討議資料

山口県議会議員

もっと元気な山口県へ

岡 村 精 二 の挑 戦

政治姿勢
今、さまざまな課題が私たちの前に立ちふさがり、日本は直面する困難を克
服する力強さと、新たな未来を構築する勇気が求められています。
政治家の責任として、山口県の未来に対する夢を語り、具体的な未来像を示
し、実現のために実践していく信念を強く持たなければならないと決意して
います。
『生活者の起点に立った政策を提案し、専門的知識を持って、自ら行動し夢を形にしていく議員』
を目指して、皆様のご期待に添えるように精進して参ります。
４年間の活動（2007.4-2011.3）
1. ３つの議員提案による条例を制定
a. 山口県中山間地域振興条例 b. ふるさと産業振興条例 c. やまぐちの美しい里山・海づくり条例
２． 文教警察委員会委員長として（教育問題や暮らしの安心・安全に関する諸課題への取組み）
３． 山口県青少年健全育成条例を改正（有害図書については日本一厳しい規制になりました）
４． 自然災害への対応 （豪雨災害への早期対応、自主防災組織の拡充、ハザードマップの完備促進）
５． 公共工事における入札制度の改正 （調査基準価格、判断基準価格は全国上位の高さになりました）

１

不登校や高校中退者を支援するため
に開校した「精華学園高等学校」

修養団会長として「年末街頭清掃奉
仕」「新入社員研修」を実施。

山口県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会が国体
に参加（会長）

困っている人を支援し､がんばる人を応援する経済対策を実行します
人口減少率全国ワースト４位！（40 年後には半減すると推定）
地域活力のバロメーターである人口の減少は、地域社会や地域経済に深刻
な影響を及ぼしかねません。産業政策、少子化対策、中山間地域対策、交
流人口増加策などに取り組み、人口減少に歯止めをかけます。

政策目標１

森と海の学校が「第１回心を育
む教育大賞」の特別賞を受賞

山口大学より災害対策分野での博士
第２回日本マニフェスト大賞
（工学）号を取得（三浦房紀教授と） で優秀賞を受賞

気】
データや資料を手に本会議で質問
数値目標： ①今後 10 年間で雇用者所得を全国トップ 10 へ（H20:19 位）
②有効求人倍率の 1.2 倍以上へ（H21:0.55 倍） ③年間 30 社以上の企業誘致（H22:23 社）
主要施策： ・がんばる企業が資金繰りに支障を来たさない制度の確立
・本県の強み（環境、ものづくり、知的財産）を活かした競争力の強化
・公共事業の地元受注の促進
・企業立地性を高める社会基盤の整備促進

政策目標２

用】
数値目標： ①新卒者の就職率 100％へ
②高校生の県内就職率 85％以上へ（H22:81.9％）
主要施策： ・新卒者就職対策の実施 ・若者の県内就職の促進 ・継続的な雇用・就業機会の創出
・臨時職業訓練の拡充 ・障害者の自立に向けた就労支援

交流人口の拡大をめざし､すそ野の広いネットワークを整備します

【観 光】
数値目標： ①観光入込客数を年間 3 千万人以上へ（H21:24,332 千人）
②山口宇部空港の利用客数 100 万人以上へ（H21:768,916 人）
主要施策： ・中国山東省をはじめとする東アジア地域からの外国人観光客誘致の推進
・内航フェリーを活用した観光客誘致の推進
・交流拠点となる各種社会基盤の整備促進

くらしを支え、地域の活力を生む社会基盤の整備につとめます

【公共事業】
数値目標： ①年間渋滞損失時間数の減少（H24:3,106 万人･時間/年）
②ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 30 分ｴﾘｱ人口の増加（H19:93%）
③公共埠頭の年間貨物取扱量を 3 千万㌧以上へ（H21:13,667 千㌧）
主要施策： ・生活の利便性向上、地域間交流などに必要とされる道路の整備
・老朽化した橋梁、道路などの維持工事の適切な実施
・船舶の大型化や貨物のコンテナ化に対応した港湾機能の強化

防波堤のかさ上げ工事の現場視察

担い手の経営安定や後継者の育成を支援し､集落を元気にします

（農

「元気な宇部市」のために
多発する自然災害への対応
１．厚東川流域の浸水災害対策と海岸線高潮対策の促進
２．中川広域基幹河川改修工事の促進と中川の排水ポンプ増設
３．中山間地域における豪雨対策（治山治水工事の促進）
４．学校の耐震化工事の促進
５．自主防災組織の拡充、防災士の養成支援
安心･安全の確保、そして安らぎのために
１．児童相談センターを宇部市に設置
２．児童生徒の登下校時における安全確保対策
３．交通弱者、買物弱者、医療弱者、福祉弱者、限界集落の解消
４．中山間地域における鳥獣被害対策。小野湖の環境保全
５．「市民」と「行政」の協働による「元気なまちづくり」を支援

新たな雇用を生み出し、生まれた雇用をしっかり守ります

【雇

政策目標５

政策マニフェスト：2011〜2015

中・小規模企業を応援するきめ細かな政策を実現します

【景

政策目標４

市内各地域での教育講演活動
（上宇部ふれあいセンターにて）

(自民党県議として、力を結集して努力します)

県経済を力強く成長させます

政策目標３

積極的な議論が行われている
文教警察委員会(委員長)

５つの挑戦

平成 11 年の 18 号台風による高潮で
甚大な被害を受けた西岐波商店街

宇部市民活動センター設立を支援
（パワー祭にて）

業】
数値目標： ①県内食料自給率を全国平均（66％）以上へ（H19:50%）
②認定農業者等が担う水田耕作面積割合を 60％以上へ（H21:23%）
③学校給食における地場産物の使用割合を 60％以上へ（H21:49%）
主要施策： ・法人化に際し必要となる機械・施設整備の支援
・集落型経営体を核とした生産体制の整備促進による生産性向上
・貿易の自由化や産地間競争に対応できる農業構造の早期確立
・異常気象の発生を視野に入れた品種育成や技術開発の促進
・地産地消の推進による県内農産物の消費拡大
【水産業】
数値目標： ①海面漁業漁獲量の増大（H21:43,688 ㌧）
②新規漁業就業者数の増加（H21:30 人）
主要施策： ・水産資源の維持・回復と管理に対する支援及び漁場環境の整備
・新船の建造、漁具の購入などに要する資金への優遇措置
・ブランド化の推進や販路拡大による水産物価格の安定向上

芋の苗植え（小野にて）

水産高校練習船の竣工式
(二井知事、田辺教育長と)

２

安心できる温かい健康福祉社会をつくります

子どもたちに持たせたい！

住み慣れた地域で､生涯を通じて健康に過ごせる安心生活の環境整備を実行します

政策目標１

互いに支え合う、人にやさしい社会づくりにつとめます

【福 祉】
数値目標：①介護施設待機者ゼロへ（H22:8,351 人）
②高齢者の居宅サービス利用割合の増加（H19:9.28%）
③ノンステップバスの導入率を 50％超へ（H20:20.2%）
主要施策： ・介護施設整備の助成と支援充実
・介護労働者が安心して働ける環境づくり
・障害者の地域生活支援の充実

政策目標２

事故や災害のない、安心・安全な地域づくりを進めます

【安心安全】
数値目標： ①10 万人当たり交通事故死者数を全国ワースト 10 から脱却へ（H22:ﾜｰｽﾄ 7 位）
②県有防災拠点施設の完全耐震化（H21:52.7%）
③整備を要する危険ため池の数を 100 箇所以下へ（H22:145 箇所）
④ハザードマップを県内全域で完備へ（H22:土砂災害 4/19 市町）
⑤豪雨災害に対応し得る水位観測局の増設及び監視カメラの導入
主要施策： ・学校の耐震化工事を推進
・治山治水工事と危機管理対策の強化で安心・安全を確保
・幼児、高齢者を対象とした交通安全対策の充実強化

政策目標３

安心で質の高い保健医療体制の充実につとめます

防府市の土石流災害現場にて

【医 療】
数値目標： ①心肺停止状態の救急患者の生存率を５割増へ（H21:10.4%）
②10 万人当たり自殺死亡率の減少（H21:26.3 人）
③肺・肝がん死亡率を全国ワースト 10 から脱却へ
（H21:肺がんﾜｰｽﾄ 5 位、肝がんﾜｰｽﾄ 7 位）
主要施策： ・ドクターヘリの安定的運用（2011.1 山口大学病院に配備）

・地域の公的病院における医師不足対策の充実
・修学・研修資金貸付や勤務医の処遇改善など、医師確保対策の強化

３

平成 25 年、伊勢神宮では 20 年に一度の遷宮が行われます。その準備が平成 17 年から始まっていま
す。遷宮が完了するまでに、20 数回の祭りが行われますが、最初に行われる祭りが「山口祭」です。
「山口」とは「先駆けになる」「先陣を切る」という意味が含まれています。
明治維新では吉田松陰先生や高杉晋作が活躍し、内閣総理大臣を９人輩出していることも、我々、山
口県民の持っている使命と役割がそうさせているのではないでしょうか。
誇りと自信そして勇気を子どもたちに持たせたいものですね。

政策目標３
障害者の自立を支援するために
開店した宇部空港の「鍋島」

産】
数値目標： ①全国平均を上回る小児科医の維持確保（H20:15 歳未満人口 10 万人当たり 88.7 人）
②産婦人科医をはじめとする県内医師の無医地区ゼロの実現（H21:8 地区）
主要施策： ･ 安心して出産、育児のできる周産期医療・小児科医療体制の強化
･ 医師、看護師等医療従事者の養成、確保

４

恵み豊かな自然や快適な環境、命のネットワークを維持確保し、次世代に引き継ぐ
政策を実行します

政策目標１
【温暖化】

ＣＯ２ 削減や省エネなど、幅広い地球温暖化対策を推進します

数値目標： ①温室効果ガス排出量をＨ32 年までにＨ17 年比 15％減へ
②次世代環境産業分野での事業化件数を年間 10 件以上へ（累積 32 件）
主要施策： ・地球温暖化防止に役立つ省エネ対策の促進
・温室効果ガス排出量削減に役立つ新事業の創出促進

政策目標２

「森林づくり県民税」を活用し、豊かな森林づくりを進めます

災害対策と道路改修について

現場視察(小野にて)
林】
数値目標： ①森林バイオマスエネルギー利用量を年間 20,000 トン以上へ(H21:7,950 ㌧)
②市街地を取り巻く鎮守の森や里山の復活・活性化
③民間住宅への優良県産木材の利用促進（H21:累計 430 戸）
主要施策： ・県産木材の利用の促進
・荒廃が深刻化した森林の緊急的な整備

配備されたドクターヘリ
(山口大学病院)

環境整備や経済支援により、子育て家庭をバックアップします

【子育て】
数値目標： ①保育所待機児童ゼロへ（H22:31 人）
②一時保育実施割合の増加（H21:84.8%）
主要施策： ・保育所の整備・拡充
・子育て支援・少子化対策の強化
・放課後児童クラブをすべての小学校区に配置

知･徳･体のバランスがとれ、ふるさとに誇りを持つ人材を育てます

【学力体力】
数値目標： ①全国に先駆け、県下全域で小学校１年を 30 人学級化

恵み豊かで美しい県土づくりを進めます

【森

家庭における子育てを重視し、充実したサポートにより安心して子育てに向き合える
地域社会を構築するとともに、子どもたち一人ひとりに寄り添う教育を実行します

政策目標２

安心して子どもを産み育てられる地域医療体制を整備します

【出

たくましいやまぐちっ子を育てます

政策目標１

山口県（賢）人としての誇りと自信

宇部市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会主催の宇部市
ｳｫｰｸﾗﾘ-大会 in 西岐波（会長）

（35 人学級化実施率：小学校 97.5% 中学校 100％）

②全国学力・学習状況調査結果を全国トップ 10 へ
（小学 6 年生 14 位 中学 3 年生 14 位）

③全国体力・運動能力調査結果を全国トップ 10 へ

政策目標３

中山間地域に暮らす県民の皆様のライフラインを維持確保します

【中山間】
数値目標：①「買い物弱者」の解消（H21:86 千人）
②携帯電話不感地域をゼロへ（H21:99.8%）
主要施策：
・公共交通機関の利便性の促進
・小規模・高齢者集落の足を確保するデマンド交通システムの整備促進
・辺地共聴施設のデジタル化への支援拡充
・「中山間地域づくりサポートセンター」の仕組みづくり

政策目標４

ダイガラで餅つきをさせて頂きま
した（小野の「蛍祭り」にて)

鳥獣被害対策に広域で取り組み､県民のくらしと財産を守ります

【鳥獣被害】
中山間地域（宇部市北部地区）
での県政報告会
数値目標： ①狩猟免許の受験機会の拡大（H22:年 3 回）
②公益森林整備事業 2,000 ㌶の追加整備へ（累計 H21:2,546 ㌶、人工林の 1.3％）
主要施策： ・鳥獣の種類や地域の特性に応じた効果的な対策の実施
・有害鳥獣に関する知識や捕獲方法の普及 ・奥山における広葉樹の育成

（小学 5 年生:男子 24 位 女子 27 位、中学 2 年生:男子 27 位 女子 31 位）

主要施策： ・教員の資質向上 ・総合的な児童生徒の学力向上対策
・スポーツを通した健康･体力づくりの充実
・心の教育、道徳教育及びふるさと教育の充実

５
4 泊 5 日子ども自然体験キャンプ
（27 年間継続）

行財政改革に取り組みます
組織のスリム化・効率化を図り、持続可能な財政構造の確立を図るため、徹底した行財政改革
に取組み、また県から市への権限移譲を積極的に進め、真の地方分権を確立します

