
基本戦略 Ⅱ 発展につながる産業づくり

l推進方向 l

岡山の持続的な発展の原動力は､r産業｣の活性化です｡アジア経済の

成長等の時代の潮流を踏まえ､活発な経済活動の促進や競争力の強化など､

力強い産業の育成を進めます｡

県民満足度調査の項目等 

① 経済活動が活発で､発展 している地域になっている
 

(参 県内に多くの観光客が訪れ､受け入れる環境が整っている
 

③	 十分な雇用が確保され､いきいきと働くことができる地域になっている 

④	 県内総生産 (速報値) (※) 

※	 県内総生産 (速報値);四半期ごとの速報によって算出した県内総生産額ですO

満足度調査の結果ではありませんが､県内産業の生産活動状況を表す参考数値

として,満足度調査の結果と同様に毎年度公表することとします .

【戦略プログラムの見方】

概 要

戦略プログラム全体の概要を記載していますo


暮らしやす さ指 標

県民の T暮らしやすさ｣がどの程度向上したかという観点から､

戦略プログラムの達成度や進捗度を示す指標です.戦略プログラム

ごとで､現況値と行動計画の期間である 5カ年間で達成しようとす

る目標値を記載しています｡

メッセー ジ施 策

行動計画の期間である 5カ年間に県が行う施策のうち､戦略プロ

グラムの中核となるものであって､県が特に力点を置いて進めてい

く施策を記載していますD

基本施策
戦略プログラムを支える基本的な施策を記載しています｡ 
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基本戦略 Ⅲ 発展につながる産業づくり 

B]ァジアヘ 日生界へ 目星業グローJくル戦略推進プログラム

概 要

アジアをターゲットに､企業の海外進出や販路開拓を支援するとともに､

岡山の観光や農業を戦略的にアピールすることにより､誘客や農産物輸出

を促進し､併せて空路利用の大幅な増加による航空ネットワークの拡充を

図ります○また､企業間連携の強化や操業環境改善-の支援､国際バルク

戦略港湾である水島港の整備等を通じて､水島コンビナー トの国際競争力

暮 ら しやす さ指 標

○海外市場への参入に向けた支援件数	 453件/年 - 5年間で2,500件 
(うちアジア 354件/件 - 5年間で2.000件)

海外ビジネス支援拠点等での県内企業の海外市場への参入に係る相談件数寄

○県内に宿泊する外国人旅行者の数	 68,147人 → 150,000人 (2倍以上) 
(うちアジア 29.933人 - 78,000人)

○岡山空港の国際線便数 週19便 一 週25便 

(うちアジア 遇17便 一 週23便)

○水島港における国際コンテナ取扱個数 

157千■｢EU/年 - 185千丁〔∪/年 

(うちアジア 111千丁印/年 - 128干TEU/年)

水島港において輸入､輸出された国際コンテナ股扱個数

メ ッセー ジ施策

■東アジア総合プロモーションの推進

急激な経済成長を遂げているアジアをターゲットに､岡山空港を玄関
口とした本県への観光客の誘客促進や農林水産物の販路拡大等を進める
ため､関係者と一体となって､本県の認知度を高め､第一級の観光資源
や高品質な農産物等の周知を図る総合的なプロモーションを行います｡

■新たな西日本ゴールデンルートの売り込み

東日本大震災を契機に､外国人観光客の関心が西日本地域にも広がり
を見せる中､現在の人気観光ルー ト ｢東京一大阪｣に代わる新たな観光

ルー トを広域的な連携により開発し､海外へ売り込みます｡特に､瀬戸
内海を共通の観光資源として最大限活用し､クルーズ客船利用のゴール
デンルー トなど多様なルー ト開発に取り組みます｡ 
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■水島コンビナートの国際競争力強化

高機能 ･高付加価値な素材の西 日本最大の供給基地であ り､ 日本の産

業競争力を支える拠点である水島コンビナー トにおいて､幅広い産業集

積 を生か したバーチャル ･ワン ･カンパ ニー (※1)による企業間の原

燃料 ･ユーテ ィ リテ ィ (※2)の共 同利用を進 め､低炭素型の競争力あ

るコンビナー ト化を進 めるとともに､新エネルギー .エコ関連製品の国

際的な供給拠点 としての機能強化 を図 ります｡

基本施策
【アジア市場等 -の売 り込み】 

lコ海外市場 における販路開拓支援等海外事業展開の支援

現地商談会の開催､海外見本市等-の出展支援､受注拡大 ･共同受注等を目指す県内企

業のネットワークの構築､フロンティア開拓員 ( ※3)の新設､上海事務所や海外ビジ

ネスサポートデスク ( ※4)の機能強化､海外ビジネスワンストップ相談窓口の設置など

□航空ネ ッ トワークの拡充 と空港機能の強化

既存路線 (ソウル､上海線等)の増便や格安航空会社 (LCC)などの新規路線の開拓､

岡山空港の国際線旅客ターミナルの充実など

□農林水産物の輸出促進 【再掲】

【生産拠点等進出の支援策】

□県が有す る海外 ビジネス支援拠点による海外進出の支援


上海事務所や海外ビジネスサポー トデスク等を活用した海外進出の支援


【県内企業の競争力強化】

□海外事業展開等による県内企業の競争力強化支援


県内企業の国内における競争力や経営基盤強化など


【国際競争力の強化】

□水 島港の機能強化

国際バルク戦略港湾である水島港の機能強化を図るための新高梁川橋梁や玉島ハーバー

アイランド水深 12m岸壁の整備など 

※1 バーチャル ･ワン･カンパニー:水島コンビナート全体を一つの企業とみなし､強固な
企業間連携により､競争力強化を目的とした操業効率の向上や省エネ･省資源化を図る
こと｡ 

※2 ユーティリティ :工場の生産設備 ･装置を稼働するために必要な蒸気や電力等を供給す

る､ボイラーや自家発電設備等の総称
 

※3 フロンティア開拓員 :県内中小企業 -海外販路開拓に関するアドバイスや南淡先の紹

介を行う経験豊かな人材
 

※4 海外ビジネスサポートデスク :県が､県内企業の海外事業展開を現地で支援するため､


民間団体に委託して -'置するビジネス支援拠点｡中国･ ナム. 打
&L 大連市､ベト ハノイr､

カンボジア･プノンペン市､タイ･バンコク市､インドネシア･ジャカルタ市に設置し

ています｡ 
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基本戦略Ⅲ 発展につながる産業づくり

回 ものづくり産業イノベーション推進プログラム

概 要

ものづくり重点 4分野 (超精密生産技術､バイオ､医療 .福祉 .健康､

環境)を中心とした産業クラスター (※1)の形成を目指すとともに､グリ

-ンイノベーションを支える基盤 となる高機能 .高付加価値製品の開発

や､今後の成長が見込まれる次世代自動車 .電池関連産業分野の研究開発

暮 ら しやす さ指標

○各産業クラスターで開発された製品の数 197件 - 300件

○大学発ベンチャー企業数 44社 - 70社

メ ッセ ー ジ施 策

■次世代自動車産業クラスターの形成 
EV (電気自動車)の登場や生産拠点の国際的なシフ トなど本県の基

幹産業である自動車関連産業を取り巻く状況が大きく変化する中で､県

内企業が的確に対応できるよう､おかやま次世代自動車技術研究開発セ

ンターを拠点に､次代を先取りした岡山モデル EVの開発を通 じて､部

品メーカーをはじめ県内企業の強みを生かした技術開発を推進 し､国際

競争力のある次世代自動車産業クラスター-の発展を図ります｡

■グリーンバイオ ･プロジェクトの推進

製材端材等の未利用バイオマス資源の新たな市場を形成するため､革

新的なセルロースナノファイバー (※2)製造技術を確立 し､自動車の

部材等の開発や､セルロース本来の高機能性に着目した化粧品素材等-

の応用などの技術開発を進めるとともに,市場展開を通じて､木質系バ

イオマスを中心とした産業クラスターの形成を推進 し､森林 ･林業の再

生と中山間地域の活性化を目指します｡

基本施策

【産業クラスターの形成】

ロミクロものづくり産業クラスターの形成



超精密生産技術の集積など

口医療 ･福祉分野産業クラスターの形成 

OM IC (※ 3)の活用促進によるライフイノベーションの推進､ハー トフルビジネス

おかやまの活動支援など

口環境 ･新エネルギー産業クラスターの形成


循環型産業クラスターの形成,電池関連産業クラスターの形成など


【技術研究開発 ･支援】

□おかやま発 !環境技術のアジア貢献の推進


おかやま環境技術研究会 (仮称)の立ち上げなど


□産学官連携によるイノベーション創出


産学官の連携による知的財産の活用､新製品 ･新技術の開発等の促進など


ロベンチャー企業の育成


大学発ベンチャーの創出､インキュベーションセンター事業など


口研究開発支援機能の強化


県工業技術センターによる研究開発支援､きらめき岡山創成ファン ドの活用など


口明日の岡山県農林水産業を支える新技術の開発と迅速な普及 【再掲】
 

※ 1 産業クラスター :競争力のある産業や技術を核に､関連するさまざまな業種の企業とこ

れを支援する機関 (大学.研究威関､産業支援機関等)が近接しながら有機的なネット

ワークを形成し､特定の製品 ･サービスにおいて競争カーのある集団を形成している状態

のこと｡ 

※ 2 セルロースナノファイバー :木材などを非常に細かくほぐして得 られる線維状の物

質で､鋼鉄の約 1/5の軽さと約 5倍の強度を有するといわれています｡ 

※ 3 0M IC :おかやまメディカルイノベーションセンターの略称で､岡山大学医療系キャ

ンパス内に立地し､産学官連携による医療先進県にふさわしい岡山ならではの医療産業

の創成と産業クラスターの実現を目指しています｡ 
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基本戦略Ⅲ 発展につながる産業づくり

@]成長につながる企業の誘致 ･集積プログラム 

E湖■田

充実した広域交通網や､自然災害が少ないなど安全性や安定性の高い換

業環境をセールスポイントに､今後成長が期待できる新エネルギー関連､

次世代自動車､航空機関連分野の企業の生産拠点や研究開発部門を主なタ

-ゲットとする誘致活動を展開するとともに､企業のリスク分散の動きを

暮 ら･Lやす さ輯療 ←

○企業立地件数	 21件/年 - 5年間で 150件

○今後成長が期待できる企業の立地件数 (県内企業の関連分野への展開を含む)

新規に 20件
今後成長が期待できる､新エネルギー関連､次世代自動車､航空機関連分野の企業

立地件数

○県内に設置されたメガソーラーの数	 o件 一 件

栄目標数値は､再生可能エネルギー特別措置法等の動向を踏まえて決定

メ	 ッセー ジ施寮

■国内有数の安全で安定性の高い操業拠点の形成

東日本大震災後､非常時でも事業を継続できる体制が必要との認識が

高まっており､リスク分散の観点から､今後､西日本-のデータセンタ

ーや研究開発拠点､生産拠点等の立地が予想されるため､自然災害のリ

スクが少なく､電力を安定的に供給できるなど本県の優れた操業環境を

セールスポイン トに積極的な誘致活動を行います｡

■西日本の航空機産業拠点の構築

航空機産業は､産業の裾野が広く波及効果の高い産業分野であり､玉

島ハーバーアイラン ドに立地が決定した航空機部材メーカーのパー トナ

ーとなる表面処理や熱処理などの優れた技術を持つ企業をはじめ､将来

的にはエンジン部品等を製造する重工メーカーの立地を視野にも入れな

がら戦略的な企業誘致に努めるとともに､これら誘致企業とウイングウ
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イン岡山など航空機部品の製造に積極的に取り組む県内企業との連携を

図り､我が国有数の航空機産業クラスターの形成を目指しますo

Tメガソーラー等の誘致

晴れの国の特長が生かせるメガソーラーの誘致に市町村と連携して敬

り組むとともに､低炭素社会の実現に向け将来にわたり成長が期待でき

る新エネルギーや次世代自動車関連などの企業の誘致に取り組みます｡

また､県内企業の技術力向上に資するベンチャー企業の誘致にも力を入

れます｡

基本施策

【企業誘致】

ロターゲットを絞った企業誘致活動の推進

新エネルギーなど今後成長が期待できる特定業種の* .地や試験研究施設等大規模な設備

投資に対する補助金など

ロ産業団地の特性に応じた誘致戦略の展開

玉島ハーバーアイランド､県北産業団地､岡山リサ-チパーク-のそれぞれ特性に応じ

た誘致戦略

口先端的ミクロものづくり集積団地構想の推進

先端的大規模工場や県内のミクロものづくり関連企業が立地可能な大規模集積団地の整

備支援

【基盤整備】

ロ三海二山を結ぶ広域交通網等の整備

日本海から瀬戸内海､太平洋までの広域的な道路や地域高規格道路の整備 (中国横断自

動車道岡山米子線 ･姫路鳥取線､美作岡山道路､空港津山道路､北条湯原道路など)

ロ交通渋滞の緩和による人や物のスムーズな移動の確保

環状道路やバイパスの整備 (国道 2号玉島笠岡道路 ･倉敷立体､県道倉敷笠岡線､岡山

衆状道路､国道 180号総社 ･一宮バイパスなど)

ロ豊かで暮らしやすい地域づくりを支える道路整備

高速道路や空港 ･港湾-のアクセス強化､地域間連携の強化 (国道 313号北房バイパス､

国道 429号旭バイパス､県道新見勝山線､県道南浦金光線など)

ロ水島コンビナー トの国際競争力強化 【再掲】 
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基本戦略Ⅲ 発展につながる産業づくり

回 地域産業パワーアップ･新ビジネス育成プE3グラム 

E調■臣彊

地域の商工団体 .農林水産団体やNPO等さまざまな主体と連携し､中

小企業等の経営革新や販路開拓による経営安定､魅力ある新商品づくり等

を促進するとともに､地域力を生かしたソーシャルビジネス (※1)へなど､

新たなサービス産業の育成､情報ハイウエイの高機能化等を通じて､地域

○従業者-人当たり製造品出荷額 全国 7位 - 全国 5位以内

○経営革新に取り組む中小企業数	 70社/年 - 5年間で500社
中′ト企業新事業活動促進法等に基づき､新事業を行い経営の向上を図ること等を目

メッセー ジ施策

■新分野 ･新事業に挑戦する元気な中小企業の育成

中小企業が行 う新製品､新技術等の開発や､首都圏や海外等での販路

開拓 ･取引拡大に向けた取組を総合的に支援するとともに､地域の中小

企業のさまざまなニーズに的確に対応した経営支援施策を地域の支援機

関や市町村等と連携して推進 します｡

■地域に根ざした産業の ｢独自の強み｣づくり

全国有数の本県繊維産業の活性化を図るため､繊維産業ルネサンスプ

ロジェクト実施計画に基づき､関連団体と連携し､新技術の開発や人材

育成 ･産地ブランド化や海外市場-の展開を目指す県内企業の取組を支

援します｡また､耐火物産業においては､岡山セラミックスセンターを

核として研究開発を進めるとともに､倉敷地域や津山地域等における地

域の強みを生かした技術開発や地域の特色のある資源を活用した新商品

開発などの組織的な取組を支援します｡

■地域力を生かしたソーシャルビジネスの育成

少子高齢化が進行し､特に中山間地域で過疎化が進む中で､配食､移

動手段の確保､買い物支援等の住民ニーズに対応するため､地域事業者

や住民間の助け合いといった地域力を生かしたモデル事業の実施を通じ 
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て産業振興と活性化を進めるなど､地域のソーシャルビジネスを育成し

ます｡ 

基本施策

/′＼1

【中小企業等の支援】

ロ地域の暮らしを支える中小企業経営の支援

地域のニーズに応じた企業活動 ･事業展開等-の支援など

□地域社会を支える建設業の新分野 ･新事業挑戦の支援

相談への対応や新分野進出計画の作成 ･計画実施-の支援など 

[コスピーディーで効果的なセーフティネットの整備

中小企業等の経営の安定と強化を図るための各種融資制度による支援など

ロ中心市街地活性化-の戦略的支援

商業活性化ア ドバイザーの派遣など ･

･｢

【地域産業活性化に向けた基盤整備等】

□安全安心な IT利用環境の整備

情報ハイウェイ等の機器 ･電源の二重化による信頼性向上やセキュリティ対策の強化に

よる IT利用環境の充実など 

□ IT基盤の充実

情報/＼イウェイの高速化 ･省電力化､クラウドコンピューティング (※ 2)等の新たな

情報通信技術の導入など

ロユビキタスネットワークの充実

屋内 ･屋外を問わずブロー ドバンドをビジネス活動等に活用できる無線 LANスポット

の普及促進など 

□ IT人材の育成 【再掲】

ロ地域力を生かした 6次産業化 ･農商工連携の推進 【再掲】 

※ 1

※ 2

ソーシャ′レビジネス :環貴や貧幽間顔などのさまざまな社会的課題に向き合い､ビジネ

スを通じて解決していこうとする活動の総称 

クラウドコンピューティング :インターネットを通じて､情報処理サービスやデータの

保存管理等を利用するシステム形態 
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基本戦略 Ⅲ 発展につながる産業づくり

回 ｢おもてなし岡山｣魅力発信 ･誘客プログラム 

■劃■挺遍

豊かな自然､歴史遺産や伝統文化など本県が持つ魅力の発掘と磨き上げ

を行いながら地域発観光を推進するとともに､地域や近県との連携を一層

強化しながらテーマ性やスト-リ⊥性を持つ周遊型 .滞在型観光ルー トの
開発等に取り組み､また､岡山を訪れることで得られる感動を効果的に広

暮 ら しやす さ指標 十

○観光客入り込み数 2,514万人/年 - 2,800万人/年

○観光消費額 1,460億円/年 - 1.800億円/年

○観光ボランティアガイドの数 745人 - 1.000人

メ ッセー ジ施秦

■地域の魅力を再発見し全国に発信する ｢地域発観光｣の推進

県民の郷土を愛する気運の醸成を図りながら､地域の歴史や文化など

を新たな観光資源として掘り起こし､テーマ性やス トーリー性を持った

観光素材に育てる取組を支援します｡さらに､盛り上がりを見せるB級

ご当地グルメなどを活用し新しい視点で観光ルー トを開発し､これを商

品化するための旅行会社-の売り込みなどを通じ全国-の情報発信を強

化します｡

■他県と連携し新たな魅力をPRする ｢広域観光｣の推進

本県の充実した広域交通網を生かし､首都圏､関西圏､さらには新幹

線が開通した九州等幅広い地域からの誘客を進めるため､近隣地域共通

の観光資源である瀬戸内海の魅力を生かしたルー トなど広域周遊ルー ト

の開発に取り組み､近隣府県と連携してエリア全体の魅力向上に努めま

す｡

基本施策
□具体的な集客につながる国内外-の観光プロモーションの推進 
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マスメディア等を通じた魅力発信､モニターツアーの実施など

□おかやまおもてなしスタイルの構築

おもてなし活動の実践､おもてなしの学習の機会の提供など

ロおかやま後楽園の魅力づくりの推進

後楽園のにぎわいの創出､魅力発信につながる施設整備など

ロコンベンションの誘致等によるビジネス客等の取り込み

多くのビジネス客の来訪が期待できるコンベンション誘致など

□映画･TVロケの誘致による情報発信

映画･TVロケの誘致による全国への情報発信など

□港を中心としたにぎわい空間の創出

宇野港へのクルーズ客船の誘致､港湾整備など 

lコ新たな西日本ゴールデンルー トの売り込み 【再掲】



基本戦略Ⅲ 発展につながる産業づくり

回 巌かる産業に 日舞めの農林水産業育成プログラム

概 要

水田農業の確立や次世代フルーツによる rくだもの王国おかやま｣の基

盤強化を図るとともに､大規模経営体の育成に努めながら､多彩な農林水

産物の輸出促進､新たな担い手である企業の参入も進め､儲かる産業とし

ての農林水産業の確立を目指しますO

暮 ら しやす さ括標

○次世代フルーツの栽培面積	 171ha - 300ha

O県産材の生産量	 324千n13 - 400千m3

県内で 1年間に生産される木材 (丸太)量

○法人化された農業経営体数	 286法人 - 350法人

農家や集落組織等が農業経営を法人化 した数

○新たに農業経営を開始した就農者数 113人/年 - 5年間で550人

○里海の整備箇所数	 2箇所 - 4箇所
魚介類の牛産性の向上や牛物多様性を確保するため､藻場､干潟の整備や底質改善

を取り入れた海洋牧場化などに取り組んでいる海域の数

メッセー ジ施策

■次世代フルーツの生産拡大

本県果物の柱である白桃,ピオーネ､マスカットの高品質生産を進め

るとともに､多彩で個性豊かな ｢くだもの王国おかやま｣のより一層の

飛躍に向けて､消費者ニーズに即した品種として期待が大きいおかやま

夢白桃､オーロラブラック､シャインマスカット等次世代フルーツの積

極的な生産拡大に取り組みます｡また､販路やフアン層の拡大を進め､

将来につながる攻めの果物振興を図りますo

■岡山県産ヒノキの需要拡大と魅力ある林業の実現

本県の優れたヒノキ等の人工林資源は年々充実してきており､効率的

な加工流通体制を整備し､乾燥材等晶質 ･性能に優れた製材品の販路を

県内外に広げ､需要拡大を図ります｡また､意欲と実行力を有する者に 
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森林経営を集約化し､林道や作業道の整備などを加速することにより､

生産性の急速な向上を図り､県産材の安定供給と持続可能な魅力ある林

業の実現を目指します｡

■次代を担う ｢力強い｣担い手の育成

思定農業者や集落営農法人等の育成強化を図り､水田農業においては､

農地集積による規模拡大と法人化等によって r力強い｣担い手の育成を

進めるとともに､農協や企業､作業受託組織など新たな担い手の育成も

行い､これらの担い手が本県農業の将来を担うよう農業構造の転換を図

ります｡また､森林の適正な管理と林業の再生を図るため､森林経営計

画の作成､作業道開設､現場作業､木材加工 ･流通など各段階で､森林

･林業を支える担い手の育成 ･強化を図ります｡

t農林水産物のブランド確立

高品質で魅力ある農林水産物の生産振興に努めるとともに､岡山ブラ

ンド農林水産物 ( ※1)を中心とした県産農林水産物のブランド確立に

向け､関係団体等と連携して､関西 ･首都圏等大消費地や海外での PR･

販路拡大事業を積極的に展開します｡

■農林水産物の輸出促進

国際的に競争力のある本県産の挑､ブ ドウ等の果物を軸としたアジア

地域での拠点づくりと､経済発展著しい他の有望国 ･地域での市場開拓

を行い､商業ベースでの輸出定着を目指すとともに､県産果物のブラン

ドカを活用した多彩な農林水産物輸出の展開を図ります.

■畜産物の生産振興

｢安全 ･安心で美味しい｣おかやま和牛､黒豚､地どり､ジャージー

製品などの生産振興や高品質な生乳の安定供給を図るとともに､生産 ･

流通 ･消費者団体と連携し､消費者ニーズに対応した県産食肉や牛乳 ･

乳製品の消費拡大を推進します｡

■地域力を生かした 6次産業化 ･農商工連携の推進 
6次産業化や農商工連携の取組により開発された商品やサービスのさ

らなる進化や波及を図るため､自然や歴史､文化を含む豊かな地域資源 
(地域力)をフルに活用したコーディネー トの蘇化や販路開拓の支援等

を進めます｡

■おかやまの里海づくりと海の恵みの持続的利用の推進

豊かな瀬戸内海の恵みが今後も享受できるよう藻場や干潟の造成に加

え､隣接県と連携し､播磨灘での広域的な里海づくりを進めますOまた､

カキ殻を利用した底質改善技術や児島湾口部における栄養塩の管理技術

を早急に確立し､漁場環境の改善による資漁回復を図り､漁業資源の持

続的な利用を推進します｡ 
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基本施策
【生産振興 ･技術支援】

ロ競争力ある米づくりの推進

特色ある品種や栽培方法を生かした稲作経営の規模拡大 ･省力化技術の導入､新規需要


米生産への取組など水田の有効活用による生産コス トの低減と国際化を見据えた競争力


の強い米づくりの推進など


ロ "おかやま元気 ･健康ベジタブル''の生産振興

個性豊かで消費者 ･市場から求められる安全 ･安心な "おかやま野菜"の生産 ･供給､


省力 ･低コス ト化や契約栽培､地産地消の推進等による足腰の強い野菜産地の確立など


ロ旬の地魚の生産振興

県民の豊かな食を支えるためのサワラ､ヒラメ､ガザミなど多様な海の幸の持続的利用


とノリ､カキ養殖業の安定生産や中間流通コストを削減した生産者主導による販売体制


の構築など


ロ明日の岡山県農林水産業を支える新技術の開発と迅速な普及

｢高品質｣や ｢安全 ･安心｣､｢環境｣､｢収益性｣をキーワー ドに､産学官連携等の活用


による新品種 ･新技術の開発や生産現場への迅速な普及 ･定着､現地の課題やニーズに


即した技術情報の収集と提供､現地技術の組立 ･実証を通じた新技術の迅速な普及など


ロ地産地消の推進

関係団体と連携した地産地消の推進､各種啓発括動を通じた食料自給率向上対策の推進


など


【基盤整備 ･中山間地域農業】

ロ食の礎となる農業基盤整備の推進

農産物の生産に欠かせない水の有効利用を図るためのかんがい排水施設等の整備､生産

を支える担い手の効率的かつ安定的な経営を図るための区画整備等の推進など

ロ農業を支える施設の保全管理の推進 ＼J

農業用水を安定的に供給する水利施設や農産物の効率的な輸送に欠かせない農道などの

機能診断に基づく保全計画の策定､予防保全対策を実施することによる施設の適切な保

全管理の推進など

口中山間地域農業の再生


地域資源を生かした農業経営や雇用の創出､地域農業をリー ドする人材の育成､都市農


村交流による企業や住民の支援 ･協働､地域資源を生かしたアグリビジネスの促進など


ロ農林水産物の鳥獣害防止対策の推進

イノシシ等野生鳥獣による農林水産物被害防止のための地域ぐるみの被害防止施設や防


除体制の整備の推進､有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりと有害鳥獣の捕獲の推進など
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口優良農地の確保と有効利用の推進

農業上重要な地域 (農振農用地)を中心に市町村の解消計画に基づく耕作放棄地の再生

と発生防止､担い手農家への農地の利用集積､農協等企業参入の促進などによる優良農

地の確保や有効利用の推進など
うるわ

□次代-引き継ぐ美 しの農山漁村づくりの推進 【再穐】

【食の安全 ･環境保全】

□県内産飼料の増産による資源循環型畜産の推進

耕畜連携による飼料用米 ･飼料用稲の増産､耕作放棄地など-の放牧の推進､稲わらや

食品残さ等未利用資源の飼料利用の拡大､コントラクター (飼料生産受託組織)等支援

組織の積極的な活用推進など 

lコ安全で安心な農林水産物の生産と信掃確保の推進 【再掲】


口環境保全型農業の推進 【再枯】


ロ県民が育て楽しむ森づくりの推進 【再掲】


□公益的機能を高める森づくりの推進 【再持】 

※ 1 岡山ブランド農林水産物 .高品質､市場占有.率が高い､全国的に知名度が高い等の品目

を県が独自に選定しているものです｡(ピオーネ､ マスカット,白桃､朝日米､雄町米.

ジャージー牛乳､黒大豆､冬春なす (千両なす)､岡山かき,スイートピー､黄にら､

おかやま和牛肉､美作材) 
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基本戦略 Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

価値観が変化する中､ ｢潤い｣のあるライフスタイル-の転換が求めら

れています｡文化､スポーツなどを楽 しむ環境づくりをはじめ､県民の生

活の質を高める取組を進めます｡

､県民満足度調査の項目 

①	 十分な雇用が確保され､いきいきと働くことができる地域になっている 

②	 普段の生活の中で､芸術 ･文化､スポーツ等を実践したり､観て楽しめる

地域になっている

【戦略プログラムの見方】

概 要

戦略プログラム全体の概要を記載しています｡


暮ら しやす さ指標

県民の ｢暮らしやすさ｣がどの程度向上したかという観点から､

戦略プログラムの達成度や進捗度を示す指標です｡戦略プログラム

ごとで､現況値と行動計画の期間である 5カ年間で達成しようとす

る目標値を記載しています｡

メ ッ セ ー ジ施策

行動計画の期間である 5カ年間に県が行う施策のうち､戦略プロ

グラムの中核となるものであって､県が特に力点を置いて進めてい

く施策を記載しています｡

基本施策
戦略プログラムを支える基本的な施策を記載しています｡ 
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基本戦略Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

B]文化 ･スポーツ .学びを楽 しむ暮 らし創造 プログラム

概 要

芸術 .文化､スポーツ､生涯学習等に親しむ嘩会の増大やメニューの充

し_つ実､ゆとりの創出等を通じて､県民が自らの噂好に応 じてこれらを楽しむ

暮らしを創造し､その普及を図るとともに､地域の活力向上にも結び付け

暮 ら しや∵さ猪 榛

○県文化施設利用者数	 476,494人/年 - 700,000人/辛

県民の文化活動の拠点となる県文化施設 (県立美術館等 6施設)の利用者数

○県民文化祭参加者数	 177.340人/年 - 350.000人/年

○岡山ゆかりのアスリー トの国際大会出場音数 

56人/年 - 5年間で300人

ジュニアから本県で育成された､又は本県を活動拠点としているアスリー トのうち

日本代表として国際大会-出場した人数

○成人男女の運動 ･スポーツ実施人数	 76.4万人 - 86万人

県内成人男女のうち 1週間に 1日以上運動･スポーツを実施する人敬

○公立図書館から借 りた本の数	 全国 8位 - 全国 3位以内
県民 1人当たりの貸出冊数で比較した全国順位

メ ッセー ジ施 策

■ ｢文化がまちにある｣プロジェク トの推進

おかやま県民文化祭の充実をはじめ､芸術 ･文化をテーマとした県民

総参加による文化の祭典を繰り広げ､国民文化祭の開催により高まった

県民の文化-の関心や､県内各地で新たに始まった文化活動の取組を各

地に根付かせ､伝統ある地域文化や新たに創造された特色ある文化を人

々が身近に感じ育てていくことができる取組を推進します｡ 

IIスポーツで創る ｢元気コミュニティ｣の推進

心と体を健康に保ち､豊かな生活を送るため､各地域で運動やスポー

ツを手軽に楽しめる機会を提供しますOまた､地域資源を活用したスポ

ーツ活動を通じて交流を進め､コミュニティの活性化を図ります｡

■トップクラブチームによるおかやまの元気 ･感動の創出

トップリーグで活躍する地元 トップクラブチームにより､岡山を広く 
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情報発信するとともに､県域を越えた交流の輪を広げ､本県のスポーツ

を通じた地域の活性化を図ります｡また､地元 トップクラブチームを全

県的に応援する気運の醸成を図り､スポーツによる元気や感動を味わう

数多くの機会を創出します｡

基本施策
【芸術 ･文化】

ロ文化創造活動の企画 ･支援

県立美術館や県天神山文化プラザ等の文化施設の機能充実､人材の顕彰 ･支援､文化団

体等の活動支援など

□文化交流 ･文化発信の推進

美術館の連携によるアー トツ -1)ズムや中四国各県との療瀬戸内海文化連携の推進､文

化を通じた国際交流の支援など

ロ未来-つなぐ !おかやま文化の担い手育成 ･支援

小 ･中学生を対象とした美術学習プログラムやワークショップの実施､若手芸術家の育

成 ･支援など

口文化財の保存 ･活用


文化財の保護保存､文化財講座､体験教室の実施､薪県立博物館構想の推進など


【スポーツ】

口未来-はばたくアスリー トの育成 .支援

｢心 ･技 ･体+知｣を備えたアスリー トの育成や指導者の養成､環境の整備による競技

力の強化､有為な能力や経験を広く社会へ還元する仕組みの構築など

□障害者スポーツの普及促進


県障害者スポ-ツ大会の開催､スポーツ教室の実施や指導者の養成など


【健康づくり】

ロ心と体の健康づくりの推進 【再掲】

【生涯学習 ･交流】

口生涯学習活動の推進

社会に参加 ･参画して活動できる場の充実､県立図書館と市町村立図書館のネットワー

クの充実､県生涯学習センターでの活用講座など

ロ国際交流の推進


友好 (交流)訪問団の派遣 ･受入や岡山県紹介展の開催など


【ゆとりの創出】

口仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ Lバランス)の推進 【再掲】

ロユビキタスネットワークの充実 【平祐】 
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基本戦略Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

E]地球と人にやさしい岡山流スマ- トライフ発信プログラム

概要

東日本大震災後のエネルギーに対する意識の変化も踏まえ､新エネルギ

ーの活用をはじめ､省エネ ･省資源や リサイクルなど地球環境に負荷が少

なく､持続可能な地域社会の構築につながる新たなライフスタイルを全国

に先駆けて創造 し､県内外に発信しますo

暮 らしやす さ捧標

○省エネ行動実践数	 428件 - 800件
クールビズなど節電･省エネルギーにつながる新たなライフスタイルを実践する事

業者等の行動数

○マイバッグ持参率 44% - 70%

買い物の際にマイバッグを持参している県民の割合

○新エネルギーを活用したスマー トタウンの数 (検討中)

○住宅用太陽光発電設備の普及率 4% - 10% (2倍以上)

○電気自動車の普及台数	 269台 - 1.600台 (5倍以上)

メ ッセ ー ジ施 秦

■エコ&省エネ重視のライフスタイルへの転換

地球温暖化対策など持続可能な社会の実現を目指し､晴れの国の特性

を生かした太陽光発電の住宅等-の普及拡大や省エネの見える化などを

進めるとともに､緑のカーテン､マイバッグ持参など県民一人ひとりの

節電 ･省エネルギーやェコな実践活動につながる知恵と工夫の創出と普

及を図ることによって､資源やェネルギーを大量消費する生活様式から､

環章負荷の少ないライフスタイル-の転換を推進 します｡

■新エネルギーを活用したスマートタウン構想の推進

太陽光発電や小水力発電等の新エネルギーや電気自動車を核として､

地域内のエネルギー利用効率を上げるコンパクトなスマー トエネルギー
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システムの社会実証を進め､岡山モデルのスマー トタウン構想の推進を

図ります｡

■電気自動車の普及促進

環境性能が高い電気自動車について､蓄電池としての活用など新たな

可能性にも着目しながら､民間等-の導入促進､計画的 ･戦略的な充電

インフラの整備､広域的な推進体制の構築など､産学官で構成する協議

会での議論も踏まえ､協働で普及推進に取り組みます｡

基本施策

【省エネ ･省資源】

□循環型社会の形成推進

｢おかやま ･もったいない運動｣等を通じた普及啓発､岡山県エコ製品や岡山エコ事業

所の認定と周知､■グリーン購入の推進など

□環境学習の積極的推進 

NPO等との連携 ･協働による環境学習､ェコツア-の実施､体験活動を通じた環境保

全教育の推進､子どもを対象とした環境活動の支援など

□産業面での地球温暖化防止対策の推進

温室効果ガス排出量算定 ･報告 ･公表制度による事業者の自主的な温室効果ガス削減の

取組促進や削減計画策定の支援など 

□LED (※ 1)車道用道路照明導入の推進 1

車道用道路照明を省エネ性能が低い水銀灯から長寿命で省電力のLEDへの交換


【新エネルギーの活用】

ロ太陽光発電､小水力発電の導入 【再掲】

□新エネルギーの地産拡大戦略の推進 【再削 

※1 LED (LightEmittingDiodes):半永久的に使用が可能で.消費電力が少ない発光ダ

イオードの略 
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基本戦略Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

B]未来につなぐ!自然と景観の保全プログラム 

E洞

世界に誇る美しい瀬戸内海や緑あふれる森林､心癒される清流等の恵ま

れた自然やその中で暮らしている多種多様な野生生物､さらには､農山漁

村の風景､地域の歴史と伝統が生かされた優れた景観を次世代も引き続き

楽しめるよう保全するとともに､これらも活用しながら､個性ある美 しい

暮 ら しや す き指標

○身近な自然体験プログラムの参加者数 

7,504人/年 - 20,000人/年 (2倍以上)

行政や自然保護団体などが企画.実施する自然保護や環境学習等をテーマとした体

験プログラムの参加者数

メ ッセ ー ジ施策

■生物多様性おかやま戦略の推進

希少野生動植物の保護や自然環境の保全活動を行う者等と連携し､優

れた自然景観や多様な生物が息づく里地里山を地域の豊かな財産として

守る取組や､身近な自然に親 しみ楽しむことのできる体験学習プログラ

ムの企画 ･実施などにより､水と緑に恵まれた自然の中で多くの野生生

物と人間がともに生存していくことのできる豊かな環境を次の世代に引

き継ぎますo

■県民が育て楽しむ森づくりの推進

地域の里山林等を整備する森林ボランティアグループ等の自主的な敬

組を促進するため､森林ボランティア活動をサポー トする新たな仕組み

づくりを行 うとともに､企業等の森づくり活動-の参加を支援するなど､

県民参加の森づくりを推進しますoまた､栗やきのこ栽培､炭焼き､自

然観察会など､参加者が森の恵みを楽 しみながら森づくりを行 う取組を

推進します｡



うるわ
■次代へ引き継ぐ美 しの農山漁村づくりの推進

農村地域の自然や景観を次代に引き継ぐため､農業者だけでなく地域

住民等さまざまな主体の参画を得て､共同活動により農業 ･農村の有す

る多面的機能の発揮を支える農地や農業用水施設等の適切な保全管理を

進めるなど､県民が一体となって保全する気運の醸成を図ります｡また､

自然生態系に配慮した農業生産基盤や農村生活環境基盤の整備に努め､

さらには､きれいな水と自然に囲まれた潤いのある漁村環境を構築する

ため､集落排水処理施設､集落道など生活環境の整備を行い､人と自然

との共生が実感できる農山漁村づくりを推進 します｡

基本施策

口瀬戸内海の再生 ･活用

自然海浜の保全など瀬戸内海の環境保全の推進､海辺の環境学習やェコツーリズムの場

としての活用など

ロ児島潮再生の推進

下水道の整備促進､浄化用水草入事業やアダプ ト推進事業等による児島湖水質改善の推

進など

ロクリーンライフ 100構想の推進

生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため､下水道や集落排水､浄化槽等の汚

水処理施設整備100%達成に向けた取組の推進

□多自然川づくり等の推進

自然環境や親水性に配慮した河川改修事業の推進.地元参画による親水護岸の整備など

□おかやまアダプ トの推進


住民グループ等との協働による道路､河川､海岸､公園等の環境美化活動の推進など


□公益的機能を高める森づくりの推進

間伐の促進､伐期の長期化､広葉樹林 ･針広混交林-の誘導､荒廃した里山林やアカマ

ツ林の再生､ナラ枯れ被害対策の推進など

□おかやまの里海づくりと海の恵みの持続的利用の推進 【再掲】
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基本戦略Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

回 誰もがいきいき働き活躍できる社会実現プログラム

概 要

誰もが適性や能力に応 じていきいきと働き､社会の中で活躍 していくた

め､就業 しやすい環境づくりを進めるとともに､きめ細かい職業相談や就

職面接会の開催など積極的に就職支援に取 り組み､県民の豊かな生活の実

現を図ります｡

暮 ら しやす き指標

○有効求人倍率	 全国 6位 - 全国 3位以内

求職者 (仕事を探している人)1人当たり何件の求人があるかを示す割合 (年平均

値)の全国順位

○おかやま若者就職支援センター登録者の就職決定率 

64.1% - 70.0%

おかやま若者就職支援センターの登録者のうち､就職が決定した者の割合

○高等技術専門校修了生の就職率	 85.3% - 90.0%

高等技術専門校の施設内訓練修了生のうち､就職できた者の割合

○民間企業における障害着実雇用率	 全国12位 - 全国10位以内

毎年6月1日現在の民間企業 (56人以上規模)における障害着実雇用率の全国順位

○女性の生産年齢人口に占める常用労働者の割合	 50% - 55%

女性のうち､生産年齢人口 (15-64歳)に占める常用労働者 (期間を定めずに､又

は 1カ月を超える期間を定めて雇用されている者)の割合

■新規学卒者をはじめとする若者の就職支援

職場見学会や合同就職面接会等により若者の県内企業-の理解促進､

企業とのマッチング機会の提供に努めるとともに､おかやま若者就職支

援センターにおけるマンツーマンでのカウンセ リングなどを通じて､若

年失業者やフリーター等を支援 します○

また､ニー ト等の若年無業者については､おかやま若者サポー トステ

-シヨンと連携 して､就業体験､訪問相談等の各種支援を行い､職業的 
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基本施策
【就業しやすい環境づくり】

□仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･ /くランス)の推進

ファミリーサポー トセンターの設置促進､働きやすい職場環境づくり-の取組の支援な

ど

□福祉 ･介護人材とサービスの質の確保 【再掲】

離職防 I F.のための訪問指導など


【就職支援】

□多様なニーズに対応 した職業訓練の推進


民間の専門学校等と連携した職業訓練､高等技術専門校での職業訓練の充実など
 

El障害のある人の就職支援

雇用拡大に向けた普及啓発､就職準備講習会 ･就職面接会の開催､雇用促進ア ドバイザ

ーの企業-の派遣など

□障害のある人の地域生活の支援 【再掲】


就労に向けた支援体制づくりなど


□高年齢者雇用の促進 

65歳までの雇用確保措置､｢ 70歳まで働ける企業｣の普及啓発､シルバー人材センター

の育成 ･支援など

□女性の就職支援


男女雇用均等法等の制度の周知､就業情報の提供､復職支援など
 

□リターン希望者の就職支援 

Uターン就職希望者-の県内企業の求人情報の提供や Uターン就職相談デスクの開催な

ど
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中四国州推進プロジェクト

道州制の導入及び中四国J ilの実現に向けて ｢中四国州推進プロジェク ト｣

に取 り組みます｡

基本戦略横断プロジェクト

基本戦略を横断する重要な政策課題に対応するため､｢元気 !輝く中山間

地域活性化プロジェク ト｣､｢『晴れの国』発 l新エネルギー拡大プロジェク

ト｣､ ｢胸を張って PR !岡山まるごと情報発信プロジェク ト｣の 3つのプ

ロジェク トに取 り組みます｡

【プロジェクトの見方】 

E崩■団
プロジェクト全体の概要を記載しています｡

暮 ら しやすさ指標

県民の ｢暮らしやすさ｣がどの程度向上したかという観点から､

プロジェクトの達成度や進捗度を示す指標です｡プロジェクトごと

で､現況値と行動計画の期間である 5カ年間で達成しようとする目

標値を記載しています｡

メ ッ セ ー ジ施 策

行動計画の期間である 5カ年間に県が行う施策のうち､プロジェ

クトの中核となるものであって､県が特に力点を置いて進めていく

施策を記載しています｡

基本施簾
プロジェクトを支える基本的な施策を記載していますb 
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中四国州推進プロジェク ト

臼 中四国州推進プロジェクト 

E喝 l

地方分権改革の大きな流れの中､道州制の導入及び中四国州の実現を目

指 し､気運の醸成を図り､中四国の連携を一層強化するとともに､東 日本

大震災を踏まえた広域防災 ･救援拠点機能の強化や水島港の整備などを通

じて､中四国における本県の拠点性を高めます｡

基本施蒙

【気運の醸成】

□気運の醸成

道州制及び中四国州の実現の気運を醸成するためのシンポジウムの開催､ホームページ

やパンフレット等を活用した情報提供､出前講座の開催など

【中四国の連携強化】

ロ災害時広域応援体制の強化 【再削

広域的な被災地支援制度の構築､近隣県との消防防災-リ相互補完体制の充実など

□新たな西日本ゴールデンルー トの売り込み 【再掲】

広域的な連携による ｢東京-大阪｣に代わる新たな戟光ルー トの開発と海外-の売り込

みなど

□他県と連携 し新たな魅力を PRする ｢広域観光｣の推進 【再掲】


近隣府県と連携した瀬戸内海の魅力を生かした広域周遊ルー ト等の開発など


ロ トップクラブチームによるおかやまの元気 ･感動の創出 【再掲】


地元 トップクラブチームによる情報発信､県域を越えた交流の促進など


□文化交流 ･文化発信の推進 【再掲】


中四国各県との環瀬戸内海文化連携の推進など


【岡山県の拠点性を高めるための基盤整備】

□航空ネットワークの拡充と空港機能の強化 【再掲】

既存路線 (ソウル､上海線等)の増便や格安航空会社 (LCC)などの新規路線の開拓､

岡山空港の国際線旅客ターミナルの充実など

□水島港の機能強化 【再掲】

国際バルク戦略港湾である水島港の機能強化を図るための新高梁川橋梁や玉島ハーバー

アイランド水深 12m岸壁の整備など 
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□三瀬二山を結ぶ広域交通網等の整備 【再掲】

日本海から瀬戸内海､太平洋までの広域的な道路や地域高規格道路の整備 (中国横断自

動車道岡山米子線 ･姫路鳥取線､美作岡山道路､空港津山道路､北条湯原道路など)

ロセーフティ･ニューディールの推進 【再掲】

消防防災-Uの拠点の移転 ･整備など

【広域的実施体制の整備】

□国の出先機関の廃止に伴う広域的実施体制の整備


国の出先機関の事務 ･権限の移譲を受けるための広域的実施体制の整備など
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基本戦略横断プロジェクト

回 元気 日揮く中山間地域活性化プロジェクト 

E捌■巨暮

地域の伝統 .文化など幅広い資源を生かした自立的な地域づくりを進め

るとともに､市町村や NPO等と連携 し､中山間地域の活性化に向けた取

組の裾野の拡大を図りながら､地域が行う集落機能維持 .強化の取組の支

暮 らしやすさ指標 

O｢おかやま元気 !集落｣の数 21地域 - 50地域 (2倍以上)

集落機能の再編 ･強化に取り組む地域の数 

O ｢おかやま元気 !集落応援団｣への登録数 4団休 - 60団体

｢おかやま元気 !集落｣からの要望に基づき地域活動の応援に駆けつける団体の数

○中山間地域の交通難所の数	 520箇所 - 170箇所 (3分の 1以下)

路線バスや緊急車両の円滑な通行に支障をきたしている箇所数

○中山間地域において日常の買い物に不便を感じている集落の割合 
(検討中)

十メッセージ施策十

I集落機能の維持 .強化

過疎化 ･高齢化等が急速に進行 している中山間地域において､小規模

高齢化集落など単独では集落としての機能を維持することが困難な複数

の集落が連携することで広域的に支え合い､集落機能の維持 ･強化を図

ろうとする取組を支援するとともに､その活動を支える人材の育成等に

取り組みます｡

■地域の活性化に向けた住民参加による取組の全県的拡大

中山間地域の活性化に向けた取組等に対する県民の理解と参加を促す

ため､市町村等と連携 し､NPOや大学､企業等さまざまな主体のネッ

トワークづくりを進めるとともに､中山間地域活性化協働センター (仮

称)の設立等を通 じて､中山間地域における課題の研究や､活性化に

向けた総合的な取組の推進を図 りますO 
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■中山間地域の安全で円滑な交通を確保する道づくり

集落機能の低下や災害時の孤立集落発生が懸念される中山間地域にお

いて､未だ多く存在する､すれ違いが困難な区間や見通しの悪い箇所を

解消するため､本県独自の道づくり基準である ｢おかやまスタンダー ド 

(※ 1)｣の活用により､効率的 ･効果的な道路整備を推進 し､安全で円

滑な交通の確保を図ります｡

基本施黄
【活性化の推進】
口地域資源を生かした主体的 ･自立的地域づくりの促進

中山間地域や離島をはじめとした地域の自然や伝統､文化などの資源を活用 した創意工
夫あふれる取組の支援､地域活力の創州の促進など

□県民が育て楽しむ森づくりの推進 【再掲】

口次代-引き継ぐ美しの農山漁村づくりの推進 【再掲】


【安全 ･安心な暮らしの確保】

口地域の身近な生活課題の解決
買い物が困難な状況の解消を図るなど､地域の身近な生活課題の解決に向けた取組の促進

□地域医療を支える医療従事者の育成 ･確保 【再掲】
□地域における医療提供体制の整備 【再掲】
口公共交通の確保

中山間地域をはじめとした地域に適 した生活交通の導入や公共交通機関の利便性の向上､
環境負荷の小さい鉄道 ･バス等の公共交通の利用促進など


口地域社会の連帯感や粋の強化による犯罪抑止機能の向上 【再掲】

□高齢者を重点とした交通安全対策の推進 【再掲】

【経済基盤の確立】
口中山間地域農業の再生 【再掲】
口岡山県産ヒノキの需要拡大と魅力ある林業の実現 【再削
□地域力を生かした 6次産業化 ･農商工連携の推進 【再削

口地域の暮らしを支える中小企業経営の支援 【再掲】

口地域力を生かしたソーシャルビジネスの育成 【再別

口豊かで暮らしやすい地域づくりを支える道路整備 【再掲】

ロターゲットを絞った企業誘致活動の推進 【再掲】


【交流 ･定住の促進】

□交流 ･定住の促進
関西圏を主なターゲットとする本県の魅力発信､地域に散在する空き家の情報提供等に

よる交流･定住の促進

□地域の魅力を再発見し全国に発信する ｢地域発観光｣の推進 【再掲】 

※ 1 おかやまスタンダー ド:道路の利用状況等に応じた効率的 ･効果的な道路の整備を進め
るため､2車線にこだわらず､地域の実情を踏まえ 2車線と1車線を組み合わせた1.5
車線的道路整備を行うなど､本県が独自に定めた道路整備方針 
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基本戦略横断プロジェクト 

E] ｢晴れの国｣発 !新エネルギー拡大プE3ジェクト

概 要

エネルギー政策の在り方が大きく変わる中､全国に先駆けて策定した｢お

かやま新エネルギービジョン｣を基本に､地域分散型でのエネルギーセキ

ュリティ確保の視点も踏まえながら､晴れの国の特長を生かしたメガソー

ラーの誘致などの太陽光発電をはじめ､地球温暖化防止だけでなく地域産

業の振興や地域活性化にも結び付く新エネルギーの普及拡大を進めます D

○全県まるごとソーラー発電所の総発電設備容量 
85メガワット - メガワット

※目標数値は､再生可能エネルギー特別措置法等の動向を踏まえて決定 

0県民参加の取組で設置された発電施設の数 1 20施設 - 60施設 (3倍)

県民からの寄付や市民ファンドを活用した市民共同発電所等の数

○河川や農業用水等を活用して市町村や NPO等が整備した

小水力発電設備の数 7施設 一 施設

メ ッセー ジ施集

■ ｢晴れの国｣全県まるごとソーラー発電所構想の推進

晴れの国の特長を生かし､県有施設-の発電設備の設置､住宅や事業

所における発電設備の普及促進､民間団体等との連携によるオンサイ ト

発電 ( ※1)の普及､メガソーラーの誘致などさまざまな取組を通じて

本県での太陽光発電量を飛躍的に増大させるとともに､県全体を ｢全国

最大規模のソーラー発電所｣として強力に発信し､全国の取組をリー ド

します｡

T新エネルギーの地産拡大戦略の推進

普及啓発セミナーの開催や､導入相談 ･情報提供窓口の開設などを通

じて､県民､事業者､NPO､市町村等による市民共同発電やノ J､水力発

電など､豊かな自然を新エネルギーとして活用する取組を促進します｡ 
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■メガソーラー等の誘致 【再掲】

晴れの国の特長が生かせるメガソーラーの誘致に市町村と連携して敬

り組むとともに､低炭素社会の実現に向け将来にわたり成長が期待でき

る新エネルギーや次世代自動車関連などの企業の誘致に取り組みます｡

また､県内企業の技術力向上に資するベンチャー企業の誘致にも力を入

れます｡

基本施策

【市場獲得戦略】

ロ環境 ･新エネルギー産業クラスターの形成 【再掲】

【地産拡大戦略】

□太陽光発電､小水力発電の導入

普及啓発や本県の地域特性にあった導入手法の検討による普及の加速化､県有施設-の

太陽光発電の積極的導入

ロバイオマスタウン ( ※2)との連携等によるエネルギーの地産拡大

県内各地のバイオマスタウン構想における取組等との連携による研究開発や実証実験な

ど

□野菜 ･花き栽培など農業分野での新エネルギーの利用拡大

野菜等の生産に活用している小規模太陽光発電による自動かん水システムの普及､新エ

ネルギー型植物工場 (※3)の整備 ･立地など

ロセーフティ･ニューディールの推進 【再掲】

【イメージアップ戦略】

□環境学習の積極的推進 【再掲】

□新エネルギー活用による地球に優しいライフスタイルの普及

住宅用太陽光発電設備の導入､木質ペレットを燃料とするペレットス トーブ (※4)の

利用など

□電気自動車の普及促進 【再掲】

□地域のイメージアップに結びつく新エネルギー導入の支援


太陽光発電､/ J､水力発電を活用した有害鳥獣の防除設備や LED街路灯の整備など
 

※ 1	 オンサイト発電 :発電ビジネスの一つで､電気を大量に消費する施設や工場を対象に､

発電設備をリース等で導入し､設置工事から保守点検までの作業を請け負うもの 
※ 2 バイオマスタウン :安定的かつ適正な/くイオマスの利活用に取り組む市町村で国が指定

したもの 
※ 3 植物工場 :高度な制御を行うことにより､野菜等を計画的に生産することができる施設

園芸農業の一つ 
※4 ペレットストーブ ･木材の端材などを粉砕し､円柱状に圧縮成型した固形燃料である木


質ペレットを燃料としたストーブ
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基本戦略横断プロジェク ト

@]胸を張って PR!岡山まるごと情報発信プE 3ジェクト

概 要

岡山の魅力を発信し､知名度を上げることは､観光誘客や企業誘致に効

黒があるだけでなく､県内企業等の活動を後押しすることにもつながるこ

とから､岡山ブラン ドの確立､県の情報発信力や椅合的セールス力の強化､

県民が岡山の素晴らしさを再認識し愛着と誇りを持って情報発信していく

暮 ら しやす さ指 標

○文化､スポーツ､自然などに誇りを持てる

地域になっていると感じる人の割合 25,6% - 50.0%

○民間調査における県民の県に対する愛着度

メ ッセー ジ 施

■岡山への愛着と誇りの醸成.

地域資源を活用した地域の取組の支援や､本県の多彩な自然や豊かな

農林水産物､吉備の国からの歴史､個性ある文化等に触れる機会の提供､

都市と中山間地域や上下流など､さまざまな交流の促進等を通じて､自

らが住む地域はもとより､県全域への愛着や誇りが広がるよう努めます｡

■首都圏における PR拠点の整備等

県や市町村､民間事業者等と連携した ｢オール岡山｣により､多くの

人口を抱え､潜在的な観光需要を持つ首都圏において､県内各地の特産

品の展示販売や観光 PR､また､本県の旬の果物をはじめ､さまざまな

岡山の食の提供などを行うアンテナショップの設置を検討し､首都圏で

の情報発信に努め､多くの観光客誘致を図ります｡

二郎Z : 



■トップクラブチームによるおかやまの元気 ･感動の創出 【再掲】

トップリーグで活躍する地元 トップクラブチームにより､岡山を広く

情報発信するとともに､県域を越えた交流の輪を広げ､本県のスポーツ

を通じた地域の活性化を図ります｡また､地元 トップクラブチームを全

県的に応接する気運の康成を図り､スポーツによる元気や感動を味わう

数多くの機会を創出します｡

基本施策

【晴れの国 ･岡山ブランドの確立】

ロ次世代フルーツの生産拡大 【再掲】

｢くだもの王国おかやま｣の一層の飛躍に向けた白桃､ビオ-ネ､マスカットの高品質

生産やおかやま夢白桃､オーロラブラック,シャインマスカット等次世代フルーツの生

産拡大など

□国内有数の安全で安定性の高い操業拠点の形成 【再掲】

自然災害のリスクが少なく､電力供給の安定性が高い環境をセールスポイントとした積

極的な企業誘致の推進など

□海外市場における販路開拓支援等海外事業展開の支援


海外見本市等-の出展支援


□ ｢晴れの国｣全県まるごとソーラー発電所構想の推進 【再掲】

【情報発信力 ･総合的セールスカの強化】

□県の情報発信力の強化 '

民間におけるマーケテイング手法を活用した戦略的な情報発信の推進､インターネット

動画サイ ト等の新たな情報発信ツールの活用､県人会等のネットワークの活用､職員の

情報発信力の強化など

ロ東アジア総合プロモーションの推進 【再掲】

ロ交流 ･定住の促進 【再掲】

関西圏を主なターゲットとする本県の魅力発信､地域に散在する空き家の情報提供等に

よる交流 ･定住の促進 
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第 4章 プランの進め方

プランの推進に当たっては､引き続き県民との対話による県民ニーズの把握と

的確な情報提供を進めながら､このプランに掲げる目標の達成に向け､参画と協

働を基調に施策を展開していきます｡

また､取 り組んだ施策の成果を検証 し､見直しと改善を加え､新たな政策課題

にも柔軟に対応しつつ､効率的､効果的な県政運営を行っていきます0 

1 対話の県政 ･聞かれた県政の推進 

(1)対話の県政の推進

社会経済情勢の変化に伴 う社会的ニーズ､政策課題など-の迅速な対応を

図るためには､現場での対話を重視 し､県民をはじめボランティア ･NPO､

企業､大学､市町村など､さまざまな主体の意見や提案を適切に県政に反映

することが必要です｡

このため､あらゆる対話の機会を通じ､職員一人ひとりが県民ニーズを的

確に把握する対話の県政を推進します｡ 

(2)開かれた県政の推進

参画 ･協働を基調とする県政の推進に当たっては､県の保有する情報､計

画､課題等を積極的にわかりやすく広報するとともに､施策の内容や意思決

定過程を明らかにし､県政運営の透明度を高めることが必要です｡このよう

な県政に参画しやすい環境づくりにより､県とさまざまな主体とが､目的と

目標だけでなく､成果と課題も共有し､共通認識を持ちながら､協働による

発展的な県政運営を推進します｡

さらに､県民が的確かつ迅速に情報を受け取ることができるよう､県政広

報誌や新聞､テレビ､ホームページなど多様な媒体による情報提供を行い､

県民が興味や親しみが持てるよう工夫した､わかりやすい広報活動に努める

など､開かれた県政を推進 します｡ 

2 市町村や ｢新 しい公共｣の担い手等との協働

プランに掲げる目標は､県の取組のみで達成できるものではありません｡

このため､適切な役割分担の下､市町村はもとより､さまざまな主体との

協働による取組が不可欠となりますO

特に､住民に身近な行政サービスを担い､地域の特性を生かした自立型の

地域づくりに取 り組む市町村と､対等 ･協力の関係の下で､一層の連携強化

を図り､課題や目的などを共有しながら､質の高い行政サービスの提供と活

力ある地域づくりを推進します｡

また､｢新しい公共｣の活動が広がる中で､その担い手でもあるボランテ
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イア ･NPOや企業､大学等との協働をこれまで以上に進めていきます｡ 

3 ス ピーディーに考え行動する真の政策県庁 

(1)部局横断型の政策推進

大きく変化している社会経済情勢や県民ニーズに的確かつ迅速に対応 しな

がら､岡山らしさあふれる先進的な政策 (岡山モデル)を展開するためには､

縦割型の政策推進では限界があることから､部局長等で構成する政策推進会

議も活用し､部局横断型による総合的でスピーディーな政策推進を図ります｡ 

(2)職員の政策立案能力と行動力の強化

職員研修の充実や人事評価制度の運用などを通じて､職員の意識改革を進

めるとともに､時代の潮流や県民ニーズの変化等を的確に把握 し､県民満足

度を最大化するための政策､施策 ･事業を具体的に企画立案する能力と､県

民との協働によってこれを実現する行動力の強化を図るなど､真の政策県庁

を担 う職員を育成します｡ 

4 政策評価等による PDCAサイクルの確立

プランを総合的､効果的に推進するためには､各戦略プログラムやプロジ

ェク トに設定した数値目標の達成状況や施策 ･事業の成果を適切に把握 し､

達成度等の観点からの検証を行った上で､必要な見直しと改善を図ることに

より､翌年度の取組に生かしていく PDCAサイクル (滋 1)を確立するこ

とが必要です｡

このため､戦略プログラム､プロジェクトの達成のための施策や事業を体

系化した上で､これまで実施してきた ｢夢づくり政策評価｣などに加え､施

策 ･事務事業に関する評価も行 う新たな行政評価制度を創設し､成果重視の

県政を推進 しますD

さらに,このような行政評価や県民満足度調査の実施により､客観性や透

明性の高い県政運営に努めるとともに､今後の県政推進に当たっての重点的

な推進方向を示す ｢政策重点指針｣を毎年度策定し､選択と集中の観点から

施策の重点化を進めていきます｡ 

※ l PDCAサイクル :計画 (Plan).実行 (Do)､評価 (Check)､改善 (Act)のプロセス

を繰 り返すことによって､継続的な業務改善活動を推進する手法のこと｡ 
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