
第３次おかやま夢づくりプラン改訂素案について第３次おかやま夢づくりプラン改訂素案について第３次おかやま夢づくりプラン改訂素案について第３次おかやま夢づくりプラン改訂素案について

第３次おかやま夢づくりプランの改訂について、５月２０日の改訂方針公表後、

県内外で幅広くご意見を伺いながら全庁的に作業を進め、このたび素案を取りま

とめた。

１ 改訂の趣旨１ 改訂の趣旨１ 改訂の趣旨１ 改訂の趣旨

「生き活き岡山」の実現を目指し、平成２３年度に策定した「第３次おかや

ま夢づくりプラン」を、「晴れの国おかやま生き活きプラン（仮称）」（副題：「全

ての県民が明るい笑顔で暮らす岡山を目指して」）として改訂する。

２ 改訂の概要・素案２ 改訂の概要・素案２ 改訂の概要・素案２ 改訂の概要・素案

（別添資料のとおり）

３ 今後のスケジュール３ 今後のスケジュール３ 今後のスケジュール３ 今後のスケジュール

平成２５年

８月３０日～９月３０日 パブリックコメントの実施

１１月 改訂案を決定

１２月 議会へ議案提出



◇ 改訂の概要◇ 改訂の概要◇ 改訂の概要◇ 改訂の概要

１ 「生き活き岡山」の実現を目指して１ 「生き活き岡山」の実現を目指して１ 「生き活き岡山」の実現を目指して１ 「生き活き岡山」の実現を目指して

「晴れの国おかやま生き活きプラン（仮称）」は、「第３次おかやま夢

づくりプラン」の性格や大枠は維持しつつ、「生き活き岡山」の実現を県

政の基本目標とし、長期構想では、将来において実現すべき「生き活き

岡山」の姿を展望するとともに、県民局の所管区域ごとに地域の目指す

姿を示す「地域別構想」を追加している。また、行動計画では、「生き活

き岡山」の実現に向けて平成28年度までに重点的に取り組む戦略や施策

等を盛り込んだ。

２ 改訂の主な内容２ 改訂の主な内容２ 改訂の主な内容２ 改訂の主な内容

(1) 戦略プログラムと施策・事業の見直し(1) 戦略プログラムと施策・事業の見直し(1) 戦略プログラムと施策・事業の見直し(1) 戦略プログラムと施策・事業の見直し

行動計画では、第３次おかやま夢づくりプランの４つの基本戦略と中

四国州構想推進プロジェクト及び基本戦略横断プロジェクトを、一層の

重点化を図る観点から見直し、「教育県岡山の復活」、「地域を支える産

業の振興」、「安心で豊かさが実感できる地域の創造」の３つの重点戦略

に再編した上で、計画期間中に重点的に取り組む15の戦略プログラム

を盛り込んだ。

改訂の一例

「第３次おかやま夢づくりプラン」 「晴れの国おかやま生き活きプラン」

（仮称）
・１９プログラム、４プロジェクト → ・１５プログラム

・２０７施策 ・１２７施策

【追加した施策・事業】

「教育県岡山の復活」

子どもたちの学力が伸びる仕組みづくり

家庭における学習時間確保の推進

「地域を支える産業の振興」

魅力ある誘致施策の展開

各種規制の再検証と手続きの迅速化等

「安心で豊かさが実感できる地域の創造」

スギ花粉の飛散の低減に向けた取組の推進

イメージアップ戦略の推進による岡山ブランドの確立 など



(2) 指標の見直し(2) 指標の見直し(2) 指標の見直し(2) 指標の見直し

第３次おかやま夢づくりプランの「暮らしやすさ指標」について、

新たな戦略プログラムの達成状況を適切かつわかりやすく表すものとな

るよう精査するとともに、名称を「生き活き指標」に改めた。

改訂の一例

「第３次おかやま 追加 ４２指標 「晴れの国おかやま

夢づくりプラン」 → 廃止 ４２指標 → 生き活きプラン（仮称）」

９０指標 既存・変更 ９０指標

４８指標

【追加した指標】

「教育県岡山の復活」

公立小・中学校における学級がうまく機能しない状況が発生している学級数及び

授業エスケープをしている児童生徒がいる学校数

「学校のきまりを守っている」と回答した生徒の割合

「地域を支える産業の振興」

１人当たり県民所得

従業員 300人未満の製造業事業所における付加価値額の全国シェア

延べ宿泊者数

農林水産業産出額

県の関与する面接会等で就職した人数

「安心で豊かさが実感できる地域の創造」

健康寿命

妊孕性の知識の普及に取り組んでいる市町村数

交通事故負傷者数

移住の相談件数及び体験ツアー参加者数

全国における本県の認知度 など

【変更した指標】

禁煙・完全分煙実施施設認定数 → 「成人の喫煙率」へ変更

護岸等の整備により高潮被害が解消される防護面積 → 「戸数」を併記 など

【廃止した指標】

防犯ボランティア人数

子どもたちを対象とした英語体験イベントの開催箇所数

里海の整備箇所数

岡山ゆかりのアスリートの国際大会出場者数 など



第３次おかやま夢づくりプラン改訂（素案）の概要（新旧対照表）第３次おかやま夢づくりプラン改訂（素案）の概要（新旧対照表）第３次おかやま夢づくりプラン改訂（素案）の概要（新旧対照表）第３次おかやま夢づくりプラン改訂（素案）の概要（新旧対照表）

【現プラン】 【改訂プラン（素案【現プラン】 【改訂プラン（素案【現プラン】 【改訂プラン（素案【現プラン】 【改訂プラン（素案））））】】】】

（名称） （名称）

第３次おかやま夢づくりプラン 晴れの国おかやま生き活きプラン (仮称)

（副題）持続的に発展し、安心して暮らせる （副題）全ての県民が明るい笑顔で暮らす

岡山を目指して 岡山を目指して

第１章 基本的な考え方

１ 県政の基本目標１ 県政の基本目標１ 県政の基本目標１ 県政の基本目標

「快適生活県おかやま」の実現 「生き活き岡山」の実現

２ 基本目標の実現に向けて２ 基本目標の実現に向けて２ 基本目標の実現に向けて２ 基本目標の実現に向けて

(1)自立と協働 (1)自立と協働

(2)創造と改革 (2)県民の要請に応える行財政経営

３ プランの性格等３ プランの性格等３ プランの性格等３ プランの性格等

(1)長期構想

・将来目指すべき岡山の姿を明らかにする長期的な構想

・2020年頃を展望 ・2025年頃を展望

(2)行動計画

・長期構想の実現に向けて重点的に取り組む戦略や施策を盛り込んだ計画

・平成24年度（2012年度） ・平成26年度（2014年度）

～ 28年度（2016年度）の５カ年間 ～ 28年度（2016年度）の３カ年間

第２章 岡山の将来像（長期構想）

１ 時代の潮流と課題１ 時代の潮流と課題１ 時代の潮流と課題１ 時代の潮流と課題

(1)社会構造の変化

(2)安全・安心の重要性

(3)潤いのある生活の重視

(4)地方分権の進展と県の役割の変化

２ 岡山の発展可能性２ 岡山の発展可能性２ 岡山の発展可能性２ 岡山の発展可能性

３ 2020年頃の目指すべき岡山の姿 ３ 2025年頃の目指すべき岡山の姿３ 2020年頃の目指すべき岡山の姿 ３ 2025年頃の目指すべき岡山の姿３ 2020年頃の目指すべき岡山の姿 ３ 2025年頃の目指すべき岡山の姿３ 2020年頃の目指すべき岡山の姿 ３ 2025年頃の目指すべき岡山の姿

(1)安全で安心な活力ある地域で、人々 (1)全ての県民が明るい笑顔で暮らす岡山

の心が通う「いきいき岡山」

(2)中四国の拠点として、グローバルに (2)中四国の拠点として、グローバルに

発展する「きらめき岡山」 発展する岡山

(3)世界とつながり自立した「中四国州」

４ 地域別構想４ 地域別構想４ 地域別構想４ 地域別構想

Ⅰ 備前地域 Ⅱ 備中地域 Ⅲ 美作地域



第３章 行動計画

基本戦略Ⅰ 安全・安心な地域づくり 重点戦略Ⅰ 教育県岡山の復活

１ 県民の命を守る防災・減災プログラム １ 学力向上プログラム

２ 犯罪や事故のない社会実現プログラム ２ 徳育推進プログラム

３ 誰もが安心！子育て応援プログラム

４ 良質で先進的な保健・医療・福祉サービス提供プログラム 重点戦略Ⅱ 地域を支える産業の振興

５ 安全で安心な県民生活確保プログラム １ 企業誘致・投資促進プログラム

２ 企業支援プログラム

基本戦略Ⅱ 将来を担う人づくり ３ 観光振興プログラム

１ 学校・家庭・地域の連携による教育推進プログラム ４ 攻めの農林水産業育成プログラム

２ 世界にはばたけ！グローバル人材育成・誘致プログラム ５ 雇用拡大プログラム

３ 支え合いの心あふれる社会実現プログラム

４ 地域をリードする担い手育成プログラム 重点戦略Ⅲ 安心で豊かさが実感できる地域の創造

１ 保健・医療・福祉充実プログラム

基本戦略Ⅲ 発展につながる産業づくり ２ 子育て支援充実プログラム

１ アジアへ！世界へ！産業グローバル戦略推進プログラム ３ 防災対策強化プログラム

２ ものづくり産業イノベーション推進プログラム ４ 暮らしの安全推進プログラム

３ 成長につながる企業の誘致・集積プログラム ５ 中山間対策推進プログラム

４ 地域産業パワーアップ・新ビジネス育成プログラム ６ 快適な生活環境保全プログラム

５ 「おもてなし岡山」魅力発信・誘客プログラム ７ 生きがい・元気づくり支援プログラム

６ 儲かる産業に！攻めの農林水産業育成プログラム ８ 情報発信力強化プログラム

基本戦略Ⅳ 豊かで潤いのある暮らしづくり

１ 文化・スポーツ・学びを楽しむ暮らし創造プログラム

２ 地球と人にやさしい岡山流スマートライフ発信プログラム

３ 未来につなぐ！自然と景観の保全プログラム

４ 誰もがいきいき働き活躍できる社会実現プログラム

中四国州構想推進プロジェクト

基本戦略横断プロジェクト

１ 元気！輝く中山間地域活性化プロジェクト

２ 「晴れの国」発！新エネルギー拡大プロジェクト

３ 胸を張ってPR！岡山まるごと情報発信プロジェクト

戦略プログラム、プロジェクト数 23 戦略プログラム数 15
施策数 207(ﾒｯｾｰｼﾞ施策73 基本施策134) 施策数 127(重点施策75 推進施策52)
暮らしやすさ指標数 90 生き活き指標数 90

第４章 プランの進め方

１ 対話の県政・開かれた県政の推進 １ 顧客重視の視点に立った県政の推進１ 対話の県政・開かれた県政の推進 １ 顧客重視の視点に立った県政の推進１ 対話の県政・開かれた県政の推進 １ 顧客重視の視点に立った県政の推進１ 対話の県政・開かれた県政の推進 １ 顧客重視の視点に立った県政の推進

(1) 対話の県政の推進 (1) 県民ニーズ等の的確な把握

(2) 開かれた県政の推進 (2) 県政情報の積極的な提供

２２２２ 市町村や「新しい公共」の担い手等との協働市町村や「新しい公共」の担い手等との協働市町村や「新しい公共」の担い手等との協働市町村や「新しい公共」の担い手等との協働 ２ さまざまな主体との協働２ さまざまな主体との協働２ さまざまな主体との協働２ さまざまな主体との協働

３３３３ スピーディースピーディースピーディースピーディーに考え行動する真の政策県庁に考え行動する真の政策県庁に考え行動する真の政策県庁に考え行動する真の政策県庁 ３ 職員意識の改革と組織経営の改善３ 職員意識の改革と組織経営の改善３ 職員意識の改革と組織経営の改善３ 職員意識の改革と組織経営の改善

(1) 部局横断型の政策推進 (1) 部局横断型の政策推進

(2) 職員の政策立案能力と行動力の強化 (2) 職員の政策立案能力と行動力の強化

(3) コスト意識の徹底と「カイゼン」の推進

４ 政策評価等による４ 政策評価等による４ 政策評価等による４ 政策評価等によるＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルの確立 ４ 政策評価等によるの確立 ４ 政策評価等によるの確立 ４ 政策評価等によるの確立 ４ 政策評価等によるＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルの実施の実施の実施の実施


