会の姿は「一人ひとりが輝く社
会」です。時代遅れの規制や既得権益に封じられて
いたものを解き放つことで、新しい価値と富が創造
され、それが社会の連帯を支え、さらに強固なもの
にしていく。そういう社会を築き上げていきます。
人々や企業が自分の個性と才覚を最大限発揮できる
環境を整え、強い人が弱い人を助け、余裕のある人
が余裕のない人を助け、若者と高齢者が知恵と情報
を伝え合う、そうした「絆」を張り巡らせることで、
東京を世界一の都市へと押し上げていきます。
2020 年オリンピック・パラリンピック招致
さて、今年９月には 2020 年のオリンピック・パ
ラリンピック開催都市が決まります。東北の被災地
にも聖火ランナーが走る、日本中で盛り上がる素晴
らしい大会を開催したいと思います。全国の皆さん
のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
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日本の近代

われた 20 年」の間、小泉
政権の５年５か月を除い
て、首相は平均１年で交代
し、我が国は迷路に入りこ
んでいきました。「戦後日
東京都知事 猪瀬 直樹
本の挫折」です。政治の混
迷は、戦前の原内閣以降と
酷似した現象であり、こうした状況では、政治が官
僚をコントロールできようはずもありません。戦前
は天皇主権、戦後は国民主権というのが教科書の歴
史ですが、その実は、戦前も戦後も一貫して官僚主
権であります。さらに東日本大震災という大災害に
も見舞われたこの国は、大海原の中で羅針盤を失っ
たまま漂っているのです。
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群 馬 県

未来に向かって、より元気にはばたくために

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策
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23 年３月に発生した東日本大震災の影響などによ
り、厳しい状況が続いていた日本経済も、企業業績
の好転や円安の進行など、景気回復の兆しもみられ
るようになりました。本県も、自動車関連産業など
を中心に、回復基調が鮮明になってきています。
また北関東自動車道の全線開通や、高速道路のア
クセス道となる「７つの交通軸」の強化など、社会
資本整備などを進めてきた結果、24 年の工場立地動
向調査では、本県の製造業の立地面積が全国第１位
となりました。
景気回復を本格的なものとし、県民の安全・安心
な生活を守っていくため、「暮らし・活力増進予算」
として予算編成を行いました。
25 年度一般会計当初予算の総額は、6,663 億 8,700
万円です。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
い
暮らしづくり」
「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」を推進する施策に積極
的に取り組んでいきます。
「地域を支え、経済・社会活動を支える人づくり」
次代を担う人づくりとして、いじめの未然防止な
どに向けた相談体制の充実を図るため、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、県内
の公立中学校、県立高等学校だけでなく全ての公立
小学校に拡大配置します。
特別支援学校については、27 年４月をめどに未設
置地域の解消を図る他、市立の特別支援学校の県へ
の移管を進めます。
また農業の担い手となる就農希望者・新規就農者
に対する支援など産業人材の育成を推進する他、医
師や看護師、介護人材の確保にも引き続き取り組み
ます。
「誰もが安全で安心できる暮らしづくり」
「医療先進県ぐんま」の推進として、がん検診受診
率向上モデル事業を実施する市町村を支援したり、
受診率実態調査を実施したりする他、がん診療連携
拠点・推進病院の整備に補助するなど、総合的なが
ん対策に取り組みます。
また地震などの大規模災害や有害物質発生などの
特殊災害に備え、県内の病院が行う医療資機材の整
備や、災害拠点病院のヘリポート整備などに補助し、
医療体制の整備を進めます。
本県では、25 年３月に「県地震防災戦略」を策定
しました。災害に強い県土づくりを進め、大規模地
震発生時の被害を最小限に抑えるために、個人が所

有する木造住宅を耐震改修
する場合に、県と市町村が
連携してその費用の一部を
補助します。
引き続き県民が安心して
群馬県知事 大澤 正明
働ける雇用環境の確保に取
り組む他、「障害者就労サ
ポートセンター」を新設し、障害がある人の就業に
関わる施策にも積極的に取り組みます。
豊富な水力や日照時間の長さなど、本県の強みを
生かした再生可能エネルギーの導入を促進するため
の取り組みを進めます。また「新エネルギー特別会計」
を設け、自家消費を基本とした新エネルギー発電設
備の県有施設への設置を推進します。
「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」
東アジアの活力を本県経済に取り込むため、25
年４月に中国上海に上海事務所を開設しました。こ
こを核として、海外からの観光誘客の促進や農畜産
物の販路拡大、企業のビジネス展開支援などを進め
ます。
また有害鳥獣による農林業被害を減らすための体
制整備や被害対策技術の研究など、市町村や大学と
連携して総合的な対策を実施します。
世界遺産への推薦が決定した「富岡製糸場と絹産
業遺産群」について、25 年度中に実施が見込まれる
審査などに備える他、周辺環境整備に対する支援や
ピ ー アール
登録に向けた機運醸成を図るためのＰＲなどを実施
します。
24 年 11 月には、県中部に位置する渋川市の金井
よろい
東裏遺跡で、全国で初めて甲 を装着した成人男性人
骨などが発見されました。これについて詳細な調査
を実施する他、県内の歴史資産やその魅力を紹介す
るイベントを実施することなどにより、県のイメー
ジアップや観光振興につなげます。
本県は、古代東国文化の時代から続く歴史と文化
を備え、豊かな自然環境や交通面での立地条件に恵
まれるなど、多彩な魅力に満ちています。
一昨年の「群馬ＤＣ（デスティネーションキャン
ペーン）」、昨年の「ググっとぐんま観光キャンペーン」
では、県や市町村、関係団体をはじめ、多くの県民
と「オール群馬」の体制で群馬の魅力を全国に発信し、
大きな成果を上げることができました。
今後も群馬の魅力が十二分に発揮され、産業の発展
や暮らしの向上など、将来に向けて大きくはばたける
よう、
「オール群馬」の体制で取り組んでいきます。
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栃 木 県

東日本大震災を乗り越え、
「元気なとちぎ」を力強く発信

東日本大震災からの復興と原子力災害への対応
本年度を震災からの復興の仕上げの年と位置づけ、
まず、経済・産業活力の回復のため、農畜産物の安全・
安心を積極的にＰＲするとともに、プレミアム付宿泊
旅行券の発行や、台湾・香港へのキャラバン隊の派遣
など、県内観光地への誘客促進と風評被害の払拭に向
けた取組を一層推進します。
また、災害から得た経験・教訓を踏まえ、ハード・
ソフトの両面から防災・減災対策を計画的に実施し、
災害に強い地域づくりを進めていきます。
さらに、未だ県民生活や経済活動に影響を及ぼして
いる原子力災害への対応として、各種モニタリング検
査の徹底や県有施設の除染等に取り組みます。

「元気なとちぎ」を力強く発信
ふるさと“とちぎ”が将来にわたり、地域の活力を
維持し、新たな可能性を拓いていくためには、本県の
多彩な地域資源を最大限に活かし、その魅力を県内外
に効果的に発信していくことが重要です。
このため、栃木県誕生 140 年県民の日記念イベン
トをはじめ、食や観光、自然などの本県の魅力をＰＲ
するためのプロモーション映像の制作や、東京スカイ
ツリータウン ® 内の本県アンテナショップ「とちまる
ショップ」の活用、また、平成 26 年１月から２月に
かけて開催する冬季国体「ひかりの郷 日光国体」な
どを通じ、県民の皆様と一体となって、魅力あふれる
元気な姿を全国に力強く発信していきたいと考えてい
ます。
結びに
我が国では、震災からの復興やエネルギー政策、社
会保障制度のあり方など、様々な課題が山積しており
ますが、こうした現状を打破し、明るく確かな未来を
切り拓いていくためには、地方から活力を生み出し、
元気を取り戻していくことが重要です。
私は、チームとちぎのリーダーとして、本県の持て
る英知と総力を結集し、活力に満ち、子どもたちが未
来に夢と希望を描くことができる「元気度 日本一
栃木県」の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

大 き さ ︑美 し さ ︑

おい し さの 全 て が ︑

大空に届くような

約5㎝

素 晴 ら しい

いちご を 意 味 し ︑

す かいさ ん

本県にある百名山

ち な んでいま す ︒

﹁ 皇 海 山 ﹂に も

「新とちぎ元気プラン」の着実な推進
中間年を迎えた栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラ
ン」は、復興推進の基本ともなるものであり、プラン
の目標達成に向けた道筋を明らかにしながら、政策の
基本である「人づくり」をはじめ、
「安心」
「成長」
「環
境」の３つの重点戦略に掲げたプロジェクトの着実な
推進に全力で取り組んでいきます。
政策の基本「人づくり」については、子どもたち
の学力向上を支援する全県的なシステムの構築をはじ
め、国際社会に飛躍するグローバル人材の育成や、高
齢者の知恵や能力を活かせる人材バンク制度の仕組み
づくりなどに取り組んでいく考えです。
「暮らしを支える安心戦略」では、企業、団体、行
政等が一体となった全県的な健康づくり運動を推進す
るとともに、在宅医療推進支援センターの設置など高
齢者も障害者も住み慣れた地域で安心して暮らせる環
境づくりに努めていきます。
また、
「明日を拓く成長戦略」では、自動車など重
点振興産業５分野の振興や戦略的な企業誘致、フード
バレーとちぎプロジェクトを進めていきます。
さらに、農業の高付加価値化や６次産業化を図るな
ど力強い農業を推進するとともに、
「いちご王国とち
ぎ」の地位を揺るぎないものとするため、新品種「ス

カイベリー」
（写真）のブ
ランドの確立に向けて戦略
的に取り組みます。
そして、
「未来につなぐ
環 境 戦 略 」 で は、
「 Ｅ Ｖ・
栃木県知事 福田 富一
ＰＨＶタウン構想」の実現
のほか、太陽光はもとより、
小水力や森林バイオマス発電、さらには温泉熱利用等、
本県の豊富な地域資源を活かしたエネルギーの地産地
消を積極的に推進していく考えです。

約4㎝

いちごは江戸時代の末期にオランダから長崎に伝来し、
日本各地に広がりました。栃木県で
は昭和４３年から連続出荷量日本一を達成しており、
「女峰」
「とちおとめ」
といった優れた品
種を世に送り出してきました。栃木県に日本で初めて設置されたいちご研究所において、交
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配と厳選を重ね、大玉で甘い品種が開発され品種登録されました。
「スカイベリー」の名称
は、全国から応募された4,388件から選ばれ、平成２４年9月7日に登録されました。
スカイベ
リーの出荷期間は１２月〜６月となっており、苺シーズンを通してお楽しみいただけます。
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はじめに
我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災か
ら２年余りが経過しました。
本県の復興に向けた取組は、県民の皆様のふるさと
“とちぎ”への強い思いが原動力となり、着実に前進
しております。今後も、オール栃木体制による取組を
一層加速し、復興を仕上げの段階へと進め、その先に
ある安全・安心な暮らしの確保、そして、本県の確か
な成長につなげて参る決意であります。
このため、平成 25 年度は、本県としても、県内経
済の活性化と雇用の安定はもとより、震災からの復興
と原子力災害への対応に最優先に取り組むとともに、
中間年を迎える栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」
の着実な推進を図ってまいります。
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災害に強い県土と生活大県づくりを
目指して
東日本大震災から２年を経まして、被災施設の復
旧工事は約９割が完了しましたが、一方で、農林水
産物の売上げや観光客が戻らないなど、東日本大震
災や原発事故の影響はまだまだ残っております。
このため、本年度におきましても、引き続き復旧・
復興や災害に強い県土づくりに全力で取り組んでま
いりますとともに、風評被害の払拭を図ってまいり
ます。
あわせて、企業誘致や中小企業の振興など、地域
経済の活性化と働く場の確保に一層力を入れ、活力
あるいばらきづくりを進めるとともに、全ての県民
が安全、安心、快適に暮らせる「生活大県」づくり
に取り組んでまいります。
＜復旧・復興と災害に強い県土づくりの推進及び風
評被害対策＞
被害が大きく計画的な事業の推進が必要な一部の
港湾や漁港、橋梁などについて、早期の完全復旧を
目指してまいりますとともに、被災住宅の再建、中
小企業の円滑な資金調達などについて支援を行って
まいります。
また、震災の教訓を踏まえますと、首都直下地震
等に対応する社会資本の整備は極めて重要です。大
量の物資補給等に備えるため、圏央道の整備や橋梁
の耐震化等の推進により、緊急輸送道路ネットワー
クの確保を図りますとともに、港湾における耐震強
化岸壁の整備に努めてまいります。
さらに、海岸及び河川河口部の堤防嵩上げ等によ
る津波対策の強化のほか、県有建築物の耐震化を推
進するなど、防災体制の充実強化による災害に強い
県土づくりに取り組んでまいります。
一方、原発事故の影響による県産品の買い控えや、
県内観光施設等への入込客数が減少していることか
ら、県民総ぐるみで本県産農林水産物を食べて応援
する地産地消運動の推進や、プレミアム付き宿泊券
の発行、都内のアンテナショップ「茨城マルシェ」
やインターネットＴＶ「いばキラＴＶ」の運営等に
より風評被害の払拭とイメージアップに努めてまい
ります。
＜経済・雇用対策＞
圏央道や茨城港、茨城空港など、着々と進む陸海
空の広域交通ネットワークの整備や、日野自動車古
河工場の開業や雪印メグミルク新工場の着工など、
今後の発展に向けた明るい動きが芽吹いていること
から、こうした動きを下支えし、本県の着実な発展
につなげていくための施策を実施してまいります。
例えば、面積ベースで全国第 2 位（H24：242ha）
にまで回復の兆しを見せている、県内への工場立地
の動きを確実なものとするため、津波・原子力被災
地域雇用創出企業立地補助金や茨城産業再生特区に
よる税制上の特例措置などを活用し、企業誘致を積
極的に推進してまいります。
また、雇用創出等基金を活用し、市町村事業分も
含め 3,300 人以上の雇用の創出を図りますとともに、

高校生や大学生等を対象と
する就職面接会の開催や大
卒等未就職者の早期就職を
目的とする基礎研修等によ
り、雇用の確保と就業の促
進に向け全力で取り組んで
茨城県知事 橋本 昌
まいります。
さらに、セーフティネット融資等の新規融資枠の
拡大や県制度融資の融資利率の引下げなど、引き続
き資金繰りの厳しい中小企業の資金調達を支援して
まいります。
＜生活大県づくり＞
将来を見据え、本県をさらに発展させていくため
には、震災からの復旧・復興や経済・雇用対策にあ
わせ、全ての県民が安全、安心、快適に暮らせる「生
活大県」づくりを着実に推進していくことが重要で
す。
このため、本年度におきましても、地域医療の充
実と少子化対策に一層力を入れてまいりますほか、
子どもたちが心身ともに健やかに育つよう、「人づく
り」に取り組んでまいります。
まず、地域医療の充実につきましては、寄附講座
の設置による医師派遣等の拡充により地域医療体制
の充実強化を図るほか、在宅医療と介護の連携のた
めのモデル事業の実施など、県内どこに住んでいて
も、安心して質の高い医療を受けられる体制の整備
に努めてまいります。
次に、少子化対策につきましては、未婚の男女の
出会いの場づくりや保育所の集中的な整備等を進め
ることにより、安心して妊娠・出産・子育てができ
る環境の整備に取り組んでまいります。
また、「人づくり」につきましては、小学校５、６
年生における理科の教科担任制の拡充などにより理
数教育を充実するとともに、高校生の海外留学に対
する支援の拡充に加えて新たに国連大学のセミナー
等に参加する機会を設け、国際的な人材の養成に取
り組んでまいりますほか、郷土への愛着や誇りを育
むための郷土検定事業などを展開してまいります。
さらに、社会問題となっている、いじめや体罰に
ついては、各教育事務所に設置した「いじめ・体罰
解消サポートセンター」を中心として、いじめの早
期発見・早期対応と体罰の防止に取り組んでまいり
ます。
このほか、
「つくば国際戦略総合特区」においては、
「次世代がん治療法（BNCT）の開発実用化」、「生
活支援ロボットの実用化」、「藻類バイオマスエネル
ギーの実用化」、
「世界的ナノテク拠点の形成」といっ
た４つの世界最先端のプロジェクトを推進し、新事
業や新産業の創出に努めてまいります。
こうした取組みを通して、全ての県民が安心、安
全、快適に暮らすことができる「生活大県いばらき」
を実現できるよう、今後とも全力で取り組んでまい
ります。
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埼 玉 県

通商産業政策の地方分権化
脱デフレを掲げるアベノミクスにより、円安・株

きます。また、県立高校に

高が進む金融市場だけではなく実体経済も改善に向

おいて英語以外の外国語教

かうとの期待感から日本経済は活気を取り戻しつつ

育 も 充 実 さ せ、 多 言 語 コ

あります。中小企業の経営者の皆さんとの会話から

ミュニケーション能力の向

も、景気に明るさが出てきていることが感じられま

上を図ります。

埼玉県知事

上田 清司

す。ただし、金融緩和や緊急経済対策の具体的効果
三大プロジェクト

今後のさらなる経済活性化は、いかにして民間投

先述した経済再生施策に併せ、平成 24 年度から

資を喚起するかにかかっています。そのためには、 取り組んでいる三つのプロジェクトを今年度はさら
より一層の規制緩和と海外の成長を取り込む仕掛け

に充実させ、目に見える成果を出していきます。

が必要です。さらに、持続的な成長を支えるには、

創エネや省エネによるエネルギーの地産地消を進

技術革新といったイノベーションにより付加価値の

める「埼玉エコタウンプロジェクト」では、地域住

高いモノやサービスを生み出し、新たな需要を呼び

民とともに既存住宅のスマートハウス化を集中的に

起こさなければなりません。

進めていきます。これは、地域の建設会社、工務店

このような通商産業政策は、これまで国が中心と

あるいは電気工事店の仕事になります。地域の中小

なって実行するものだと考えられてきました。しか

企業に仕事が生まれる工夫をすることで、地域産業

し、地域の実情をよく知り地域の中小企業との距離

の活性化を図ります。

が近い地方公共団体こそが、産業と雇用の創出に主

女性の社会進出を進める「埼玉版ウーマノミクス

体的に取り組むべきです。地方が知恵を絞り、互い

プロジェクト」では、女性が働きやすい職場環境を

に政策を競い合うことでわが国のポテンシャルを引

持つ企業をさらに増やし、生産年齢人口の減少を女

き出していく。すなわち「通商産業政策の地方分権化」 性の活躍によりカバーし、社会や経済の活力向上に
が必要であるというのが私の考えです。

つなげていきます。
誰もが健康で長生きできる社会を目指す「健康長

「日本再生」先導予算で経済再生

寿埼玉プロジェクト」では、国民医療費のうち約３

そこで、平成 25 年度予算は「日本再生」先導予

分の１を占める生活習慣病を減らします。社会保障

算と位置づけ、すべての分野において産業を興し雇

制度への負担を大きく減らすと同時に高齢者が社会

用を拡大できないかという視点を持って、経済の再

経済の担い手として健康で生き生きと暮らすことが

生に最優先で取り組むこととしました。

できる健康長寿社会を実現します。

例えば、今後の世界経済を牽引していくアジアの
活力を取り込むため、
「上海ビジネスサポートセン

「安心・成長・自立自尊の埼玉」の実現へ

ター」や、昨年８月にオープンしたベトナム・ハノ

私はかねてから経済の再生が最優先課題であると

イ市の「アセアンビジネスサポートデスク」におい

の観点に立ち、様々な打ち込みを実施し、目に見え

て県内企業の海外展開を支援していきます。

る形で成果を上げてきました。例えば、資本金 3,000

国内においては、新エネルギーや医療など次世代

万円以上の企業が全国で減少する中、本県はその増

産業へ進出する県内中小企業を支援するとともに、 加数が飛び抜けて多く全国１位です。このような本
さいたま市と連携して、本県が強みを持つ医療機器

県の高いポテンシャルを生かせるよう「通商産業政

分野への参入や研究開発を促進します。

策の地方分権化」を進め、県内経済の活性化を図っ

経済のグローバル化に対応するには、世界で活躍

ていきます。

できる人材の育成が不可欠です。そこで、産・官・

三大プロジェクトをはじめとして、埼玉から日本

学が連携して運営する「グローバル人材育成センター

再生のモデルを示し全国に発信していく。そういう

埼玉」を設立し、外国人留学生も対象に加え留学前

気概とスピード感を持って「安心・成長・自立自尊

から留学後の就職までをトータルにサポートしてい

の埼玉」の実現に取り組んでいきます。
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が出てくるのはこれからになるでしょう。
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知事

神 奈 川 県

20 年後も「いのち輝くマグネット神奈川」
であるために
ゆる面で、ＩＣＴを活用し
て効率性や安全性、利便性
などを実現する「スマート
神奈川」の推進に取り組み
ます。エネルギーに関わる
神奈川県知事 黒岩 祐治
ＩＣＴの活用では、例えば、
住宅において、エネルギーの最適な需給調整を図る
エネルギー管理システム、いわゆるＨＥＭＳを導入
したスマートハウスの取組みを促進します。医療に
関しては、膨大な診療情報をＩＣＴ化し、集約する
ことで医療の効率化を目指します。その一つのきっ
かけとして、
「マイカルテ構想」を推進することとし、
いのち全開宣言
まずは「いのち全開宣言」です。神奈川においては、 お薬手帳の電子化の実証実験を始めたところです。
また、税や手数料等の電子納付など、様々な行政
高齢化が全国を上回るスピードで進むことが予想さ
れています。高齢になれば病気がちになり介護が必 手続きのオンライン化により、県民の皆様の更なる
要になるのもやむをえない。私は、そういう常識を 利便性向上を図っていきます。併せて、最新のＩＣ
覆して、高齢者の方にこそ「いのち輝く」毎日を送っ Ｔを活用し、県庁の業務プロセスの抜本的な見直し
ていただきたいと思っています。そして、その目標 を行い、管理経費の大胆な削減に取り組むなど、「ス
とするのは健康寿命日本一です。2010 年の状況で、 マート県庁」を実現していきます。
神奈川県の健康寿命は、男性は 70.90 歳で全国 12 位、
潜在力全開宣言
女性は 74.36 歳で全国 13 位となっており、男女共
そして、３番目は「潜在力全開宣言」です。神奈
にあと１歳延ばすと日本一になります。ぜひこれを
川のポテンシャルを活かし、新たな活力を創造して
目指していきたいと思います。
そのために、二つの健康づくりに取り組みます。 いきます。
まずは、生命科学分野の「京浜臨海部ライフイノ
一つは「食」を通じた健康づくりです。健康食材の
普及、健康食生活の実践、未病を治す漢方の普及な ベーション国際戦略総合特区」と、生活支援ロボッ
どにより、
「医食農同源」という考え方を県民の皆様 ト関連産業の集積を図る「さがみロボット産業特区」
に具体的な形にしてお示しし、全県的な取組みにつ の取組みを加速し、わが国の成長戦略を支える成長・
先端産業のフロンティアを切り拓いていきたいと考
なげていきたいと考えています。
二つ目は「地域」からの健康づくりです。元気で えています。
また、潜在力を引き出すためには、地域が競い合
はつらつとした高齢者の方を増やすには、「地域」が
非常に重要なキーワードです。介護予防に結びつく うことも必要です。横浜、鎌倉、箱根に続く新たな
健康体操やダンス、講座などの取組みを、それぞれ 国際観光地を創出するため、企業や市町村などから
の地域で様々な形で展開し、その後押しを県と市町 その実現のための構想等を募集し、優れた企画を「新
村が連携して行っていきます。また、県の保健師を たな観光の核づくり」の構想として認定、支援する
市町村に派遣して、市町村と一体となった保健指導 事業に取り組んでいます。このような「競い合い」
の先導的モデル事業を展開し、生活習慣病の予防に の手法を取り入れた施策展開により、神奈川の魅力
つなげていきます。さらにその取組みをデータ化し、 を磨きあげていきます。
加えて、県民パワーを発揮させていく取組みも重
生活習慣病の予防効果の「見える化」を進めることで、
取組みの加速度的な普及を図っていきたいと考えて 要です。若者や高齢者、女性、県民一人ひとりの潜
在力を更に活用し、県の様々な施策推進につなげて
います。
いきたいと思っています。
電子化全開宣言
本県の財政は大変厳しい状況にありますが、３つ
２番目は「電子化全開宣言」です。最新のＩＣＴ
の活用によって、神奈川全体の電子化を進め、県民 の全開宣言に掲げた３歩先行く先進的な取組みを進
め、20 年後も「いのち輝くマグネット神奈川」であ
の暮らしの利便性を高めていきます。
具体策として、まず、エネルギーや医療などあら り続けるよう全力を尽くしてまいります。

私は、これまで「いのち輝くマグネット神奈川」
の実現を目指し、「神奈川県民総力戦」で県政に取り
組んできました。高齢社会が圧倒的な勢いで進む中、
これを乗り越え、20 年後も「いのち輝くマグネット
神奈川」であるために、今、何をすべきか中長期的
な視点で考えなければなりません。
そこで、今後の重点的な取組みを、３つの全開宣
言からなる「神奈川全開！宣言 2013」として取り
まとめ、神奈川の持てる力を生かして先進的な施策
を展開しています。
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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 25 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）
本県は、豊かな自然環境に恵まれているという特
徴を活かした「クリーンエネルギー先進県やまな
し」を目指しているところです。また、本年４月に
は、概ね 2050 年ごろまでに県内の消費電力全てを
クリーンエネルギー発電で賄うことを目標とした「や
まなしエネルギー地産地消推進戦略」を策定し、そ
の短期、中期、長期の目標や施策の方向を示したと
ころです。今後、県民一丸となって、エネルギーの
地産地消実現に強力に取り組んでいきます。
（3）
「ウェルカム、おもてなし」チャレンジ（観光政策）
世界文化遺産登録決定が期待される富士山を始め、
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。「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
山梨県知事 横内 正明
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。
また、６月１日には、東京有楽町に「やまなし暮
らし支援センター」を開設し、移住希望者の相談に
応じて求人情報と住宅などの生活情報をワンストッ
プで提供できる体制を構築するなど、定住人口の確
保に向けた取組などを進めているところです。
か
（4）「交いの国」チャレンジ（交通政策）
リニア中央新幹線は、その実現に向けて本格的な
準備が始まっているところです。本年３月には基盤
整備のあり方や県全体の活性化施策の方向性など、
リニアを活用した県土づくりの基本的指針となる「リ
ニア活用基本構想」を策定しました。
また、中部横断自動車道の増穂 IC 以南は、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、その沿線地域において、開通に伴う経
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（防災・福祉保
健政策）
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、昨年策定した「第二次やまなし防災
アクションプラン」に基づき、防災新館や消防学校
の整備、市町村の災害対応力強化への支援など、様々
な施策に重点的に取り組んで参ります。また、地域
福祉の推進や子育て支援、保健医療の充実といった
施策の実施により、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「暮らしやすさ日本一」
の山梨づくりを目指していきます。
ひら
（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。本年度からは小学校５年生と中学校２年
生にまで拡大し、明年度には、小中学校の全学年を
対象として、本県独自の少人数教育を完成させるこ
ととしております。
（7）「改革続行」チャレンジ（行財政改革）
将来にわたって持続可能で健全な財政構造を確立
し、より効率的で質の高い県民サービスを提供する
ため、県債等残高のさらなる削減、行政評価による
事務事業見直しの徹底、県出資法人の抜本的な改革
など、行財政改革を一層推進します。
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■はじめに
山梨県においては、国や静岡県とともに取り組ん
できた富士山の世界文化遺産登録について、去る４
月 30 日にユネスコの諮問機関から登録勧告が行わ
れたところであり、今月下旬開催の世界遺産委員会
における決議が心から待たれるところです。
また、１月からは「第 28 回国民文化祭・やまな
し 2013」が全国初の通年開催として開幕し、県内
全域で様々なイベントが繰り広げられており、６月
30 日に夏のステージが開幕します。富士山の世界文
化遺産登録が実現した際には、国文祭と世界遺産登
録とのコラボレーションにより、本県への誘客をさ
らに進めるなど、これを機に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
振興に努めていきます。
さらに、リニア中央新幹線や中部横断自動車道の
整備が順調に行われるなど、本県を取り巻く交通環
境は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」
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、本年度も
県政運営の基本指針「第二期チャレンジ山梨行動計
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、引き続き施策・事業に取り
組んでいきます。
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しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）
時代は大きな転換点にあります。人口減少社会の
到来や経済の成熟化が進む中で、従来の延長線上だ
けではこれからの時代を切り拓いていくことが難し
い時を迎えています。
このような時代において、長野県は、日本総合研
究所による「日本でいちばんいい県 都道府県別幸
福度ランキング」の総合ランキングで全国１位にな
るなど、客観的にも高い評価をいただいています。
こうした長野県のポテンシャルに磨きをかけ「確か
な暮らしが営まれる美しい信州」を実現するために、
平成 25 年度から 29 年度を計画期間とした「しあわ
せ信州創造プラン」を策定しました。
言うまでもなくプランは作って終わりではなく、
実現することこそが大事です。プランで掲げた「『貢
献』と『自立』の経済構造への転換」、「豊かさが実
感できる暮らしの実現」、「『人』と『知』の基盤づく
り」の３つの政策推進の基本方針や地域ブランドの
確立による「
『信州』の価値向上と発信」を、県民の
皆さまの参加を得て、協働を図りながら着実に推進
してまいります。
平成 25 年度当初予算の特色
平成 25 年度一般会計当初予算は、経済対策分と
して平成 24 年度２月補正予算に前倒した金額を含
めると前年度当初比 4.0％増の 8,749 億円となって
います。この予算では、３つの政策推進の基本方針
及び発信を具体化した部局横断的な９つのプロジェ
クトについて重点的に予算化しました。
第一に「次世代産業の創出」です。高度な技術の
集積などを基礎に、健康長寿など長野県の強みや資
源を活かし、長野県経済を担う次世代産業の創出を
目指します。このため、成長期待分野への展開支援、
戦略的企業誘致と創業促進などに取り組みます。
第二に「農山村産業クラスターの形成」です。山
岳や高原、伝統・文化など長野県の強みを活かし、
農山村に県民の暮らしを支える産業の集積を目指し
ます。このため、世界水準の山岳高原観光地づくり、
農林業の高付加価値化などに取り組みます。
第三に「環境・エネルギー自立地域の創造」です。
森や水など長野県が誇る貴重な財産を守り、活用し
て、地球環境への負荷が少なく、水資源やエネルギー
が安定的に確保される長野県を目指します。このた
め、自然エネルギーの普及、水資源の保全などに取
り組みます。
第四に「健康づくり・医療の充実」です。世界に
誇れる健康長寿先進県を将来にわたって継承し、県

民が長寿かつ健康でいきい
きと暮らせる長野県を目指
します。このため、健康づ
くり県民運動の展開、三大
死因に対する診療機能の向
長野県知事 阿部 守一
上などに取り組みます。
第五に「雇用・社会参加の促進」です。雇用環境
や社会参加の仕組みを整備することにより、県民誰
もが持てる能力を最大限に活かすことのできる社会
を目指します。このため、女性や高齢者の雇用・就
労と社会参加の促進などに取り組みます。
第六に「誇りある暮らしの実現」です。美しい景
観や自然、文化を守り、育て、活かすことにより、
誇りを持って暮らせる地域の形成を目指します。こ
のため、農山村の活性化支援、美しい景観の維持創
造などに取り組みます。
第七に「活動人口の増加」です。少子化対策の充
実と移住・交流の促進により人口減少を抑制するこ
とに加え、様々な社会活動を活発化させて活動人口
の増加を目指します。このため、結婚しやすい環境
づくり、公共的活動の支援と協働の積極的推進など
に取り組みます。
第八に「教育の再生」です。子どもたちが、学力
や体力などを身に付けるとともに、県民誰もが生涯
にわたる学びを通じて豊かな人生を送ることができ
る教育県を目指します。このため、学力・体力の向
上や多様な学習機会の提供などに取り組みます。
信州ブランドの確立
そして第九に「信州ブランドの確立」です。長野
県は、本年を「信州ブランド元年」と位置付けて、
都道府県レベルでは全国初となる県民の総力を結集
した総合的ブランド戦略「信州ブランド戦略」を策
定しました。
「信州とは何か？」をしっかりと見つめ、発信して
いくための基本姿勢である信州ブランドコンセプトに
掲げた「信州主義（Nagano Principle）
」は、信州の
日常そのものに大きな価値があり、未来のさまざまな
課題の答えが今の信州にあるという思いを込めたもの
です。今後、ロゴマークの「信州ハート」
、キャッチ
フレーズの「しあわせ
信州」も用いて、
「信州」
の価値に一層磨きをか
けるとともに統一感の
ある発信を行い、信州ブ
ランドが幅広く認知さ
れることを目指します。
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平成 25 年は、富山県が誕生してから 130 年の節
ス路線バス等実証運行、
目を迎えます。本県は、災害など幾多の困難を乗り
県立文化施設の改修など
越えて大きく発展を遂げ、今や、住みよさ、豊かさ ②陸・海・空の交通基盤の
において全国トップレベルの評価を受けるようにな
整備等
りました。また、あと２年弱で開業を迎える北陸新
・ 北陸新幹線の整備と関
幹線をはじめ、伏木富山港の日本海側の総合的拠点
連施策の促進など
富山県知事 石井 隆一
港への選定、富山空港の国際路線の充実など陸・海・
新幹線接続新駅設置への
空の交通インフラ整備が大きく前進し、東京など大
支援、並行在来線の経営安定対策、伏木富山港の
都市圏はもとより、東アジアの国々と直接結びつく
機能向上など
基盤が整いつつあります。さらに、災害に強い多軸
・ 地域活性化のための社会資本整備の推進
型の国土づくりや地域経済の発展の観点などから、
能越自動車道、国道８号入善黒部バイパス等の整
社会資本整備等による日本海国土軸の形成を進め、
備など
富山から日本を元気にしていくための富山県づくり
に果敢に挑戦していきます。
（２）総合計画の戦略的事業を重点実施
新・元気とやま創造計画の５つの重点戦略と重要
１．平成 25 年度予算の特徴
政策「人づくり」に位置付けた事業を戦略的に推進
平成 25 年度予算編成にあたっては、引き続き行 しています。
財政改革に真摯に取り組む一方で、この北陸新幹線 ① グローバル競争を勝ち抜く環日本海・アジア戦略
の開業効果を最大限に高めるための施策に最優先で
・ ナノテクものづくり、医薬工連携など
取り組むとともに、昨年４月に策定した「新・元気 ② 少子高齢化・人口減少社会における活力創造戦略
とやま創造計画」に盛り込まれた各般の施策を積極
・ 子育て支援、若者の職業的自立の促進、高齢者
的かつ戦略的に推進することとしました。また、国
や障害者、子どもなどを一体的にケアする富山
の大型補正予算を最大限に活用した過去最大規模と
型デイサービスなど
なる２月補正予算と一体として編成することとしま ③ 災害に強い『日本一の安全・安心県』戦略
した。
・ 防災・減災体制の確立、施設等の耐震化など
その結果、
平成 25 年度当初予算では前年度比 0.9％ ④ 環日本海地域の『環境・エネルギー先端県』戦略
減の 5,450 億円余となったところですが、２月補正
・ 小水力発電、リサイクルの普及、水と緑の森づ
と合わせた 14 か月予算では、前年度比 5.4％増の
くりなど
約 5,871 億円、その中でも、経済・産業振興、教育、 ⑤ いつまでも、みんな元気『健康先進県』創造戦略
医療・福祉や社会資本整備などの政策経費は前年度
・ 医師等の確保、総合的ながん対策、リハビリテー
比 13.6％増とし、厳しい財政環境の中、積極型の予
ションの充実など
算「
『新幹線開業対策』と元気とやまの創造 ～新た ★ 重要政策『人づくり』
な飛躍をめざす 14 ヶ月予算～」としたところです。
本県の発展を担う「人」の育成、成長・自立、能
力を発揮できる環境づくりなどを推進しています。
＜平成 25 年度の主な取組み＞
・ 少人数教育の推進、とやま科学オリンピック、
（１）新幹線開業を活かす元気な富山県づくり
働く女性の総合的支援、成長分野における人材
北陸新幹線の開業は、東京と富山を２時間余でつ
の育成 など
なぎ、首都圏から北陸までの提供座席数が現在の３
倍強（600 万席から 1900 万席へ）となります。富
２．行財政改革の取組み
山県が大きく発展する絶好のチャンスであり、新幹
民間有識者からなる行政改革会議の報告も踏まえ
線戦略とやま県民会議を立ち上げ、官民一体となっ ながら、職員数の適正化、給与の臨時的削減、県有
て、観光振興、産業・地域活性化、新たな企業誘致、 資産の有効活用など行財政改革に積極的に取り組ん
定住・半定住、交通基盤の整備などの施策を積極的 でいます。
に進めていくこととしています。
＜主な取組み＞
①北陸新幹線の開業対策
① 平成 16 年４月からの９年間で一般行政部門の職
・ 観光振興と誘客・交流の促進
員を 19.7%（818 人）削減。（平成 26 年４月まで
「とやま week in 東京」の開催、JR 各社と連携し
の 10 年間で 20%（832 人）削減を目標）
た旅行商品の造成・PR、定住・半定住モデル地域 ② 職員給与を９年間減額（知事 18％、副知事等
の育成など
13％、管理職３～２％、全職員地域手当３％支給
・ 産業と地域の活性化
停止）
新幹線沿線等での企業誘致強化、首都圏展示会へ
その結果、平成 16 年度に比べ一般行政部門の人
の共同出展、駅周辺活性化や大規模展示施設改築
件費を約 72 億円（23.9％）削減。
等の検討など
③ 県有未利用地の売却や県有資産の有効活用の推進
・ 二次交通の整備・充実、基盤整備等
活用例：メガソーラー事業者への貸付、自動販売
並行在来線交通 IC カードの導入、新幹線駅アクセ
機設置事業者の公募による貸付など
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今回の当初予算は、地域経済の回復の動きをしっ
かりと下支えするため、国の大型の経済対策に呼応
し、平成 25 年度当初予算と平成 24 年度補正予算を
一体的に編成するとともに、これまで削減を余儀な
くされていた公共投資について、対前年度比 40%の
大幅な伸びを確保しました。
さらに、
「北陸新幹線金沢開業に向けた首都圏戦略
の強化と受け地の魅力向上」
、
「石川県の産業におけ
る新たな成長戦略の策定」、「県民生活の安全・安心
の確保」の３つを重点課題に掲げて編成したところ
です。
以下、重点課題を中心に主な施策について紹介い
たします。
一

北陸新幹線金沢開業に向けた首都圏戦略の強化
と受け地の魅力向上
北陸新幹線の金沢開業まで、いよいよあと２年を
切り、新幹線開業効果を最大限に発揮するため、そ
の準備を加速させていくことが必要です。
そのため、今後の首都圏誘客対策の指針となる「新
幹線開業 PR 戦略実行プラン」を３月末に策定した
ところであり、
今年度をその「実行元年」と位置づけ、
首都圏からの戦略的な誘客の強化と受け地の魅力向
上に積極的に取り組んでまいります。
そして、この４月より観光交流局を「観光戦略推
進部」に格上げするなど、組織を改編することで、
これまで以上に観光施策を総合的・戦略的に推進し
ていくこととしたところです。
加えて、新幹線開業対策としては全国で初めてと
なる 120 億円の「新幹線開業 PR 推進ファンド」を
創設し、その運用益を活用した機動的な開業 PR を
実施してまいります。
また、受け地となる県内各地の魅力を向上させる
ため、北陸新幹線の玄関口となる金沢の中心に位置
する金沢城公園やその周辺の整備を進めるなど、本
県の観光資源にさらなる磨きをかけることに加え、
１度ならず２度３度と訪れていただくリピーターの
確保に向け、引き続き、県民を対象とした「おもて
なし講座」などに取り組むこととしています。
さらに、特色ある本県の農林水産物の魅力を高め
る取り組みのほか、県下全域に新幹線開業の効果を
波及させるため、３月末には能登有料道路をはじめ
とした本県の３つの有料道路を前倒して無料化した
ところです。
二 石川県の産業における新たな成長戦略の策定
本県の産業振興については、平成 17 年に策定し
た「石川県産業革新戦略」に基づき、これまで炭素
繊維や航空機など市場拡大が見込まれる分野の研究
開発支援などに取り組んできました。特に炭素繊維
では、これまで 130 億円規模の次世代ファンドによ
る研究開発支援や、いしかわ次世代産業創造支援セ
ンターの開設、そして研究者等の人材の集積を進め
てきました。まさに、「ヒト」「モノ」「カネ」の３本
の矢による次世代産業の創出に取り組んでおり、次
世代素材の一大生産・加工拠点となる礎ができたも
のと考えています。
航空機分野についても、品質保証に係る国際的な

認 証 制 度 で あ る Nadcap
( ナドキャップ ) を複数の
企業が取得するなどの成果
も出ています。
しかし、こうした本県産
業が高度化する一方、現在、 石川県知事 谷本 正憲
生産人口の減少、国内市場
の縮小、新興国の成長に伴
う国内主要メーカーの海外展開の進展など、本県産
業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうし
た変化に対応するため、今年度、石川版の成長戦略
ともいえる新たな産業振興指針の策定に着手するこ
ととしました。
また、本県の豊かな食材や伝統的工芸品などを活
用した新商品や新事業の創出を支援する「いしかわ
産業化資源活用推進ファンド」を全国最大規模の
300 億円に拡充し採択枠を大幅に拡大するほか、引
き続き、経営・資金・雇用のセーフティネットをしっ
かりと張りめぐらせてまいります。
三 県民生活の安全・安心の確保
原子力災害発生時に現場対応の拠点となるオフサ
イトセンターについては、国が改定した立地基準に
従い、本県志賀町に位置する志賀原発から５km 圏
内にある志賀オフサイトセンターを５km ～ 30km
の範囲内に移設するとともに、施設が使えなくなっ
た場合の代替オフサイトセンターの整備に着手いた
します。
また、県民の安全・安心の根幹とも言える医療提
供体制の確保・充実については、医師の確保対策や
救急医療拠点の整備をはじめとする取り組みをさら
に拡充してまいります。
このほか、本県の基幹病院である県立中央病院の
建て替えに向け、今年度、実施設計に着手したとこ
ろであり、高度専門医療や快適な療養環境を提供で
きるよう、本県独自の工夫を盛り込み、全国に誇り
うる機能的で快適な病院にしたいと考えています。
このほか、こうした３つの重点課題に加えて、一
昨年に国内初・先進国初の認定となった世界農業遺
産「能登の里山里海」については、その活用と価値
の向上に向けた保全の仕組みづくりに引き続き取り
組んでまいります。5/29 ～ 6/1 には「世界農業遺
産国際会議」が、首都以外としては初めて、能登で
開催されました。従来、学術的な色彩が強かったこ
の会議において、今回初めて、国際機関や各国政府
の関係者が集い、政治的な高い見地から世界農業遺
産について討論されました。また、記念シンポジウ
ムや現地視察などを通じて、認定効果が農業の枠に
とどまらず観光やモノづくりといった他産業にまで
広がる、「石川モデル」ともいうべき取り組みを国内
外に広く発信いたしました。
本県は、今まさに大きな転換期を迎えようとして
いるところであり、今後とも、県民のニーズをしっ
かりと捉えながら、様々な課題に戦略的に取り組み、
石川の明るい未来を切り拓いていけるよう、全力で
取り組んでまいります。
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岐 阜 県

平成 25 年度の県政運営の基本方針について
～「清流の国ぎふ」の未来づくり～
ひ ざん のう すい

第 1 の柱は
｢成長・雇用戦略｣ の展開です。
なんといっても県の成長を図るためには、人口減
少・少子高齢化が進展する中、全国・世界から県内
に消費を呼び込むことが不可欠です。そのため、岐
阜県は、日本の中央に位置し、高速道路網やリニア
中央新幹線など交通インフラの結節点にあるという
強みを生かして、産業・地域・雇用など様々な面で、
イノベーション（変革）を推進していきたいと考え
ています。
具体的には、航空機・次世代自動車分野における
技術開発と人材育成を支援するほか、地場産業の本
業以外の新分野への挑戦を、商品開発から販路開拓
まで支援していきます。
また、企業誘致については、経済変動に強い医療・
福祉機器や医薬品、食料品、新エネルギー関連産業
を重点ターゲットとして取り組んでいきます。
さらに、観光・交流産業を基幹産業に成長させる
ことを目指し、個々の観光資源をつないだ、周遊性
の高い宿泊滞在型の観光地「清流の国ぎふ観光回廊」
づくりにも新たに取り組んでいきます。
こうした産業・交流を支えるネットワーク・イン
フラの整備も重要です。東海環状自動車道西回り区
間では、平成 32 年度の全線開通に向けた工事や用
地買収などを行うほか、東海北陸自動車道の四車線
化など、幹線道路網の整備を促進していきます。

第 2 の柱は
｢確かな安全・安心の社会
づくり｣ です。
今後発生が危惧される南
海トラフ巨大地震といった
岐阜県知事 古田 肇
超広域・大規模災害への備
えとして、県防災情報通信システムや緊急輸送道路
の整備、社会インフラの耐震化・長寿命化などによ
り、より一層強靭な危機管理体制を構築していきま
す。また、放射線のモニタリング体制の強化や、安
定ヨウ素剤や防護服等の資機材の追加整備など原子
力防災対策にも引き続き取り組みます。
次に、増加する医療・介護ニーズに応え、高齢者
や障がいのある方が安心して暮らせるよう、地域医
療と福祉の充実を進めていきます。例えば、医学生
への修学資金貸付枠の拡大や、県立下呂温泉病院の
再整備、就労環境の改善による看護師確保、介護福
祉士資格を目指す学生への修学資金等の貸付などを
推進します。
第 3 の柱は
｢本格的な『清流の国ぎふ』づくり｣ です。
ぎふ清流国体及びぎふ清流大会の成果と本県の恵
まれた地域資源を生かして、県民の皆様に主体的に
地域づくりを進めていただきたいと考えています。
そこで、「清流」をキーワードに、地域の絆づくり
や特産品づくりなど、地域の主体的な取り組みを支
援する市町村補助制度を新たに設けます。
また、両大会のマスコットキャラクターであった
「ミナモ」を「清流の国ぎふ」のマスコットキャラク
ターとし、県内各地で大いに活躍してもらいます。
さらに、県民のスポーツへの関心の高まりや地域
の絆づくりなど、両大会を通じてスポーツがもたら
した成果を貴重な財産として活用していきます。例
えば、国体を契機に創設された地域スポーツクラブ
の活動や、市町村による全国レベルの競技会の誘致
などを積極的に支援し、スポーツを通じた地域振興
に取り組んでいきます。併せて、障がい者スポーツ
団体等が実施する競技会や練習活動を支援し、障が
い者スポーツの裾野を広げていきます。
一方で、「清流」の環境を守り伝える取り組みも、
さらに力強く進めていきます。そのためには、とり
わけ水源地域の保全が重要であると考えており、4
月に施行した「岐阜県水源地域保全条例」に基づき、
水源地域の適切な管理や乱開発防止対策を講じてい
きます。
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岐阜県は古くから「飛山濃水」の地と呼ばれてい
ます。飛騨の山、美濃の水という意味で、美しい山々
と、この山々に育まれた清らかな水、「清流」あふれ
る自然豊かな県です。
当県では、平成 18 年に全国植樹祭、平成 22 年に
全国豊かな海づくり大会、平成 24 年に国民体育大
会「ぎふ清流国体」及び全国障害者スポーツ大会「ぎ
ふ清流大会」を開催しました。これにより全国に「清
流の国ぎふ」を存分にアピールできたと同時に、県
民の皆様に、地域の絆やふるさとに対する誇りと愛
着が深まってきたことを実感しています。
今後はこの岐阜県の魅力でありアイデンティティ
である「清流」を前面に打ち出して、県民の皆様と
ともに「みんなが主役の『清流の国ぎふ』づくり」
を進めていきたいと考えています。そのため、平成
25 年度の予算においても、
「
『清流の国ぎふ』の未来
づくり」をテーマに掲げて、以下の 3 つの柱で政策
を推進してまいります。
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愛 知 県

日本一元気な愛知をめざして

我が国全体が経済再生に取り組んでいく中で、日
本一の産業県としては、我が国の産業経済を力強く
リードするため、本県にとって最も重要かつ喫緊の
課題である産業競争力の強化に、しっかりと取り組
んでいかなければなりません。
また、地震対策を始めとする防災・減災対策事業
も積極的に進めていく必要があります。
一方で、こうした当面の課題への対応とともに、
県としてのあるべき将来像を見据えつつ、世界と闘
える愛知の実現に向けた基盤づくりにもしっかりと
取り組む必要があります。
平成 25 年度当初予算は、こうした認識の下に、
「産
業競争力の強化」「県民のくらしの安全・安心の確保」
「愛知の飛躍に向けた新たな取組」の３つを重点施策
として取り組むこととしました。
産業競争力の強化
まず、本県における次世代の基幹産業として期待
されている航空宇宙産業については、「アジア No.1
航空宇宙産業クラスター形成特区」構想の実現に向
け、県営名古屋空港の隣接地に民間航空機の生産・
整備拠点の形成に努めるなど、航空宇宙産業の世界
三大拠点の一つとなることを目指してまいります。
産業空洞化への対応として 24 年度に創設した「産
業空洞化対策減税基金」については、法人県民税の
10％に相当する 50 億円を新規に積み立て、引き続
きこれを原資とした補助制度により、企業の立地・
再投資や研究開発を支援し、本県経済の活性化と雇
用の確保に取り組んでまいります。
また、本県の花き生産額は、50 年連続して全国一
を続けております。花き産業の振興は、本県の元気
な産業、地域づくりには、欠かせないものであるこ
とから、県内での需要拡大を目指し、「花いっぱい運
動」を展開し、
「花の王国あいち」をＰＲするととも
に、昨年度に引き続き「あいち花フェスタ」を開催
するほか、平成 27 年度には、
「全国都市緑化フェア」
を本県で開催することを目指してまいります。

あいち小児保健医療総合セ
ンターを県の虐待対応の拠
点病院として位置付け、全
国初となる「児童虐待防止
医療ネットワーク」の構築
を進めます。

愛知県知事

大村 秀章

愛知の飛躍に向けた新たな取組
愛知が今後も持続的に発展をしていくためには、
現在もっとも著しい成長を続けているアジアの活力
を取り込んでいくことが重要です。本年度はまず、
アジア諸国から技術系を中心とした留学生を受け入
れ、世界有数のモノづくり地域を支える人材を確保
するため、全国トップクラスの留学生受入事業費補
助金を創設します。
また、全国さらには世界に対して打ち出せるよう
なスポーツ大会を育成し、この取組を地域の活性化
につなげる検討にも取り組んでまいります。
さらには、民間ノウハウを様々な分野に活用する
ことは「元気な愛知」を実現するための一つの軸と
なるものです。有料道路事業へのコンセッション方
式の導入や、老朽化等により改築が必要となる県有
施設についてＰＦＩ方式の導入に向けた検討調査を
実施するなど、民間活力の積極的な導入を目指して
まいります。
その他、中長期の愛知の姿を展望し、さらなる愛
知の発展に向けた戦略や、その中での県内各地域の
方向性を示す、新しい地域づくりのビジョンを本年
度中に策定することとしております。

愛知の総合力をさらに高め、日本を牽引
日本一の産業県である愛知がフル回転して日本を
支える、そうした思いで県政運営に取り組んでおり
ますが、25 年度においても、航空宇宙産業の未来を
（※）
のように、次世代
担う実験用ジェット機「飛翔」
の愛知を支える産業が、新たな取組により今まさに
飛び立ち、日本を牽引していく成長エンジンとして
の役割をしっかり果たしていかなければならないと
考えております。
県民のくらしの安心・安全の確保
25 年度当初予算における重点施策を着実に実行す
地震防災対策については、本県の被害予測調査の
結果を基に、国の中央防災会議での対策の方向性と るとともに、時機を捉えて様々な施策・プロジェク
の整合を図りながら、地域防災計画の抜本的な見直 トを展開し、愛知の総合力をさらに高め、日本一元
しを行い、
「第３次あいち地震対策アクションプラン」 気な愛知、明るい希望が持てる活力と豊かさに満ち
あふれた愛知を実現するため、全力で取り組んでま
を１年前倒しで策定します。
また、災害発生時に医療チームの派遣・配置の調 いります。
整を行う災害医療コーディネーターや、関係医療機
関、市町村職員など関係者による訓練の実施など、 ※実験用ジェット機「飛翔」…宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）が導入した、県営名古屋空港を拠
災害医療体制の強化を図ります。
点に飛行実験を行う実験用航空機。
その他、児童虐待問題に的確に対応するため、虐
待の兆候を発見しやすい医療機関と地域の行政が連
携して、初期の段階から適切な支援を行えるよう、
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三 重 県

千客万来！安全安心！
～三重県政のさらなる飛躍をめざして～
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平成 25 年度は、
「県民力でめざす『幸福実感日本 踏 ま え、「 三 重 県 新 地 震・
一』の三重」を基本理念に掲げた「みえ県民力ビジョ 津波対策行動計画」を策定
ン」の２年目です。極めて厳しい財政状況の中にあっ し、これらを「災害に強い
ても、
「みえ県民力ビジョン・行動計画」に掲げた目 三重づくり」の共通指針と
標の実現に向けた取組を着実に推進し、県民の皆さ して取組を確実に推進しま
三重県知事 鈴木 英敬
す。
んにより一層の成果を届けていきます。
また、東日本大震災の発
特に、平成 25 年度は、20 年に一度の神宮式年遷
宮を迎えることや、地震、津波、風水害等への対応 生以降、時間の経過とともに県民の危機意識が薄れ
が喫緊の課題であること、児童虐待やいじめなどが つつあることから、防災対策を特別な活動として取
深刻化していることなどを踏まえ、次の３つの取組 り組むのではなく、日々の生活と一体的に取り組む
「防災の日常化」の定着を図るとともに、学校におけ
に注力していきます。
る「防災ノート」の活用などによる防災教育を一層
第１は、
「三重県のブランド力アップ ～三重の魅 推進します。
さらに、紀伊半島大水害により被災した施設の１
力を大きく発信～」です。
神宮式年遷宮や平成 26 年の熊野古道世界遺産登 日も早い復旧・復興に向けた取組を進めるほか、河
録 10 周年を好機として、多くの皆さんに三重の魅 川堆積土砂の撤去や河川・砂防・海岸施設の整備など、
力を知っていただくために、平成 25 年度からの３ 自然災害による被害を拡大させないための取組を進
年間、
「三重県観光キャンペーン～実はそれ、ぜん めます。
ぶ三重なんです！～」を官民一体となって展開しま
第３は、「子どもを守る ～児童虐待やいじめへの
す。スタンプラリー機能等により三重ファン・リピー
ターの獲得をめざす「みえ旅パスポート」の発給や、 対応～」です。
県内で昨年２件の児童虐待死亡事例が発生したこ
700 軒を超える「みえ旅おもてなし施設」で各種サー
ビスを提供するとともに、中部国際空港での PR 活 とから、児童虐待による死亡・重篤事例を二度と発
動ではマネキン伊賀流忍者が参上して雰囲気を盛り 生させないよう、職員の大幅な増員、組織体制の強化、
上げるなど、三重県の観光 PR、誘客活動に取り組み、 情報共有の仕組みなどの整備を行い、弁護士等専門
三重の地が「千客万来」となるよう大いに売り出し 人材を活用して各児童相談所の法的対応と介入型支
援の充実・強化を図るとともに、市町の相談体制の
ます。
また、海外からの誘客については、台湾との交流・ 一層の充実に取り組みます。
また、いじめの未然防止を図り、子どもたちが安
連携に力を入れていきます。５月に開催した「2013
日台観光サミット in 三重」などを通して、台湾の観 心して学ぶことができる環境づくりを強化するため、
光関係者に三重の魅力をアピールするとともに、台 スクールカウンセラー等の配置・派遣を拡充し、相
湾旅行会社の関係者等で構成する「三重県観光アド 談体制を充実させるとともに、学級満足度調査を活
バイザリー会議」の設置などにより、三重県への誘 用し、子どもたちの問題解決能力の育成を図ります。
さらに、体罰等の防止については、電話相談等に
客応援団となっていただき、台湾からの誘客を一層
よる実態把握と早期対応に努め、未然防止、再発防
強化していきます。
さらに、９月に東京日本橋に「首都圏営業拠点」 止に取り組みます。特に、運動部活動については、
を開設し、三重の「食」や「観光」、「歴史」、「文化」 体罰に関する実態調査の結果を踏まえ、部活動顧問
などの魅力を国内外に発信し、県内への誘客促進や 等を対象とした部活動マネジメントの専門知識とス
県産品の販路拡大につなげていきます。拠点開設に キルを身につけるための研修を実施します。
連動した情報発信として、首都圏や関西圏などにお
最後に
いて、集客力の高いショッピングセンターで「三重
平成 24 年度は、PDCA を活用したマネジメント
県フェア」を開催します。
サイクルである「みえ成果向上サイクル（スマート
「三重県職員人づくり基本方針」
第２は、
「地域を守る ～防災・減災対策の推進～」 サイクル）」を構築し、
を策定するなど、「みえ県民力ビジョン」を推進する
です。
南海トラフ巨大地震への対応など、防災・減災対 ための仕組みづくりを行いました。平成 25 年度は、
策の強化が求められているため、「三重県地域防災計 取組の成果を県民に届け、三重県政のさらなる飛躍
画（震災対策編）」を抜本的に見直すとともに、「三 をめざします。
重県緊急地震対策行動計画」に基づく取組の成果を
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福 井 県

明るく強いふるさと福井の創造
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北陸新幹線金沢－敦賀間の着工認可、中部縦貫道
勝山－大野間の開通など、長年の課題に対する昨年
度の大きな前進・成果を受けて、25 年度は、県政を
次の段階へと進める年です。また、新幹線金沢開業
や舞鶴若狭道全線開通を 26 年度に控え、観光、産
業面の対策を強化する好機でもあります。
このため、今年度当初予算は、福井県の未来を明
るく、また、産業などを中心に強い「ふるさと福井」
を創りあげるという決意を持って編成しました。
新幹線時代にふさわしいまちづくり
北陸新幹線は、建設主体である鉄道・運輸機構と
連携を密にしながら、平成 37 年度とされている敦
賀開業の前倒しに全力をあげます。
また、新幹線の延伸を見通したまちづくりを進め
る沿線市町を支援します。特に、県都福井市につい
ては、昨年度、市とともに策定した「県都デザイン
戦略」に基づき、まず、福井城の遺構であり、歴代
藩主が出入りした山里口御門の復元整備に向け、調
査・設計に着手します。
県都中心部を走る路面電車については、観光資源
としての魅力が高まるよう、ドイツの市街地を走行
していたレトロモダンな車両の導入準備を進めます。
新たな時代に飛躍する産業
新幹線や高速道路といった高速交通体系の整備を
産業活性化につなげるため、県内経済を支える製造
業や農業・水産業の裾野を広げ、また成長分野への
転換・参入を促進します。
特に、繊維や眼鏡など、福井のものづくり技術を
活かした医療産業への企業参入を促すとともに、欧
州等海外での高評価を逆輸入し知名度を向上させて
いる越前打刃物のような産地の活動を支援し、販路
を拡大します。
農業分野では、収益性を向上させ食料産業化を推
し進めるため、大規模園芸を行う農業法人の育成等
に注力するとともに、６次産業化による売れる商品
づくりを強化します。
また、LNG インフラの誘致を推進し、日本海側に
おける「エネルギーの道」形成に先導的な役割を果
たしていきます。

暮らしやすさを高める
環境・医療・福祉
「幸福度日本一」と評価
される県民生活の質の高さ
を次の世代へと継承でき
るよう、暮らしやすさをさ
福井県知事 西川 一誠
らに高める政策を実行しま
す。
自然環境の面では、９月に福井県で開催される
SATOYAMA 国際会議を機に、若者や子どもたち
の里地里山での活動を活性化。会議後には、「里山里
海湖研究所」を開設し、里地里山の保全・活用方策
の研究を進めます。また、地質学のグリニッジ天文
台と評される水月湖（三方五湖の一つ）の年縞（湖
底に形成された７万年分の堆積物の層）については、
国際会議等の場も活用し分かりやすく紹介します。
子育ての分野は、これまでに、預ける保育環境の
充実等を進め、待機児童ゼロと「日本一の子育て応
援システム」を実現してきました。今年度はこれを
進化させ、０歳から２歳までは親が子どもに寄り添
い、自ら子育てできるよう、育児休業の取得や短時
間勤務の活用を奨励、支援するプロジェクトに着手
します。
また、県民の医療・健康の面では、パソコンや携
帯端末を用いた全国初のがん検診予約システムを４
月に稼働。全市町共通の受診券の発行も拡大し、受
診率を向上させます。

未来を支える人づくり
学力・体力日本一の教育は、「福井型 18 年教育」
の充実により、幼児から高校まで質の高い一貫した
教育が行える体制・仕組みを具体化させます。
特に幼児教育については、保幼・小が相互に教育
内容を反映したカリキュラムを実行。保育士や幼稚
園教諭が小学校の指導内容を学ぶ研修会も開催し、
教育力を向上させます。
また、重点化して実行している学校の授業改善に
ついては、教え上手な教師の授業を撮影・編集し、
若手教員の研修に活用するなど、新たな手法を導入
します。
英語については、NHK と共同で作成したオリジ
ナル教材の活用など、小学校から高校まで、英語コ
地域間競争を勝ち抜く観光・ブランド戦略
ミュニケーション力の向上を重視した教育を行いま
新幹線金沢開業や舞鶴若狭道全線開通を 26 年度 す。
に控え、観光地のスケールアップと食を含めた情報
学力・体力のさらなる向上に加え、小学校からの
発信を加速、強化します。
弦楽器クラブ活動の推進など子どもたちの個性や才
年間 50 万人以上が訪れる恐竜博物館に関しては、 能を伸ばす教育も充実強化していきます。
野外博物館の整備に着手。第４次発掘調査開始、ア
ジア恐竜協会設立など学術面の充実と合わせて、恐
13 県の知事が参画する「自立と分散で日本を変え
竜ブランドを一層磨き上げます。
るふるさと知事ネットワーク」では、企業や人の地
このほか、国内唯一の戦国城下町跡・一乗谷朝倉 方分散を促す税制など、わが国の国土構造を見直す
氏遺跡、旧北國街道の重要な宿場・今庄宿、欧亜国 ための新たな仕組みを国に提案するとともに、政策
際連絡列車の発着地・敦賀金ヶ崎など、福井の豊富 情報の交換や共同研究を行っています。
な歴史資産を活かし、市町とともに観光地としての
農林漁業、中小企業はもとより、子育てや高齢者
魅力づくりを進めます。
福祉・活用、女性の活躍など、わが国の今後の成長
また、４月には銀座に都内２軒目のアンテナショッ を支える鍵は、
「地方の力」の発揮にあると考えます。
プ「食の國福井館」をオープンしており、ここを拠 地方から日本を強く明るくする決意で、政策を実行
点に福井の豊かな食の情報を発信します。
していきます。
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「住み心地日本一の滋賀」
の実現に向けて
また、事業所や公共施設
においても再生可能エネル
ギーシステムの設置を支援
するなど、二酸化炭素の排
出が少なく、地域資源を活
滋賀県知事 嘉田由紀子
用した自立・分散型の再生
可能エネルギーの導入を推進します。
			
５ 琵琶湖の再生プロジェクト
平成 24 年度に策定した「内湖再生全体ビジョン」
や「マザーレイクフォーラムびわコミ会議」等での
成果を取り入れつつ、琵琶湖と川や内湖との物理的
なつながり、人と人、人と生き物のつながりなど、個々
の地域に根差したつながりを再生することで、琵琶
湖生態系全体の再生を図ります。

１ 子育て・子育ち応援プロジェクト
緊急かつ重大な課題であるいじめ問題については、
子どもと向き合う教員の時間を確保するとともに、
子どものＳＯＳを読み取る感性や力量を高めます。
また、学校だけでなく、専門家と連携し、いじめの
早期発見・早期対応を図るとともに、地域・家庭・
学校が一体となって、いじめから子どもを守る環境
づくりを進めます。

６ 滋賀の未来成長産業プロジェクト
平成 24 年度に制定した「滋賀県中小企業の活性
化の推進に関する条例」に基づき、積極的に施策を
推進します。中小企業の海外展開に対する総合的な
支援などにより、中小企業自らの新たな取組を推進
するとともに、人材の育成や、制度融資の充実など
により、中小企業の経営基盤の強化を図ります。併
せて、商店街の空き店舗の活用や、建設産業の活性
化推進の検討など、産業分野の特性に応じた取組を
行います。

２ 働く場への橋架けプロジェクト
若者、女性、高齢者、障害のある方などが希望に
応じて多様な働く場に参加できるよう、「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」という４つの橋をかけ、安定的な働く場の
整備につなげます。特に、女性の能力の活用を図る
「女性活躍推進プロジェクト」や、就労相談や職業紹
介などをワンストップで行う「滋賀マザーズジョブ
ステーション」などを通じて、女性の就業や社会活
動の継続・復帰を応援します。
３ 地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクト
地域医療の充実のための人材育成や、地域におい
て在宅療養できるよう医療と福祉が連携した体制整
備を進めるほか、在宅医療の推進に取り組む市町を
支援します。さらに、県民の健康づくりや疾病の早
期発見・治療を支援します。

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、
近江牛や近江米・近江の茶・湖魚などの滋賀を代表
する食材について、県外や海外における販路の開拓・
拡大を進めます。
また、「ビワイチの旅」として、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を活かし、
琵琶湖を中心に県内を周遊できる「体験・体感」を
プラスした旅の創造を促進します。
さらに、「美の滋賀」づくりを推進するため、アー
ル・ブリュットの振興や、新生美術館の基本計画の
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
災害対策本部や防災情報の充実など、危機管理機
能の強化と地域防災力の向上を図るため、危機管理
センターの整備を行います。
４ 低炭素社会実現プロジェクト
また、国の新たな「原子力災害対策指針」を踏まえ、
再生可能エネルギーの導入を図るため、既築住宅
への太陽光発電システムの設置支援を行うとともに、 地域防災計画（原子力災害対策編）を見直すとともに、
家庭での低炭素化の取組を促すことにより、家庭か 正しい知識の普及を図るため、住民意識調査や原子
力防災訓練等を行います。
らの温室効果ガス排出量を削減します。
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平成 25 年度は、滋賀県基本構想の計画期間（平成
23 ～ 26 年度）の後半を迎え、所期の目標達成を見
据えた重要な年となっています。基本構想に掲げる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」を
同時に果たし、
「滋賀に住んでよかった」と言っても
らえる「住み心地日本一の滋賀」の実現を目指します。
また、東日本大震災等を契機に、これまでの災害
対策、エネルギー政策、経済システムに関する多く
の課題が見えてきました。さらに、未来を担う子ど
もを取り巻く環境も、依然として課題が山積みとなっ
ています。こうした状況を踏まえ、不安を安心に変え、
県民の誰もが希望を持つことができるよう、新たな
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。
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京 都 府

安心・安全で未来に希望が持てる京都へ
平成 25 年度当初予算は、日本経済再生を掲げた
国の経済対策を効果的に活用した平成 24 年度補正
予算との同時編成により、投資的経費について前
年比 133.0%となる事業量を確保し、切れ目のない
14 ヶ月予算で施策推進を図ることにしました。
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緊急課題に対する３つの対策
１つめは重点的防災・減災対策です。集中豪雨対
策として、昨年集中豪雨の被害を受けた府南部の河
川改修を、地震対策として、緊急輸送道路の橋りょ
うや、府立高校及び警察署等の防災拠点の耐震化を
積極的に進めるほか、ソフト面では、防災情報シス
テムの更新等により情報伝達のスピードアップを図
ります。さらに、原子力防災対策として、広域的な
避難にも対応すべく、集会所等の避難所に被ばく放
射線量の低減設備を整備します。
２つめは緊急経済対策です。中小企業への緊急経
営支援として、資金繰りなど安定的な事業継続を支
援する融資制度の創設や、経営承継のためのマッチ
ング、経営改善計画策定や資金調達などを支援しま
す。さらに、地域再生への基盤整備として、京都府
を南北に貫く京都縦貫自動車道をはじめとする道路
網の整備や、京都舞鶴港の国際物流機能強化のほか、
府民からの提案に基づき実施する府民公募型整備事
業では、通学路の交通安全対策等に加え、修景整備
も対象として大幅な拡充を図ります。
３つめは人づくりによる緊急雇用対策です。「人づ
くり」にあたっては、「京都ＪＰカレッジ（人づくり
大学）
」を創設し、人材育成から就職まで一貫支援を
行うほか、緊急雇用対策事業としても、新卒未就職
者などを対象とした雇用創出による未来の人づくり、
観光・福祉・医療など成長分野での人づくりなど、
人材育成を重点的に取り組みます。
「明日の京都」実現に向けた４つの取組み
京都府では、平成 23 年１月に府政運営の指針で
ある「明日の京都」を策定しました。府民の誰もが
幸せを実感できる「明日の京都」の実現に向け、４
つの取組みを進めます。
１．
「府民安心の再構築」
福祉の分野では、高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らせる社会を実現するため、京都式地域包括
ケアとして、３つのプロジェクトを推進します。認
知症プロジェクトでは、早期の発見・診断・治療を
実現するための初期集中支援チームの設置や認知症
疾患医療センターの拡充、リハビリプロジェクトで
は、リハビリを担う専門医を 200 人養成、看取りプ
ロジェクトでは、緩和ケアのあり方などについての
京都式看取りプログラムの策定などを行います。

医療の分野では、府内全
域において高度で質の高い
医療を安定的に提供できる
よう、医師派遣機能の強化、
地域医療人材の育成などを
京都府知事 山田 啓二
進めます。また、がん総合
対策として、市町村が行う
休日総合がん検診の取組みへの財政支援制度を創設
します。
子育て支援の分野では、子どもの発達段階に応じ
た支援を一元的に行うため、未入園児の一時保育や
ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり、児童虐待
家庭への寄り添い型の支援などに取り組みます。
教育の分野では、いじめ対策専門指導員の配置、
「い
じめ危機管理チーム」の設置を行うほか、青少年の
「立ち直り支援チーム」を府南部に加えて、府北部地
域にも設置することにより、いじめ・非行防止対策
を強化します。また、中学生の学力アップを図るため、
土曜日を活用した学力アップ集中講座の実施や学力
サポートチームの設置等の対策を行います。
２．「地域共生の実現」
地域共生の社会を実現する上で重要となる地域力
再生活動について、この６年間で３千件を超える支
援を行ってきましたが、今年度は公共的活動やソー
シャルビジネスなど活動の継続を可能とする仕組み
を構築するなど、地域共生に向けた支援を更に充実
させます。
３．「京都力の発揮」
オール京都体制で中小企業の新展開を支援するた
め、京都産業育成コンソーシアムの体制を強化し、
経営相談から研究開発まで一貫した支援を行います。
また、最大電力需要を府内に立地する電源のみで
賄うことのできる「エネルギー自給・京都」の実現
を目指し、中小企業の省エネ設備導入等の支援、民
間の未利用地及び府立施設の屋根等を活用した太陽
光発電設備の設置促進等を推進します。
この他、府北部地域において「海の京都」を統一
コンセプトに観光プロモーションを展開し、京都縦
貫自動車道の基盤整備、修景整備への支援などソフ
ト・ハードの両面において集中投資します。
４．「みやこづくり構想」
府民の皆さんが住み慣れた地域に誇りを持てるよ
う、「丹後・食の王国」や「宇治茶の郷づくり」など、
府域の北から南まで、各々の地域が「みやこ」とし
て輝くことが出来る地域の特色づくりをさらに推進
していきます。
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平成 25 年度当初予算
大阪府の財政状況は、引き続き厳しい状況にあり
ます。このため、平成 25 年度予算編成の作業は、
各部局長のマネジメントのもと、全ての事務事業の
総点検を行うとともに、厳しい「選択と集中」を行
いました。具体的には、防災・減災や府民のいのち
にかかわる分野など府の責務として最優先で着実に
対応するもの、成長産業の振興やエネルギーなど大
阪の成長に必要な施策など、大きく類型化を図り、
それぞれに対応した一般財源投入の考え方を示した
うえで、事業の精査を徹底し、財源の戦略的な配分
に努めました。
このようにして編成した平成 25 年度当初予算は、
一般会計で、24 年度当初予算に比べ 4.1％減となる
2 兆 8,948 億円となりました。当初予算は、国の緊
急経済対策を受けた 24 年度補正予算と一体的に編
成し、防災・減災、都市の安全・安心の確保や都市
機能の高度化などの取組みを進めてまいります。
知事重点事業
とりわけ、
「大阪の再生」に向けて取り組む主な施
策、また、大阪府・大阪市の連携を一層進める施策
について、知事重点事業として予算の重点配分を行
いました。
大阪の成長を着実に推進するための要は、「関西イ
ノベーション国際戦略総合特区」の最大限の活用で
す。特区に新たに進出する事業所に対し、最大で地
方税ゼロとなる取組みを始めています。今年度は、
特区における圧倒的な立地インセンティブと大阪の
都市魅力をアピールし、企業を呼び込むためのプロ
モーションに力を入れてまいります。
高齢化が進む中、医療・健康ニーズは拡大、多様
化し、成長が見込まれる分野です。大阪府・市共同
で設置した「医療戦略会議」において、既存の集積
を活かした医療、健康づくりのサービス向上と関連
産業の振興策を検討します。
産業や府民生活を支える重要な基盤であるエネル
ギーについて、大阪府としても中長期の視点でエネ

ルギー源の多様化等の取組
みを進めます。このため、
「おおさかスマートエネル
ギーセンター」を、大阪府・
市共同で設置し、家庭や民
大阪府知事 松井 一郎
間事業者の再生可能エネル
ギーの導入、省エネルギー
の取組みなどを総合的にサポートします。また、府
自らも、府有施設の屋根を太陽光発電事業者に貸与
するなど、公共施設を活用した再生可能エネルギー
の普及拡大を進めます。
都市魅力の創造については、外国人旅行者をはじ
め、多くの人々を大阪に呼びこむため、大阪府・市
が一体となって、戦略的に取り組みます。特に、今
年度新たに設置した大阪観光局では、民間の観光の
プロをトップに据え、PDCA サイクルをしっかりと
回しながら、新たな発想による事業を展開します。
教育振興については、24 年度に策定した教育振興
基本計画で示した目標や方向性に向かって、「使える
英語プロジェクト」の新展開や校長マネジメント力
の強化など、現場でしっかりと実践します。私立高
校生等への授業料支援は、自由な学校選択の機会の
保障ならびに大阪の教育力の向上のため、引き続き
実施します。また、いじめや体罰の根絶をめざした
取組みを進めます。
障がいのある方の支援にはさらに力を入れてまい
ります。特に、発達障がいは、これまで施策の谷間
となってきました。その特性に早く気づき、支援に
つなぐ、そして、引き継いでいくという観点から、
福祉や医療、教育や労働などが緊密に連携し、ライ
フステージに応じた一貫した切れ目のない支援に取
り組みます。
防災・減災については、人命を守ることを最優先
課題とし、国の経済対策を最大限活用して取り組み
ます。広域緊急交通路が地震発生時に塞がれ、避難
や救援の活動に支障が生じないよう、沿道建築物の
耐震化を進めます。
新たな大都市制度の創造
大阪にふさわしい自治の仕組みを実現するため、
平成 27 年度中に、新たな大都市制度をつくりあげる。
今年度はその正念場を迎えます。具体的な制度設計
を進めるため、新たに大阪府・市職員 100 名からな
る大阪府市大都市局を共同組織として設置しました。
その作業をもとに、法律に基づく「大阪府・大阪市
特別区設置協議会」において、具体的な協議を行い、
引き続き、大阪から地域の発意のもと、地方分権を
先導できるよう、検討を進めてまいります。
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大阪府では、
「大阪の再生」のため、将来を見据え
た「変革と挑戦」に全力で取り組んできました。財
政規律をしっかりと堅持する。行政の組織や制度、
仕組みを府民目線で点検し、改めるべきものは改め
る。そして、成長と安全・安心のよき循環の実現を
めざす。これらの取組みの上にしっかりと立ち、今
後具体的な成果につながる取組みの加速化を図って
まいります。今年度は、そのための次なる一歩を踏
み出す年です。
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奈良がもっと良くなるように

～「やまとぢから」を県勢発展の原動力として ～
知事就任以来、「地域の自立を図り、くらしやすい

らに、本県最大の所得発生

奈良を創る」を県政が目指す目標として、その実現

分野である医療・福祉の充

のため、本県の現状について指標を用いて分析し、 実により、新たな雇用を創
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課題を明らかにしながら、遅れている分野について

出します。これらの取組み

はその遅れを取り戻すよう重点的に取り組んできま

を協力に進めるため、県が

した。

率先して活動し、県勢発展の原動力となっていくべ

これまでの取組みにより、比較的短期間で成果が

奈良県知事

荒井 正吾

きと考えています。

現れたものも多くありますが、一方で、長期的視点
なお、紀伊半島大水害発生から 1 年半以上が経過

に立って腰を据えて取り組むことが必要な課題も浮
かび上がってきました。

し、道路などの復旧は概ね順調に進んでいますが、

最も大きな課題は、本県経済の構造的問題です。 依然として多くの方が仮設住宅などで生活されてい
本県の実情を端的に表す指標として、例えば県民１

ます。避難されている方々の１日も早い帰宅に最優

人あたりのＧＤＰ、すなわち県内総生産額は全国最

先で取り組むとともに、大きなダメージを受けた被

下位レベルが続いています。

災地域が、「災害に強く、希望の持てる」地域となる

振り返ってみれば、昭和 40 年から 60 年代にかけ
て、大阪のベッドタウンとして本県の人口増加率は

よう引き続き、復旧・復興に全力で取り組んでいき
ます。

全国平均を大幅に上回って推移しました。
人口急増に道路整備や病院建設が追いつかず、現

以上の考えのもと、平成 25 年度予算は、地域経

在も道路改良率は全国第 44 位、人口あたり病床数

済の活性化に資するため、引き続き企業立地の促進

も全国平均を下回っており、未だにその遅れは取り

に取り組むほか、奈良公園及び周辺の魅力向上や、

戻せてはいません。

新県立奈良病院の整備、県立医科大学の教育・研究

また、本県の自主財源の構造を見ると、個人県民
税が税収の約 4 割を占め、その人口１人あたり税収

部門の移転整備など、これまで積み重ねてきた構想
を実現実行に移す予算として編成しました。

は全国第 10 位である一方、法人関係税の人口１人

このほか、農林業の振興、健康づくりの推進、福

あたり税収は全国第 47 位、人口１人あたり地方消

祉の充実、こども・女性支援の充実、学びの支援、

費税額は全国第 46 位と、経済の実勢を反映する税

文化の振興、スポーツの振興、安全安心の確保、中

収は低迷しています。これらは、県内に企業が少なく、 南和・東部地域の振興などにも、引き続き積極的に
雇用や消費が県外に流出していることに起因します。

取り組むこととしています。

今後、本県は急速に人口減少、高齢化が進むと予

あわせて、これらの施策を支える三つの取組みと

想されています。それにあわせ、頼みの個人県民税

して、「効率的・効果的な基盤整備」「協働の推進及

の減少も避けられません。

び市町村の支援」「組織力の向上と財政の健全化」に

今こそ、県外へ流出している雇用や消費に歯止め

ついても、引き続き積極的に推進していきます。

をかけ、県内の投資、消費、雇用を活性化し、本県
経済の自立的性格を強めていく必要があります。そ

奈良には 1300 年を超える悠久の歴史の中で、伝

のため、地域の産業が生き生きとし、奈良に企業が

統文化が培ってきた叡智と活力である「やまとぢか

立地しやすくなるよう、企業支援や立地環境整備に

ら」があります。これらの施策は、「やまとぢから」

積極的に取り組むとともに、新産業の創出のための

を県勢発展の原動力としてさらに活用し「奈良がもっ

研究開発を進めます。また、本県を訪れるお客様の

とよくなるように」との思いを込めて策定したもの

県内消費を増加させるため、観光地としての魅力を

であり、全力で取り組んでまいります。

一層高め、宿泊客の増加を図る必要があります。さ
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未来に羽ばたく元気な和歌山の実現に向けて
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対象とした「わかやま塾」
を開講することとしてお
り、世界にはばたく「わか
やま人」の育成を図ります。
観光振興については、紀
和歌山県知事 仁坂 吉伸
伊半島が全国から注目され
る、今年の「伊勢神宮式年遷宮」に始まり、来年は
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録 10 周年、
「大規模災害に備えた『安全』の政策」では、県民 平成 27 年には「高野山開創 1200 年」、「紀の国わ
の尊い生命を一瞬にして奪う地震や津波などの大規 かやま国体」と、大きなイベントが続く絶好の機会
模災害は、本県にとって大きな脅威であることから、 であり、積極的かつ戦略的な観光プロモーションを
本年３月に南海トラフの巨大地震の国の新たな被害 展開し、誘客拡大に取り組みます。
とりわけ、県外から訪れる多くの方々を、県民と
想定を受け、県独自の津波浸水予測図を作成したと
ころであり、本年度は、「南海トラフの巨大地震」と ともに温かくお迎えするため、「おもてなし」の気運
「東海・東南海・南海３連動地震」の２つのケースを 醸成に力を注ぐとともに、観光関連施設や公共交通
想定した「津波から『逃げ切る！』支援対策プログ 機関などの公共施設や民間施設のトイレに温水洗浄
ラム」を策定し、必要な対策を順次実施することと 便座を設置する等の改修に重点的に取り組む ｢おも
てなしトイレ大作戦｣ を展開していきます。
しています。
農林水産業の分野では、生産者の所得向上に向け
また、海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）から
直接、津波観測情報の提供を受け、エリアメールで たオリジナル品種の育成や実用技術の開発を一層進
一斉に情報を発信する全国初の取組をはじめ、緊急 めるとともに、農林水産物の生産性向上や低コスト
輸送道路に架かる橋りょうや災害時の司令塔となる 化、さらには、国内外への販売促進と加工品開発に
公共施設の耐震化等を進めるなど地震・津波対策を よる高付加価値化に取り組みます。
社会資本整備については、「紀伊半島一周道路」の
強力に進めます。
早期実現を目指し、近畿自動車道紀勢線のミッシン
「県民の命とくらしを守る『安心』の政策」では、 グリンクの解消や京奈和自動車道など、高速道路の
県立医科大学附属病院の設備増強等による診療体制 整備を促進するとともに、府県間道路や「川筋ネッ
の充実や地域拠点病院への放射線治療機器の設置等、 トワーク道路」など、高速道路を補完する重要な道
県内どこでも質の高い医療が受けられる環境整備を 路の整備についても重点的に取り組みます。
教育の分野では、「道徳教育」、「郷土学習」、「国際
推進します。
また、がん検診の受診率向上を図るための新たな 人の育成」等からなる教育６本柱に重点的に取り組
取り組みとして、対象者全員にクーポン形式で勧奨 むとともに、いじめ問題の未然防止、早期発見、早
期対応を図るため、「学校支援サポーター」の増員な
通知を行う等、がんの対策強化を図ります。
また、子育て環境の整備を推進し、少子化対策の ど、いじめ対策の強化を行い、未来を担う子どもた
充実を行うとともに、今年度は「わかやま婚活応援 ちを育む教育の充実に努めます。
隊」を新設する等、若者の出会いの場の創出に努め、
■おわりに
全県的な結婚サポート体制づくりを推進します。さ
これらの新政策を盛り込んだ平成 25 年度当初予
らには、身体障害者手帳が交付されない軽度・中度
の難聴児の補聴器購入に対する助成制度を創設する 算は、国の経済対策への対応を含む「13 ヶ月予算」
ベースでは、一般会計で 6,057 億円（対前年度比
など福祉施策の充実を図ります。
5.4％増）と実質的に５年連続の積極予算となりまし
「成長に向けた『挑戦』の政策」では、県内企業の た。一方で新行財政改革推進プラン（改定版）の数
活力強化に向けた技術開発支援と製品の販路拡大を 値目標を堅持しており、健全な財政運営に努めてお
両輪とし、海外展示会への出展支援やグローバルな ります。
日本経済は、景気回復の兆しが見えますが、本県
人材確保のためのネットワークづくり等により、県
内企業の国内外への市場開拓を推進します。また、 においてもこの機会を逃すことなく「元気な和歌山」
今年度は、意欲ある企業経営者や幹部、後継者等を の創造のため、取り組んでまいります。
■平成 25 年度当初予算・新政策について
「元気な和歌山」の創造に向け、平成 25 年度の当
初予算・新政策は、「大規模災害に備えた『安全』の
政策」
、
「県民の命とくらしを守る『安心』の政策」、
「成長に向けた『挑戦』の政策」の三本柱で、県民の
命と暮らしを守るための政策や、本県の活力強化に
つながる政策を強力に推進します。
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兵庫から未来を拓く
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（震災の経験を生かす）
阪神・淡路大震災から 18 年が経ちました。私た
ちの経験や教訓を忘れてはなりません。そして、震
災を経験していない人が増えているだけに、しっか
りと伝え、来るべき自然災害に備えなければなりま
せん。
南海トラフ巨大地震の発生が予測されています。
100 年に１回の津波は防潮堤で防ぎ、1000 年に 1
回の巨大津波には、波の力を弱めるねばり強い防潮
堤とすばやい避難行動で被害を軽減することを基本
に、ハード・ソフト両面の備えを急ぎます。
東日本大震災被災地への支援を継続しつつ、震災
20 周年に向けて、改めて私たちの経験や教訓を「忘
れない」
「伝える」「備える」の取組を進めます。

つながり、活力の創造に活
かす必要があります。高度
な科学技術、幅広い産業な
どの兵庫のポテンシャルを
活かし、アジア等の新興地
域との経済連携をはじめ、 兵庫県知事 井戸 敏三
医療、生活環境、防災等で
貢献することで世界とつながり、共に発展する道を
めざすべきです。

（活力維持への挑戦）
兵庫の人口は、30 年後には 90 万人も減少すると
見込まれます。人口変動がもたらす構造的な課題に
も挑戦し、活力を維持しなければなりません。
一つには、高齢化への対応です。労働人口の減少
が課題とされていますが、高齢者の多くは元気で、
働く意欲にあふれています。また、新たなビジネス
にチャレンジする女性も増えています。高齢者や女
性の活躍の場を広げることは、これからの社会づく
りの推進力としても期待されます。
二つには、少子化への対応です。保育の充実、仕
事と生活のバランスの推進など、これからの兵庫を
担う子どもを、安心して産み、育てられる環境を整
える必要があります。
三つには、
地域格差への対応です。多自然地域では、
地域活力やコミュニティ機能の低下が危惧されてい
ます。人と地域の結びつきを取り戻し、多様な地域
資源を生かすことで、豊かな生活の実現と地域の自
立をめざす必要があります。
四つには、世界化への対応です。積極的に世界と

（創生と共生の舞台・兵庫の実現に向けて）
直面する課題に対応し、活力ある故郷を次代に引
き継ぐことは、今を生きる私たちの責務です。その
指針が 21 世紀兵庫長期ビジョンです。県民ととも
に目標とした「創造と共生の舞台・兵庫」の実現を
めざし、兵庫から未来を拓くため、今年度は次の６
つの柱で施策を推進します。

（ふるさと意識の確立）
人口減少社会を迎えた今だからこそ、兵庫を故郷
とする人々に、兵庫の未来を担ってもらわなければ
なりません。そのためにも、「ふるさと意識」育成の
重要性が増しています。故郷の人々との絆、懐かし
（経済の再生に向けて）
い体験は、その人の底力となるとともに、明日の兵
この間、わが国はデフレ経済に苦しんできました。 庫をつくる原動力にもなります。
経済の活力なくして豊かさは実感できません。国の
それだけに、地域や学校、社会において、故郷の
財政・金融政策を受け、景気回復の動きが広がりつ よさを学び、体験することを通して、
「ふるさと意識」
つあります。本格的な経済再生に繋げるため、本県 を育むことが大切です。
としても防災減災施設の充実、インフラの長寿命化
など、安全安心で豊かな生活を支える基盤への投資 （地方分権の確立）
により需要を喚起します。
社会が成熟する中で、画一、効率を基本とする集
併せて、兵庫の経済構造を成長を見据えたものと 中集権型の社会システムでは、多様化するニーズや
する必要があります。スーパーコンピュータ「京」 地域の課題に対応できません。
や SPring －８、SACLA など最先端の科学技術基盤
今こそ、中央集権構造を打破し、地方のことは地
を活かし、成長産業を創出するとともに、アジアの 方自らの判断と権限、財源で取り組める自立分権型
元気を兵庫に引き込む対外戦略を推進します。また、 の社会システムを構築せねばなりません。関西広域
大都市近郊の強みを生かした農林水産業の確立、商 連合とも連携し、地方分権の推進に全力で取り組み
業集積や都市のリニューアルなども必要です。
ます。

① 安全安心の促進（津波防災インフラ整備５箇年
計画の推進）
② 健康で安心な生活の実現（企業と連携した健康
づくり、認知症支援体制の充実）
③ 次代を担う人づくり（多様な体験教育、高齢者・
女性の社会参画の促進）
④ 躍進する経済社会づくり（成長産業の創出、農
水産物のブランド力向上）
⑤ 地域活力の創出（地域再生大作戦の推進、交流
基盤の充実）
⑥ 兵庫の自立（行財政改革と地方分権の推進）
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鳥 取 県

アベノミクスが展開されているとは言え、鳥取県のような地方部にはまだ十分な
効果が及んできておらず、産業 ･ 雇用の活性化や自然環境を活かした独自の対策が
急がれます。全都道府県で唯一ラスパイレス指数ベースで 99.4 と国家公務員給与
水準を下回っているにもかかわらず、地方交付税を 10 億円程度削減されるという、
地方財源全般への不安要素を感じざるを得ず、やりくりをしながら県民の期待に応
えていかなければなりません。
このような中、地方分権の現場から、地方自治の先進県づくりや「支え愛」の社
会づくりに、勇躍挑戦していくことを使命として、以下の視点で鳥取県政運営に当
たることとしました。

危機を克服 産業・雇用、防災・減災
昨年度末の補正も含めた予算運営により 896 億円
で 3,900 人分の雇用確保を図るとともに、中小の県
内製造業者が新たな製品や技術開発を行う取り組み
を強力に後押しするほか、経済団体や金融機関等と
連携した中小企業支援ネットワークの体制を強化し
ます。
原子力防災については、周辺地域でゼロからのス
タートとならざるを得ない中で、国と折衝し３年程
度での初期整備完了を目指して、情報収集・提供体
制の整備、放射線モニタリング体制や医療体制の充
実強化、避難路の安全確保など、可及的速やかに安
全体制構築を進めます。
農林水産業については、評判の高い新品種の梨
しんかんせん
「新甘泉」の生産拡大と高品質化への取り組み、鳥取
和牛オレイン 55 のさらなるブランド化、また、井
戸海水による陸上養殖など、新分野へも積極的に乗
り出し、付加価値の高い競争力ある一次産業を育成
します。
大交流時代へ
３月には念願の鳥取自動車道、更に島根県側の松
江自動車道が開通し、山陰も全国の高速道路網と結

平井 伸治

ばれた大交流時代が到来
し、GW の鳥取砂丘も昨年の２割増の人出となりま
した。この機会に山陰を周遊する旅行の促進を図る
こととし、さらに、山陰海岸世界ジオパークをアピー
ルする山陰海岸国立公園指定 50 周年記念行事を行
うほか、「国際まんが博・乙」の実施をはじめ「まん
が王国」を国内外にアピールするとともに、鳥取県
のコンテンツ産業を積極的に県外に売り込むための
支援策を講じます。
境港の日本海側重要港湾としての拠点性を高める
ため、コンテナターミナルの効率化など境港の機能
強化を進めるとともに、外国人誘客を強化するため、
香港等からの国際航空チャーター便の誘致を行いま
す。また、県内企業の東南アジア進出の動きを支援
し観光情報等を効果的に発信するため、新たな鳥取
県の海外拠点をタイのバンコクに設置します。
住まいや“いいまち”とっとり
いわゆる限界集落の活性化に資するため、市町村
と連携して、移住・定住者に対する１千万円規模の
プレミアム支援を創設するとともに、県外のＩＴ企
業等が県内の空き店舗等をオフィス化する際に支援
し、さらにアーティストリゾート推進拠点整備にも
取り組みます。
「子育て王国」推進のため、３歳児保育士加配等の
独自事業に乗り出すとともに、障がい者が農業等に
従事する農福・水福連携強化や、障がい者芸術文化
活動支援、手話言語条例（仮称）案検討に取りかか
ることとしました。また、全国に先駆けて県教育委
員会と締結した「教育に関する協約」に基づき、「い
じめ・不登校総合対策センター」の設置や鳥取県学
力向上推進本部の設置など、教育改革を積極的に進
めます。
一歩先の県政推進
２月県議会で、都道府県初の常設型住民投票制度
導入を実現した、鳥取県民参画基本条例制定を契機
として、官民協働で地域課題の解決を図るアドボケ
イトプランニング制度を導入するなど、県民とのパー
トナーシップに基づく地方自治のモデルづくりを目
指します。
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とっとりグリーンウェイブ
全国植樹祭、全国都市緑化とっとりフェア、「エコ
ツーリズム国際大会 2013in 鳥取」など、緑がテー
マの大型行事を挙行し、県民の意識改革を図るとと
もに、鳥取県の雄大な自然と緑の豊かさを国内外へ
訴え、誘客等につなげていくこととしています。
米子市崎津地区に当面は日本最大規模で開業する
42.9 ＭＷのメガソーラー発電所の建設を推進し、次
世代エネルギーパークとして環境教育等の拠点とす
るほか、サイクリングロード整備などスポーツツー
リズムやウォーキングリゾートなど、鳥取県の豊か
な自然を体感しながら楽しむ新たなスタイルの観光
を推進します。
また、震災被災地の樹木の種子を鳥取県内で苗に
育てて東北に里帰りさせる「とうほくとっとり・森
の里親プロジェクト」を展開するほか、小水力発電
及び木質バイオマス発電導入を強力に支援します。

鳥取県知事
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岡 山 県

「生き活き岡山」の実現を目指して
現在、我が国では、
「失われた 20 年」とも呼ばれ

のさらなる向上を実現する

への対応など、これまでにない挑戦が必要とされて

また、「県民が実感でき

る低成長時代からの脱却や、人口減少・超高齢社会
います。

る安全・安心の創造」では、

策運営のもと、既存の枠組みにとらわれない施策を

め、たばこ・クイットライ

岡山県におきましても、一層効率的で効果的な政
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ための施策を推進します。

積極果敢に推進し、「生き活き岡山」の実現を目指し
て取り組んでまいります。

【平成 25 年度当初予算の重点施策】

平成 25 年度当初予算では、これまでの行財政改

革の成果を維持するとともに、不断の改革に取り組

み、持続可能な財政運営を行う一方で、本県が直面
している課題に対応するため、事業の選択と集中の
徹底を図ることを基本方針とし、「本県の限りない発
展に向けた礎の構築」「全ての県民が誇りを持ち、明

るい笑顔で暮らす岡山の実現」「ムダのない行政運営

と住民と手を取りあった地域づくり」の３つの視点

に立ち、重点的に取り組む分野として「教育県岡山

健康寿命の長期化を図るた

岡山県知事

伊原木隆太

ンの設置など健康づくりに資する事業を実施する「健

康寿命延伸プロジェクト事業」や公共交通の空白地
域において交通手段の確保に向けた取り組みをモデ
ル的に支援する「中山間地域交通手段検討モデル事

業」などの施策を、また、「元気な岡山の情報発信」
では、美作国建国 1300 年記念事業への支援などを
通じた岡山への愛着と誇りの醸成、首都圏における

ＰＲ拠点の整備などの施策を、さらに「長期的視点

に立った効率的行財政運営や県民との協働の推進」
では、「新しい公共」の担い手との協働による取り組
みの支援などの施策を推進します。

これらの施策を、市町村との適切な役割分担や連

の復活」
「岡山の強みを生かした産業の振興・雇用創

携強化を図りつつ推進し、特に、
「教育県岡山の復活」

岡山の情報発信」「長期的視点に立った効率的行政運

け早期に目に見える成果が出せるよう、全力をつく

出」
「県民が実感できる安全・安心の創造」「元気な 「産業の振興・雇用創出」につきましては、できるだ
営や県民との協働の推進」の５分野を設定いたしま
した。

まず、
「教育県岡山の復活」では、不登校や問題

してまいります。

【第３次夢づくりプランの改訂など】

さらに、本年度は、県の最上位計画である「第３

行動などの改善に向けて、スクールソーシャルワー

次おかやま夢づくりプラン」について、内容の一層

べての小中高等学校での非行防止教室の開催などに

進の羅針盤としてお示ししたいと考えています。

カー、暴力行為対策アドバイザーの増員や、県内す
よる規範意識の醸成と道徳教育などの充実、さらに

の重点化を図るなどの見直しを行い、新たな県政推
また、依然として厳しい財政状況の中で、このプ

学力向上に向けて基礎学力の定着や補充学習の拡大

ランを実現するためには、引き続きこれまでの改革

に取り組むための施策を推進します。

モノ（資産）、カネ（財政）といった限られた資源を

など、県民力を結集して、オール岡山で教育の再生
次に、
「岡山の強みを生かした産業の振興・雇用創

出」では、企業誘致に際し、県北県営団地への立地
に対する補助率を市町村と連携して上乗せするとと
もに、新たに食料品製造業を大規模工場等立地促進

補助金の特定業種に位置付けるといった制度の拡充

策や、東アジアを主なターゲットに、外国人観光客

の取り組みの成果を維持するとともに、ヒト（人材）、
最大限に有効活用し、より効率的かつ効果的な行財
政経営を行う必要があり、今後の行財政経営のよる

べき指針「岡山県行財政経営指針（仮称）」の策定を
進めています。

【「生き活き岡山」の実現に向けて】

これらの施策を通して実現したい岡山の姿は、元

の誘致および県産農産物の販路拡大のため、トップ

気で遊ぶ子ども、失敗を恐れず挑戦する若者、安心

ア総合プロモーション」、県内中小企業の航空機産業

すお年寄りが県内に満ちあふれている姿です。すな

セールスによるＰＲや航空路線開拓を行う「東アジ
への参入に向け、チタン合金などの加工技術の高度

化を支援することなどにより企業の競争力強化を図

る「航空機関連産業技術力強化事業」など、産業の
振興を通じて県民一人当たりの所得と有効求人倍率

して子どもを産み育てる家族、そして健やかに暮ら
わち、すべての県民がどこに住んでいても明るい笑

顔で元気に暮らす「生き活き岡山」であり、私は、
この「生き活き岡山」の実現を目指して、全力でま
い進してまいります。
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島 根 県

県経済の活性化と県民生活の安定に向けて
少子高齢化の進展や人口減少、とりわけ近年の厳
しい経済状況の中、我が県の最重要課題は、県経済
の活性化と県民生活の安定です。
島根県では、産業振興とそれによる雇用創出など
に、引き続き重点的に取り組んでいきます。

安全・安心な暮らしの確保
県民生活安定のためには、安全・安心な暮らしの
確保も大事な課題になります。

約 60 年ぶりの遷宮が執り行われている出雲大社
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医療の分野では、若手医
師のキャリア形成などを支
援する「しまね地域医療支
援センター」の体制を一層
強化し、医師の県内定着を
島根県知事 溝口善兵衛
進めるほか、他県とのドク
産業と観光の振興、雇用の確保・創出
ターヘリ運航の広域連携を
「ものづくり産業」は、国内市場の縮小や国際競争 進めます。がんの予防や治療、患者家族への支援など、
の激化などから大変厳しい状況にあります。このた がん対策も推進します。
め、国内成長分野への参入に向け、生産力や受注力
少子化対策及び福祉の分野では、少子化の要因で
を強化するための設備投資へ助成を行います。また、 ある未婚・晩婚化に対応するため、いわゆる「婚活」
県内企業と共同して新技術や新製品の開発を目指す の支援を行うほか、福祉・介護人材の需要見通しを
「先端技術イノベーションプロジェクト」に取り組み 作成するなど、人材確保に取り組みます。
ます。
中山間地域対策については、「しまねの郷づくりカ
県産品の販路拡大については、引き続き、商談会 ルテ」を活用し、コミュニティバスの運行など具体
の出展支援や島根フェアの開催などを行います。企 的な支援を始めています。定住対策については、介
業誘致については、島根の立地条件の良さなどを積 護など人材が不足している分野でのＵＩターン、県
極的にアピールし、立地の推進を図ります。
内の市街地への定住などに対する支援を進めます。
貿易振興については、県西部浜田港とウラジオス
防災の分野については、島根原発に万が一の事態
トクとの間で定期航路となったＲＯＲＯ船を活用し が生じた場合に備え、昨年秋、「広域避難計画」を一
たロシア貿易の拡大や、ポートセールス体制の強化 定の形にまとめ、さらに実効性を高めるための作業
を図ります。
を行っています。また、「津波避難計画」の作成、建
中小企業対策については、中小企業金融円滑化法 物の耐震化の推進、防災研修会の開催などにより、
の期限切れの対応として、既存の融資をより長期に 自然災害対策にも引き続き取り組みます。
借り換える資金の創設など、制度融資の拡充を行っ
ています。引き続き、企業の経営改善や事業再生を
住みやすく活力ある島根を目指して
迅速に進めるため、商工団体が企業に専門家を派遣
最近、古代出雲の世界がテレビや雑誌の特集など
する事業の拡充などを図ります。
で数多く取り上げられ、島根に対する関心が全国的
観光振興については、昨年の「神話博しまね」に に広がっているように思われます。
いにしえ
続き、本年５月には、出雲大社で「平成の大遷宮」
こうした追い風を受け、古から受け継いできた文
が執り行われ、地元でも様々な奉祝行事が行われて 化・伝統、豊かな自然、そして真面目で勤勉な県民
います。古代出雲歴史博物館での「出雲大社展」の 性など、島根の資源を大いに活用し、県民の皆さん
開催、神話ゆかりの県と連携した「古代歴史文化賞」 とともに「住みやすく活力ある島根」を築いていく
の創設などを通して、島根の豊かな歴史・文化の魅 ため、全力を挙げて取り組んでいきます。
力を全国に発信します。
一方、農林水産業の分野では、近年、年間 200 名
を超える方々が新規に就業されています。兼業就農
を推進する「半農半Ｘ」や技術習得への支援など、
一層の担い手確保対策を進めます。林業では、県産
木材や石州瓦を使用した住宅の新築等に対する助成
をはじめ、公共施設などの木造化・木質化の促進に
より県産木材の需要拡大を図ります。水産業では、
経営安定化や流通体制の強化、資源の維持・回復に
向けた取り組みを進めます。
また、社会インフラ整備についても、道路・河川
の整備や維持補修、農林水産業の基盤整備、公共施
設の耐震改修・防災設備の整備、県立学校の大規模
改修など、県経済の活性化や県民生活の安定化につ
ながるよう、着実に推進します。
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広 島 県

新たな成長の軌道に向かって「進化」する
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１ 平成 25 年度県政運営の基本方針
～１次産業から３次産業まで幅広くイノベーション
を起こす～
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つの政策分野を相互に関連するシス
テムとして捉え、好循環の形成を図るため、１年目
を「仕込みと基盤づくり」、２年目を「実行」、３年
目を「加速」の年と位置付け、ステップを踏みなが
ら様々な取組を行って参りました。
今後、更に、県民の皆様によりよい変化を実感し
ていただくためには、これまで進んできた方向で、
更なる高みに、一段上がっていくことが求められて
いるものと考えています。
このため、今年度を「進化」の年と位置付け、１
次産業から３次産業まで、幅広く「イノベーション
を起こす」ため、施策の更なる重点化を行って参り
ます。

ベーションの原動力となる
高度で多彩な産業人材の育
成や、多様な人材の交流・
集積を図るとともに、海外
展開に不可欠なグローバル
広島県知事 湯崎 英彦
人材の育成・確保に取り組
んで参ります。また、将来の広島県を支える若者の
定着を図るため、若者の転入を増加させる対策や転
出に歯止めをかける対策などに取り組んで参ります。
３点目の視点は、「ファミリー・フレンドリー」な
魅力創造です。多様な人材の集積と定着を図るため
には、その家族が揃って移り住みたい、家族で住み
続けたいと思える地域的な魅力を高めることが重要
です。そのため、女性が安心して働き、子どもを生み・
育てられるよう、保育や職場環境の整備、安心して
医療サービスなどを受けられる体制の整備に取り組
んで参ります。また、都市圏と自然環境が近接して
いる本県の強みを活かし、魅力ある地域環境の創出
に取り組んで参ります。
４点目の視点は、「社会で活躍する人材の教育」で
２ 平成 25 年度の主な施策
す。小・中・高等学校教育の段階では、児童・生徒の「知・
～イノベーション創出に向けた４つの視点～
徳・体」の育成を通じた社会人基礎力の定着を図る
イノベーションを起こしていくためには、創業や新 対策に取り組むとともに、大学段階では、グローバ
たな事業展開に挑戦する人や企業を応援する仕組みを ル化に対応し、マネジメント力を身に付けた人材を
整えること、これに加え、多様な人材を惹きつけ、様々 育成するため、県内の複数大学等による教育プログ
なつながりを生む環境を創造することが不可欠です。 ラムの開発・実施を支援し、県内大学の人材育成機
こうした観点で、イノベーションと密接に関わり 能の強化に取り組んで参ります。
重要な要素となる「ダイナミックな事業環境」、イノ
あわせて、広島の強みや基盤を活かした政策の継
ベーションの原動力となる「多様な人材の集積」、イ 続という観点から、「ひろしまブランド」、「瀬戸内ブ
ノベーションを担う人材の家族が安心して暮らし、 ランド」の浸透、「国際平和拠点ひろしま構想」の推
楽しめる環境としての「ファミリー・フレンドリー」、 進や、東日本大震災により顕在化した課題への対応
将来の活躍が期待される若者に焦点を当てた「社会 力の強化などの施策につきましても、戦略的に推進
で活躍する人材の教育」の、４つの視点に沿って施 して参ります。
策を重点的に推進して参ります。
～おわりに～
～施策展開～
今後とも、「ひろしま未来チャレンジビジョン」で
まず、１点目の視点は、「ダイナミックな事業環 目指す姿の実現に向け、成果重視の施策マネジメン
境」の創出です。意欲のある人材や企業の底力を後 トや事業の執行段階におけるモニタリングを一層徹
押しし、多様な創業や事業展開を加速させるととも 底するとともに、「県民起点」「現場主義」「予算主義
に、イノベーション創出の好循環を創っていくクラ から成果主義へ」からなる『３つの視座』や『広島
スター形成や、アジアを中心としたグローバルネッ 県職員の行動理念』の浸透を図り、実践することで、
トワークの強化などに取り組みます。また、農林水 スピード感と挑戦心を持って、県民の皆様と一緒に、
産業について、経営力の高い担い手の育成など、地 「将来にわたって、広島に生まれ、育ち、住み、働い
域を支える主要な産業として自立できる体制づくり て良かった」と心から思える広島県の実現に、全力
への取組を強化して参ります。
で取り組んで参りたいと考えております。
２点目の視点は、「多様な人材の集積」です。イノ
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山 口 県

「輝く、夢あふれる山口県」
の実現に向けて

【産業力・観光力の増強】
こうして、いよいよ緒に就いた新たな県づくりで
ありますが、私は、まずは、産業力の強化なくして
明日の地域の活力は生まれないとの信念の下、「産業
力・観光力の増強」を最優先かつ真正面の課題に掲げ、
産業再生の取組を通じて、地域経済の活性化や雇用
の場の創出、県税収入の増加という好循環を生み出
し、さらなる県民福祉の増進につなげてまいりたい
と考えております。
このため、全国的にも優れた瀬戸内の産業集積を
生かし、より強い産業を創っていくことを目指して、
港湾や道路網等の産業基盤の整備を強力に推進する
とともに、成長が期待される次世代産業の育成等に
取り組むこととしています。そして、この取組を梃
子に、農林水産業の再生や観光力の強化など、第一
次産業から第三次産業まで、バランスのとれた産業
力の増強に取り組んでまいります。
具体的には、
「瀬戸内の産業力」の再生・強化に向
け、山陰道をはじめとする物流基盤の強化を図る幹
線道路網の整備を進めるとともに、企業ニーズに対
応するため、本県港湾が持つ「底力」を生かした国
際拠点港湾等の計画的整備の促進に向けた取組を進
めてまいります。
また、平成 27 年春、全国に先駆けた「液化水素
ステーション」の設置に向けて、液化水素関連技術
の調査や液化水素エネルギー利用製品の試作開発へ
の支援など、県内企業の新事業展開を促進するとと

もに、総額 10 億円の投資
ファンドの創設や中小企業
制度融資における融資枠
50 億円の資金の創設など
により、技術力のある中小
山口県知事 山本繁太郎
企業や農商工連携等に取り
組む企業の資金需要への対応や、県内産業の再生・
強化や観光力の向上につながる設備投資等の促進を
図ることといたします。
農林水産業の再生・強化の面では、味や品質に優
れる「やまぐちブランド」の育成や地産・地消の取
組強化等を柱とした「味な都・やまぐち」を推進し、
県産農林水産物の需要拡大や生産拡大の取組、担い
手育成の取組に対して支援を行ってまいります。
また、観光力の向上では、「年間宿泊観光客 400
万人」の実現に向け、バーチャルカンパニー「（株）
おいでませ山口県」を観光戦略の核とし、国内外へ
の効果的な観光情報発信を展開するとともに、外国
人宿泊観光客の倍増を目指し、東アジア地域からの
継続的な誘客につながる訪日旅行商品の造成を支援
してまいります。
【県と市町協働のモデルコミュニティづくり】
一方で、県民の皆様のくらしの満足度を向上させ
ていくためには、住民の福祉や地域づくりなど生活
に密着したものは市町で責任を持って取り組んでい
ただくことを前提に、県政は広域的な観点からバッ
クアップするという県と市町の役割分担が極めて重
要と考えています。
そうした観点を踏まえて私が具体的に取り組みた
いと思っておりますのは、県内の都市の中心部に、
少子高齢化時代に相応しい、子育て世代と高齢者が
安心して居住できるモデル的なコミュニティ、いわ
ゆる「歩いて暮らせるまち」を市町と協力して構築
していくということです。
県内には、街の中心部に区画整理済みの土地が多
くありますが、そうした土地が有効に利用されてい
ないという課題を有しているところもありますこと
から、新しいニーズにあった土地利用転換を市町と
一体となって進めていくことにより、県民の皆様が
「ここ山口に生まれ、育ち、働き、住んで本当に良かっ
た」と実感していただける県づくりを進めたいと考
えています。
本県には、解決すべき課題も多くありますが、私
は、どこまでも「全ては県民のために」の理念の下、
県庁組織が高い「志」で県政運営に取り組めるよう、
自ら先頭に立って邁進してまいる所存です。
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【新たな県づくりの本格始動】
私は、昨年８月に知事に就任いたしましたので、
実質的に平成 25 年度が私にとりまして新たな県づ
くりの本格始動の年となります。
このため、その本格始動の要諦をなす平成 25 年
度当初予算は、県民の皆様の御期待にしっかりと応
えるべく、私の目指す「輝く、夢あふれる山口県」
の実現に向け、選択と集中の視点に立って編成した
ところであります。
（平成 25 年度当初予算）
具体的には、私が県づくりの基本的な方向として
県民の皆様にお示しした「産業力・観光力の増強」、
「人財力の育成」、「安心・安全力の確保」、「県民くら
し満足度向上」
、そして「山口県民力に相応しい行政
システムづくり」の「５つの全力」の確実な具現化
に向け、私の県政にかける思いを込めた「５つの全
力元年予算」として位置づけ、優先順位を明確にし
た上で予算の重点配分を行い、実効性ある予算とし
ました。
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香 川 県

暮らしの安心、明日の成長をめざして
～「元気」「安心」「夢と希望」～
チトップをめざす企業など
を認定し、集中的に支援す
ることで地域企業の競争力
を強化します。また、「夢
の糖」といわれる希少糖に
香川県知事 浜田 恵造
ついて、希少糖クラスター
を形成するとともに、「香川の希少糖」ブランドを確
立し、本県の希少糖産業を、「希少糖といえば香川、
香川といえば希少糖」と呼ばれる一大産業へ成長さ
せることをめざし、研究開発・生産・販売を総合的
に支援します。また、省エネルギー型製品の開発や
■安心できる香川づくり
南海トラフ巨大地震をはじめとした地震に備え、 オリーブ商品の競争力強化を支援します。
雇用対策では、「香川県就職サポートセンター」に
個人住宅の耐震化を一層促進するため、耐震診断や
耐震改修への補助制度を拡充します。新たに、私立 おいて、人材採用コーディネーターが、職業相談員
学校施設の耐震化への助成制度を設け、児童生徒の と連携して新規学卒者や即戦力となる人材と県内企
安全安心の確保に努めます。さらに、大規模ため池 業とのマッチングを進めます。
そのほか、県オリジナル品種を中心とした県産果
の耐震診断を進めるとともに、個人所有などの小規
模ため池の防災対策に取り組む市町を支援し、地震 実「さぬき讃フルーツ」の定着や県産品のブランド化、
オリーブの生産拡大、新たに開設された高松－台北
などによるため池の決壊などに備えます。
交通事故を防ぐため、県民の皆様に参加してもら 線をはじめとする国際航空路線の利用促進や新規路
う交通マナーアップコンテストを行います。また、 線の誘致も進めます。
事故の多い交差点を改善するため、カラー舗装や分
■夢と希望あふれる香川づくり
かりやすい路面表示、道路標識・標示の高輝度化を
教育力向上のため、小学校１～３年生に導入して
進めるとともに、取り締まり用資機材を整備し、交
いる 35 人以下学級を、新たに４年生にも拡大します。
通指導取り締まりを強化します。
がん検診の受診率を上げるため、新たに小規模事 また、熟練教員の指導力を若い教員へ継承するため、
業所を対象とした大腸がん検診やがん予防の健康教 指導教諭を小学校で増員するとともに、新たに中学
育を行います。糖尿病受療率の上位脱出に向けて、 校にも配置します。さらに、児童生徒の問題行動に
子どもの生活習慣病予防健診に助成するとともに、 対しては、スクールサポートチームを派遣し、暴力
その結果を踏まえた保健指導のための研修や保護者 行為の未然防止や早期解決を図ります。
「瀬戸内国際芸術祭 2013」の開催にあわせた「丹
などに対する啓発活動を行います。
医師の地域偏在を解消するため、県外医療機関に 下健三 伝統と創造～瀬戸内から世界へ～」展など
勤務する医師が本県の島しょ部にＵＪＩターンする を開催し、文化芸術に親しむ機会の充実を図ります。
「うどん県。それだけじゃない香川県」プロジェク
際の経費を支援します。建設中の新しい県立中央病
院は、最新の高度医療を提供できるよう、平成 26 トでは、一層話題となるようなインパクトのある映
像を制作し、パブリシティ効果を高め、うどんだけ
年春の開院に向けて、着実に整備を進めます。
「瀬
そのほか、水資源の安定確保や、市町が５歳児健 ではない香川の魅力を全国に発信します。そして、
診を行うための環境整備の支援、県有施設の屋根を 戸内国際芸術祭 2013」の開催とともに、県内各地
民間事業者に貸し付けることによる太陽光発電の導 のアートや食などの魅力を生かして広く周遊してい
ただけるイベントを開催し、芸術祭との相乗効果を
入を推進します。
図ります。
■元気の出る香川づくり
県民の皆様が、真に元気で安心できる、そして、
県産業の強みや特性を生かし、持続的に成長して
いくための基本方針となる「香川県産業成長戦略」 夢と希望を抱ける郷土香川の実現へ確かな歩みを始
に基づき、第二創業や事業多角化をめざす企業やニッ める年にするべく、全力で取り組んでまいります。

香川県では、
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、後世に誇れる豊かな地域
社会の実現に向けて、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 15 の重点施
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、4,274 億 4,600
万円となり、ほぼ前年度と同規模となりました。
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徳 島 県

課題解決先進県・徳島
～新しい時代を切り拓く徳島からの処方箋～

経済・雇用対策の推進
県民・国民の皆様は、国政や世の中の「動き」を
感じ取り、日本全体を覆っている閉塞感を今こそ打
破してほしいと期待を高めておられるところ、まず
は、
「徳島」が国内経済を先導していく、そういった
攻めの姿勢が何より重要であります。
まず、金融円滑化法期限切れへの対策として、経営
改善に取組む中小企業に対し、専門家を派遣して「経
営改善計画」の策定を支援するとともに、
「融資枠を
過去最大にまで拡大」するなど、頑張る企業の皆様を
支援するための「金融対策」を充実強化しました。
次に、成長産業として、ＬＥＤ製品の性能をワン
ストップで評価できる「全国屈指の性能評価体制」
を整備することや、県下全市町村に整備されている
全国有数のブロードバンド環境を最大限に活用した
サテライトオフィスの全県展開を図るなど、徳島の
強みを活かした「成長産業の更なる集積、強化」を
積極的に推進しています。
また、農林水産物の輸出促進策としては、海外で
の現地商談会やとくしまブランド海外協力店におけ
るＰＲを実施するなど、
「もうかる農林水産業づくり」
の実現に向けた取組みを進めています。
安全・安心対策の推進
平成 24 年 11 月議会において「震災に強い社会づ
くり条例」が成立し、平成 25 年は「条例元年」と
位置付け、急がれる総合的な震災対策をさらに加速
します。
元年に相応しい予算として、「防災・減災対策」の
推進に係る予算は、震災前（平成 22 年度）の約２
倍となる大幅な伸びを実現しています。
また、
条例とあわせて設置した「震災対策基金」に、
新たに 10 億円を積み立て、基金総額は 30 億円とな

りました。
この積立原資は、宝くじ
収益金であり、県民の皆様
が夢を求めて買った宝くじ
が、残念ながらはずれた場
徳島県知事 飯泉 嘉門
合でも、その資金の一部が
基金に積み立てられ、「南
海トラフ巨大地震」対策に役立てられることになり
ます。
宝の島・とくしまの実現
平成 25 年度は「果敢にチャレンジ」することを
目標に掲げており、
「未来」を見て進んでいくには、
「夢
や希望」が必要であります。
その夢を単なる「夢」で終わらせず、「徳島で実現
していく」そういった施策として、県産品の海外販
路開拓の強化や、体験型観光、教育旅行、アニメな
ど徳島の強みを活かした観光誘客を展開していきま
す。
また、
「本四高速道路への全国共通料金制度の導入」
を千載一遇のチャンスとして捉え、県南部地域にお
いては、「四国の右下・右上がり」をキャッチフレー
ズとした地域振興やにぎわいづくり、県西部地域に
おいては、新観光圏制度に基づく「にし阿波～剣山・
吉野川観光圏」の認定を契機に、日本の顔となる「ブ
ランド観光地域」を目指すなど、地域の特性を活か
した施策を積極展開していきます。
時代の潮流に的確に対応するための体制整備
農林水産業をはじめ、諸分野に様々な影響を及ぼ
しかねないＴＰＰ交渉への参加表明を受け、ピンチ
をチャンスに変えるべく農林水産物の輸出促進や六
次産業化の推進など、万全の体制で対応するため、
「Ｔ
ＰＰ・農業版ＢＣＰ・グローバル戦略」を担当する「政
策監補」を新設しました。
「切迫する南海トラフ巨大地震」「ＴＰＰ交渉参加」
「本四高速全国共通料金化」への対応など、平成 25
年度は、「徳島の命運を決する」極めて重要な年であ
ります。「いけるよ！徳島」を合言葉に、創造性を豊
かに処方箋を描き、それを実行する「創造的実行力」
を持って、全力で取り組んで参ります。
全国知事会
平成 25 年 1 月 23 日に開催された全国知事会にお
いて、副会長に選任されました。地方６団体、とり
わけ全国知事会には、分権型社会の進展と共に、さ
らなる政策発信力の強化が必要であります。
今後は、新たな全国知事会において、徳島をはじ
め地方から日本を再生させるという気概を持ち、「副
会長」という重責を果たすべく、全身全霊を傾注し
て参ります。
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平成 25 年度当初予算編成におきましては、６年
ぶりの地方交付税の減額をはじめ、本県財政を取り
巻く環境は極めて厳しい状況にありますが、県民生
活や企業活動を「何としても守る」との強い決意で、
国の大型補正予算に呼応した平成 24 年度補正予算
と合わせ、切れ目のない「14 か月予算」として編成
したところです。
その結果、対前年度当初予算比 7.7％増の大幅な
伸びとなる積極型予算とし、
・頑張る企業への支援や徳島の強みを活かした経済
成長を目指す「経済・雇用対策の推進」
・大規模災害を迎え撃つ防災・減災対策や地域医療
の再生を加速する「安全・安心対策の推進」
・夢や希望の実現を徳島で目指す「宝の島・とくし
まの実現」
の 3 つの柱で施策を構築し、平成 22 年度から４年
連続となる増額予算を編成しました。
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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

平成 25 年度当初予算では、知事就任３年目を、
助走・離陸に続く「上昇」の年と位置付け、公約の
実現に向けて、特に実需の創出による地域経済の活
性化に注力するとともに、南海トラフ地震の発生に
備えた防災・減災対策の推進に引き続き最優先で取
り組むことといたしました。
我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

25

○県民の安全・安心確保のための重点対策
１．防災・減災対策の推進
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支援、河川堤防等の防災
施設の緊急整備、地震津波対策の策定等に取り組み
ます。
２．県立学校校舎等の耐震化の大幅促進
平成 29 年度までの完了を目指し、改築・耐震補
強工事を大幅に促進します。
３．災害対応力の強化
防災活動等の強化、地震被害想定の調査、緊急支援
体制の充実、災害活動用資機材の整備、原発関連施設
等の整備、県庁施設等の耐震化等に取り組みます。
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
組織力の底上げを図るほか、地域との連携による学
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
等支援
東日本大震災被災地の高校生等の本県への修学旅
行に対する支援を継続するほか、災害ボランティア
の派遣等に引き続き取り組みます。
○「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」を目指して
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、東アジア地域との経済・
観光交流の拡大や県産品の販路開拓、市町と連携した
企業誘致活動の積極的な展開等に取り組みます。
産業を担う人づくりとして、小中高校生の実技・
職場体験等を通じた地域産業への理解促進とものづ
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け
た取組み支援、新たな愛媛ブランド牛開発の着実な推
進、媛っこ地鶏の雛供給体制の強化等を図ります。
愛媛ブランドの確立として、首都圏等における観
光・物産等の PR や県産農林水産物の知名度向上と
販路開拓等に取り組みます。
観光立県えひめの推進として、えひめファンづく
りの推進、しまなみ海道でのサイクリング大会のプ
レイベント開催と沿線地域の観光施設整備支援等に
取り組みます。

国際観光・交流の推進と
して、台湾松山空港チャー
ター便の運航実現とサイク
リング観光資源の海外への
情報発信、松山空港国際線
愛媛県知事 中村 時広
の利用促進等に取り組みま
す。
交通ネットワークの整備として、大洲・八幡浜自
動車道の建設促進、上島町の岩城橋の整備、広域航
路の優位性の PR や利用促進等に取り組みます。
２．やすらぎの愛顔あふれる愛媛づくり
参画と協働による地域社会づくりとして、市町等
と連携した広域的集落対策、市町等が行う特色ある
地域づくりへの支援強化等に取り組みます。
支え合う福祉社会づくりとして、市町が行う地域
包括ケアシステムの構築支援、各種イベント等にお
ける健康づくりの普及啓発等に取り組みます。
医療体制の充実として、がん対策の強化、認知症
医療の推進、若手医師や医学生のキャリア形成支援、
医師不足病院への支援等を進めます。
安心で魅力あるまちづくりとして、山鳥坂ダム建
設事業と鹿野川ダム改造事業の促進、JR 松山駅付近
連続立体交差事業の整備促進等に取り組みます。
３．輝く愛顔あふれる愛媛づくり
子育て支援の充実として、地域で子育て支援活動
を行う人材の育成、高齢者の豊富な経験等を活かし
た子育て支援策の普及・定着を図ります。
教育の充実や文化の振興として、地域の活性化や
世代間の交流活動等の推進、いじめ問題への対応強
化等に取り組みます。
スポーツ立県えひめの推進として、えひめ国体に
おける競技施設の整備、広報活動の展開や県民運動
の推進、競技力向上対策の強化等を進めます。
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、温室効果ガ
ス排出削減につながる県民のライフスタイルの転換
促進等に取り組みます。
自然と共生する社会の実現として、生物多様性の
理解促進、環境配慮型トイレ整備の着手、石鎚山系
におけるエコツーリズムの旅行商品化等に取り組み
ます。
再生可能エネルギーの利用促進として、市町と連
携した住宅用太陽光発電システムの一層の普及促進、
小水力発電の導入等に取り組みます。
５．「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携
市町への相談・サポート体制の強化、行政改革の
先進事例の波及促進、新たな施策の創造に向けた県・
市町の連携を一層推進します。
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高 知 県

課題解決先進県に向けた
「さらなる飛躍への挑戦」
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また、高知ファンから移
住へと関心を持ってもらえ
るよう、移住希望者のニー
ズが高い仕事、住む場所、
趣味の３つの情報を組み合
高知県知事 尾﨑 正直
わせて検索できる本県オリ
ジナルの「幸せ移住パッケージシステム」の作成を
進めており、今後、市町村と連携して地域の仕事や
役割を掘り起こすことにより情報の充実を図るとと
もに、届けたいターゲットとなる方々に積極的なア
ピールも行ってまいります。
■南海トラフ巨大地震対策の抜本強化・加速化
さらに、移住に関心を持っていただいた方々には
昨年 3 月 31 日以降、国から南海トラフ巨大地震
に関する新想定が順次発表されました。県内には津 移住を決断していただけるよう、県の移住・交流コ
波高が 30 ｍを超える地点があるなど、全国で最も ンシェルジュや市町村の専門相談員の充実を図ると
厳しい推計結果が示されましたが、県ではより詳細 ともに、新たに「地域移住サポーター」の普及や官
な震度分布や津波浸水予測、被害想定を取りまとめ、 民協働の移住推進協議会を立ち上げるなど、サポー
最大クラスの地震・津波に対しても県民の生命を守 ト態勢を強化してまいります。
れるよう全力を挙げて取り組んでおります。
■産業をつくり生活を守る中山間対策
まずは津波から命を守るため、県内各地域の津波
本県独自の中山間対策として、集落の維持・活性
避難計画の見直し作業などを早急に進めるとともに、
避難が困難な地域における津波避難タワーの整備や 化の拠点となる「集落活動センター」の設置を進め
抜本的な対策となる高台移転の検討も進めています。 てきました。昨年度は６箇所が開設し、特産品の販
また、発災後の県民生活をしっかりと支援できる 路拡大や地域の見守り活動、ガソリンスタンドの運
よう、応急対策の最前線の拠点となる総合防災拠点 営など、地域の実情に応じた様々な形で大きな役
を今後３年間で県内８箇所に整備するほか、被災情 割を果たしており、現在の９箇所を含め 10 年間で
報の収集や中山間地域の孤立地区への支援及び速や 130 箇所の地域での立ち上げを目指しています。
また、中山間地域で産業をつくり、多くの雇用を
かな救命救急活動が実施できるよう、市町村が行う
生み出していくために、地域に潜在している資源を
ヘリコプター離着陸場の整備を支援していきます。
さらに、本県のすべての子どもたちが自分を守り、 掘り起こしビジネスへと育成する取組を積極的に行
地域社会における役割を考え、行動する力を身につ うほか、廃校等の遊休施設を活用したシェアオフィ
けることができるよう、防災教育の取組も徹底して スの整備などを進めています。
生活を守るうえで大きな課題となる移動手段の確
いきます。
あわせて、より一層実効性のある対策を進めてい 保対策については、地域での取組の参考となる手引
くために、県、市町村、事業所をはじめ県民それぞ きの作成や研修会の開催、またデマンドバスや乗合
れの立場で実施すべき具体的な取り組みをまとめた タクシーなどへの支援に加え、本年度から過疎地有
トータルプランとなる「第２期高知県南海地震対策 償運送等にも支援を行うこととしました。
行動計画」を策定し、全庁が一丸となって着実に実
■地域が主体となった観光振興の展開
行することとしています。
５月には、高知県庁や本県の観光地を舞台とした
映画「県庁おもてなし課」が全国公開され、県内外
■移住促進による地域と経済の活性化
本年度は、県経済の活性化を図る高知県産業振興 から大きな反響がありました。
また７月からは県西南地域の観光キャンペーン
計画において「移住促進」を新たな柱に位置付け、
関連施策を大幅に拡充するとともに、平成 27 年度 「楽しまんと！はた博」、10 月には「ねんりんピック
の年間の移住者数を 500 組以上とする目標を掲げま よさこい高知 2013」といったビッグイベントが開
催されますので、２年目を迎える観光キャンペーン
した。
今後、多くの方に高知のファンになっていただけ 「リョーマの休日」を展開する中で「龍馬パスポート」
るよう、県産品・観光・移住の各分野において統一 などをフル活用しながら、地域と連携した誘客活動
感のあるプロモーションの実施や、各種メディアを にも積極的に取り組んでまいります。
活用した情報発信を強化することとしています。
■はじめに
高知県は、全国に先行した人口減少や高齢化、縮
小を続ける地域経済、南海トラフ巨大地震への備え
など困難な課題に直面しています。
こうした課題にひるむことなく立ち向かい、時代
を生き抜く処方箋を全国に先駆けて示すことのでき
る課題解決先進県となるため、市町村との連携や官
民協働の取組を深化させ、県民の皆様とともにさら
なる飛躍に向けた挑戦を続けてまいります。
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福 岡 県

「県民幸福度日本一」を目指して
～平成 25 年度福岡県の基本方針と重点施策～

知事に就任してから２年が経過しました。これま
で可能な限り現地に赴く現場主義を信条として、全
力で取り組んできました。
福岡県では昨年夏の豪雨で、尊い命が失われ、県
内各地で、甚大な被害が発生しました。被災現場を
訪れて被災地の皆さんと話をするなかで、改めて使
命の重さを痛感したところです。１日も早く被災地
の皆さんが元の生活に戻れるよう、全力で取り組む
とともに、県民の皆さん一人ひとりの生活の「安定」
「安全」
「安心」を向上させるため、これまで以上に
力を尽くしていきます。
県政運営に対する基本的考え方
福岡県では、県政推進の指針となる「福岡県総合
計画」に基づき、「県民幸福度日本一」の福岡県を目
指し、その基本となる県民生活の「安定」「安全」「安
心」の向上を図るため、様々な施策を着実に進めて
います。
施策の実効性を高めていくために、総合計画にお
ける 121 の数値目標の進捗状況や、毎年実施してい
る県民意識調査の結果を今後の施策に反映させ、県
民の皆さんの幸福度や満足度が向上する好循環をつ
くっていきます。

応じたきめ細かな就職マッ
チング支援を強化して、安
定した生活を送ることがで
きる社会を目指します。
福岡県知事 小川 洋
安全・安心で、災害に強い
福岡県づくり
安全安心は県民生活の基本です。昨年夏の豪雨災
害や東日本大震災を踏まえ、ハード・ソフト両面か
ら災害対策を強化します。ハード面では学校などの
耐震化、老朽化した公共土木施設の長寿命化を進め
ます。ソフト面では、防災危機管理専門監の新設や、
地域の自主防災組織の育成・強化を行います。また、
市町村による要援護者避難対策を支援します。
喫緊の課題である治安の向上対策として、警察官
の大幅増員や改正暴力団対策法による取締りの強化
など、暴力団対策を加速させていきます。また、飲
酒運転撲滅を目指し、取締りや広報啓発を強化する
とともに、アルコール依存症対策にも取り組みます。

誰もがいきいきと活躍できる社会の実現
福岡県では、皆がはつらつと生活し、お互い支え
合い扶け合う、「誰もがいきいきと活躍できる社会の
実現」を目指し、生活者の視点を一層重視した取り
組みを進めます。
平成 25 年度予算の概要
全国に先駆けて進めている「70 歳現役社会づくり」
平成 25 年度予算は、総額１兆 6,317 億円という
過去最大規模の予算を組み、緊急経済対策としての や、高齢者が子育ての現場で活躍する「ふくおか子
平成 24 年度補正予算と一体となった 14 か月予算と 育てマイスター」の取り組みをさらに充実させ、高
齢者の生きがい・やりがいにつなげていきます。
して全力で取り組むこととしました。
また、障害者の皆さんが安心し自立して暮らせる
一方で、引き続き歳入・歳出など行財政改革にも
地域社会の実現に向け、就職拡大を支援するととも
取り組み、メリハリをつけた予算配分としました。
に、障害者がつくる「まごころ製品」の売上拡大を
支援し、障害者の収入向上を図ります。
景気・経済・雇用対策
さらに、女性が就業しやすい環境を整備するため、
まずは経済をしっかりと回復軌道に乗せ、雇用を
保育所の積極的整備や、保育士有資格者の再就職支
確保していきます。
アジアから世界に展開する産業拠点の構築を目指 援などを行い、今年度中の待機児童解消を目指しま
す「グリーンアジア国際戦略総合特区」の推進や、 す。
経済的に厳しい家庭環境における「貧困の連鎖」
雇用の８割を担い、地域経済を支える県内中小企業
を断ち切るため、就学前児童の基本的な生活習慣の
の総合的支援を行います。
また、福岡県の強みを活かした成長産業として、 習得や、家庭の状況に応じた生活・学習習慣の定着
自動車や水素エネルギー、次世代有機ＥＬなどの産 を支援し、子どもの学力向上につなげていきます。
業育成・集積を図るとともに、ILC（国際リニアコ
「県民幸福度日本一」の福岡県
ライダー）計画の九州での実現を目指します。
これらの施策に重点的に取り組み、福岡県が持つ
足腰の強い農林水産業をつ
強みを最大限に発揮させ、まず福岡県を元気にし、
く る た め、 経 営 の 安 定 化 や、
様々な試練に直面する日本の国力維持・増進の一翼
「はかた地どり」などのブラン
を担いたいと考えています。
ド化事業を進めます。
そして、県民一人ひとりが幸福を実感でき、自信
こうした取り組みによって、
と誇りを持てる、「県民幸福度日本一」の福岡県を目
雇用の場の確保に努めていくと
指します。
同時に、求職者の年齢や状況に
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佐 賀 県

未来を「拓く。」 ～

■サガハイマットの誕生
～世界をリードする最先端がん治療施設～
今や日本人の２人に１人は、がんにかかる時代を
迎えています。そしてがんで亡くなられる方は、３
人に１人。もちろん死亡原因の第一位です。身近な
病気だからこそ、身近なところで治せるようにした
い。そんな思いを込めた九州初の重粒子線がん治療
施設「九州国際重粒子線がん治療センター（愛称：
サガハイマット）」が、今年５月、九州新幹線新鳥栖
駅の目の前に誕生しました。
重粒子線がん治療は、体を切らずにすみ、痛みを
伴わず、がんをピンポイントで集中的に破壊するた
め、副作用が少なく、高齢者など体力に不安のある
方や、手術が難しいがん、従来の放射線が効きにく
いがんの患者さんにも治療の可能性が広がります。
また、がんを破壊する力が強いため、治療期間が短く、
通院で治療できるため、家庭や職場を長く離れずに
すみます。
世界をリードする最先端のがん治療施設の誕生は、
九州のみならず広く国内のがん患者さんの福音にな
ると信じています。
■「総合計画 2011」の取組を加速
「新しき世に佐賀あり。」を基本理念とした「総合
計画 2011」の計画期間も後半となりました。
今年度は、ゴールを目指し、“進”重点項目をはじ
めとした「総合計画 2011」の取組をさらに加速さ
せたいと考えており、各分野において、新しい時代
をリードする佐賀県を目指して取り組んでいきます。
「安全・安心」の分野では、地震や津波、原子力災
害など大規模災害等に対する防災・減災対策を推進
していきます。

「環境・エネルギー」の
分野では、太陽光発電や水
力、海洋エネルギーなど再
生可能エネルギーの普及促
進を図っていきます。
佐賀県知事 古川 康
「 く ら し 」 の 分 野 で は、
５月に移転・開設した「佐
賀県医療センター好生館」が県内の医療の拠点とな
る病院として、これまで以上に質の高い医療を提供
していくよう努めていきます。
「産業・雇用」の分野では、消費者から選ばれる農
水産物づくりや、農業経営の多角化への支援、環境
保全型・省資源型農業の展開、企業ニーズに応じた
新たな物件の確保など企業誘致の推進、中小企業の
新規事業展開に向けた企業連携強化、若年者の正社
員化の推進など県内産業を支える人材の育成・確保、
並びに有明海沿岸道路、西九州自動車道など県内の
広域交通ネットワークの整備を推進していきます。
「 情 報 発 信 」 の 分 野 で は、 県 産 品 の 新 ブ ラ ン ド
「Premier-S（プルミエ）」等を活用して首都圏市場
の開拓や情報の発信を行うとともに、東京エリアに
おける佐賀県全体の認知度やイメージを向上させて
いきます。
「国際化」の分野では、中国や韓国をはじめとした
アジア諸国との交流促進や、県内企業の国際取引の
支援、有明佐賀空港における国際路線の定着と誘客
対策を進めていきます。
「文化・スポーツ」の分野では、文化の面において
は、優れた演奏会や展覧会等の誘致、県立博物館等
で新たな分野で企画展を開催することとしています。
また、スポーツの面においては、日本のトップレベ
ルで世界を目指す本県スポーツ選手を新たに支援す
るとともに、様々な国際・全国レベルのスポーツ大
会や合宿などを積極的に県内へ誘致したり、受け入
れのコーディネートを行うスポーツコミッション事
業をスタートさせました。
「人材育成」の分野では、ＩＬＣ（国際リニアコラ
イダー）計画の日本での実現に向け、基礎科学やＩ
ＬＣ計画の意義について理解促進を図ること、先進
的なＩＣＴ（情報通信技術）利活用教育を推進する
こと、北部九州４県で共同開催する平成 25 年度全
国高等学校総合体育大会の円滑な開催に取り組んで
いきます。
今年は、長年取り組んできた「佐賀県医療センター
好生館」や「サガハイマット（九州国際重粒子線が
ん治療センター）」が開設し、諫早湾干拓潮受け堤防
排水門の開門も予定されています。このように様々
な「拓く。」機会を新しい地域の発展につなげていき
たいと考えています。
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■一層の地方分権改革の推進！
遠くない将来から今を振り返ったときに、平成 25
年度は、地方自治の歴史の転換期になるかもしれま
せん。安倍内閣の下、地方分権改革推進本部と地方
分権改革有識者会議が設置されました。一方、与野
党では道州制の議論が再浮上しています。
地方分権改革は、国と地方の双方の政府を機能強
化して、国民の負託に応えることができる統治機構
をつくることです。当事者として、地方自治、地域
の未来を「拓く」、その責任が私たちには課せられて
います。全国知事会が目指す「地方自立自治体」の
確立に向けて全力で取り組んでいきます。
今、私たちには、現場が抱えている課題に正面か
ら取り組み、解決する力が求められています。義務
付け・枠付けの見直し、国から地方への権限移譲を
求めるだけでなく、条例制定権を活かした施策の展
開や、特区制度を活用するなど、「地域の個性」を発
揮していきます。
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長 崎 県

県民所得の向上で長崎県の未来へ前進

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

25

本県では、依然として厳しい雇用・所得環境が続
いていることから、新年度予算では、まず、地域経
済を下支えする公共事業などにしっかりと取り組ん
でいくことが必要との認識に立って、国と同様に、
いわゆる「15 ヶ月予算」の考え方で、平成 24 年度
から 25 年度にかけて、切れ目のない経済対策を実
行することといたしました。
また、平成 25 年度は、５年間を実施期間とする
「長崎県総合計画」の３年目に当たる折り返し地点で
あり、県民の皆様に具体的な成果をお示しできるよ
うこれまでの各種施策をさらに前進、発展させると
ともに、県民所得の低迷などの長年にわたる県政の
課題に対しても、「先ずは挑戦してみよう」「職員と
ともに課題を正面に据えて一歩を踏み出してみよう」
との思いで予算を編成しております。

より、県外や海外からの受
注拡大を促進し、その効果
が中小企業へも着実に波及
するような製造業振興の新
たな事業に力を注いでまい
長崎県知事 中村 法道
ります。また、新たな大規
模工業団地の整備促進、収益性の高い農林水産業の
育成、環境エネルギー分野における新産業の創出な
どに関して、より幅広い視点に立って、これまでに
ない施策を講じてまいります。
特に、本県の基幹産業である造船業については、
先般、海洋・環境産業拠点特区の指定を受けました
ので、これを機に、海洋探査船や省エネ船といった
付加価値の高い船舶の建造促進に取り組んでいくこ
ととしております。
一方、アジアとの交流については、本県独自の歴
１ 人が輝く長崎県
史的・地理的な優位性をしっかりと生かしつつ、成
県政運営の基軸に据えた「人を大切にする県政」 長著しいアジアの活力を取り込み、本県の活性化へ
の推進のため、これまで以上に、医療、福祉、介護、 つなげるため、県ソウル事務所を 10 年ぶりに復活
子育て、教育などの各分野においてきめ細かな支援 するなど、「アジア・国際戦略」を積極的に展開し、
を講じるほか、本県の将来を担う人材の育成にも努 東南アジア諸国に対しても、実利の創出に向けた取
めてまいります。
組を広げてまいります。
具体的には、本年 10 月から障害者の医療費助成
制度の対象を拡充するほか、病院の建設や救命救急
３ 地域が輝く長崎県
センターの整備などにより、地域完結型の医療体制
地域活力の低下が課題とされる中、特に、離島地
の整備を進めることとしております。また、仕事を 域については、人口減少や雇用の場の不足など、現
持つ女性が安心して働けるよう子育ての環境に応じ 状に対する危機感を強くしていることから、農水産
たきめ細かな支援を行うとともに、タンデムマス法 物などの戦略産品の海上輸送コストに対する支援を
を用いた先天性代謝異常検査の実施、軽度・中等度 行うほか、しまのＰＲと島外からの誘客や消費の呼
難聴児の補聴器購入支援、フッ化物洗口によるむし び込みを図るため、本年４月から発行しているしま
歯予防対策などに取り組みます。
共通の地域通貨「しまとく通貨」を支援するなど、
一方、国際化が急速に進展する中、将来を見据え、 豊かな地域資源を生かした「しまは日本の宝」戦略
国際社会で活躍できる人材を育成するため、小中高 を着実に推進してまいります。
校を通じた英語教育の強化を図るとともに、ＩＣＴ
また、「地域発の地域づくり」を目指し、国の「地
機器の活用を促進するなど、教育内容の充実に力を 域おこし協力隊」の制度を活用した地域の魅力向上
注いでまいります。
や起業、定住化の促進を図るとともに、ＮＰＯなど
からの事業提案により地域課題の解決に協働で取り
２ 産業が輝く長崎県
組むほか、県民の安全で快適な住環境整備を促進す
長年にわたり低迷している一人当たり県民所得の るため、新たな住宅リフォームへの支援制度を創設
向上対策については、改善に向けた道筋を少しでも し、将来を見据えた住宅の性能向上にも取り組んで
明らかにしなければならないとの考えから、今回、 まいります。
はじめて具体的な数値目標を示した上で、新たな政
策群を構築いたしました。
本年度も、「人が輝く、産業が輝く、地域が輝く長
具体的には、製造業における地場企業全体の底上 崎県づくり」の実現に向けて、一つでも多くの具体
げが必要であることから、機械・電子分野などの中 的な成果を県民の皆様にお返しできるよう、全職員
堅企業の製品開発力や市場開拓力を支援することに と一丸となって、全力を尽くしてまいります。
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大 分 県

明日へのロードマップ～おおいたの挑戦～
大分県は、長期総合計画「安心・活力・発展プラ
ン 2005」をもとに、
「県民が主役」
「県民の多様な
価値観の尊重」
「県民の発想と活動の支援」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、プランに掲げる

豪雨災害の復旧・復興
昨年、県内を襲った豪雨災害からの一日も早い復

旧・復興に向け、避難生活を余儀なくされている方々
に対して応急仮設住宅の設置や住宅再建支援金の交
付により、生活再建を支援します。また、被災され
た農業従事者や中小企業者の金利負担軽減などの金
融対策を継続し、経営の安定化や早期復興を後押し
します。
被害を受けた道路・河川・橋梁・砂防施設について、
梅雨時期までにおおむね７割を復旧し、農地につい
ては市町と連携し被災面積の約８割で作付けができ
るように取り組みます。

取り組みます。特別支援学
大分県知事 広瀬 勝貞
校生徒の一般就労を促進す
るため、地域とのネットワークづくりや就職未内定

者のトライアル雇用などを拡充します。
美しく快適な大分県づくりのため、県民総参加で
取り組んでいる「ごみゼロおおいた作戦」が 10 周
年を迎えることを記念し、県内各地でごみ拾い活動
をしながらリレーする「ごみゼロキャラバン」を実
施します。

農林水産業では、将来にわたって持続可能な農林
水産業を構築するための構造改革をさらに加速させ
ます。戦略品目の産地規模拡大による産出額の増加

を後押しし、新規就農者の受入れ・育成体制に取り
組む生産者組織を支援します。
商工業の活力創造として、中小企業への支援を強
化するとともに、多様で厚みのある産業構造の構築
や優秀な人材の育成など、効果的な産業振興策を推
進します。「再生可能エネルギー供給量・自給率 日
本一」という特色と強みを生かし、温泉熱発電の導
景気・雇用対策
社会福祉施設や学校等の防災減災対策とともに、 入等を促進するファンドへの出資を行います。優秀
道路・トンネルなどの社会インフラの老朽化対策を な人材を確保するため、中小企業の採用力向上と、
推進します。また、産業構造の改革に向け、高速道 即戦力となる人材のＵＪＩターンの促進を目的とし
路等の公共事業を前倒しして実施します。東九州自 た「おおいた産業人財センター」を設置します。
観光誘客施策として、県外に向けた集中的な広報
動車道、中九州横断道路、中津日田道路といった戦
略的道路の整備を進めるとともに、いよいよ着工し により大分県をＰＲする「メディアおおいたウィー
ク」を展開します。「日本一のおんせん県おおいた」
た県立美術館の整備をしっかりと行っていきます。
新たな雇用を創出するため、創業間もない地場中 を旗印にしたキャンペーンを展開するほか、ＪＲと
小企業の事業拡大や地域雇用の受け皿づくり等の取 連携した観光商品の企画を支援します。
組を支援します。

安心・活力・発展プランの目標達成に向けた取組の加速
「安心・安全の大分県」に向けて、防災力・防災機
能の強化に取り組みます。また、社会福祉施設等と
地域が一体となった避難訓練の実施や、自助・共助
による備蓄体制を強化します。
本県は少子高齢化が進んでおり、安心・安全を共
有できるような社会づくりを進めていくことが求め
られています。
「子育て満足度日本一の大分県」の実
現をめざし、待機児童の解消を図るため私立保育所
の増改築を支援するとともに、認定こども園の運営

（まとめ）

本県では、「大分県行財政高度化指針」に基づく行
政の「質」の向上と「行革実践力」の着実な向上により、
持続可能な行財政基盤を構築し、プランに掲げた施
策の実現に取り組んでまいります。
先が見えず厳しい時代だからこそ、時流の変化を
的確に捉えながら、プランにおいて目標とする「互
いに助け合い支え合う安心・安全の大分県」「いきい
きと暮らし働くこと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」を県民と
ともに築いていきます。
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政策の実現をさらに加速するため、喫緊の課題に積
極的に取り組みつつ、「安心・活力・発展」のそれぞ
れの分野で新たな施策を打ち出しました。

費助成を拡充します。高齢
者が住み慣れた地域で安心
して生活できるよう、地域
包括ケアシステムの構築に

25
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熊 本 県

「幸せを実感できるくまもと」
の実現に向けた新４カ年戦略の加速化
知事として２期目の２年目となる平成 25 年度は、
県の取組みの基本方針である「幸せ実感くまもと４
カ年戦略（以下、新４カ年戦略という。）」の実現に
向け、大事な年になると考えています。これまでの
取組みの成果や課題を踏まえ、新４カ年戦略を加速
化する施策を積極的に展開していきます。併せて、
昨年７月 12 日の熊本広域大水害（九州北部豪雨災害）
からのできる限り早期の復興にも積極的に取り組ん
でいきます。
以下、新４カ年戦略の「活力を創る」「アジアとつ
ながる」
「安心を実現する」
「百年の礎を築く」とい
う４つの取組みの方向性に沿って、本年度の主な取
組みをご紹介します。
１．
「活力を創る」
第一に「活力を創る」では、中小企業に対する金
融支援と経営支援を一体とする支援制度を創設する
とともに、企業立地の助成制度を拡充し、企業誘致
に集中的に取り組んでいくこととしています。
また、
「食」関連産業を振興し、県南地域の活性化
を図る「くまもと県南フードバレー構想」を推進す
るとともに、農林水産物をはじめとした、くまもと
のブランド力を強化するため、トマトやすいか、あ
か牛や真鯛などを「くまもとの赤」のブランドとし
て全国に発信します。さらに、農業振興による経済
的な豊かさに加えて、新たに、
「景観の美しさ」や「文
化・コミュニティの再生」といった観点での農山漁
村の活性化に取り組んでいきます。
加えて、新エネルギーの発電事業に県民が参画す
る「県民発電所」の事業可能性調査を行うなど、新
エネルギーの導入を加速化します。

高齢者の居場所と出番を提
供するための取組みを進め
るとともに、訪問看護サー
ビスを県内全域で利用でき
るよう、体制の整備を促進
熊本県知事 蒲島 郁夫
します。
また、認知症高齢者を地域で支えるため、専門医
療機関とかかりつけ医との連携を強化し、３層構造
の「新たな熊本モデル」構築に向けて取り組むとと
もに、この熊本モデルをアジア各国に向けて発信す
る取組みにも着手します。
さらに、災害に負けない熊本として、昨年 12 月
に取りまとめた熊本広域大水害の検証結果を踏まえ、
自助・共助・公助の３つの観点で、地域防災力を高
める取組みを推進します。
４．「百年の礎を築く」
最後に、「百年の礎を築く」では、先人達によって
守られてきた、「加藤・細川」をはじめとする本県の
優れた歴史や伝統工芸、伝統食などの文化を磨き上
げ、次世代へ継承するとともに、県内外に情報を発
信していきます。併せて、熊本近代文学館を「熊本
歴史・文学館（仮称）」として拡充するための基本計
画を策定します。
また、夢を持ち海外へ挑戦する若者を支援し、グ
ローバルな人材を育成するため、民間とともに創設
した世界チャレンジ支援基金を活用して、世界への
飛躍を志す芸術家や学生などの海外進出を支援しま
す。

現在、国では、大胆な金融政策、機動的な財政政策、
民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」で、「強
２．
「アジアとつながる」
い経済」を取り戻し、「強い日本」を創る取組みを進
第二の「アジアとつながる」では、成長する中国 めています。地方においても、国とともにそれぞれ
などアジアとのつながりを更に強化しながら、県内 の力を尽くし、相乗効果を発揮しながら取り組んで
企業の海外事業展開への支援や観光誘客の促進、国 いくことが重要です。
際航空路線誘致・拡充等により、本県産業のマーケッ
そのような状況の中、私は、今こそ、現場を熟知
トの拡大に取り組みます。
する地方が国をリードし、地方から「イノベーショ
具体的には、韓国・中国に続きシンガポールにも ンを起こす」という気概を持ちながら、果敢に挑戦
アジア戦略の拠点を整備し、農林水産物の輸出拡大 すべきだと考えています。
や企業のアジア・ＡＳＥＡＮ諸国での事業展開を支
国の経済対策を追い風にしながら、県内景気の浮
援します。
揚を図ることはもとより、新４カ年戦略を加速化し、
経済的な豊かさとともに、熊本の誇りや品格を高め、
３．
「安心を実現する」
県民の幸福量を最大化し、「幸せを実感できるくまも
第三の「安心を実現する」では、健康寿命を延ばし、 と」の実現を目指していきます。
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宮 崎 県

『光あふれる未来へ向けて～元気なみやざき成長予算』
～平成 25 年度予算の概要～

平成 25 年度当初予算の概要
平成 25 年度当初予算については、
「第三期財政改
革推進計画」を着実に推進しながら、
「復興から新た
な成長」へ向け、停滞している県内経済の本格的な回
復と将来への揺るぎない産業基盤の構築を図る「光あ
ふれる未来へ向けて～元気なみやざき成長予算」とし
て編成したところです。
特に、県内経済の活性化と県民の安全・安心な生活
環境の確保を図るため、総額 87 億円の「地域経済活
性化・防災対策特別枠」を設け、公共事業の追加措置
や本県の成長産業の育成を加速化するための取組、南
海トラフ巨大地震の被害想定などを踏まえた防災・減
災対策の強化等に重点的な措置を講じたところです。
また、公共事業費については、国の緊急経済対策の
実施に伴う平成 24 年度補正予算と平成 25 年度当初
予算の合計で 1,310 億円（対前年度当初予算比 40％
増）を措置しており、一体的に執行しながら、本県の
防災・減災対策を強化するとともに、地域経済の活性
化を図ります。
○
１

平成 25 年度重点施策の推進
新しい時代を切り拓く「成長産業の育成」
（特別重点施策）
本県の強みである豊富な農林水産資源を生かした食
品関連産業を本県の成長産業として積極的に展開して
いくため、新たに策定した「みやざきフードビジネス
振興構想」に基づき、農商工連携や６次産業化による
高付加価値化、
「オープンラボ」の整備による新商品
開発、日本一「宮崎牛」のブランド力を生かした販路
拡大、企業の農業参入や法人化など、生産から加工、

流通、販売までの取組を強
化する「フードビジネスの
展開」に取り組みます。
また、恵まれた自然環境
や地域資源を生かして、太
宮崎県知事 河野 俊嗣
陽光、バイオマス、小水力
等の新エネルギーのより一層の導入を促進するととも
に、
「東九州メディカルバレー構想」に基づいて医療
機器関連産業の積極的な振興を図るなど、
「環境・新
エネルギー、医療機器関連産業の先進地づくり」に取
り組みます。
さらに、急速な経済成長を遂げるアジアの活力を宮
崎に取り入れていくため、
「香港フロンティアオフィ
ス」の整備や「みやざきブランド」のプロモーション、
新規航空路線の開拓、旅行商品の企画・販売など、
「ア
ジア市場の開拓」に取り組みます。
なお、これらの成長産業の育成を今後５年間で加速
化させるとともに、それらを支える中小企業の振興を
図るため、新たに 30 億円の「みやざき成長産業育成
加速化基金」を設置することとしています。
２

地域経済の活性化
地域経済の回復に向けた県内経済への波及効果の高
い事業などを推進する「経済・雇用対策」
、地域の特
色を生かした地場企業育成や交通・ 物流ネットワーク
の高度化等を推進する「地域産業の基盤強化」
、広い
意味での地産地消を推進する「地域経済循環システム
の構築」に取り組みます。
３

安全・安心でゆたかな地域づくり
南海トラフ巨大地震をはじめとする自然災害に備え
るための宮崎県大規模災害対策基金（５億円）等を活
用した「防災力強化・減災対策」
、将来の地域や産業
を支える子ども・若者の育成など「地域を支える多様
な人財の育成と機会の拡大」
、本県の神話・伝承など
を次世代へとつなぐ取組の強化等を推進する「記紀編
さん 1300 年記念事業の推進」に取り組みます。
最後になりますが、本年は幾多の先人の尽力により
本県が配置されて 130 年の節目の年となります。こ
れら諸施策の推進に当たりましては、県民一人ひとり
があらためて地域の宝を見つめ直し、郷土への誇りや
愛着を深める機会とすることにより、人や地域の絆な
ど本県が持つ貴重な資源を生かした宮崎づくりを、県
民一体となって進めてまいります。
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口蹄疫や新燃岳の噴火等の相次ぐ災害に見舞われて
きた本県にとりまして、昨年度は、和牛のオリンピッ
ク（全国和牛能力共進会）における「宮崎牛」の日本
一連覇達成をはじめ、東九州自動車道の一部区間の前
倒しでの開通、全国高等学校サッカー選手権大会での
県勢初の優勝など、復興の兆しが感じられる明るい話
題が相次ぎ、
「日向神話」に例えれば、あたかも＜天
の岩戸＞が開き、輝く光が差し込む１年となりました。
平成 25 年度は、こうした良い流れに弾みをつけ、
より強く明るい光が降りそそぎ、すべての県民が豊か
な未来を実感できるような希望の年とするため、
「復
興から新たな成長へ」を合言葉に、
これまで以上に「攻
め」の姿勢で取り組むこととし、副知事二人制をはじ
めとした組織体制の強化を図るとともに、積極型の予
算編成を行いました。
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鹿 児 島 県

活力・改革・安心予算

我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

25

はじめに
平成 25 年度当初予算は、平成 24 年度３月補正予
算と連携して、積極的な経済・雇用対策に取り組み、
３月補正予算と合わせて 1,326 億円の経済・雇用対
策経費を計上しました。
また、
平成 24 年３月に策定した「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、経済や
雇用の回復に努めつつ、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、
「活力・改革・安心」の予算としての編成を行っ
た結果、５年連続のプラス予算といたしました。

の進出、規模拡大に向けた
取組を、経営計画の策定か
ら研究開発、人材育成、販
路開拓まで、設備投資を含
めて集中的に支援します。
鹿児島県知事 伊藤祐一郎
また、農産物の加工技術拠
点施設を農業開発総合セン
ター大隅支場敷地内に整備するための実施設計など
を行い、平成 26 年度中の完成を目指します。
さらに、全国的にも有名な九州本島最南端の佐多
岬とその周辺地域について、大隅地域の観光拠点と
しての整備を進めます。

オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築
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 24 年度までの８年間で 1,200 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。また、
女性の知恵や感覚を県政に一層活かすため、
県政全般について政策提言を行う「かごっまおごじょ
委員会」を開催します。 （※ おごじょ…女性の意）

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、離職
者等の生活の安定などを図るため、地域に根ざした
事業や成長が見込まれる分野で、雇用・就業機会を
創出する事業を実施します。

快適で活力ある生活空間の形成
鹿児島港新港区について、奄美・沖縄フェリー航
路の拠点機能の強化を図るため、利用者の利便性・
安全性の向上や円滑な物流の確保及び防災機能の強
生涯を通じて安心して暮らせる社会づくり
化に向けた改修を行います。また、鹿児島市が進め
障害のある人もない人も、一人ひとりの人格と個 る甲突川周辺のまちづくりと連携し、県民や観光客
性が尊重され、社会を構成する対等な一員として、 が川に親しみ、憩える場となる水辺空間を創出する
安心して暮らすことのできる社会を実現するための ため、散策路などを整備します。
条例制定に向けた取組を進めます。また、奄美地域
における救急医療の充実・強化を図るため、平成 26
農山漁村の活性化と奄美・離島の振興
年４月オープンを目指し、県立大島病院に地域救命
グリーン・ツーリズムの取組を進めるため、県内
救急センターを整備します。
各地の地域資源の発掘や受入態勢の充実・強化を図
ります。また、日本復帰 60 周年を迎える奄美群島
安心・安全な社会の形成と県土づくり
において、復帰の歴史や歩みを後世に伝えるととも
県地域防災計画の見直しに当たり有識者会議を開 に、一層の自立的発展に向け、日本復帰 60 周年に
催し、被害予測や防災対策などについて助言を得る 関連する事業を実施します。
とともに、地震・津波などの被害の想定や今後の防
災対策の検討を行います。
共生・協働による温もりのある地域社会づくり
また、河川の氾濫を未然に防止するため、平成 24
地域の課題解決のため、ＮＰＯ等から提案のあっ
年度に策定した寄洲除去計画に基づく寄洲の除去を た企画について、自治会や住民と連携を図りながら
行います。
県がＮＰＯ等と協働して取り組むことにより、地域
に根ざした共生・協働の取組を推進します。
人と自然が調和する地球にやさしい社会づくり
国のエネルギー基本計画の見直しの状況などを踏
教育の再生と文化・スポーツの振興
まえ、現行の新エネルギー導入ビジョンを見直し、
「再
高山高等学校敷地に、平成 27 年４月開校を目指
生可能エネルギー導入ビジョン（仮称）」を策定しま して、本県県立学校初の併設型中高一貫教育校を整
す。また、奄美群島の平成 28 年度の世界自然遺産 備するための取組を進めます。また、身近にアート
登録を目指し、環境保全や持続可能な利用など、登 に触れ親しむ機会の充実を図るため、著名なアーティ
録に必要な対応策を協議・検討します。
ストの現代アートや、最先端ＣＧアートの展示など、
アートに関する多彩なイベントを実施する「かごし
新時代に対応した戦略的な産業おこし
まアートフェスタ 2013」を開催します。
地域経済の活性化や雇用の確保に貢献する企業を
育成するため、中小製造業者の創業や新たな分野へ
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特集

～

る
が語

知事

沖 縄 県

沖縄 21 世紀ビジョンで描く将来像の実現を目指して
～取組を軌道に乗せ、加速させる年～

１

沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島
今年 1 月、世界自然遺産暫定リストへ「奄美・
琉球」が記載されることが決定されました。今後
は国や地元自治体等と連携し、正式登録に向けた
取組を推進します。
沖縄の地域特性に合ったクリーンエネルギーの
普及、エネルギー使用に伴う環境負荷の低減を図
るため、太陽光・風力発電の普及促進や省エネル
ギー技術の実証等、エネルギーの最適化モデル構
築に取り組みます。
伝統、文化については、「しまくとぅば（各地域
で受け継がれてきた沖縄の言葉）」の継承等に向け、
広報活動や行動計画を策定するほか、「空手発祥の
地・沖縄」を国内外に発信する拠点として「空手
道会館（仮称）」の建設に向けて取り組みます。

２

心豊かで、安全・安心に暮らせる島
子育て支援の充実のため待機児童解消に向けた
保育所整備、障害者の自立と社会参加の実現に向
けた就職訓練等の充実、高齢者の介護福祉サービ
スの充実を図ります。
災害に強い県土づくりのため、公共施設の耐震
化や橋梁の塩害対策、河川改修による洪水対策、
民間住宅を対象とした耐震診断への支援等を行い ４ 世界に開かれた交流と共生の島
世界の沖縄ネットワークの更なる強化拡充を図
ます。
るため、海外県系人子弟との交流強化、若者の国
米軍基地から派生する諸問題については、政府
際交流人材データベース化などにより交流促進に
に対し、平成 24 年４月の日米共同発表の見直し
努め、本県が培った経験、知識を生かし、様々な
と普天間飛行場の一日も早い移設・返還・跡地利
分野での技術協力を推進します。
用の促進に向け、真摯に取り組むよう強く求めま
す。
５ 多様な能力を発揮し、未来を拓く島
グローバルに活躍できる人材を育てるため、高
３ 希望と活力にあふれる豊かな島
校生、大学生の海外交流の推進や、国外留学を実
平成 25 年度は待望の「那覇空港第二滑走路」が
施するほか、海外に展開する産業人材育成のため
着工されることとなり、平成 31 年末の完成に向け
の海外派遣研修等を実施します。
た取組を強化します。また、新国際線旅客ターミ
ナル、那覇港旅客ターミナルの整備を促進し、鉄
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我が都道府県の平成 年度施政方針と重点施策

軌道を含む新たな公共交
通システムの事業化に
向けた計画案の策定に取
り組むなど、産業発展に
必要な基盤整備を進めま
沖縄県知事 仲井眞弘多
す。
沖縄のアジアに近接す
る地理的優位性を活かし、臨空・臨港型産業の集
積を図るため、那覇空港の国際航空物流ハブ機能
の更なる拡充、国際物流の拠点となるロジスティ
クスセンターの整備を行います。
さらに、航空機整備産業のクラスター形成に向
け、核となる航空機整備場を整備し、航空関連産
業の集積に取り組みます。
観光リゾート産業については、付加価値の高い
沖縄観光ブランドの形成に取り組むほか、沖縄特
例通訳士を育成し、外国人観光客の受入体制の充
実を図ります。
農林水産業については、戦略品目による拠点産
地の形成や輸送コストの低減等による生産供給体
制の確立、6 次産業化による更なるブランド化を
促進します。
離島振興については、離島住民の交通コストの
負担軽減事業、離島出身高校生等のための寄宿舎
等の機能を持つ「離島児童・生徒支援センター（仮
称）」の整備に取り組みます。
雇用対策では「みんなでグッジョブ運動」を推
進し、今年 4 月に設置された「ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞｾﾝﾀｰおき
なわ」を活用して、ハローワークや関係団体と一
体となった求職者支援を行い、雇用の拡大、推進
を図ります。
駐留軍用地跡地については、県内の特定駐留軍
用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、
平成 24 年度に設置した土地取得事業基金を活用
し、公有地の拡大に取り組みます。

【平成 25 年度 主要施策の展開】
「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」を策定して２年
目となる平成 25 年度は、県民が描く５つの目指す
べき将来像の実現に向けた取組をしっかりとした軌
道に乗せ、加速させていく非常に重要な年です。
「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」を基軸的な考えとし、将来像の
実現に向けた具体的な取組を着実に推進し、とりわ
け県民の生命や暮らしを守る安全・安心の確保や、
県民生活の向上・産業競争力の向上に資する投資的
な取組、沖縄の発展を担う人材の育成に係る事業等
について、効果的な展開を図ります。
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●あぶくま洞（田村市）
【幻想的な雰囲気がただよう滝根御殿】
暗い洞窟の中で白く輝く鍾乳石や石筍。およそ 8000
万年という歳月をかけて創られた大自然の造形美が、全
長 600m と続きます。三層に分かれる洞内で最大のホー
ル「滝根御殿」では、クリスタルカーテンやボックスワー
ク、シールド、洞穴サンゴなど、ここでしか見ることの
できない貴重な鍾乳石を間近に鑑賞することができます。

あぶくま洞

名

所

●相馬野馬追（相馬市・南相馬市）

あぶくま洞

【勇壮な時代絵巻が繰り広げられる相馬野馬追】
相馬氏の始祖・平将門が放牧した野馬を追って、武芸
を練ったのが始まりと言われており、３日間にわたり勇
しん き
壮な時代絵巻が繰り広げられます。ハイライトの「神旗
そうだつせん
争奪戦」は数百騎の騎馬による勇壮果敢な御神旗の奪い
合いで、戦場を思わせる祭場地は興奮の渦に巻き込まれ
ます。

相馬野馬追

●尾瀬（檜枝岐村）
【美しい高山植物が咲き乱れる尾瀬】
ひうち が
国の特別天然記念物として全国的に有名な湿原。燧ヶ
たけ
岳のツガザクラや尾瀬沼、湿原に繁殖するミズバショウ
やニッコウキスゲ、ワタスゲなどの高山植物が織りなす
景色の美しさは、訪れる人々を魅了してやみません。

尾瀬
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食 べ 物
≪会津地方≫
◆山人（やもうど）料理（檜枝岐村）
檜枝岐村は県内で唯一米ができない高冷地にあり、昔
から米に頼らない独特の食文化を育み継承してきまし
た。山人とは山で働く男衆のことで、女性たちが山や川
の幸を素材に、保存が利くよう工夫して作りあげたのが
山人料理です。つなぎを一切使わない「裁ちそば」、「イ
ラ」「ユキザサ」などの山菜、
「きのこ」「栃の実」「グミ」
などの山の幸に「岩魚」や「サンショウウオ」まで豊か
な自然が堪能できます。
「福島の桃」の顔

あかつき

≪浜通り≫
◆松川浦復興チャレンジグルメ（相馬市）
津波被害を受けた松川浦の復興を目指し、相馬市松
川浦観光グループに加盟する旅館や飲食店が、店舗ご
とに工夫を凝らした四季折々のメニューを提供してい
ます。第４弾（９月１日まで）となる今回は、旬のホッ
キ貝やアサリの他、試験操業で水揚げされたコウナゴ
が登場し、地元でも話題を呼んでいます。
山里の食材は美味の宝庫

≪中通り≫
◆桃・さくらんぼ（福島市）
くだもの王国福島では、これからの季節美味しい果物
が目白押しです。さくらんぼは大粒で甘みに富み食味良
好な『佐藤錦』が人気です。全国第２位の生産量を誇る
桃は種類も豊富で、品種ごとに違う美味しさを食べ比べ
てみるのもおすすめです。中でも『あかつき』は、福島
県ブランド認証産品に認証されており、たっぷりの果汁
と濃厚な甘さが特長です。
店舗ごとにオリジナルメニュー（全 12 種）が味わえます

お問合せ

さくらんぼの王様

佐藤錦

■福島県観光交流課
TEL 024-521-7286
■福島県観光HP
http://www.tif.ne.jp/
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大分県

への

未 来

遺 産

～「世界農業遺産」に認定

国東半島宇佐地域～
林水産循環の営みと、それによって育
まれた文化や景観、生物多様性の保全
などが評価されました。
大分県が全国に誇る原木しいたけの
生産に欠かせないのが、ほだ木として
使われているクヌギです。昔から人の
手によって大切に維持されてきたクヌ
ギ林は、水の保全、栄養分の循環や生
物多様性の維持に大きく寄与してきま
した。また、複数の小規模なため池を
連携させ、少ない水を効率よく公平に

中世荘園の姿を今に伝える「田染荘」

使う用水供給システムは現代に至るも
大分県北東部に位置する国東半島宇佐地域が、こ

健在で、農業に生きる人々の工夫と努力を今に伝え

の５月、
「世界農業遺産」に認定されました。

ています。

世界農業遺産は、伝統農法や景観、文化、生物多

今後は、古来より本県に息づいてきた農林業と人、

様性を未来に受け継ぐことを目的に、2002 年に国

自然とのつながり、そして先達の知恵をしっかりと

連食糧農業機関（FAO）によって創設されました。

後世に守り伝えるとともに、農林業の営みとその魅

今回認定された国東半島宇佐地域は、山間部という

力を世界へと発信していきます。

不利な生産条件下にありながらも、クヌギ林とため
池群、しいたけ栽培など連綿と受け継がれてきた農

認定証を囲む県内関係者の皆さん

〈お問合せ〉
大分県農林水産部農村整備計画課
TEL 097-506-3703

広葉樹林のほだ場を現地調査
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○産地の歩み
古来より水晶の産地として知られる山
み

た け しょう せ ん きょう

梨。甲府市にある御 岳 昇 仙 峡 の奥地、金
峰山周辺で原石が発見されたことが産地
の始まりと言われています。

江戸時代後期には、原石が京都に運ば

れ、水晶玉などに加工されていましたが、

やがて、京都から玉造の技術が伝わり、
鉄板の上に金剛砂をまいて水晶を磨くよ

うになると、その技術は大いに発展しま
した。大正時代には、南米などからの水
め

のう

晶や瑪 瑙 の輸入、電化による設備の充実

もあり、精緻で優れた美術工芸品や装身
具が生産されるようになりました。

山梨県

これによって産地としての基盤が強化

され、昭和 28 年に山梨県水晶美術彫刻協
同組合が設立、昭和 51 年には「甲州水晶
貴石細工」として国の伝統的工芸品に指

定されました。現在は、若手を含む 38 名

「輝きの造形美」甲州水晶貴石細工

の伝統工芸士が日々、輝きの造形美を追
求しています。

回転工具、研磨材を用いた細工台の作業

に秘められた美を見極める感性が求めら
れます。

○受け継がれる技
甲州水晶貴石細工では後継者の育成も

盛んです。熟練者を講師にした技術研修
会が頻繁に開かれ、技術の確実な伝承が
行われています。また、毎年「水晶彫刻

新作展」や「水晶彫刻青年部作品展」を

○石と対話して作る
甲州水晶貴石細工は、原石との出会い

から始まります。作り手は、原石の形や色、
材質など美の要素を見極め、原石と対話
しながら、加工に最もふさわしい姿を構
想します。構想が固まると作品の形状に

開催し、若手が作品の発表をしやすい環
境も整えています。甲州水晶貴石細工は
熟練者の巧みな技と、若手の斬新な感性
によって常に進化し、新たな作品を生み
出しています。

従って、原石の表面に絵付けをします。
そして切断機や細工台といった専用工具

を使い、少しずつ形状を削り出し、磨き

上げていきます。美しい細工を完成させ
るためには彫刻の技術はもとより、原石

原石の美を生かし完成した作品

お問合せ
山梨県水晶美術彫刻協同組合

構想を基に絵付けを行う伝統工芸士の河野さん親子
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E-mail：staff@suishou.jp
〒 406-0032
山梨県笛吹市石和町四日市場 1569
TEL 055-263-6951 FAX 055-263-7235
HP http://www.suishou.jp/

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. 347

総合内科教育・研修と地域医療
江別市立病院

阿部 昌彦（北海道６期）

昨年の正月明けのある日のこと。研修医たち

まず 300 床規模の市立病院で大学からの派遣な

期の八戸市立市民病院救命救急センター所長の

築を行った方法・・総合内科医が内科の大部分

と昼食を取りながら語らっていると自治医大同

しに総合（内科）医を主体に内科の再建、再構

今明秀先生から電話がかかってきた。電話口か

の臨床を担いながら医療現場を教育研修の場に

ら聞こえるのはかつての元気で陽気な同級生の

して若手研修医を集めること・・を説明した。

声だが、今や救急医療の全国的有名人である。

そして少数の臓器別専門医との共同・協働を図

彼の人柄と腕前は八戸の救命救急センターを医

ることで専門医の数はさほど必要とせずに総合

学生・研修医であふれさせている。一方こちら

医主体に地域密着型 2 次医療までは効率的に

北海道の江別市立病院は 6 年前に内科医が全員

提供可能であること。さらには地域医療の医師

退職する非常事態が発生し、内科再建のために

不足解決方法として、過酷に思える地域の医療

私が派遣されてからもうすぐ 5 年という時期で

現場も見方を変えると医療全般を研修したい若

あった。この間、総合内科を主体に診療を再開

手研修医にとっては頼れる指導医さえいれば良

し大学医局からの医師派遣が得られないため総

い研修環境であることに着眼。当院のように総

合内科の教育・研修を特徴として自前で若手医

合内科指導医と研修医がチームを組んで地域医

師を募集しながら、紆余曲折はあったものの「総

療の最前線を守る仕組みが可能であることや一

合内科の江別市立病院」として少し知名度も上

つの方法としてこのチームが拠点病院と地域を

がり人も集まり始め内科運営も軌道に乗って来

ローテイトすることなどを提案した。そして医

たところであった。

療制度設計として総合医をもっと多く育成配置

彼の依頼は彼が全国自治体病院の代表として

すべきであること、最後に総合医の専門医制度

委員を務めている厚労省「専門医の在り方検討

創設に当たっては地域医療を担う若手病院総合

委員会」で地域医療と総合医について地域医療

内科医師のキャリアデザインにも配慮して欲し

を守る立場で意見を述べて欲しいということ

いという要望をさせていただいた。

だった。彼はこの会議で基本領域の 19 番目の専

これらを何とか 15 分程度にまとめ、発表の出

門医として創設が予定されている「総合医」（仮

だしは高久先生の専門分野での医学的ジョーク

そして下北半島での彼のへき地医療の経験から

きながらではあったが自分の 30 年分の地域医療

称）が地域医療の在り方に強く関係すること、

を絡めて予定通り笑いをとり、終始冷や汗をか

このまま都会の理論と都合だけで総合医の話が

系総合医としての人生を重ねての一世一代の発

進んでいくのに危機意識を持つに至り、自分の

表となった。この年はこの発表がきっかけとな

担当するへき地医療分野で総合医に関して私に

りいろいろな場所で総合内科医の養成について

語って欲しいとのことだった。同級生が自分を

発表し地域医療の現場の皆さんと語り合う貴重

頼ってくれるのは大変うれしいことで、急遽ス

な体験を積ませていただいた。自治医大卒業後

ライド資料をまとめ初めて上京し霞が関ビルの

四半世紀を北海道のへき地医療の現場で総合医

厚生労働省で発表をすることになった。

として暮らしてきた自分が、いつの間にか総合

高久自治医大学長（当時）が座長、委員とし

医を養成する立場になっていたことに幾ばくの

て自治医大医学部長（当時）の桃井先生、同級

戸惑いと感慨を覚えながら、へき地の現場で今

生の今先生など見知った人がいる会議とは言え

日も奮闘する仲間への応援としての近況報告と

斯界の大物ばかりで緊張の連続の発表となった。

させていただきます。
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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
新潟県

イベント・PR 名など
北海道開拓記念館体験学習室
「アイヌ民族のくらし－遊んで

学んで

働いて－」

２０１３ホッカイドウ競馬グランシャリオナイター開催中！
イルカいないかキャンペーン開催中

実施期間・実施日
～ H25 年 8 月 18 日
～ H25 年 11 月
～ H25 年 6 月 30 日

県立美術館 「青森 EARTH」

H25 年 6 月 15 日～ 9 月 1 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

－

やまがたへの旅

－

全国各地における「山形県物産展」の開催情報
山形の今！さくらんぼ情報

－
～ H25 年 7 月中旬

みやぎ観光 NAVI

－

笑顔咲くたび伊達な旅

～ H25 年 6 月 30 日

食材王国みやぎ

－

パソコン甲子園 2013 参加者募集中

－

奥会津アドベンチャー 2013

～ H26 年 2 月 28 日

にいがた蛍情報２０１３

－

新潟うまさぎっしり博２０１３
表参道・新潟館ネスパス

父の日フェア

H25 年 6 月 15 日～ 6 月 16 日

日本酒とうまいもの市

H25 年 6 月 13 日～ 6 月 16 日

東京都

イベントカレンダー

－

群馬県

イベント情報

－

栃木県

イベント情報

－

茨城県

イベントカレンダー

－

埼玉県
千葉県
神奈川県

あげお花しょうぶ祭り

～ H25 年 6 月 23 日

第 19 回あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル

～ H25 年 7 月 7 日

イベント情報

－

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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都道府県名

山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

山梨県知事×職員ブログ「やまなしものがたり」山梨の魅力配信中

－

富士の国やまなし観光ネット

山梨の観光情報満載

富士の国やまなし国文祭 2013 11 月 10 日までなんと
“通年開催中”
「WE LOVE FUJISAN 3776 メッセージ」募集

－
～ H25 年 11 月 10 日
募集中

イベント

－

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 !!」

－

信州四季旅キャンペーン [ 春 ] 特別キャンペーン
信州・春のスイーツスタンプラリー開催中

～ H25 年 6 月 30 日

立山カルデラ砂防博物館特別展「立山へ行こう！－より楽しむコツ、博物館が教えます－」

～ H25 年 7 月 21 日

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 2013 ～』
開催！
毎週土曜日には JR 加賀温泉駅で Lady Kaga がお客様をお出迎え！
ブロマイド名刺を 5 枚集めて「加賀温泉郷ペア宿泊券」を当てよう！

～ H25 年 9 月 30 日

白山スーパー林道「夏得キャンペーン」

H25 年 7 月 1 日～ 8 月 31 日

岐阜県

ぎふの田舎へいこう！キャンペーン 2013（仮称）の実施

愛知県

愛知県陶磁資料館は 6 月 1 日に愛知県陶磁美術館に名称変更しました。

－

陶磁美術館開館 35 周年・新名称記念特別企画展「ー日本 ･ 中国 ･ 韓国ー陶磁の名品、ここに集う」

～ H25 年 7 月 28 日

三重県

三重県の観光ガイド。イベントや観光施設など情報満載！

－

福井県

伝えたいふるさとの景観

－

滋賀県

滋賀県の催し案内

京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県

花フェスタ記念公園「キッズサマー」を開催
世界のアートが共振する芸術祭

あいちトリエンナーレ 2013

心に残る

福井ふるさと百選

H25 年 7 月下旬～ 9 月中旬
H25 年 7 月 20 日～ 8 月 25 日
H25 年 8 月 10 日～ 10 月 27 日

－

夏の京づくし 2013

H25 年 7 月 16 日～ 8 月 31 日予定

京都府立体育館リニューアルオープン

H25 年 6 月～

「建物まちあるきモバイルガイド」

－

府立弥生文化博物館「とんぼ玉１００人展－小さな夏の涼 現代作家のおもてなし－」
手続・催し総合案内（ピピっとネット）

～ H25 年 8 月 4 日
－

食のギフト“ならまるごと便”６／３～販売開始
ムジークフェストなら２０１３

－
H25 年６月 14 日～ 6 月 30 日

子鹿公開“赤ちゃん鹿大集合！”

～ H25 年 6 月 30 日

和歌山県の旅のことなら！わかやま観光情報

－

兵庫県広報専門員のブログ「ひょうごワイワイ plus+」配信中！

－

フェイスブック「はばタンなび」に遊びに来てね

－

東日本大震災被災地応援ツイッター「311from117Hyogo」
第 3 回中部発！食のみやこフェスティバル

－
H25 年 6 月 29 日～ 6 月 30 日

第 33 回全日本トライアスロン皆生大会

H25 年 7 月 14 日

境港妖怪ジャズフェスティバル 2013

H25 年 7 月 20 日

52

Information

都道府県名

岡山県

イベント・PR 名など

実施期間・実施日

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

「やまぐち定住支援センター」を開設しました！

－

日本ジャンボリーに向けて、フェイスブックで情報発信中！

－

山口県立の美術館２館が公式フェイスブックを開設！

－

日曜日は「さぬきマルシェ in サンポート」へ
イベント・観光情報をチェック

「うどん県

毎週日曜日

旅ネット」

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」
文化の森

10 時～ 15 時
－
－

演劇フェスティバル

H25 年 6 月 22、23、29、30 日

「全県版サイクリングマップ（疾走マップ）」完成

－

「香川・愛媛せとうち旬彩館」を紹介

－

愛媛県職員ブログ「みかんの国から」絶賛更新中です！

－

映画「県庁おもてなし課」のロケセットを再現

～ H25 年 9 月 23 日

高知県ソーシャルゲーム企画コンテスト

～ H25 年 6 月 28 日

「長宗我部元親

ＲＡＬＬＹ３

ＧＰＳ」開催中！

福岡県観光情報サイト「クロスロードふくおか」
特集 「美しい夕日を眺めに出かけよう！」
佐賀県のイベント情報

～ H25 年 9 月 1 日
随時
－

筑後川観光遊覧

～ H25 年 7 月 14 日

佐賀城本丸歴史館 佐賀偉人伝刊行記念「鉄道を夢みた男たち」展

～ H25 年 7 月 15 日

長崎県の驚きと感動の食情報が満載「食 KING 王国」！
「2013 長崎しおかぜ総文祭」

－
H25 年 7 月 31 日～ 8 月 4 日

千年ロマン時空博 実施中

～ H25 年 6 月 16 日

日本一の「おんせん県おおいた」大分県観光情報公式サイト

－

おおいた文化情報エンジン

－

熊本まるわかり！トピックス

くまモン eye's

くまもとアートポリスシンポジウム２０１３
「玉名のキズナめし」～春のキズナめし『トマト』開催中～
みやざき観光情報

旬ナビ

～ H25 年 6 月末
－

「宮崎県広報」フェイスブックで発信中！

－

イベント情報
鹿児島県観光サイト

－
H25 年 6 月 16 日

－

本物。の旅かごしま

イベント情報

沖縄のグリーンツーリズム
沖縄の奥、島の奥。おくなわ

－
－

離島ガイド・プロジェクト

おきなわ物語／沖縄観光情報 WEB サイト
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占冠村トマム「雲海テラス」
北海道

しむ かっぷ むら

占 冠 村は北海道のほぼ中央、富良野から約50km南に
位置し、山菜などの恵みをもたらす豊かな自然と、道内
屈指のリゾート地を有する小さな村です。
この占冠村トマムにある星野リゾートトマムの雲海テ
ラスが、５月25日より８年目のシーズンをスタートさせ
ました。雲海は気象条件によって発生する自然現象のた
め、必ず見られるものではありません。でも、だからこそ、
この壮大な雲海が目の前に広がったときの感動は大きく、

全国のたくさんの方々を魅了しています。
特別な朝の時間を楽しむこの空間は、
「雲海を見る」だ
けでなく、
「雲海が出る環境を楽しむ」ことができるよう
にと、寛ぎを与えるデザインテラスの設置、心身ともに
リフレッシュする「雲海ヨガ」の開催など、年を重ねるご
とに進化を遂げてきました。夏のトマムでしか出会えな
いとっておきの時間を、あなたの大切な人と過ごしませ
んか。
村の総面積の約94％を占める豊かな森には、かわいら
しい動物たちもたくさん住んでいます。今年は、自然愛
好家の皆様お待ちかね、ニニウキャンプ場が８年ぶりに
再開。小鳥のさえずり、セミやカエルの大合唱、何度で
も深呼吸したくなるおいしい空気、輝く新緑、自然がいっ
ぱいに広がるその空間は、癒しと安らぎに満ちています。
昨年、道東自動車道が開通したことにより、札幌・千歳・
帯広といった都市との距離がグッと縮まり、占冠村をよ
り身近に感じていただけるようになりました。北海道の
夏を心ゆくまで満喫できる占冠村に是非お越しください。

お問合せ
占冠村役場企画商工課
TEL 0167-56-2124
ニニウキャンプ場

▼関東地方では、気象庁から先月29日に梅雨入りの発

しまいました。

表がありました。例年より少し早い梅雨入りとなりま

▼梅雨の長雨は、新緑の草木にとっては天の恵みであ

したが、いかがお過ごしでしょうか。

り、一身に浴びることができます。そしていよいよ緑

▼私事で恐縮ですが、33回目の誕生日を迎えました。流

を色濃くし、夏めく季節に備えていきます。じめじめ

れる年月の早さに抗う術もなく日々過ごしております。

して不快な面もある梅雨ではありますが、雨の潤いを

▼さて、そのような中、先日、家族を連れて神奈川県

得て緑映える草木の姿を楽しんでみてはいかがでしょ

の丹沢にハイキングに出かけてきました。丹沢の山々

うか。

は新緑の盛りで、花や虫等の様々な生命が賑わいを見

▼今月号では、
「知事が語る～我が都道府県の平成25年

せてくれました。清流が流れる沢沿いの山道を木橋で

度施政方針と重点施策」と題する都道府県総集を掲載し

徒渉しながら登り、落差が60ｍ近くある滝まで行って

ました。都合により掲載できなかった３県については、

みましたが、豪快な滝を前にして言葉もなく見入って

次号以降で掲載する予定です。

都道府県展望 平成 25 年 6 月号

発行所
発行人
住 所
制 作

通巻 657 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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