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県民の皆様と思いを一つにして
たくましい長崎県をつくる

　「長崎県総合計画　チャレンジ2020」を策定いたしました。
　この計画は、これまでの取組の成果を踏まえつつ、新たな視点を加えながら、長崎県が目指す将来
像の実現にチャレンジするための県政運営の指針として策定したものです。
　わが国は、世界に先駆けて本格的な人口減少、少子高齢化社会を迎えており、また、グローバル化
の進展や環境・資源エネルギー問題の進行など、社会経済情勢は大きく変化しています。
　本県においては、とりわけ人口減少や少子高齢化が国よりも早く進んでおり、県内各地域において、
過疎化の進行や地域コミュニティの活力低下などの影響が現れてきております。
　一方で、本県には、変化に富んだ美しい自然や、古くからの海外との交流により培われてきた世界各
地とのつながり、豊かな海洋資源や個性あふれる離島など、本県ならではの多くの強みがあります。
　また、昨年登録された「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、石炭産業」、さらには「長崎
の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目指しており、加えて、本県が全国の新幹線ネット
ワークとつながる九州新幹線西九州ルートの整備が進むなど、国内外とのさらなる交流拡大のチャン
スを迎えております。
　こうした状況を踏まえ、「長崎県総合計画　チャレンジ2020」では、「人、産業、地域が輝く　たくましい
長崎県づくり」を基本理念とし、「交流の拡大」や「支えあい社会の構築」、「人材の育成」、「力強い
産業の創出」、「安心快適な暮らしの実現」など、より具体的な視点を取り入れた5つの将来像を掲げ、
それを具現化する10の戦略と43の施策などに取り組むこととしております。
　計画の策定にあたりましては、県民アンケートや地域別意見交換会、有識者等による総合計画懇
話会などからのご意見を反映させるとともに、県議会における十分なご議論をいただきました。関係者
の皆様には厚くお礼を申し上げます。
　この計画の実現に向けては、県民の皆様と思いを共有し、企業、大学、NPO、市町等と連携しなが
ら、地域社会のあらゆる力を結集して取り組んでいくとともに、県としても業務プロセスの見直しを含め
た行財政改革の推進を図りながら、たくましい長崎県づくりに向けて県民の皆様とともに全力でチャレ
ンジしてまいります。

平成28年3月

長崎県知事 
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