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政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ

施策① 若い世代から高齢者までライフステージに応じた疾病予防
（生活習慣病対策、がん検診推進 など）

施策② 食、運動、社会参加による健康づくり
（食による健康づくりの取組、運動による健康づくりの取組 など）

施策③ 高齢者の介護予防の強化
（介護予防に資する通いの場への参加促進、地域包括ケアシステム構築の推進など）

施策④ 東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康づくり
（県民健康調査、被災者を対象にした健康増進、悪化予防 など）

政策２ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり

施策① 出会い・結婚、妊娠・出産の希望をかなえる支援の充実
（出会い・結婚の希望をかなえる取組、不妊相談、不妊治療 など）

施策② 安心して子育てできる環境づくり
（子育て相談・情報提供、子育て支援サービス充実 など）

施策③ 社会全体で子育てを支える仕組みづくり
（地域における子育て支援、男女の共同参画による子育ての推進 など）

政策３ 「福島ならでは」の教育の充実

施策① 「学びの変革」の推進と資質・能力の育成
（学校段階を見通した学力の育成、ＩＣＴ活用等による学びの変革 など）

施策② 学校組織の活性化の推進
（働き方改革の推進、教員の養成・採用・研修に関する取組 など）

施策③ 多様性を重視した教育の推進
（不登校生、外国人、帰国子女等への個別支援、心のケアの充実 など）

施策④ 福島に誇りをもつことができる教育の推進
（元気な福島の発信と震災と記憶の継承、避難地域12市町村などの特色ある
教育 など）

施策⑤ 多様なニーズに対応した学びの場づくり
（子どもたちの健康教育の推進、文化財の保存と活用 など）

施策⑥ 安心して学べる環境づくり
（少人数教育の推進、私立学校の振興に関する取組 など）

【指標（想定）】
適正体重を維持している者の割合、メタボリックシンドローム該当者の割合、
週１回以上運動をする成人の割合、自分手帳の活用率 など

【指標（想定）】
合計特殊出生率、保育所入所希望者に対する待機児童数の割合、
診療報酬加算対象ＮＩＣＵ病床数 など

【指標（想定）】
全国学力・学習状況調査、時間外勤務時間８０時間を超える教職員の割合及び月４５
時間を超える教職員の割合、不登校の児童生徒数（公立私立小・中・高）、震災学習の
実施率、市町村における文化財保存活用地域計画の作成率 など
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政策４ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり
施策① 多様な人々がともに生きる社会の形成

（障がい者虐待防止対策や障がい者への差別解消、多文化共生の推進 など）
施策② 人権侵害等の防止対策の強化

（家庭内暴力（ドメスティック・バイオレンス）対策、児童虐待対策 など）
施策③ 男女共同参画社会の実現

（女性の意思決定過程への参画の拡大、家庭や地域での男女共同参画の推進 など）
施策④ 援助を必要とする人を支え、安心、やさしさを実感できる社会の実現

（自殺問題・うつ病の理解促進、援助を必要とする子どもや家庭のための支援
など）

政策５ ふくしまへの新しい人の流れづくり
施策① ふくしまとのつながり強化、関係人口の拡大

（新たにふくしまとつながる機会の創出、若者とふくしまとのつながりづくり
など）

施策② 移住・定住の推進
（移住・定住に係る情報発信、受入環境の整備、相談体制の充実 など）

【指標（想定）】
県の審議会等における委員の男女比率、自殺者数、心の健康相談ダイヤルへの相談件数
など

【指標（想定）】
移住世帯数、移住ポータルサイトへのアクセス数、都内の移住相談窓口における相談
件数 など
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政策１ 震災・原発事故からの復興・再生
施策① 複合災害からの復興の加速化、避難地域の復興・再生

（避難解除等区域における生活環境等の整備 など）
施策② 放射線の不安を解消し、安心して暮らせる取組の推進

（除染等の推進、農林水産物や食品中の放射性物質管理による安全性確保 など）
施策③ 被災者・避難者が安心して生活再建できる環境づくり

（避難者の生活拠点づくりに関する取組、被災者のストレスケア など）
施策④ 中間貯蔵施設事業の推進と安全確保

（県外最終処分への国の取組の確認、中間貯蔵施設の安全に関する取組）
施策⑤ 被災者・避難者の事業再開支援

（被災企業の事業継続・再開に関する取組、農林水産業者の事業再開に関する取組 など）
施策⑥ 原子力損害賠償の完全実施と円滑な賠償請求に対する支援の実施

（賠償の相談、福島県原子力損害対策協議会に関する取組 など）
施策⑦ 原子力防災体制の充実と原子力発電所周辺地域の安全確保

（緊急事態が再発した場合に対する備え、廃炉に向けた取組・進捗状況の監視 など）
施策⑧ 風評・風化対策の強化

（県産農林水産物・県産品の風評対策、福島ならではの誘客対策の促進 など）

【指標（想定）】
居住人口、営農が可能な面積のうち営農再開した面積の割合、原子力損害賠償の相談
件数実績、東日本大震災・原子力災害伝承館の入館者数 など

政策２ 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり
施策① 自然災害に強い県土の形成

（道路ネットワーク強化、水害対策、土砂災害対策 など）
施策② 地域防災力の強化

（地域における防災力向上の推進、自助・共助の取組促進 など）
施策③ 災害時の初動体制・応急対策の強化

（危機管理機能強化を目的とした拠点整備、防災情報の提供 など）
施策④ 防犯対策、防火対策の充実、交通安全対策の推進

（県民の安全安心を守る犯罪抑止対策、火災予防に関する取組 など）
施策⑤ 消費生活・食の安全・安心の確保

（ふくしまHACCPの導入普及、消費生活や生活再建の相談 など）
施策⑥ 生活衛生の確保による、快適な生活環境づくり

（水道の衛生対策、PCB廃棄物の期間内処分に関する取組 など）
施策⑦ ライフラインの維持管理の強化による安心・快適な生活環境の構築

（老朽化した社会基盤の長寿命化対策・維持管理、下水道整備 など）

【指標（想定）】
計画規模の降雨による浸水被害が解消する家屋数、土砂災害から保全される住宅戸数、
市町村の災害廃棄物処理計画策定率、刑法犯認知件数、消費生活センター設置市町村の
県内人口カバー率、長寿命化対策を実施した橋梁数・トンネル数 など
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政策４ 環境と調和・共生する県づくり
施策① 豊かな自然や美しい景観の保護・保全

（猪苗代湖を始めとする水環境保全、景観形成活動に関する取組 など）
施策② 暮らしにおける地球温暖化対策の推進

（県民総ぐるみの省エネルギー・省資源の推進、環境に配慮したまちづくりの推進 など）
施策③ 環境にやさしい循環型社会の推進

（ごみの減量化・再資源化に関する取組、産業廃棄物の排出抑制 など）

施策④ 野生動植物との共生の推進
（生物多様性の保全、野生鳥獣の保護、野生動物の被害対策の強化 など）

【指標（想定）】
自然公園等利用者数、温室効果ガス排出量、電気自動車の普及率、県民一人一日当たり
の一般廃棄物の排出量、主な鳥獣の有害・個体数調整捕獲数 など

政策３ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備
施策① 質が高く切れ目のない医療提供体制の構築

（がん医療に関する取組、救急医療に関する取組、精神疾患の早期治療 など）
施策② 医療、介護・福祉が互いに連携し地域ぐるみで支える体制づくり

（地域医療の維持・確保、地域包括支援センターの機能強化 など）
施策③ 高齢者、障がい者が安心して暮らせる介護・福祉提供体制の整備

（介護サービス基盤の整備、障がい福祉サービス基盤の整備 など）
施策④ 医療、介護・福祉の人材確保

（医師確保、医師の県内への定着、介護人材の確保に関する取組 など）
施策⑤ 感染症予防の体制強化

（新型感染症対策、エイズ対策、結核対策に関する取組 など）

【指標（想定）】
医療施設従事医師数（人口10万人対）、就業看護職員数（人口10万人対）
介護職員初任者研修の修了者数 など

政策５ 過疎・中山間地域の持続的な発展
施策① 過疎・中山間地域のひとの確保と地域力の育成

（集落の活力づくり、人の流れづくり など）
施策② 過疎・中山間地域のしごとの確保

（地産地消の推進、観光関連産業の振興 など）
施策③ 過疎・中山間地域の暮らしの基盤整備

（地域医療の確保、生活交通の確保、情報通信基盤の整備 など）

【指標（想定）】
地域おこし協力隊定着数、地域おこし協力隊定着率、大学生等による集落自主活動の
支援数、観光入込数、５Gカバー率 など
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政策６ 親しみ・楽しみ・慈しみのある県づくり
施策① にぎわいと魅力あるまちづくりの推進

（持続可能な、歩いて暮らせるまちづくり、中心市街地・商店街の活性化 など）
施策② 住民が主役となる地域づくり

（ＮＰＯによる地域課題解決、住民主体の地域づくり活動支援 など)
施策③ 分権型社会の一層の推進

（市町村への支援、地方分権の推進 など）
施策④ 生涯の学び、文化・芸術に親しむ環境づくり

（生涯学習の機会提供、文化芸術の鑑賞・発表・参加に関する取組 など）
施策⑤ ふくしまのスポーツの推進

（生涯スポーツの推進、障がい者スポーツの推進、オリンピック・パラリンピックの
レガシーに関する取組 など）

【指標（想定）】
一人当たりの都市公園面積、NPO法人認証件数、市町村への移譲権限数、
障がい者スポーツ教室・大会参加者数 など
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政策１ 産業の持続的発展と福島イノベ構想の推進
施策① 地域の企業が主役となる、しなやかで力強い地域産業の育成・支援

（中小企業・小規模企業の経営基盤の強化、県産品の販売促進 など）
施策② 地域の企業における技術力・開発力の強化に向けた支援

（新製品開発や技術開発・移転の強化、知的財産の発掘、磨き上げ など）
施策③ ベンチャーの創出、起業の促進に向けた支援の充実

（大学発ベンチャーの促進、多様な起業の促進 など）
施策④ あらゆるチャレンジが可能な地域の実現に向けた取組の推進

（地域を実証フィールドとして活用する企業等の呼び込み など）
施策⑤ 地域の企業が主役となる取組の推進

（地元企業の技術力向上と構想の参画拡大、県内他地域との連携強化 など）
施策⑥ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成の推進

（構想を支える人材育成、国際教育研究拠点に関する取組 など）
施策⑦ 福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業集積・振興

（福島イノベーション・コースト構想で重点的に推進する分野に関する取組）

政策２ もうかる農林水産業の実現
施策① 農林水産業の多様な担い手の確保・育成

（農業担い手の確保・育成、経営の安定・強化 など）
施策② 生産基盤の確保と整備の推進

（農業生産基盤の強化、試験研究に関する取組 など）
施策③ 需要を創出する流通・販路戦略の実践

（県産農林水産物のブランド化、販売促進、地産地消の推進 など）
施策④ 戦略的な生産活動の展開

（スマート農業に関する取組、水産業の振興、産地競争力の強化 など）
施策⑤ 活力と魅力ある農山漁村の創生

（農林水産業・農山漁村への理解促進、地域産業６次化に関する取組 など）

政策３ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現
施策① 再生可能エネルギーの導入拡大と利用促進

（再生可能エネルギーの地産地消、導入拡大 など）
施策② 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積

（エネルギー・エージェンシーふくしまによる一体的な支援 など）
施策③ 再生可能エネルギー関連産業を担う人材の確保・育成

（再生可能エネルギー関連産業を担う人材育成 など）
施策④ 省エネルギー等の推進

（県民総ぐるみの省エネルギー・省資源の推進、環境に配慮した投融資等の促進
など）

【指標（想定）】
製造品出荷額等、県産品輸出額、工場立地件数、事業に協働して取り組む大学等・浜通
り地域等の市町村・地域企業等の合計 など

【指標（想定）】
新規就農者数、認証GAPに取り組む経営体数、農業産出額、農産物の加工や直売等の
年間販売金額、野生鳥獣による農作物の被害額 など

【指標（想定）】
再生可能エネルギーの導入量 など
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政策４ 魅力を最大限生かした観光・交流の促進
施策① ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力発信による誘客の拡大

（福島県ならではの観光誘客、地域資源をいかした滞在型コンテンツやイベント
による観光促進 など）

施策② インバウンド促進に向けた観光の強化
（広域的な外国人観光客の誘致、福島空港の利活用による外国人観光客の誘致
など）

施策③ 多様なニーズに対応する観光地・受入環境づくりの推進
（県内観光産業のサービスの質向上、外国人観光客の受入体制の整備や多様性への
対応 など）

施策④ 国際交流の推進
（県内大学と海外大学との交流、国際協力・国際貢献に関する取組 など）

政策５ ふくしまの産業を支える人材の確保・育成
施策① 県内経済を支える人材の確保・育成

（教育機関や企業と連携した県内就職への支援、産業人材の育成、
技能の振興と継承 など）

施策② 誰もが安心して働ける雇用環境の整備
（労使関係の安定促進、労働者の福祉向上、仕事と生活の調和に配慮した環境の整備
など）

施策③ 女性が活躍できる社会の実現
（女性活躍の推進及びワーク・ライフ・バランスの啓発、
女性の就業支援等に関する取組 など）

政策６ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進
施策① 基盤となる道路ネットワークの整備

（地域連携道路等の整備、幹線道路の整備、道路ネットワークの強化 など）
施策② 港湾の整備促進や福島空港の利活用促進による国際競争力をもった物流拠点等

の形成
（ポートセールス活動、小名浜港の整備、相馬港の整備、福島空港の利活用促進
など）

施策③ 情報基盤の充実による住みやすい環境づくり
（携帯電話エリア拡大に関する取組 など）

【指標（想定）】
観光客入込数、県内宿泊者数、外国人宿泊者数 など

【指標（想定）】
新規大学等卒業者の県内就職率、新規高卒者の県内就職率 など

【指標（想定）】
ふくしま復興再生道路8路線29工区の整備完了箇所率、
小名浜港・相馬港貨物取扱量及びコンテナ取扱量、福島空港利用者数 など

新たな総合計画について（主要施策） 7


