
特　集

　平成 24 年度は「安全・活力・安心の『清流の国ぎふ』
づくり」をテーマとし、安全な暮らしを守る防災体
制の強化や経済情勢の激変に対応する産業・雇用の
構築など、５つの柱を中心に施策を推進するととも
に、行財政改革アクションプランの総仕上げをし、
県の未来づくりに取り組みます。

Web 検索岐阜県の予算

財政課　 ☎ 058(272)1130

●東日本大震災被災地選手の支援…………………………　8,030 万円
●会場におけるおもてなし・歓迎装飾………………　2億 4,674 万円
●開・閉会式、競技会の運営………………………　29億 5,503 万円

　魅力あふれる式典の開催や円滑な競技会の運営により、
国体後の魅力ある岐阜県につなげます。

ぎふ清流国体・
ぎふ清流大会の開催

国体本大会まで

あと５カ月
 

人材の育成と就労環境の整備
●実践的なキャリア教育の推進……………………………　5,538 万円
●「ジョブステーション（仮称）」による
　求職者への総合支援………………………………………　6,600 万円

観光交流人口と地域消費の拡大
●インターネットを活用した誘客キャンペーン…………　2,560 万円
●外国人観光客の誘客プロモーション……………………　2,970 万円

経済情勢の激変に対応する
産業・雇用の構築

　円高を活用した海外事業の展開や、高品
質な商品・サービスの提供を支援し、県内
産業の育成を図るとともに、人材育成や求
職者のニーズに応じた就労支援を行います。
また、観光交流人口や地域消費の拡大を図り、賑わいと魅
力あふれるまちづくりを推進します。

　清流の国ぎふ森林・環境税を活用し、生物
多様性や水環境の保全、森林を守って活かす
「恵みの森林づくり」を推進しつつ、「生きた森林づくり」に
取り組みます。また、「魅力ある農村づくり」や、農畜産物
の競争力を高めるための「強い農業づくり」を展開します。

※数字は、平成 24 年第 1回岐阜県議会定例会に提案された当初予算案をもとに掲載しています。

　東日本大震災での超広域災害を多面的・多角的
に検証した震災対策検証委員会からの提言や、昨
今の集中豪雨被害などを踏まえ、防災、“減災” 対
策を着実に実施します。

災害医療と業務継続体制の構築
●災害拠点病院の機能の充実・強化…………………　　3 億 5,851 万円
●次世代エネルギー導入による道の駅の防災機能強化…　5,000万円

安全な暮らしを守る
防災体制の強化

“減災” に向けた取り組みの推進
●緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム
　（SPEEDI）端末の整備………………………………………　1,695 万円

支え合い、未来に
つながる岐阜県づくり

　誰もが安心して暮らせるよう、障がい児者への支援を充実さ
せるとともに、医療・介護人材の確保・育成に取り組みます。また、
住民が互いに支え合える環境づくりを推進し、子どもを産み育
てやすい社会環境や人づくり、社会基盤の整備に取り組みます。

対前年度当初予算比 　マイナス 0.5％

身近な環境の保全
●里地における生態系保全の取り組み支援……………　1,520 万円
●上下流域が連携した河川清掃モデルの確立や
　上下流交流ツアーの実施…………………………………　1,130 万円

恵みの森林づくり・生きた森林づくり
●水源林等の環境保全林の整備………………………　3億 9,656 万円
●生活に身近な里山林の整備・管理の促進………………　5,800 万円
●災害防止と木材生産を図る間伐の推進…………　27億 7,000 万円

魅力ある農村づくり・強い農業づくり
●農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進…　２億 8,060万円
●新規就農者の育成・確保………………………………　3億 442 万円
●水田農業経営の競争力・体質強化…………………　3億 4,863 万円

未来につながる社会基盤整備
●東海環状自動車道の整備促進……………………　87億 6,667 万円
●地域の安全・安心を支える生活道路の整備……　61億 3,926 万円

外的要因を活かした成長戦略
●中小企業の海外展開の立ち上げ支援………………………　354 万円
●部材産業における新ビジネス創出と取引拡大の支援…　681 万円

災害に強い県土整備
●住宅・建築物の耐震化支援の拡大……………………　3億 525 万円
●土砂災害警戒情報等のメール配信システムの構築……　1,100 万円
●緊急輸送道路の橋りょう耐震対策の推進………　19 億 1,703 万円

安心な地域づくり
●岐阜県総合医療センター・
　（仮称）小児医療センターの整備……………………　1 億 1,907 万円
●希望が丘学園の再整備の推進……………………………　3,462 万円
●がん情報センター設置等がん対策の推進…………　2億 6,505 万円
●認知症高齢者支援の充実・強化…………………………　5,023 万円

支え合う人づくり
●要支援者に対する「地域での見守り活動」の充実…　1 億 3,714 万円
●地域コミュニティの再生と活性化………………………　2,000 万円
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この紙面に関するお問い合わせは、岐阜県広報課まで
　058(272)1115  　　 058(278)2506
●この情報は3 月7日現在のものです。
●｢ 岐阜県からのお知らせ」点字版・音声版をご希望の方は、
　広報課へご連絡ください。



●県の人口／ 2,070,878 人（673 人減）　●世帯数 741,358 世帯（220 世帯増）　　
　　　　男／ 1,001,604 人（365 人減）
　　　　女／ 1,069,274 人（308 人減）

※平成 24 年 2月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

イベント･試験などの情報は、県庁
ホームページの「イベント･お知らせ」
をクリックしてください。

携帯はこちら

岐阜県庁ホームページ

定員の削減や職員給与の抑制
100億円　
　

人件費削減
　

基金の取り崩しや県有財産の有効活用など
   65億円　
　

歳入確保

115億円　
　

歳出削減
　     　県事業、補助金、公の施設・外郭団体の見直し

平成 24年度の取り組み

歳  入
7,424 億円

　　　

県　税

地方交付税
県　債

国庫支出金

諸収入

地方消費税清算金 その他

742（10.0%）

629（8.5%）

384（5.1%） 728（9.8%）

1,950（26.3%）

1,754（23.6%）
1,237（16.7%）

728（9.8%）

 606（8.2%）

514
（6.9%）

427（5.7%）

423（5.7%）

377（5.1%）
331（4.5%）

歳  出
7,424 億円

　　　

教育費

民生費土木費

商工費

その他

公債費

総務費

警察費

諸支出金

1,783（24.0%）

1,280（17.2%）

955（12.9%）

農林水産業費

応募期間／ 4月２日（月）～ 5月７日（月）
▲問／広報課　☎058(272)1118

平成 24 年度岐阜県インターネット
県政モニター大募集！

4月14日（土）～ 5月13日（日） 
　岐阜メモリアルセンター   

県の各種政策に加え、おでかけ・くらしな
どの身近な情報を、お届けしています。

　県では、厳しい財政状況のなか、構造的な財源不足を解消し、
持続可能な財政基盤を確立するため、平成 22 年度から 24 年度
までの 3 年間にわたる具体的な計画である「行財政改革アク
ションプラン」を着実に実行しています。
　最終年度となる平成 24 年度も県事業、補助金の見直しや職員
給与の抑制などにより歳出を削減する一方、基金の取り崩し
などにより歳入を確保し、280 億円の財源不足を解消します。

行財政改革アクションプランの総仕上げ

県では、厳しい財政状況のなか、構造的な財源不足を解消し、持続的
な財政基盤を確立するため、22 年度から 24 年度までの 3 年間にわた
る行財政改革の具体的な計画である「アクションプラン」を着実に実
行しています。
最終年度となる 24 年度も県事業、補助金の見直しや職員給与の抑制
などにより歳出を削減する一方、基金の取り崩しなどにより歳入を確
保し、280 億円の財源不足を解消します。

行財政改革アクションプランの総仕上げ

Web 検索岐阜県県政モニター

平成 24 年度岐阜県インターネット
県政モニター大募集！

応募期間／ 4月２日（月）～ 5月７日（月）

Web 検索岐阜県県政モニター

インターネット
県政モニター募集！

応募期間／4月２日（月）～5月７日（月）

●県内施設でのイベント情報を週単位で
　検索できます。

365 日・24 時間

県民生活相談センター
○消費生活相談
　☎058(277)1003

○弁護士法律相談
○交通事故相談
　☎058(277)1001

岐阜市薮田南 5－14－53 ふれあい福寿会館１棟５階

相談はすべて無料です。

予算の姿　　　単位：億円

メイン会場（岐阜メモリアルセンター）では、
楽市楽座 ( 屋台村）や各種イベントを開催！！

19日（土）10：00 ～ 18：00
20日（日）　9：00 ～ 15：30

START

ぎふチャンデータ放送トップ画面


