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みえ元気プラン（仮称）（概要案）について 

 

令和４年２月14日 

戦 略 企 画 部 

 

「みえ元気プラン（仮称）」は、今後の三重の成長戦略として、「強じんな美し国ビジョンみえ（仮

称）」が掲げる基本理念「強じんで多様な魅力あふれる『美し国』の実現」に向けて推進する取組内

容をまとめた、令和 4（2022）年度から令和８（2026）年度までの5年間の中期の戦略計画です。 

 

１ みえ元気プランでめざす三重県 

「強じんな美し国ビジョンみえ」で示した、おおむね 10 年先（2030 年頃）の三重県を取り巻く状

況をふまえ、令和８（2026）年を展望し、さまざまな課題に取り組むことにより実現しようとする三

重県の姿を、以下の観点からお示ししています。 

(1) 大規模災害への備え 

(2) 観光産業の振興 

(3) ものづくり産業・中小企業の振興 

(4) 農林水産業の振興 

(5) 脱炭素社会への対応 

(6) デジタル社会の実現 

(7) 医療・介護の充実 

(8) 教育・次世代育成 

(9) 利便性の高い交通の実現・インフラ整備の推進 

(10) 共生社会の実現 

(11) 文化振興・スポーツの推進 

(12) 人口減少への対応 

 

２ みえ元気プランで進める７つの挑戦 

おおむね 10 年先（2030 年頃）の三重県の姿を見据え、時代潮流や三重県を取り巻くさまざま

な環境変化に的確に対応し、計画期間の５年間に積極果敢に取り組んでいく必要がある以下の７

つの取組を「みえ元気プランで進める７つの挑戦」として位置づけ、進めていきます。 

（１） 新型コロナウイルス感染症等への対応 

（２） 大規模災害に対応した防災・減災、県土の強靱化対策の加速・深化 

（３） 三重の魅力を生かした観光振興 

（４） 脱炭素化をチャンスととらえた産業振興 

（５） デジタル社会の実現に向けた取組の推進 

（６） 次代を担う子ども・若者への支援の充実 

（７） 人口減少への総合的な対応 
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３ 政策・施策 

「強じんな美し国ビジョンみえ」の基本理念の実現に向けて、県の全ての取組を別紙（次頁以降）

のとおり 15の＜政策＞、53の＜施策＞に位置づけて、県政を推進していきます。 

 

４ 行政運営 

政策体系に位置づけた＜施策＞を効果的に推進するために行う＜行政運営の取組＞を、別紙

のとおり政策体系に準じて整理しています。 

 



（別紙） 
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●政策体系一覧 

政 策 施     策 

１ 

防災・減災、

県土の強靱

化 

1-1 災害対応力の充実・

強化 

国や市町、実動機関等と連携した災害対策活動

体制の充実・強化、消防力の充実・強化、災害

保健医療体制の整備（公助） 

1-2 地域防災力の向上 「みえ防災・減災センター」と連携した防災人

材の育成、適切な避難の促進、学校における防

災教育の推進、災害ボランティア活動の促進（自

助・共助） 

1-3 災害に強い県土づく

り 

流域治水の推進、土砂災害対策の推進、高潮・

地震・津波対策の推進、山地災害対策の推進、

緊急輸送道路等の機能確保、インフラ危機管理

体制の強化（ハード整備） 

２ 

医療・介護・

健康 

2-1 地域医療提供体制の

確保 

地域医療構想の実現、医療分野の人材確保、が

ん対策・循環器病対策等の推進、救急医療等の

確保、県立病院による良質で満足度の高い医療

サービスの提供、適正な医療保険制度の確保 

2-2 感染症対策の推進 感染予防のための普及啓発の推進、感染症危機

管理体制の整備、感染症対策のための相談・検

査の推進 

2-3 介護の基盤整備と人

材確保 

特別養護老人ホーム等の整備、介護人材の確保、

認知症施策の推進、介護予防・生活支援サービ

スの支援 

2-4 健康づくりの推進 生活習慣の改善による健康づくりの推進、歯科

保健対策の推進、難病対策の推進 

３ 

暮らしの安

全 

3-1 犯罪に強いまちづく

り 

みんなで進める犯罪防止に向けた取組、犯罪の

徹底検挙のための活動強化、警察施設等活動基

盤の強化、犯罪被害者等支援の充実 

3-2 交通安全対策の推進 交通安全意識と交通マナーの向上に向けた教

育・啓発の推進、飲酒運転０（ゼロ）をめざす

教育・啓発および再発防止対策の推進、安全で

快適な交通環境の整備、交通事故抑止に資する

交通指導取締りの推進 

3-3 消費生活の安全確保 自主的かつ合理的な消費活動への支援、「三重

県消費生活センター」等の活用による消費者被

害の救済、適正な取引の確保 

3-4 食の安全・安心と暮

らしの衛生の確保 

食の安全・安心の確保、生活衛生営業施設等の

衛生確保、医薬品等の安全な製造・供給の確保、

人と動物との共生環境づくり、薬物乱用防止対

策の推進 
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政 策 施     策 

4 

環境 

4-1 脱炭素社会の実現 脱炭素社会の実現、環境学習・教育の推進、環

境影響評価制度の運用の推進 

4-2 循環型社会の構築 パートナーシップで取り組む「3R＋R」、循環

関連産業の振興による「3R＋R」の促進、廃棄

物の安全・安心の確保、プラスチックごみ問題・

食品ロス削減等の推進、人材育成と ICT の活用 

4-3 自然環境の保全と活

用 

貴重な生態系と生物多様性の保全、自然公園施

設の維持管理、エコツーリズムの促進 

4-4 生活環境の保全 大気環境の保全、水環境の保全、伊勢湾の再生、

土壌汚染の防止対策、土砂等の埋立て等の適正

化の推進 

5 

観光・情報発

信 

5-1 観光産業の振興 戦略的な観光マーケティングの推進、魅力的な

観光資源の磨き上げ、国内外への効果的なプロ

モーションの強化 

5-2 三重の魅力発信 三重テラス・関西万博等を生かした首都圏・関

西圏のプロモーションの強化、伝統産業・地場

産業の魅力発信、食関連産業の振興 

6 

農林水産業 

6-1 農業の振興 農畜産物の安定供給に向けた生産体制の強化お

よび研究開発、農業の担い手の確保・育成、農

業生産基盤の整備推進、農畜産物等の販売促進 

6-2 林業の振興と森林づ

くり 

森林の適正な管理による公益的機能の発揮、県

産材の利用の促進、林業・木材産業を担う人材

の確保・育成、県民全体で森林を支える社会づ

くり 

6-3 水産業の振興 気候変動に対応した養殖技術の開発、水産業の

担い手の確保・育成と経営力の強化、漁港施設・

海岸保全施設等の整備、水産物の魅力発信と販

路拡大 

6-4 農山漁村の振興 農山漁村の地域資源を活用したビジネスの創出

支援、多面的機能を維持・発揮するための活動

支援、農村地域の防災・減災対策および生活イ

ンフラ整備の推進、獣害対策の推進 

7 

産業振興 

7-1 中小企業・小規模企

業の振興 

「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基

づく経営支援、資金調達の支援、事業承継の支

援、販路開拓支援 

7-2 ものづくり産業の振

興 

グリーン成長に向けたものづくり企業の取組の

支援、四日市コンビナートの競争力強化 

7-3 企業誘致の推進と県

内再投資の促進 

企業による県内への投資の促進、立地・操業環

境の整備、四日市港の機能充実と活用 

7-4 国際展開の推進 中小企業の海外ビジネス展開支援、国際交流の

推進 
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政 策 施     策 

8 

人材の育成・

確保 

8-1 若者の就労支援・県

内定着促進 

「おしごと広場みえ」を中心とした若者等の就

労支援、職業訓練等による人材の育成・確保支

援、県内高等教育機関と連携した若者の県内定

着促進 

8-2 多様で柔軟な働き方

の推進 

働き方改革の推進、ステップアップカフェ等障

がい者の雇用支援、女性、高齢者、外国人等の

就労支援 

9 

地域づくり 

9-1 市町との連携による

地域活性化 

市町との連携による地域づくりの推進、市町行

財政運営の支援、木曽岬干拓地等の利活用の推

進、過疎・離島・半島地域等における地域づく

りの支援 

9-2 移住の促進 「ええとこやんか三重 移住相談センター」を中

心としたきめ細かな相談対応、市町と連携した

移住者を受け入れる態勢の充実 

9-3 南部地域の活性化 南部地域に暮らし続けたいと思える地域づくり

の支援、関係人口と地域住民の連携した取組等

による地域の活力の向上に向けた支援、幸福感

をもった暮らしの実現に向けた支援 

9-4 東紀州地域の活性化 地域資源を生かした持続可能な地域社会づく

り、熊野古道の未来への継承と活用 

9-5 DX の推進 多様な主体が取り組む DX の支援、革新的な技

術やサービスを活用した新事業の創出、空の移

動革命の促進 

10 

交通・暮らし

の基盤 

10-1 道路・港湾整備の推

進 

広域幹線道路ネットワークの整備促進、県管理

道路の整備推進、適切な道路の維持管理、県管

理港湾の機能充実 

10-2 公共交通の充実・確

保 

持続可能な移動手段の確保、次世代モビリティ

等の活用や福祉分野等との連携などによる新た

な移動手段の確保、リニア三重県駅を核とした

広域交通ネットワークの充実に向けた検討 

10-3 安全で快適な住まい

まちづくり 

コンパクトで賑わいのあるまちづくりの促進、

都市基盤整備の促進、安全・安心な住宅・建築

物の確保、空き家対策への支援、住宅分野の省

エネルギー対策の推進、県営住宅の維持管理 

10-4 水の安定供給と土地

の適正な利用 

水資源の確保と水の安全・安定供給、適正な土

地の利用および管理 
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政 策 施     策 

11 

人権・ダイ

バーシティ 

11-1 人権が尊重される社

会づくり 

人権が尊重されるまちづくりと人権啓発の推

進、人権教育の推進、人権擁護の推進 

11-2 ダイバーシティと女

性活躍の推進 

男女共同参画の推進、職業生活における女性活

躍の推進、ダイバーシティ社会の推進、「三重

県パートナーシップ宣誓制度」の運用等性の多

様性を認め合う環境づくり、DV・性暴力対策の

推進 

11-3 多文化共生の推進 多文化共生社会づくりへの参画促進、外国人住

民の安全で安心な生活環境づくり 

12 

福祉 

12-1 地域福祉の推進 地域福祉活動の推進（民生委員・児童委員、ボ

ランティア等）、生きづらさを抱える方への支

援、生活困窮者への支援、ユニバーサルデザイ

ンのまちづくりの推進、戦没者遺族等の支援 

12-2 障がい者福祉の推進 障がい者の地域生活・就労の支援と福祉サービ

スの充実、農林水産業と福祉の連携促進、障が

い者の差別解消と虐待防止、社会参加の促進 

13 

教育 

13-1 子どもたちの基礎と

なる力の育成 

確かな学力の育成、豊かな心の育成・いじめへ

の対応、健やかな身体の育成 

13-2 社会の担い手となる

力の育成 

キャリア教育の充実、グローカル教育の推進、

主体的に課題を解決していく力の育成 

13-3 特別支援教育の推進 一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進、

特別支援学校における自立と社会参画に向けた

教育の推進 

13-4 安心して学べる教育

の推進 

不登校の状況にある児童生徒への支援、日本語

指導が必要な児童生徒への支援、子どもたちの

安全・安心の確保 

13-5 教育環境の整備 地域との協働と学校の活性化の推進、教職員の

資質向上と働き方改革の推進、ICT を活用した

教育の推進、学校施設の整備、私学教育の振興 

14 

子ども 

14-1 子どもが豊かに育つ

環境づくり 

子どもの育ちを支える地域社会づくり、男性の

育児参画の推進、子どもの貧困対策の推進、発

達支援が必要な子どもへの支援 

14-2 幼児教育・保育の充

実 

幼児教育・保育サービスの充実、放課後児童対

策の推進 

14-3 児童虐待の防止と社

会的養育の推進 

児童虐待対応力の強化、社会的養育の推進 

14-4 結婚・妊娠・出産の

支援 

思春期世代におけるライフデザインの促進、出

逢いの支援、不妊・不育症に悩む家族への支援、

切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実 
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政 策 施     策 

15 

文化・スポー

ツ 

15-1 文化と生涯学習の振

興 

県立文化・生涯学習施設における文化にふれ親

しむ機会や学びの場の充実、文化財の保存・活

用・継承の推進、社会教育の推進と地域の教育

力の向上 

15-2 競技スポーツの推進 競技力の向上、スポーツ施設の充実 

15-3 地域スポーツと障が

い者スポーツの推進 

地域スポーツ活動の推進とスポーツを通じた地

域の活性化、障がい者スポーツの裾野の拡大 

 

 

 行政運営の取組 

行政運営 1 総合計画の推進 「みえ元気プラン」の進行管理、広域連携の推

進、市民活動・ボランティア活動等に対する理

解・参画の促進、統計情報の分析および統計情

報の提供 

2 信頼される県行政の

推進 

行財政改革の推進、コンプライアンスの推進、

職員の人材育成 

3 持続可能な財政運営

の推進 

持続可能な財政運営の確保、公平・公正な税の

執行と税収の確保、県の資産管理 

4 適正な会計事務の確

保 

会計事務の支援、公金の適正な管理・執行 

5 広聴広報の充実 多様な媒体による広報の推進、政策形成につな

がる広聴の推進、行政情報の公開と個人情報の

適正な保護 

6 行政 DX の推進 県庁 DX の推進、デジタル技術を活用した県民

サービスの推進、情報通信基盤の整備・運用と

情報セキュリティの確保、市町における DX の

促進 

7 公共事業推進の支援 公共事業の適正な執行・管理、公共事業を推進

するための体制づくり 

 

 

 


