
《キーワード》①PR，プロモーション，高付加価値化，②６次化，アクティビティ，ウェルネス，③スポーツ，歴史，観光地，コミュニケーション，④ ビジネス，特産品

主な施策体系

ひとと「おおすみ」
をつなげるきっかけ
づくり

首都圏等における鹿児島の
認知度向上を図るため，世
間（メディア）に取り上げられ
るような話題づくりや工夫な
ど，メディア目線を意識した
情報発信を行うとともに，ＩＣＴ
を最大限活用したＰＲを展開
します。
【P115Ⅸ①２ 】

関係団体との連携を図りな
がら，鹿児島の魅力を伝える
ガイドや通訳案内士など観
光を担う人材や組織の育成
を図ります。
【P119Ⅸ②３ 】

青少年の国際交流等を推進
し，国際的な視野と先見性，
コミュニケーション能力や豊
かな感性を持った人材を育
成します。
【P47Ⅱ②１ 】

県外大学進学者等への県内
企業の情報提供などにより，
ＵＩターン希望者の県内就職
を促進します。
【P48Ⅱ②２ 】
【P143 ②１ 】

産学官連携の下，研修の実
施等を通じて，新たな研究開
発を担う技術者，ＩＣＴ関連産
業を支える人材，国際的なビ
ジネス展開に向けたグロー
バル人材など将来の鹿児島
の商工業を支える人材の確
保・育成やネットワークづくり
を進めます。
【P146 ③１ 】

起業に関する気運の醸成や
初期投資に対する負担の軽
減を図るとともに，県内外の
ビジネスパートナーとのマッ
チングの機会を創出すること
等により，若者や女性，県外
からのＵＩターン者等の起業
を促進します。
【P131Ⅹ①２ 】

地域づくりの多様な担い手が
出会い，つながり，新たな取
組が生まれる場づくりを促進
します。
【P112Ⅷ③１ 】

初心者からトップア
スリートまで，ス
ポーツを愛する人々
が集い，高め，交わ
る「アスリートのふ
るさと，おおすみ」
づくり

大隅陸上競技トレーニング
拠点施設（仮称）等の充実し
た施設を生かしたスポーツ
キャンプ等の誘致活動を推
進し，スポーツを通じた交流
人口の拡大を図ります。
【P118Ⅸ②２ 】

県内プロスポーツチームの
育成支援とスポーツを通じた
交流の推進を図るため，関
係機関・団体が一体となっ
て，ホーム戦における集客・
賑わいの創出やアウェイ戦
における本県のＰＲ等の活
動を促進します。
【P118Ⅸ②２ 】

県民の誰もが，それぞれの
関心や適性に応じて，生涯
にわたり「いつでも，どこで
も，いつまでも」スポーツに親
しむことができる環境づくり
に取り組み，ライフステージ
等に応じたスポーツ活動を
推進します。
【P52Ⅱ④１ 】

国民体育大会をはじめ，各
種の全国大会や国際大会に
おいて本県選手が上位入賞
できるよう競技力の向上を図
るとともに，競技生活が終
わっても指導者として活躍で
きる環境づくりを図ります。
【P52Ⅱ④２ 】

県民がスポーツを「する」楽し
み，スポーツを「みる」楽しみ
の両面を享受するとともに，
スポーツを「ささえる」ことで，
多くの人々が共感し合うよう
な，スポーツを通じた交流の
拠点となる施設の整備に向
けた取組を進めます。
【P53Ⅱ④３ 】

「食べる」「遊ぶ」「旅
する」「癒やす」「治
す」「維持する」 と素
材を生かしてつくる
「おおすみウェルネ
ス」

「鹿児島のウェルネス」をブラ
ンド化し，国内外に効果的に
発信することにより，食，自
然環境など，本県の魅力の
向上や地域の活性化につな
げます。
【P127Ⅸ⑤１ 】

本県固有の食，自然，環境
等多彩な魅力の掘り起こし，
磨き上げを行うとともに，
様々な切り口（黒の食材，
「鹿児島のウェルネス」等）で
国内外に情報発信すること
で本県のイメージアップにつ
なげます。
【P115Ⅸ①１ 】

地域の観光資源の発掘に努
め，自然や環境，ウェルネス
をテーマとするツーリズムや
農山漁村の生活体験を行う
グリーン・ツーリズム，ブ
ルー・ツーリズムを促進しま
す。
【P117Ⅸ②１ 】

地域固有の自然，文化，歴
史，伝統，食などを生かした
地域づくりを促進します。
【P105Ⅷ①１ 】

「かごしまブランド」，｢かごし
まのさかな｣，｢かごしま材｣な
どの産品をはじめとする県産
農林水産物について，流通，
消費環境の変化に的確に対
応しながら，産地の生産体制
の強化を通じた生産性の向
上により，販売量増大を図る
とともに，品目特性に応じ
て，ブランド力や付加価値を
高める販売対策を講じます。
【P123Ⅸ③５ 】

県産農林水産物の認証取得
など，かごしまの「食」の安
心・安全に対する信頼を高め
る取組を促進し，「鹿児島の
ウェルネス」のブランド化を図
ります。
【P137Ⅹ②９ 】

「おおすみ」を選んで
もらう「暮らし」「産物」
「観光」コンテンツづく
りの展開，発信

「かごしまブランド」，｢かごし
まのさかな｣，｢かごしま材｣な
どの産品をはじめとする県産
農林水産物について，流通，
消費環境の変化に的確に対
応しながら，産地の生産体制
の強化を通じた生産性の向
上により，販売量増大を図る
とともに，品目特性に応じ
て，ブランド力や付加価値を
高める販売対策を講じます。
【P123Ⅸ③５ 】

本県固有の食，自然，環境
等多彩な魅力の掘り起こし，
磨き上げを行うとともに，
様々な切り口（黒の食材，
「鹿児島のウェルネス」等）で
国内外に情報発信すること
で本県のイメージアップにつ
なげます。
【P115Ⅸ①１ 】

地域の観光資源の魅力をつ
なぐ周遊型観光ルートの形
成など，観光客の県内各地
への周遊を促進します。
【P117Ⅸ②１ 】

本県を訪れる誰もが，安心・
安全に快適な観光を満喫で
きるよう，親切で分かりやす
い案内標識や公衆無線ＬＡＮ
（無料Ｗｉ－Ｆｉ）等の整備促
進，温かく迎え入れるホスピ
タリティ（心のこもったおもて
なし）の向上など，受入体制
の充実を図ります。
【P119Ⅸ②３ 】

地域固有の豊かな文化資源
を活用して郷土に誇りを持つ
心を醸成するとともに，郷土
芸能や伝統行事，史跡等の
鹿児島の歴史・文化の保存・
継承や，これらを生かした地
域づくりの促進など，観光資
源としての魅力向上，まちづ
くりへの活用等にも取り組み
ます。
【P49Ⅱ③２ 】

中山間地域等の特性を生か
し，収益性の高い農産物の
生産・販売や６次産業化，観
光等と連携した都市農村交
流などを推進します。
【P136Ⅹ②４ 】

首都圏等における鹿児島の
認知度向上を図るため，世
間（メディア）に取り上げられ
るような話題づくりや工夫な
ど，メディア目線を意識した
情報発信を行うとともに，ＩＣＴ
を最大限活用したＰＲを展開
します。
【P115Ⅸ①２ 】

備考：具体の主要施策欄の文末の【　】内は，それぞれ【「ビジョン冊子中のページ」・「施策展開の基本方向の12の柱中の区分」・「中項目」・「小項目」・「小項目中の●の並び順」】を示しています。

具体の主要施策⑦

地域の取組方針①「おおすみ」の魅力を発信，知ってもらい，「おおすみ」の価値を高める

具体の主要施策① 具体の主要施策② 具体の主要施策③ 具体の主要施策④ 具体の主要施策⑤ 具体の主要施策⑥
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地域の取組方針②「おおすみ」の多様なひとをつなぐ，育てる，役割づくり，活躍の場づくり

《キーワード》①ワークショップ，地域，コミュニティ，話し合い，教育，働き方，②UIJターン，人材，受入，他人事，自分事，Work Life Balance，共生・協働，③出産，子育て，みんなで，障害者，お年寄り，外国人，ソーシャルビジネス

主な施策体系

地域の課題や問題を
自分のこととしてとら
え自分の役割を考
え，解決する次世代
育成

地域課題をビジネスの手法を活用
しながら解決するソーシャルビジネ
ス（コミュニティビジネス）などの持
続可能な取組の担い手の創出・育
成等を図ります。
【P112Ⅷ③１ 】

地域のニーズや資源を踏まえなが
ら，積極的に地域活動に取り組む
リーダーやコーディネーターの育成
を図ります。
【P112Ⅷ③１ 】

認定農業者や集落営農組織など本
県の農業を支える担い手の確保・
育成を推進します。
【P146 ３③ 】

意欲と能力のある中核的な漁業者
の育成など後継者対策を推進し，
本県水産業を支える担い手の確保
を図ります。
【P147 ３③ 】

企業や経済界と連携するなどし，本
県の産業等についての理解を進
め，子どもたちに，一人ひとりが本
県の担い手であるということの意識
を醸成します。
【P43Ⅱ①１ 】

多様な主体と緩やか
な話し合いからはじま
る「おおすみ」のネット
ワーク

小学校区などの範囲において，自
治会，ＮＰＯ，企業，青年団，老人ク
ラブ，子ども会など多様な主体が連
携・協力して地域課題の解決等に
自主的・持続的に取り組んでいくた
めの基盤となる組織「コミュニティ・
プラットフォーム」づくりや，その活
動の充実に向けた市町村の取組を
促進します。
　また，このコミュニティ・プラット
フォームを活用し，多様化・複雑化
する福祉ニーズを住民が主体的に
把握し，解決を試みることができる
体制の構築を促進します。
【P39Ⅰ④１ 】

多職種・多機関をネットワーク化し，
個人や世帯が抱える複合的課題の
的確な把握，支援調整の組み立て
等を総合的・包括的に行う「包括的
相談支援体制」の市町村単位での
構築を促進します。
【P39Ⅰ④１ 】

農村集落とＮＰＯなど地域外の多様
な主体が協働で取り組む共生・協
働 のむらづくりを推進し，農地や農
業用施設の保全などの取組を促進
します。
【P105Ⅷ①１ 】

地域づくりの多様な担い手が出会
い，つながり，新たな取組が生まれ
る場づくりを促進します。
【P112Ⅷ③１ 】

地域づくりの多様な担い手の確保
に向け，グリーン・ツーリズム，ブ
ルー・ツーリズムなどの地域と地域
外の住民との交流，連携の取組を
促進します。
【P106Ⅷ①２ 】

県事業の協働化を進め，地域コミュ
ニティ，ＮＰＯ，企業などがそれぞれ
の特性を生かし，役割を最大限に
発揮しながら地域課題の解決等に
主体的に取り組む仕組みづくりを促
進します。
【P113Ⅷ③３ 】

「違いを強みに」個性
や能力を，懐深く，寛
容な「おおすみ」で育
む多様な働き方と多
文化共生

性別や年齢などを超え，様々な立
場の人々がお互いを理解し合い，
支え合う，男女共同参画の視点に
立った地域コミュニティづくりを推進
します。
【P35Ⅰ②１ 】

働く意欲のある高齢者が,能力や経
験を生かし，年齢に関わりなく働くこ
とができる生涯現役社会を目指し，
高齢者や企業等の意識啓発に取り
組むとともに，多様な就労機会の提
供を促進します。
【P32Ⅰ①１ 】

多言語による案内標識の整備，
ホームページやＳＮＳによる情報発
信の多言語化を促進し，外国人が
住みやすく，訪問しやすい鹿児島
の実現を図ります。
【P125Ⅸ④２ 】

青少年の国際交流等を推進し，国
際的な視野と先見性，コミュニケー
ション能力や豊かな感性を持った
人材を育成します。
【P47Ⅱ②１ 】

外国人と県民が共に学習するワー
クショップの開催，外国人による日
本語スピーチコンテストの開催な
ど，県民と外国人が共生する地域
づくりに向けた取組を進めます。
【P125Ⅸ④２ 】

地域のミッションを明
らかにして外部の力
を取り入れながら課
題を解決「おおすみ」
のコミュニティ

地域に増えつつある空き家を，移
住定住や地域の交流施設等に活
用する取組を促進します。
【P106Ⅷ①２ 】

小学校区などの範囲において，自
治会，ＮＰＯ，企業，青年団，老人ク
ラブ，子ども会など多様な主体が連
携・協力して地域課題の解決等に
自主的・持続的に取り組んでいくた
めの基盤となる組織「コミュニティ・
プラットフォーム」づくりや，その活
動の充実に向けた市町村の取組を
促進します。
　また，このコミュニティ・プラット
フォームを活用し，多様化・複雑化
する福祉ニーズを住民が主体的に
把握し，解決を試みることができる
体制の構築を促進します。
【P39Ⅰ④１ 】

買物弱者などの地域課題や消費者
ニーズに対応したサービスを提供
する「地域に求められる商店街」づ
くりに向けて，事業者，商工団体，
住民などが一体となった取組を促
進します。
【P106Ⅷ①１ 】

地域のニーズや資源を踏まえなが
ら，積極的に地域活動に取り組む
リーダーやコーディネーターの育成
を図ります。
【P112Ⅷ③１ 】

備考：具体の主要施策欄の文末の【　】内は，それぞれ【「ビジョン冊子中のページ」・「施策展開の基本方向の12の柱中の区分」・「中項目」・「小項目」・「小項目中の●の並び順」】を示しています。

具体の主要施策⑥具体の主要施策① 具体の主要施策② 具体の主要施策③ 具体の主要施策④ 具体の主要施策⑤
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《キーワード》 道路，港湾，畑地かんがい，景勝地，観光地，再生エネルギー，再造林，持続可能性

主な施策体系

「おおすみ」の農林水
産資源の「質」「量」
「情報発信」による高
付加価値ビジネスへ
の転換と地域経営体
の育成

温暖で，養殖に適した海域が多い
恵まれた特性を生かし，世界市場
を見据えた養殖体制を確立するた
め，輸出に有利な人工種苗の導入
などによる養殖魚の品質・量の確
保を図ります。また，安心・安全等
に対応する国際的な認証の取得
やＨＡＣＣＰ対応型加工施設等の
整備を促進します。
【P137Ⅹ②７ 】

消費者・市場のニーズに的確に対
応して，特産魚のブランド化を推進
するとともに，付加価値の高い商
品づくりのための高鮮度保持技術
の発，ＩＣＴを活用した品質向上や
経営改善のためのシステム開発な
ど産学官の連携による取組を通じ
て，国内外における更なる販路拡
大を図ります。
【P137Ⅹ②７ 】

「かごしまブランド」，｢かごしまのさ
かな｣，｢かごしま材｣などの産品を
はじめとする県産農林水産物につ
いて，流通，消費環境の変化に的
確に対応しながら，産地の生産体
制の強化を通じた生産性の向上に
より，販売量増大を図るとともに，
品目特性に応じて，ブランド力や付
加価値を高める販売対策を講じま
す。
【P123Ⅸ③５ 】

「かごしまブランド」，「かごしまのさ
かな」などの産品をはじめとする県
産農林水産物について，流通，消
費環境の変化に的確に対応しなが
ら，産地の生産体制の強化を通じ
た生産性の向上により，販売量増
大を図るとともに，品目特性に応じ
て，ブランド力や付加価値を高める
販売対策を講じます。
【P127Ⅸ⑤２ 】

木材の生産現場から製材工場等
への直送やＩＣＴ等の技術を活用し
た生産・流通の合理化，加工流通
施設の整備等により，需要者の
ニーズに対応した県産材を低コス
トで安定的・効率的に供給できる
体制づくりを推進し，県外材等に対
する競争力の強化を図ります。
【P136Ⅹ②５ 】

食品の製造・加工，流通・販売段
階における監視指導の充実等を図
り，食品表示の適正化やＨＡＣＣＰ
による衛生管理の導入を促進しま
す。また，農林水産物については，
生産者のＧＡＰ取得等を促進しま
す。
【P92Ⅵ②６ 】

知る人ぞ知る素材や
暮らし，人情を生かし
た「おおすみ」の観光
地づくり

観光地における環境の保全を図
り，豊かな自然環境と共生する持
続可能な観光地づくりを推進しま
す。
【P117Ⅸ②１ 】
【P127Ⅸ⑤３ 】

地域の観光資源の魅力をつなぐ周
遊型観光ルートの形成など，観光
客の県内各地への周遊を促進しま
す。
【P117Ⅸ②１ 】

地域の観光資源の発掘に努め，
自然や環境，ウェルネスをテーマと
するツーリズムや農山漁村の生活
体験を行うグリーン・ツーリズム，
ブルー・ツーリズムを促進します。
【P117Ⅸ②１ 】

本県を訪れる誰もが，安心・安全
に快適な観光を満喫できるよう，親
切で分かりやすい案内標識や公衆
無線ＬＡＮ（無料Ｗｉ－Ｆｉ）等の整備
促進，温かく迎え入れるホスピタリ
ティ（心のこもったおもてなし）の向
上など，受入体制の充実を図りま
す。
【P119Ⅸ②３ 】

明治維新の礎，近代産業の魁と
いった鹿児島ならではの歴史・文
化や，食，自然などの多様な観光
資源を生かし，国内外のメディア，
旅行会社，航空会社等と連携した
取組により，戦略的な誘客の展開
を図ります。
【P118Ⅸ②２ 】

地域固有の豊かな文化資源を活
用して郷土に誇りを持つ心を醸成
するとともに，郷土芸能や伝統行
事，史跡等の鹿児島の歴史・文化
の保存・継承や，これらを生かした
地域づくりの促進など，観光資源と
しての魅力向上，まちづくりへの活
用等にも取り組みます。
【P49Ⅱ③２ 】

「おおすみ」の命と暮
らしを守り食料供給と
産業を支える交通・
情報ネットワークの形
成と基盤整備

地域高規格道路（都城志布志道
路，大隅縦貫道等）の大隅地域の
骨格をなす道路については，重点
的に事業を推進します。
【P98Ⅶ②１ 】

志布志港については，国内外との
物流拠点として，機能向上を図る
とともに，国際バルク戦略港湾の
整備を推進します。
【P98Ⅶ②２ 】

バス交通については，国の補助制
度等を活用し，広域的・幹線的な
バス路線の運行等を支援するとと
もに，事業者や地元自治体と連携
して，生産性向上や，コミュニティ
バス・デマンド交通など地域の実
情に合わせた運行形態導入の促
進に取り組み，維持・確保を図りま
す。
【P99Ⅶ②８ 】

光ファイバ等の超高速ブロードバ
ンドや公衆無線ＬＡＮ（無料Ｗｉ－Ｆ
ｉ），第５世代移動通信システム（５
Ｇ）などの情報通信基盤について，
国，市町村及び事業者と連携しな
がら整備を促進します。
【P95Ⅶ①１ 】

センサー，ビッグデータ等を活用し
たスマート農業・林業・漁業の普及
による生産性の向上に向けた取組
を推進します。
【P95Ⅶ①２ 】

多様で豊かな地域資
源を育み活用する持
続可能な「おおすみ」
づくり

世界自然遺産，ジオパーク ，国立
公園など本県が持つ特色ある自然
環境を生かした地域活性化の取組
を促進します。
【P74Ⅴ①２ 】

地域課題をビジネスの手法を活用
しながら解決するソーシャルビジネ
ス（コミュニティビジネス）などの持
続可能な取組の担い手の創出・育
成等を図ります。
【P112Ⅷ③１ 】

観光地における環境の保全を図
り，豊かな自然環境と共生する持
続可能な観光地づくりを推進しま
す。
【P117Ⅸ②１ 】

間伐の実施や保安林等の適切な
整備など，地球温暖化防止等に貢
献する多様で健全な森林づくりを
推進します。
【P77Ⅴ②３ 】

地域固有の豊かな文化資源を活
用して郷土に誇りを持つ心を醸成
するとともに，郷土芸能や伝統行
事，史跡等の鹿児島の歴史・文化
の保存・継承や，これらを生かした
地域づくりの促進など，観光資源と
しての魅力向上，まちづくりへの活
用等にも取り組みます。
【P49Ⅱ③２ 】

豊かな生物多様性を保全するた
め，県民の参画を得ながら，希少
野生生物の保護対策，外来種対
策，鳥獣の保護管理，野生鳥獣に
よる農作物被害等の防止・軽減，
豊かな森林づくり，里地里山の管
理など身近な環境の保全・再生及
び自然環境に配慮した公共事業
の推進，漂流・漂着ごみ対策など
に取り組みます。
【P73Ⅴ①１ 】

備考：具体の主要施策欄の文末の【　】内は，それぞれ【「ビジョン冊子中のページ」・「施策展開の基本方向の12の柱中の区分」・「中項目」・「小項目」・「小項目中の●の並び順」】を示しています。

地域の取組方針③「おおすみ」の基盤をつくる，基盤を生かす
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地域の取組方針④「おおすみ」で安心して暮らす，始める，働く

《キーワード》 ①医療，福祉，環境，防災・減災，雇用，移住，受入，他人事，自分事，Work Life Balance，働き方，創業，出産，子育て

主な施策体系 具体の主要施策⑦ 具体の主要施策⑧

みんなで連携・協働し
て創る，互いに助け
合い，活き活きと暮ら
せる，誰もが住んで
みたい「おおすみ」づ
くり

中山間地域等において，
将来にわたって暮らし続け
ることができるよう，集落の
枠組みを超え，広域的に
支え合う仕組みづくりを促
進します。また，買物弱者
支援をはじめ生活サービス
機能の集約・確保等を促
進します。
【P106Ⅷ①３ 】

高齢者の身近な通いの場
において，生きがい・役割
づくりに資する住民主体の
介護予防活動の展開・充
実を図るとともに，高齢者
の社会参加を促進します。
【P33Ⅰ①１ 】

壮年期からの健康づくりに
ついての推進体制の整備
と普及啓発を図るととも
に，ロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群） の発
症・重症化予防に取り組み
ます。
【P33Ⅰ①１ 】

温暖な気候，温泉資源，海
洋・森林等の自然環境な
ど，本県の持つ豊富なウェ
ルネス素材を活用した，県
民の心身両面からの健康
づくりを促進します。
【P65Ⅳ①７ 】

地域・職域・学域と連携し
た健康づくりの推進体制の
整備と各健康関連団体と
連携した普及啓発を図りま
す。
【P64Ⅳ①１ 】

社会全体で，妊娠・出産を
温かく支える気運の醸成を
図るとともに，市町村とも
連携し，妊産婦等を支援す
る取組を推進します。
【P55Ⅲ①２ 】

ごみの排出を抑制し，適正
に処理するとともに，ごみ
を再生利用可能な資源とし
て捉え，リサイクル等に取
り組むなど，環境に配慮し
た事業活動を促進します。
【P81Ⅴ④１ 】

みんなが健康を保
ち，病気になっても地
域で必要な医療が受
けられ，安心して暮ら
せる「おおすみ」づくり

地域における医療機関の
自主的な取組及び医療機
関や保険者等の関係者相
互の協議を促進し，地域ご
とにバランスの取れた医療
機能の分化と連携を推進
します。
【P70Ⅳ③４ 】

「かかりつけ医」の普及・定
着を推進するとともに，が
んや脳卒中などの疾病に
ついて，切れ目のない医療
サービスを提供する地域
医療連携体制を整備しま
す。
【P70Ⅳ③５ 】

在宅医療と介護が一体的・
継続的に提供される体制
の構築を目指した取組を
推進します。
【P67Ⅳ②１ 】

認知症予防や早期診断・
早期対応を推進するととも
に，認知症の人と家族へ
の支援の充実を図ります。
【P33Ⅰ①３ 】

県民に対する感染症予防
に関する正しい知識の普
及啓発を行います。また，
感染症発生時の情報の収
集・提供によるまん延防止
対策を実施します。
【P87Ⅵ①５ 】

食品の製造・加工，流通・
販売段階における監視指
導の充実等を図り，食品表
示の適正化やＨＡＣＣＰに
よる衛生管理の導入を促
進します。
また，農林水産物について
は，生産者のＧＡＰ取得等
を促進します。
【P92Ⅵ②６ 】

災害に強い安全な
「おおすみ」づくり・ど
こよりも安全で安心し
て暮らせるコミュニ
ティづくり

河川の寄洲除去や治山施
設の整備など，河川災害，
土砂災害，高潮・侵食被
害，農地・農業集落等にお
ける災害の未然防止対策
を推進します。
【P85Ⅵ①２ 】

災害発生時における道路
交通の機能を確保するた
め，必要な道路整備を行う
とともに，橋梁の耐震対
策，法面の防災対策を進
め，道路や港湾などの緊
急輸送道路ネットワークの
強化を図ります。
【P85Ⅵ①２ 】

橋梁・トンネル・砂防ダムな
どの個別施設ごとに策定
する長寿命化計画に基づ
き予防保全対策などを計
画的に実施し，長寿命化に
よるトータルコストの縮減，
平準化を図り，公共土木施
設の適切な維持管理に努
めます。
【P99Ⅶ②４ 】

河川や砂防，治山等のボ
ランティアと連携して，情報
の共有化と防災活動の強
化に努めるとともに，市町
村の防災活動や住民避難
が円滑に行われるよう，イ
ンターネット等を活用した，
水位雨量情報や土砂災害
警戒情報の提供，土砂災
害警戒区域等の指定など
ソフト対策の充実を図りま
す。
【P86Ⅵ①２ 】

共助による防災活動の推
進の観点から，地域住民
が主体となって行う自発的
な防災活動に関する「地区
防災計画」制度の普及啓
発を図ります。
【P85Ⅵ①１ 】

防災講演会や県総合防災
訓練等を通じて，子どもを
含む幅広い年齢層への防
災知識の普及啓発及び防
災意識の高揚を図ります。
【P85Ⅵ①１ 】

小学校区などの範囲にお
いて，自治会，ＮＰＯ，企
業，青年団，老人クラブ，
子ども会など多様な主体
が連携・協力して地域課題
の解決等に自主的・持続
的に取り組んでいくための
基盤となる組織「コミュニ
ティ・プラットフォーム」づく
りや，その活動の充実に向
けた市町村の取組を促進
します。
【P112Ⅷ③２ 】

多職種・多機関をネット
ワーク化し，個人や世帯が
抱える複合的課題の的確
な把握，支援調整の組み
立て等を総合的・包括的に
行う「包括的相談支援体
制」の市町村単位での構
築を促進します。
【P39Ⅰ④１ 】

いつでも，どこでも，
だれでもスタートでき
る「おおすみ」のしご
と，くらし

地域に増えつつある空き
家を，移住定住や地域の
交流施設等に活用する取
組を促進します。
【P106Ⅷ①２ 】

中山間地域等において，
将来にわたって暮らし続け
ることができるよう，集落の
枠組みを超え，広域的に
支え合う仕組みづくりを促
進します。また，買物弱者
支援をはじめ生活サービス
機能の集約・確保等を促
進します。【P106Ⅷ①３ 】

地域課題をビジネスの手
法を活用しながら解決する
ソーシャルビジネス（コミュ
ニティビジネス）などの持続
可能な取組の担い手の創
出・育成等を図ります。
【P112Ⅷ③１ 】

起業に関する気運の醸成
や初期投資に対する負担
の軽減を図るとともに，県
内外のビジネスパートナー
とのマッチングの機会を創
出すること等により，若者
や女性，県外からのＵＩター
ン者等の起業を促進しま
す。
【P131Ⅹ①２ 】

農業労働力の不足に対応
するため，地域における労
働力に関する情報を一元
的に集約・提供できる仕組
みづくりを進めます。
【P147 ③３ 】

森林・林業に関する魅力の
発信に努めるとともに，就
業相談窓口の設置や基礎
的な技能講習，能力に応じ
た段階的な技能実習等に
より，新規就業者や現場技
能者の確保・育成を図りま
す。
【P147 ③３ 】

意欲と能力のある中核的
な漁業者の育成など後継
者対策を推進し，本県水産
業を支える担い手の確保
を図ります。
【P147 ３③ 】

備考：具体の主要施策欄の文末の【　】内は，それぞれ【「ビジョン冊子中のページ」・「施策展開の基本方向の12の柱中の区分」・「中項目」・「小項目」・「小項目中の●の並び順」】を示しています。
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