
付属資料

� 1�課題別研究会

� 2�富山県総合計画審議会

� 3�計画策定への県民参加

� 4�総合計画のあゆみ

� 5�部門別の各種計画・プラン

次代を担う子どもたちの文化・創造活動を
支援するため、要望に応じて芸術文化に造
形の深い専門家を派遣するもの。一流の感
性が子どもたちを磨く。

芸術文化指導者招へい
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　計画策定の準備として、県内外の有識者を委員とす

る研究会を設置し、これからの県づくりの課題等を調

査研究した。�

　各研究会は、平成17年5月以降4回開催され、会

議の検討内容や委員レポート等をもとに、平成17年

10月に報告書をとりまとめた。

研　究　会　名 委員数

基本課題・行財政・安全研究会

県民生活研究会

環境保全・創造研究会

健康・福祉・次世代育成研究会

産業・活力研究会

農林水産研究会

県土づくり研究会

学校教育・生涯学習・スポーツ研究会

計　8研究会

14名

10名

10名

11名

15名

11名

10名

14名

計95名

氏　名 役　職　等

◎ 犬島伸一郎

　 奥寺　　敬

　 川上　洋司

　 木村　拓郎

　 小宮　信夫

　 島　　正範

　 陶　　智子

1 課題別研究会

■ 課題別研究会委員名簿（50音順、敬称略） （役職等は就任時。◎は座長、○は副座長）

＜基本課題・行財政・安全研究会＞　14名

（財）北陸経済研究所理事長
富山経済同友会特別幹事

富山医科薬科大学医学部救急災害医学講座教授・
同付属病院救急部部長

福井大学工学部教授

（株）社会安全研究所代表取締役所長

立正大学文学部助教授

路面電車と都市の未来を考える会・高岡会長
自営業（洋品店）

富山短期大学幼児教育学科助教授

氏　名 役　職　等

　 辻　　琢也

○�中村　和之

　 新田　八朗

　 藤重嘉余子

　 牧田　和樹

　 溝口　　進

　 山崎　正大

一橋大学大学院法学研究科教授

富山大学経済学部教授

日本海ガス（株）代表取締役社長
富山経済同友会常任幹事

（株）マーフィーシステムズ代表取締役

（株）牧田組代表取締役社長
富山経済同友会富山活性化委員会委員長

南砺市長

（財）北陸経済研究所常務理事

氏　名 役　職　等

　 梅　　　潤

　 岡野　絹枝

　 五島　辰夫

○ 佐伯　康博

　 島田　　茂

＜県民生活研究会＞　10名

三光合成（株）代表取締役社長

金城大学短期大学部教授

砺波子供歌舞伎曳山振興会会長

弁護士
富山県人権擁護委員連合会長

富山YMCA総主事
（財）富山YMCA常務理事

氏　名 役　職　等

◎�永田　円了

 　新田英理子

 　原口志津子

 　舟本　幸人

 　吉田　　均

僧侶（真国寺住職）
元富山国際大学教授

日本ＮＰＯセンタ－企画主任

富山県立大学助教授 

（社）富山県芸術文化協会理事・事務局長

山梨県立大学助教授

竒崎

氏　名 役　職　等

　 尾畑　納子

　 壁谷　武久

○ 佐竹　　洋

　 渋谷　　茂

　 清水ゆかり

＜環境保全・創造研究会＞　10名

氏　名 役　職　等

　 瀧本　裕士

◎ 丁子　哲治

　 永井　　隆

　 原沢　英夫

　 山本　耕平

（佐々木昌子）

富山国際大学地域学部教授

中部経済産業局環境・リサイクル課長

富山大学理学部教授

富山県ナチュラリスト協会副会長

朝日小屋・北又小屋管理人

富山県立大学短期大学部助教授

富山工業高等専門学校教授

ＮＥＣトーキン富山(株)経営管理部長

国立環境研究所社会環境システム研究領域領域長

（株）ダイナックス都市環境研究所代表取締役
環境カウンセラー
山梨大学工学部循環システム工学科非常勤講師

氏　名 役　職　等

　 安東　　誠

　 梅田ひろ美

　 黒田　輝夫

　 小柴　順子

　 笹倉　俊郎

　 白石　正敏

　 末岡　宗広

　 竹中　伸行

＜産業・活力研究会＞　15名

氏　名 役　職　等

◎ 長尾　治明

　 温井　邦彦

　 東畑伊太郎

　 藤井　　侃

○ 藤田　　寛

　 松木　賢司

　 八木　紘一

日本労働組合総連合会富山県連合会事務局長

（株）ユニゾーン代表取締役社長

（株）エトワール・マルゼン社長

（株）コージン代表取締役社長

ＮＰＯ法人富山観光創造会議理事長

（株）竹中製作所代表取締役社長

エスシーワールド（株）代表取締役社長
（株）インテック常任顧問

（独）雇用・能力開発機構富山職業能力開発促進
センター所長

富山国際大学地域学部教授

（独）日本貿易振興機構富山貿易情報センター所長

日本旅行業協会中部支部富山地区会会長

五洲薬品（株）代表取締役副社長

日本政策投資銀行富山事務所長

富山大学地域共同研究センター長

（社）富山県デザイン協会常務理事・事務局長

氏　名 役　職　等

　 明橋　大二

◎ 鏡森　定信

　 炭谷　靖子

　 惣万佳代子

　 高原　啓生

　 永井　　出

＜健康・福祉・次世代育成研究会＞　11名

氏　名 役　職　等

　 中尾　晶美

　 平岡　公一

　 松井　竹史

○ 宮田　伸朗

　 森田　博通

真生会富山病院心療内科部長

富山医科薬科大学医学部教授

富山医科薬科大学医学部看護学科教授

富山ケアネットワーク会長
NPO法人このゆびとーまれ理事長

富山県居宅介護支援事業者連絡協議会会長
敬寿苑在宅介護支援センター在宅統括主任

身体障害者小規模通所授産施設
第１くろべ工房施設長

氷見市社会福祉協議会事務局長

お茶の水女子大学文教育学部人間社会科学科教授

テイカ製薬(株)代表取締役社長

富山短期大学教務部長・福祉学科教授

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室室長
補佐

※氏名の（　　）内は、前任者
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NPO法人このゆびとーまれ理事長

富山県居宅介護支援事業者連絡協議会会長
敬寿苑在宅介護支援センター在宅統括主任

身体障害者小規模通所授産施設
第１くろべ工房施設長

氷見市社会福祉協議会事務局長

お茶の水女子大学文教育学部人間社会科学科教授
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氏　名 役　職　等

　 池田　安隆

　 大田　住吉

○ 川上　光彦

　 貴志　雅樹

　 佐藤　篤司

＜県土づくり研究会＞　10名

氏　名 役　職　等

　 高橋剛一郎

　 水野　雅男

◎ 宮口　　廸

　 山中　路代

　 渡邊美保子

（株）池田屋安兵衛商店代表取締役　　　

金沢大学大学院自然科学研究科教授

高岡短期大学産業造形学科教授

北陸銀行本店営業渉外部金融・公金・独立行政
法人担当課長

独立行政法人防災科学技術研究所長岡雪氷防災
研究所所長

（有）水野雅男地域計画事務所代表

早稲田大学教育・総合科学学術院教授

（株）創建築事務所企画室長

富山国際職藝学院講師

富山県立大学短期大学部環境システム工学科
助教授

氏　名 役　職　等

　 麻畑　秋市

　 牛丸美奈代

　 片貝　仁子

　 神川　康子

◎ 佐伯　眞人

　 武内　繁和

○ 田中　　潔

＜学校教育・生涯学習・スポーツ研究会＞　14名

氏　名 役　職　等

　 恒田　　勉

　 徳永　章人

　 廣本　京子

　 三村　隆男

　 屋敷　和佳

　 行枝　貴子

　 渡辺美智子

日本ボーイスカウト富山県連盟事務局長

富山県PTA連合会副会長（平成16年度）

富山健康科学専門学校学科長

富山大学生涯学習教育研究センター副所長

富山大学教育学部教授

武内プレス工業(株)代表取締役社長

富山県立大学工学部長

臨床心理士会学校担当理事

上越教育大学助教授

高岡龍谷高等学校教頭

文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課
登山研修所長

高岡市きずな学園長
小児科医

国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括
研究官

富山県小学校長会会長
堀川小学校校長

氏　名 役　職　等

　 石田　智久

　 板谷　　修

○ 伊藤　孝邦

　 奥村　一則

　 小田切徳美

　 加藤　　弘

＜農林水産研究会＞　11名

氏　名 役　職　等

　 小林　紀子

◎ 酒井　富夫

　 瀧本　裕士

　 道井　秀樹

　 弓野　良子

元県青年農業者協議会長

（株）アルビス総合企画室次長

県農協中央会農業対策部長

東京大学大学院農学生命科学研究科助教授

立山山麓森林組合参事

富山大学極東地域研究センター教授

富山県立大学短期大学部助教授

（農）サカタニ農産代表理事
元（社）日本農業法人協会副会長

主婦
県食品表示ウオッチャー

（農）食彩あさひ代表理事　
県地域活性化グループ協議会副会長

県漁業青年部連合会長
全国漁協青年部連合会理事

（諮問文）

平成17年9月1日

富山県総合計画審議会

　会長　山　田　圭　藏　　様

富山県知事　石　井　隆　一

新たな総合計画の策定について（諮問）

　富山県を取り巻く環境が大きく変化するなか、中長

期的な視点に立って県づくりの目指すべき方向を明ら

かにするため、平成27年度を目標年次とする新たな

総合計画の策定を諮問します。

（諮問の趣旨）

　富山県においては、平成13年に策定した「富山県

民新世紀計画」に基づき県政を推進してきたが、この

計画策定後 5 年近くが経過し、少子高齢化の進行と

人口減少時代の到来、グローバル化･情報化の一層の

進展、国･地方を通じての財政の深刻化、三位一体改革、

北陸新幹線の開業決定、市町村合併の進展など、この

計画の前提となった環境が大きく変化している。

　このため、こうした社会経済情勢の変化を踏まえ、

元気とやまの実現に向け、県づくりの目指すべき方向

を明らかにするとともに、「活力」、「未来」、「安心」

を重点政策とする新たな総合計画「世界に羽ばたく『元

気とやま』創造計画（仮称）」の策定を諮問するもので

ある。

2 富山県総合計画審議会

（1）諮問及び答申

○審議会の開催状況
　審議会は 4 回開催され、第 1 回の審議会では、審

議にあたっての基本的事項が決定され、第3回では、

中間報告がとりまとめられた。

　また、第 4 回の審議会では、各部会の審議経過報

告を受け、答申案がとりまとめられた。

（答申文）

平成19年3月30日

富山県知事　石　井　隆　一　殿

富山県総合計画審議会　

会長　山　田　圭　藏

総合計画の策定について（答申）

　平成17年 9 月 1 日付けで貴職より本審議会に諮問

のありましたこのことについては、別添のとおり答申

します。

　貴職におかれては、この答申に基づき、新しい総合

計画である「元気とやま創造計画」を速やかに決定さ

れるよう要望します。

（2）審議会の活動状況

・会長の選出、会長職務代理者

の指名

・運営規程の制定

・所属部会の決定

・部会長、副部会長の指名

・計画策定の諮問

・計画骨子案の審議

・中間報告案の審議

・答申案の審議

区分日程 審議事項等

平成17年

9月1日

平成18年

2月24日

平成18年

9月7日

平成19年

3月22日

第1回

第2回

第3回

第4回

同俤
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氏　名 役　職　等

　 池田　安隆

　 大田　住吉

○ 川上　光彦

　 貴志　雅樹

　 佐藤　篤司

＜県土づくり研究会＞　10名

氏　名 役　職　等

　 高橋剛一郎

　 水野　雅男

◎ 宮口　　廸

　 山中　路代

　 渡邊美保子

（株）池田屋安兵衛商店代表取締役　　　

金沢大学大学院自然科学研究科教授

高岡短期大学産業造形学科教授

北陸銀行本店営業渉外部金融・公金・独立行政
法人担当課長

独立行政法人防災科学技術研究所長岡雪氷防災
研究所所長

（有）水野雅男地域計画事務所代表

早稲田大学教育・総合科学学術院教授

（株）創建築事務所企画室長

富山国際職藝学院講師

富山県立大学短期大学部環境システム工学科
助教授

氏　名 役　職　等

　 麻畑　秋市

　 牛丸美奈代

　 片貝　仁子

　 神川　康子

◎ 佐伯　眞人

　 武内　繁和

○ 田中　　潔

＜学校教育・生涯学習・スポーツ研究会＞　14名

氏　名 役　職　等

　 恒田　　勉

　 徳永　章人

　 廣本　京子

　 三村　隆男

　 屋敷　和佳

　 行枝　貴子

　 渡辺美智子

日本ボーイスカウト富山県連盟事務局長

富山県PTA連合会副会長（平成16年度）

富山健康科学専門学校学科長

富山大学生涯学習教育研究センター副所長

富山大学教育学部教授

武内プレス工業(株)代表取締役社長

富山県立大学工学部長

臨床心理士会学校担当理事

上越教育大学助教授

高岡龍谷高等学校教頭

文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課
登山研修所長

高岡市きずな学園長
小児科医

国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括
研究官

富山県小学校長会会長
堀川小学校校長

氏　名 役　職　等

　 石田　智久

　 板谷　　修

○ 伊藤　孝邦

　 奥村　一則

　 小田切徳美

　 加藤　　弘

＜農林水産研究会＞　11名

氏　名 役　職　等

　 小林　紀子

◎ 酒井　富夫

　 瀧本　裕士

　 道井　秀樹

　 弓野　良子

元県青年農業者協議会長

（株）アルビス総合企画室次長

県農協中央会農業対策部長

東京大学大学院農学生命科学研究科助教授

立山山麓森林組合参事

富山大学極東地域研究センター教授

富山県立大学短期大学部助教授

（農）サカタニ農産代表理事
元（社）日本農業法人協会副会長

主婦
県食品表示ウオッチャー

（農）食彩あさひ代表理事　
県地域活性化グループ協議会副会長

県漁業青年部連合会長
全国漁協青年部連合会理事

（諮問文）

平成17年9月1日

富山県総合計画審議会

　会長　山　田　圭　藏　　様

富山県知事　石　井　隆　一

新たな総合計画の策定について（諮問）

　富山県を取り巻く環境が大きく変化するなか、中長

期的な視点に立って県づくりの目指すべき方向を明ら

かにするため、平成27年度を目標年次とする新たな

総合計画の策定を諮問します。

（諮問の趣旨）

　富山県においては、平成13年に策定した「富山県

民新世紀計画」に基づき県政を推進してきたが、この

計画策定後 5 年近くが経過し、少子高齢化の進行と

人口減少時代の到来、グローバル化･情報化の一層の

進展、国･地方を通じての財政の深刻化、三位一体改革、

北陸新幹線の開業決定、市町村合併の進展など、この

計画の前提となった環境が大きく変化している。

　このため、こうした社会経済情勢の変化を踏まえ、

元気とやまの実現に向け、県づくりの目指すべき方向

を明らかにするとともに、「活力」、「未来」、「安心」

を重点政策とする新たな総合計画「世界に羽ばたく『元

気とやま』創造計画（仮称）」の策定を諮問するもので

ある。

2 富山県総合計画審議会

（1）諮問及び答申

○審議会の開催状況
　審議会は 4 回開催され、第 1 回の審議会では、審

議にあたっての基本的事項が決定され、第3回では、

中間報告がとりまとめられた。

　また、第 4 回の審議会では、各部会の審議経過報

告を受け、答申案がとりまとめられた。

（答申文）

平成19年3月30日

富山県知事　石　井　隆　一　殿

富山県総合計画審議会　

会長　山　田　圭　藏

総合計画の策定について（答申）

　平成17年 9 月 1 日付けで貴職より本審議会に諮問

のありましたこのことについては、別添のとおり答申

します。

　貴職におかれては、この答申に基づき、新しい総合

計画である「元気とやま創造計画」を速やかに決定さ

れるよう要望します。

（2）審議会の活動状況

・会長の選出、会長職務代理者

の指名

・運営規程の制定

・所属部会の決定

・部会長、副部会長の指名

・計画策定の諮問

・計画骨子案の審議

・中間報告案の審議

・答申案の審議

区分日程 審議事項等

平成17年

9月1日

平成18年

2月24日

平成18年

9月7日

平成19年

3月22日

第1回

第2回

第3回

第4回

同俤
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○部会の開催状況
　部会は合計15回開催され、所管事項の施策展開の方向等について審議された。

・策定方針の説明

・目指すべき将来像の検討

・中間報告検討案の審議

・答申素案の審議

・基本目標の審議

区分日程 審議事項等

平成17年

11月4日

平成18年

5月26日

平成19年

1月19日

第1回

第2回

第3回

総合部会

区分日程 審議事項等

活力部会

区分日程 審議事項等

未来部会

区分日程 審議事項等

安心部会

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月27日

平成18年

2月9日

平成18年

8月11日

平成18年

11月29日

第1回

第2回

第3回

第4回

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月26日

平成18年

2月8日

平成18年

7月31日

平成18年

11月28日

第1回

第2回

第3回

第4回

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月27日

平成18年

2月10日

平成18年

8月3日

平成18年

11月20日

第1回

第2回

第3回

第4回

○新総合計画策定に係る講演会
　（18.2.24北日本新聞ホール）

演　題　「地域活性化のシナリオ」

講　師　東京大学大学院経済学研究科教授

　　　　神野直彦氏

出席者　150名

（3）講演会

（4）審議会の委員及び専門委員名簿（敬称略） （役職等は就任時。◎は部会長、○は副部会長）

氏　名 役　職　等

◎�西頭　德三

○�尾島　俊雄

　�犬島伸一郎

� 岩田　繁子
�（堀内　道子）

　�梅沢　直正

　�草嶋　安治

　�神野　直彦

� 松井　　庫
�（積良　　岳）

� 森　　雅志

� 山田　圭藏

　活力部会長（八嶋　健三）�

　未来部会長（中尾　哲雄）�

　安心部会長（金岡　純二）�

　（計10名＋3部会長）�
※氏名の（　　）内は、前任者

富山大学学長
＜会長職務代理者＞

早稲田大学理工学部教授

北陸経済研究所理事長

富山県婦人会会長

北日本新聞社社長

日本労働組合総連合会富山県連合会会長

東京大学大学院経済学研究科教授
＜会長職務代理者＞

日本青年会議所富山ブロック協議会会長

富山県市長会会長

北陸電力（株）相談役　
＜審議会会長＞

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜総合部会＞ 各部会相互の調整及び全体の取りまとめ、行財政運営

専門委員

　朝日　重剛

　今村　弘子

　尾畑　納子

　中村　和之

　新田　八朗

　宮田　伸朗

　（計6名）�

朝日印刷（株）代表取締役会長
富山商工会議所副会頭

富山大学極東地域研究センター教授

富山国際大学地域学部教授

富山大学経済学部教授

日本海ガス（株）代表取締役社長
富山経済同友会常任幹事

富山短期大学教務部長・福祉学科教授
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○部会の開催状況
　部会は合計15回開催され、所管事項の施策展開の方向等について審議された。

・策定方針の説明

・目指すべき将来像の検討

・中間報告検討案の審議

・答申素案の審議

・基本目標の審議

区分日程 審議事項等

平成17年

11月4日

平成18年

5月26日

平成19年

1月19日

第1回

第2回

第3回

総合部会

区分日程 審議事項等

活力部会

区分日程 審議事項等

未来部会

区分日程 審議事項等

安心部会

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月27日

平成18年

2月9日

平成18年

8月11日

平成18年

11月29日

第1回

第2回

第3回

第4回

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月26日

平成18年

2月8日

平成18年

7月31日

平成18年

11月28日

第1回

第2回

第3回

第4回

・課題別研究会報告の説明

・各政策ごとの目指すべき姿の検討

・計画骨子案の審議

・中間報告素案の審議

・答申検討案の審議

・基本目標の審議

平成17年

10月27日

平成18年

2月10日

平成18年

8月3日

平成18年

11月20日

第1回

第2回

第3回

第4回

○新総合計画策定に係る講演会
　（18.2.24北日本新聞ホール）

演　題　「地域活性化のシナリオ」

講　師　東京大学大学院経済学研究科教授

　　　　神野直彦氏

出席者　150名

（3）講演会

（4）審議会の委員及び専門委員名簿（敬称略） （役職等は就任時。◎は部会長、○は副部会長）

氏　名 役　職　等

◎�西頭　德三

○�尾島　俊雄

　�犬島伸一郎

� 岩田　繁子
�（堀内　道子）

　�梅沢　直正

　�草嶋　安治

　�神野　直彦

� 松井　　庫
�（積良　　岳）

� 森　　雅志

� 山田　圭藏

　活力部会長（八嶋　健三）�

　未来部会長（中尾　哲雄）�

　安心部会長（金岡　純二）�

　（計10名＋3部会長）�
※氏名の（　　）内は、前任者

富山大学学長
＜会長職務代理者＞

早稲田大学理工学部教授

北陸経済研究所理事長

富山県婦人会会長

北日本新聞社社長

日本労働組合総連合会富山県連合会会長

東京大学大学院経済学研究科教授
＜会長職務代理者＞

日本青年会議所富山ブロック協議会会長

富山県市長会会長

北陸電力（株）相談役　
＜審議会会長＞

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜総合部会＞ 各部会相互の調整及び全体の取りまとめ、行財政運営

専門委員

　朝日　重剛

　今村　弘子

　尾畑　納子

　中村　和之

　新田　八朗

　宮田　伸朗

　（計6名）�

朝日印刷（株）代表取締役会長
富山商工会議所副会頭

富山大学極東地域研究センター教授

富山国際大学地域学部教授

富山大学経済学部教授

日本海ガス（株）代表取締役社長
富山経済同友会常任幹事

富山短期大学教務部長・福祉学科教授
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氏　名 役　職　等

◎ 中尾　哲雄

○ 西村　幸夫

　 魚津　龍一

　 尾久　彩子

　 金岡　祐一

　 神川　康子

　 岸　　洋人
　 （榛村　栄二）

　 黒田美也子
　 （牛丸美奈代）

　 小泉　　博

　 高本　一恵

　 内記　悦子

　 内藤　邦彦

　 福田　　孜
　 （篠川　賢久）

　 和田　麗子

　（計14名）
※氏名の（　　）内は、前任者

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜未来部会＞ 子育て支援、教育、芸術･文化、美しい県づくり

専門委員

　稲垣　晴彦

　岡野　絹枝

　佐伯　眞人

　島田　　茂

　武内　繁和

　田中　　潔

　永田　円了

　西井　龍儀

　羽場　光明

　（計9名）

氏　名 役　職　等

◎�八嶋　健三

○�関　　満博

　�池部　恵子

　�石澤　義文

　�石丸　　宏

　�井村　健輔

　�江西　甚昇

　�田中　一郎

　�野村　　守

　�廣瀬　弥生

　�三辺　　進

　�宮本佐智夫

　（計12名）
※氏名の（　　）内は、前任者

富山県商工会議所連合会会長

一橋大学大学院商学研究科教授

富山県食生活改善推進連絡協議会会長

富山県商工会連合会会長

富山県漁業協同組合連合会会長

富山県経営者協会会長

富山県農業協同組合中央会会長

富山県中小企業団体中央会会長

公募委員
（会社役員）

東京大学先端科学技術研究センター
産学連携ディレクティングマネージャー・特任助教授

富山県労働者福祉事業協会副理事長

富山新聞社代表

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜活力部会＞ 産業、労働、農林水産、交通･情報基盤整備

専門委員

　石田　智久

　黒田　輝夫

　酒井　富夫

　中井　敏郎

　長尾　治明

　温井　邦彦

　林　　和夫

　東畑伊太郎

　藤田　　寛

　弓野　良子

　米田　祐康

　（計11名）

元県青年農業者協議会長

（株）エトアール・マルゼン社長
富山県商店街連合会会長

富山大学極東地域研究センター教授

東亜薬品（株）代表取締役社長

富山国際大学地域学部教授

日本貿易振興機構富山貿易情報センター所長

朝日建設（株）代表取締役社長
富山県建設業協会経営改革推進委員会委員長

日本旅行業協会中部支部富山地区会会長

日本政策投資銀行富山事務所長

県地域活性化グループ協議会副会長
（農）食彩あさひ代表理事

（株）ニッポンジーン代表取締役社長

富山経済同友会代表幹事

東京大学大学院工学系研究科教授

富山県町村会会長

富山県私学振興会理事長

読売新聞北陸支社支社長

富山県ＰＴＡ連合会副会長

富山県芸術文化協会副会長

ＪＡ富山県女性組織協議会会長

前富山県建築士会常任理事

富山県森林組合連合会会長

富山県医師会会長

富山県母親クラブ連合会会長

公募委員
（会社役員）

前富山県教育委員
富山大学人間発達科学部教授

北陸コカ・コーラボトリング（株）代表取締役社長

金城大学短期大学部教授

前富山大学人間発達科学部教授

武内プレス工業（株）代表取締役社長

富山県立大学工学部長

富山考古学会副会長

（株）タカギセイコー代表取締役社長
富山県プラスチック工業会会長

僧侶（真国寺住職）
元富山国際大学教授

富山YMCA総主事
（財）富山YMCA常務理事
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氏　名 役　職　等

◎ 中尾　哲雄

○ 西村　幸夫

　 魚津　龍一

　 尾久　彩子

　 金岡　祐一

　 神川　康子

　 岸　　洋人
　 （榛村　栄二）

　 黒田美也子
　 （牛丸美奈代）

　 小泉　　博

　 高本　一恵

　 内記　悦子

　 内藤　邦彦

　 福田　　孜
　 （篠川　賢久）

　 和田　麗子

　（計14名）
※氏名の（　　）内は、前任者

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜未来部会＞ 子育て支援、教育、芸術･文化、美しい県づくり

専門委員

　稲垣　晴彦

　岡野　絹枝

　佐伯　眞人

　島田　　茂

　武内　繁和

　田中　　潔

　永田　円了

　西井　龍儀

　羽場　光明

　（計9名）

氏　名 役　職　等

◎�八嶋　健三

○�関　　満博

　�池部　恵子

　�石澤　義文

　�石丸　　宏

　�井村　健輔

　�江西　甚昇

　�田中　一郎

　�野村　　守

　�廣瀬　弥生

　�三辺　　進

　�宮本佐智夫

　（計12名）
※氏名の（　　）内は、前任者

富山県商工会議所連合会会長

一橋大学大学院商学研究科教授

富山県食生活改善推進連絡協議会会長

富山県商工会連合会会長

富山県漁業協同組合連合会会長

富山県経営者協会会長

富山県農業協同組合中央会会長

富山県中小企業団体中央会会長

公募委員
（会社役員）

東京大学先端科学技術研究センター
産学連携ディレクティングマネージャー・特任助教授

富山県労働者福祉事業協会副理事長

富山新聞社代表

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜活力部会＞ 産業、労働、農林水産、交通･情報基盤整備

専門委員

　石田　智久

　黒田　輝夫

　酒井　富夫

　中井　敏郎

　長尾　治明

　温井　邦彦

　林　　和夫

　東畑伊太郎

　藤田　　寛

　弓野　良子

　米田　祐康

　（計11名）

元県青年農業者協議会長

（株）エトアール・マルゼン社長
富山県商店街連合会会長

富山大学極東地域研究センター教授

東亜薬品（株）代表取締役社長

富山国際大学地域学部教授

日本貿易振興機構富山貿易情報センター所長

朝日建設（株）代表取締役社長
富山県建設業協会経営改革推進委員会委員長

日本旅行業協会中部支部富山地区会会長

日本政策投資銀行富山事務所長

県地域活性化グループ協議会副会長
（農）食彩あさひ代表理事

（株）ニッポンジーン代表取締役社長

富山経済同友会代表幹事

東京大学大学院工学系研究科教授

富山県町村会会長

富山県私学振興会理事長

読売新聞北陸支社支社長

富山県ＰＴＡ連合会副会長

富山県芸術文化協会副会長

ＪＡ富山県女性組織協議会会長

前富山県建築士会常任理事

富山県森林組合連合会会長

富山県医師会会長

富山県母親クラブ連合会会長

公募委員
（会社役員）

前富山県教育委員
富山大学人間発達科学部教授

北陸コカ・コーラボトリング（株）代表取締役社長

金城大学短期大学部教授

前富山大学人間発達科学部教授

武内プレス工業（株）代表取締役社長

富山県立大学工学部長

富山考古学会副会長

（株）タカギセイコー代表取締役社長
富山県プラスチック工業会会長

僧侶（真国寺住職）
元富山国際大学教授

富山YMCA総主事
（財）富山YMCA常務理事
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氏　名 役　職　等

◎ 金岡　純二

○ 丁子　哲治

　 経　　　勝

　 杉本　末子

　 惣万佳代子

　 竹田テル子

　 大代　忠男

　 土田　一與

　 中川　　眸

　 溝口　純子
　 （松林　豊子）

　 宮口　　廸

　 山下眞佐子

　（計12名）
※氏名の（　　）内は、前任者

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜安心部会＞ 医療･福祉、環境、スポーツ、安全･防災

専門委員

　奥寺　　敬

　鏡森　定信

　川上　洋司

　塩井　保彦

　高橋剛一郎

　松岡　昌子

　（計6名）

富山県社会福祉協議会会長

富山工業高等専門学校教授

富山県青年団協議会会長

富山県看護協会副会長

富山県交通安全母の会会長

富山県体育協会専務理事

富山県身体障害者福祉協会会長

富山県消費者協会会長

富山県ホームヘルパー協議会会長

早稲田大学教育･総合科学学術院教授

富山県自然保護協会理事

富山ケアネットワーク会長
NPO法人このゆびとーまれ理事長

富山大学医学部教授

富山大学医学部教授

福井大学工学部教授

富山県立大学短期大学部助教授

富山県婦人防火クラブ連絡協議会会長

（株）廣貫堂代表取締役社長
（社）富山県薬業連合会副会長

竒崎

同俤

3 計画策定への県民参加

● 富山県政世論調査
10年後の県民生活のイメージなどについての県民の意識や各行政分野ごとの県民ニーズ等を把握するため、意

識調査及び選好度調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年8月5日～8月25日

� 県内在住20歳以上　1,200名

　［回答］� 963名（80.3％）

● 有識者アンケート調査
県内外の各分野で活躍している方々や県政モニターを対象として、富山県の将来像や進むべき方向等について

調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年8月上旬～8月23日

� 県内外の有識者　750名

　［回答］� 636名（84.8％）

● 高校生アンケート調査
10年後には社会人として活躍する高校生を対象に、定住意識や富山県の未来に対する意識調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年7月上旬～7月中旬

� 県内の県立、私立高校に在学する高校１年生から3年生　1,165名

　［回答］� 1,130名（97.0％）

● 県民からの提案・意見募集
県民の意見を計画に反映していくため、提案募集チラシやインターネット等を活用し、県民から提案・意見募

集を行った。

　［募集期間］� 平成17年7月23日～11月30日

　［応募件数］� 11件（8名）

● 計画骨子に対するパブリックコメント
平成18年3月に公表した計画骨子に対して、県民から意見募集を行った。

　［募集期間］� 平成18年3月10日～5月10日

　［応募件数］� 18件（16名）

● 中間報告に対するパブリックコメント
平成18年10月に公表した中間報告に対して、県民から意見募集を行った。

　［募集期間］� 平成18年10月10日～11月20日

　［応募件数］� 　　52件（12名）
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氏　名 役　職　等

◎ 金岡　純二

○ 丁子　哲治

　 経　　　勝

　 杉本　末子

　 惣万佳代子

　 竹田テル子

　 大代　忠男

　 土田　一與

　 中川　　眸

　 溝口　純子
　 （松林　豊子）

　 宮口　　廸

　 山下眞佐子

　（計12名）
※氏名の（　　）内は、前任者

氏　名 役　職　等

審議会委員

＜安心部会＞ 医療･福祉、環境、スポーツ、安全･防災

専門委員

　奥寺　　敬

　鏡森　定信

　川上　洋司

　塩井　保彦

　高橋剛一郎

　松岡　昌子

　（計6名）

富山県社会福祉協議会会長

富山工業高等専門学校教授

富山県青年団協議会会長

富山県看護協会副会長

富山県交通安全母の会会長

富山県体育協会専務理事

富山県身体障害者福祉協会会長

富山県消費者協会会長

富山県ホームヘルパー協議会会長

早稲田大学教育･総合科学学術院教授

富山県自然保護協会理事

富山ケアネットワーク会長
NPO法人このゆびとーまれ理事長

富山大学医学部教授

富山大学医学部教授

福井大学工学部教授

富山県立大学短期大学部助教授

富山県婦人防火クラブ連絡協議会会長

（株）廣貫堂代表取締役社長
（社）富山県薬業連合会副会長

竒崎

同俤

3 計画策定への県民参加

● 富山県政世論調査
10年後の県民生活のイメージなどについての県民の意識や各行政分野ごとの県民ニーズ等を把握するため、意

識調査及び選好度調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年8月5日～8月25日

� 県内在住20歳以上　1,200名

　［回答］� 963名（80.3％）

● 有識者アンケート調査
県内外の各分野で活躍している方々や県政モニターを対象として、富山県の将来像や進むべき方向等について

調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年8月上旬～8月23日

� 県内外の有識者　750名

　［回答］� 636名（84.8％）

● 高校生アンケート調査
10年後には社会人として活躍する高校生を対象に、定住意識や富山県の未来に対する意識調査を行った。

　［調査期間と対象］�平成17年7月上旬～7月中旬

� 県内の県立、私立高校に在学する高校１年生から3年生　1,165名

　［回答］� 1,130名（97.0％）

● 県民からの提案・意見募集
県民の意見を計画に反映していくため、提案募集チラシやインターネット等を活用し、県民から提案・意見募

集を行った。

　［募集期間］� 平成17年7月23日～11月30日

　［応募件数］� 11件（8名）

● 計画骨子に対するパブリックコメント
平成18年3月に公表した計画骨子に対して、県民から意見募集を行った。

　［募集期間］� 平成18年3月10日～5月10日

　［応募件数］� 18件（16名）

● 中間報告に対するパブリックコメント
平成18年10月に公表した中間報告に対して、県民から意見募集を行った。

　［募集期間］� 平成18年10月10日～11月20日

　［応募件数］� 　　52件（12名）
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● 知事のタウンミーティング
計画に県民の声を反映するため、知事が直接県民と対話するタウンミーティングを県内4会場で開催した。

・ 富山会場　平成17年12月23日� 富山県民会館� 意見28名（参加170名）

・ 高岡会場　平成18年4月9日� 高岡市ＪＡ会館� 意見17名（参加160名）

・ 南砺会場　平成18年5月28日� ア・ミューホール� 意見22名（参加200名）

・ 滑川会場　平成18年7月30日� 滑川西地区コミュニティセンター�意見20名（参加200名）

● 市町村長・県議会議員との意見交換会
計画骨子に対する意見を聴くため、各市町村長及び県議会議員との意見交換会を開催した。

・ 東部地域　平成18年5月23日� 富山県民会館� 参加23名

・ 西部地域　平成18年5月24日� ホテルニューオータニ高岡� 参加20名

● 市町村長との意見交換会
中間報告公表後に、計画を含む県政全般について、各市町村長との意見交換会を開催した。

● 県青年議会議員との意見交換会
県政に対し関心の高い富山県青年議会議員と、将来の県づくりについて意見交換を行った。

　［開催時期］� 平成17年10月18日、平成18年9月16日

● 市町村長アンケート
計画策定の基礎資料とするため、各市町村長から、目指すべき将来像への提案や新計画に期待すること等の調

査を行った。

　［調査期間］� 平成17年9月8日～9月30日

● 高校生あったかハートスキルアップ研修会
リーダーとしての資質向上を目指している高校生から、将来の県づくりへの意見を募集した。

　［募集期間］� 平成18年7月28日～30日

　［応募件数］�       117件（66名）

・高岡・射水地域　平成18年10月25日

・砺波地域　　　　平成18年11月8日

・富山地域　　　　平成18年11月9日

・新川地域　　　　平成18年12月4日

高岡総合庁舎　　　　　参加4市長

砺波総合庁舎　　　　　参加2市長

富山県民会館　　　　　参加5市町村長

魚津総合庁舎　　　　　参加4市町長

4 総合計画のあゆみ

計画の名称 策定年月 計画期間 基本方針、特色等 策定時の知事

高辻　武邦

吉田　　実

吉田　　実

吉田　　実

中田　幸吉

中田　幸吉

中田　幸吉

中沖　　豊

中沖　　豊

中沖　　豊

石井　隆一

◇国土の徹底的な総合利用による生活領域の拡大

　①勤労と所得の機会確保

　②健康で文化的な生活

　③経済、文化の発展

◇客観情勢の変化等からの修正

　①日ソ貿易　　　　②電力不足

　③工業の発展　　　④技術革新

◇県勢の躍進と県民福祉の向上

　①産業基盤の整備　②工業の高度化

　③教育条件の整備と産業教育の振興

　④福祉の充実と生活環境施設整備 等

◇経済の飛躍的な発展とこれに調和する社会開発の推

進を通じて、豊かな住みよい県土づくりを実現

◇価値ある県民生活の実現

　①創造的な生活　　②健康な生活

　③安全な生活　　　④豊かな生活

　⑤快適な生活　　　⑥安定した生活

◇住みよさの追求

　①県民生活の基礎を固める

　②人間性を豊かに育てる

　③調和と繁栄をもたらす

◇若者の多い活力ある人口構成

◇豊かで心のかよい合う社会の形成

　ボランティア活動、コミュニティ活動の展開

　　

◇県民の県民による県民のための計画

◇活力と温かい心に満ちた美しいふるさと

　人づくり、郷土づくり、産業づくり

◇21世紀への三つの挑戦

◇しあわせに生きる富山の創造

◇三つの立県構想

　人材立県、生活立県、国際立県

◇政策の柱

　人づくり、郷土づくり、産業づくり

◇水と緑といのちが輝く　元気とやま

◇政策の柱：五つの立県構想

　人材立県、生活立県、環境立県、

　産業立県、国際立県

◇県民参加の挑戦目標

健康とスポーツのはつらつ県、生涯学習と文化の創

造県、子どもと若者のいきいき県、情報とバイオの

躍進県、水と緑と食の快適県

◇みんなで創ろう！ 人が輝く元気とやま

　  － 活力、未来、安心のふるさと －

◇政策の柱：活力とやま、未来とやま、安心とやま

昭和27年3月

昭和32年9月

昭和36年1月

昭和41年3月

昭和45年11月

昭和48年10月

昭和53年3月

昭和58年4月

平成3年3月

平成13年4月

平成19年4月

昭和27～35年

昭和32～35年

昭和36～45年

昭和41～50年

昭和46～60年

昭和49～60年

昭和53～60年

昭和58～65年

平成3～12年

平成13～22年

目標年次

平成27年度

富山県総合開発計画

同上修正4カ年計画

富山県勢総合計画

第3次富山県勢総合
計画

第4次富山県勢総合
計画

住みよい富山県を
つくる総合計画

同上修正計画

富山県民総合計画

新富山県民総合計画

富山県民新世紀計画

元気とやま創造計画
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● 知事のタウンミーティング
計画に県民の声を反映するため、知事が直接県民と対話するタウンミーティングを県内4会場で開催した。

・ 富山会場　平成17年12月23日�富山県民会館� 意見28名（参加170名）

・ 高岡会場　平成18年4月9日� 高岡市ＪＡ会館� 意見17名（参加160名）

・ 南砺会場　平成18年5月28日� ア・ミューホール� 意見22名（参加200名）

・ 滑川会場　平成18年7月30日� 滑川西地区コミュニティセンター�意見20名（参加200名）

● 市町村長・県議会議員との意見交換会
計画骨子に対する意見を聴くため、各市町村長及び県議会議員との意見交換会を開催した。

・ 東部地域　平成18年5月23日� 富山県民会館� 参加23名

・ 西部地域　平成18年5月24日� ホテルニューオータニ高岡� 参加20名

● 市町村長との意見交換会
中間報告公表後に、計画を含む県政全般について、各市町村長との意見交換会を開催した。

● 県青年議会議員との意見交換会
県政に対し関心の高い富山県青年議会議員と、将来の県づくりについて意見交換を行った。

　［開催時期］� 平成17年10月18日、平成18年9月16日

● 市町村長アンケート
計画策定の基礎資料とするため、各市町村長から、目指すべき将来像への提案や新計画に期待すること等の調

査を行った。

　［調査期間］� 平成17年9月8日～9月30日

● 高校生あったかハートスキルアップ研修会
リーダーとしての資質向上を目指している高校生から、将来の県づくりへの意見を募集した。

　［募集期間］� 平成18年7月28日～30日

　［応募件数］�       117件（66名）

・高岡・射水地域　平成18年10月25日

・砺波地域　　　　平成18年11月8日

・富山地域　　　　平成18年11月9日

・新川地域　　　　平成18年12月4日

高岡総合庁舎　　　　　参加4市長

砺波総合庁舎　　　　　参加2市長

富山県民会館　　　　　参加5市町村長

魚津総合庁舎　　　　　参加4市町長

4 総合計画のあゆみ

計画の名称 策定年月 計画期間 基本方針、特色等 策定時の知事

高辻　武邦

吉田　　実

吉田　　実

吉田　　実

中田　幸吉

中田　幸吉

中田　幸吉

中沖　　豊

中沖　　豊

中沖　　豊

石井　隆一

◇国土の徹底的な総合利用による生活領域の拡大

　①勤労と所得の機会確保

　②健康で文化的な生活

　③経済、文化の発展

◇客観情勢の変化等からの修正

　①日ソ貿易　　　　②電力不足

　③工業の発展　　　④技術革新

◇県勢の躍進と県民福祉の向上

　①産業基盤の整備　②工業の高度化

　③教育条件の整備と産業教育の振興

　④福祉の充実と生活環境施設整備 等

◇経済の飛躍的な発展とこれに調和する社会開発の推

進を通じて、豊かな住みよい県土づくりを実現

◇価値ある県民生活の実現

　①創造的な生活　　②健康な生活

　③安全な生活　　　④豊かな生活

　⑤快適な生活　　　⑥安定した生活

◇住みよさの追求

　①県民生活の基礎を固める

　②人間性を豊かに育てる

　③調和と繁栄をもたらす

◇若者の多い活力ある人口構成

◇豊かで心のかよい合う社会の形成

　ボランティア活動、コミュニティ活動の展開

　　

◇県民の県民による県民のための計画

◇活力と温かい心に満ちた美しいふるさと

　人づくり、郷土づくり、産業づくり

◇21世紀への三つの挑戦

◇しあわせに生きる富山の創造

◇三つの立県構想

　人材立県、生活立県、国際立県

◇政策の柱

　人づくり、郷土づくり、産業づくり

◇水と緑といのちが輝く　元気とやま

◇政策の柱：五つの立県構想

　人材立県、生活立県、環境立県、

　産業立県、国際立県

◇県民参加の挑戦目標

健康とスポーツのはつらつ県、生涯学習と文化の創

造県、子どもと若者のいきいき県、情報とバイオの

躍進県、水と緑と食の快適県

◇みんなで創ろう！ 人が輝く元気とやま

　  － 活力、未来、安心のふるさと －

◇政策の柱：活力とやま、未来とやま、安心とやま

昭和27年3月

昭和32年9月

昭和36年1月

昭和41年3月

昭和45年11月

昭和48年10月

昭和53年3月

昭和58年4月

平成3年3月

平成13年4月

平成19年4月

昭和27～35年

昭和32～35年

昭和36～45年

昭和41～50年

昭和46～60年

昭和49～60年

昭和53～60年

昭和58～65年

平成3～12年

平成13～22年

目標年次

平成27年度

富山県総合開発計画

同上修正4カ年計画

富山県勢総合計画

第3次富山県勢総合
計画

第4次富山県勢総合
計画

住みよい富山県を
つくる総合計画

同上修正計画

富山県民総合計画

新富山県民総合計画

富山県民新世紀計画

元気とやま創造計画
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● 新産業の創出
 
 
● 企業立地の促進
 
● 雇用の確保と創出
 

● 農業生産の振興
 
 
 

● 森林・林業の振興
 
 
● 水産業の振興

● 富山のブランド力アップ
 
● 北陸新幹線など鉄道・道路ネットワークの整備
 
● 空港・港湾などの充実による
　 交通・物流ネットワークの形成
 

● 快適で活力ある
 　コンパクトなまちづくりの推進
 
 

 ● 情報通信基盤の充実と活用

活力とやま

新富山県バイオ推進計画
富山県事業環境整備構想

地域産業活性化計画（仮称）

富山県職業能力開発計画（第8次）

「食のとやまブランド」推進戦略
富山県農業・農村振興計画（仮称）
富山県酪農・肉用牛生産近代化計画
富山県農林水産試験研究推進プラン

富山県森林・林業新世紀ビジョン
富山県林道網整備計画

新富山県水産業振興プラン（仮称）

とやま型地域ブランド戦略アクションプラン

「富山のみち」達成度報告書・業績計画書

特定重要港湾伏木富山港港湾計画
とやま物流戦略

富山県都市計画区域マスタープラン（全21都市計画区域分）
国土利用計画（富山県計画）（第3次）
富山県土地利用基本計画

新情報化計画（とやまeフロンティア構想）
富山県電脳県庁推進アクションプラン

● 子育ての支援
 

● 家庭や地域における健やかな子どもの育成

● 高等学校教育の推進 

● 大学教育・学術研究・科学技術の振興

● 生涯をとおした学びの推進
 
 
● 自主的な社会活動の推進
 
 
● 男女共同参画の推進

未来とやま

未来とやま子育てプラン
富山県母子家庭等自立促進計画

富山県子ども読書活動推進計画

県立学校教育振興計画

新富山県科学技術プラン

富山県生涯学習新世紀構想（学びあいビジョン）
とやま生涯学習ボランティア活動推進プラン

富山県民ボランティア・ＮＰＯ活動活性化のための指針
富山県ボランティア・ＮＰＯ協働ガイドライン

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画
富山県民男女共同参画計画（第2次）

● 医療の充実

● 健康づくりの推進

● 食の安全確保と食育の推進

● スポーツの振興

● 地域総合福祉の推進

● 高齢者福祉の充実

● 障害者福祉の充実

● 自然環境の保全

安心とやま

新富山県医療計画
富山県医療費適正化計画（仮称）

新県民ヘルスプラン
がん攻略新世紀プラン
県民歯の健康プラン
糖尿病アタックプラン
富山県こころの健康プラン

富山県食育推進計画
富山県食品安全基本方針

富山県新世紀スポーツプラン

富山県民福祉基本計画（元気・しあわせプラン21）

富山県高齢者保健福祉計画

新とやま障害者自立共生プラン
富山県障害福祉計画（第1期）

富山県自然環境指針
富山県ツキノワグマ保護管理指針
第10次鳥獣保護事業計画
富山県ニホンザル保護管理計画

● 人権を尊重し心がふれあう地域社会の形成

● 芸術文化の振興

● 国際化の推進

● 交流人口の拡大、定住・半定住の促進

● 自然、歴史、伝統文化など
　 地域の魅力の継承・再発見

● 農山漁村の活性化

● 豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり

富山県人権教育・啓発に関する基本計画
富山県動物愛護管理推進計画

新世紀とやま文化振興計画

富山県多文化共生推進プラン

未来とやま戦略アクションプラン

富山県民文化財プラン

環境にやさしい農業の展開
富山県農業農村整備実施方針（とやま水土里プロジェクト）
とやまグリーン・ツーリズム推進プラン
とやま中山間地域振興ガイドライン
新富山県農山漁村女性プラン

富山県森づくりプラン
富山県花と緑の新世紀プラン

5 部門別の各種計画・プラン
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● 新産業の創出
 
 
● 企業立地の促進
 
● 雇用の確保と創出
 

● 農業生産の振興
 
 
 

● 森林・林業の振興
 
 
● 水産業の振興

● 富山のブランド力アップ
 
● 北陸新幹線など鉄道・道路ネットワークの整備
 
● 空港・港湾などの充実による
　 交通・物流ネットワークの形成
 

● 快適で活力ある
 　コンパクトなまちづくりの推進
 
 

 ● 情報通信基盤の充実と活用

活力とやま

新富山県バイオ推進計画
富山県事業環境整備構想

地域産業活性化計画（仮称）

富山県職業能力開発計画（第8次）

「食のとやまブランド」推進戦略
富山県農業・農村振興計画（仮称）
富山県酪農・肉用牛生産近代化計画
富山県農林水産試験研究推進プラン

富山県森林・林業新世紀ビジョン
富山県林道網整備計画

新富山県水産業振興プラン（仮称）

とやま型地域ブランド戦略アクションプラン

「富山のみち」達成度報告書・業績計画書

特定重要港湾伏木富山港港湾計画
とやま物流戦略

富山県都市計画区域マスタープラン（全21都市計画区域分）
国土利用計画（富山県計画）（第3次）
富山県土地利用基本計画

新情報化計画（とやまeフロンティア構想）
富山県電脳県庁推進アクションプラン

● 子育ての支援
 

● 家庭や地域における健やかな子どもの育成

● 高等学校教育の推進 

● 大学教育・学術研究・科学技術の振興

● 生涯をとおした学びの推進
 
 
● 自主的な社会活動の推進
 
 
● 男女共同参画の推進

未来とやま

未来とやま子育てプラン
富山県母子家庭等自立促進計画

富山県子ども読書活動推進計画

県立学校教育振興計画

新富山県科学技術プラン

富山県生涯学習新世紀構想（学びあいビジョン）
とやま生涯学習ボランティア活動推進プラン

富山県民ボランティア・ＮＰＯ活動活性化のための指針
富山県ボランティア・ＮＰＯ協働ガイドライン

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画
富山県民男女共同参画計画（第2次）

● 医療の充実

● 健康づくりの推進

● 食の安全確保と食育の推進

● スポーツの振興

● 地域総合福祉の推進

● 高齢者福祉の充実

● 障害者福祉の充実

● 自然環境の保全

安心とやま

新富山県医療計画
富山県医療費適正化計画（仮称）

新県民ヘルスプラン
がん攻略新世紀プラン
県民歯の健康プラン
糖尿病アタックプラン
富山県こころの健康プラン

富山県食育推進計画
富山県食品安全基本方針

富山県新世紀スポーツプラン

富山県民福祉基本計画（元気・しあわせプラン21）

富山県高齢者保健福祉計画

新とやま障害者自立共生プラン
富山県障害福祉計画（第1期）

富山県自然環境指針
富山県ツキノワグマ保護管理指針
第10次鳥獣保護事業計画
富山県ニホンザル保護管理計画

● 人権を尊重し心がふれあう地域社会の形成

● 芸術文化の振興

● 国際化の推進

● 交流人口の拡大、定住・半定住の促進

● 自然、歴史、伝統文化など
　 地域の魅力の継承・再発見

● 農山漁村の活性化

● 豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり

富山県人権教育・啓発に関する基本計画
富山県動物愛護管理推進計画

新世紀とやま文化振興計画

富山県多文化共生推進プラン

未来とやま戦略アクションプラン

富山県民文化財プラン

環境にやさしい農業の展開
富山県農業農村整備実施方針（とやま水土里プロジェクト）
とやまグリーン・ツーリズム推進プラン
とやま中山間地域振興ガイドライン
新富山県農山漁村女性プラン

富山県森づくりプラン
富山県花と緑の新世紀プラン

5 部門別の各種計画・プラン
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● 市町村、地域の自立と支援

● 現場重視で効率的な行政

行財政改革の推進

富山県過疎地域自立促進計画（後期）

富山県集中改革プラン

● 生活環境の保全

● 循環型・脱温暖化社会の構築

● 水資源の保全と活用

● 生活交通の確保

● 住環境の整備

● 雪に強いまちづくり

● 県土保全の推進

● 防災・危機管理体制の充実

● 生活の安全の確保

富山県快適トイレ推進プラン
富山・高岡地域公害防止計画
富山県環境基本計画
富山県水質環境計画（クリーンウオーター計画）
富山県大気環境計画（ブルースカイ計画）
富山県環境教育推進方針
富山県全県域下水道化新世紀構想

富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）
富山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
富山県地球環境保全行動計画（地球にやさしいとやまプラン）
富山県地球温暖化対策推進計画（とやま温暖化ストップ計画）
森林吸収源対策推進プラン
富山県ごみ処理広域化計画
新県庁エコプラン（地球温暖化防止のための富山県庁行動計画）
　第2期計画

富山県グリーン購入調達方針
廃棄物循環的利用推進指針
富山県分別収集促進計画（第4期）

とやま21世紀水ビジョン
富山県水道水質管理計画
富山県地下水指針

富山県地域交通ビジョン

富山県住まい･まちづくり計画

富山県総合雪計画（県民スノープラン）（第3次）

富山県海岸保全基本計画

富山県地域防災計画
富山県国民保護計画

富山県交通安全計画（第8次）
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