
移動診療車による年間受診者数は53
3人（H25年度）

通院が困難な住民の受療機会
を確保するため、庄原市8箇所（

週2回）、

神石高原町1箇所（月2回）を巡
回して診療しています。

県民だより
第338号平成27年（2015年）4月1日発行

ひろしま 広島県の を伝える。今

平成27年度の広島県の施策・事業

「創意と工夫」により、県民一人ひとりが
豊かさを享受できる社会へ。

［特  集］

庄原赤十字病院に勤務しながら、広島県北部地域移動診療車の医師とし
て巡回診療に携わっています。超音波画像診断装置や心電計など最新の医
療機器を備える移動診療車では、看護師や薬剤師といった医療スタッフも
同行し、病院と同様の診療を提供しています。医療が行き届きにくい地域は、
患者さんだけでなく、医師の高齢化も進んでいます。これからの地域医療を支
えていくには、若い力が何よりも大切。私たちが中心となって患者さんの暮ら
しと向き合い、地域のかかりつけ医としての役割を果たしていきたいです。

医　師

小林 愛沙さん
こばやし あいさ

地域のかかりつけ医に
なることが目標です。



「創意と工夫」により、県民一人ひとりが
豊かさを享受できる社会へ。

平成27年度 広島県の施策・事業

事業費

被災された方々の生活再建と早期災害復旧

広島県では、県民みんなで挑戦する「県民主体」の広島県づくりを基本に、県民生活に最も身近な市町や経済活動の主体
である民間と連携・協働しながら、従来の発想にとらわれない創意と工夫による施策・事業を展開。活力に満ち、元気で
魅力ある地域づくりを行い、県民一人ひとりが豊かさを享受できる広島県の実現をめざします。

学校教育など
2,519億円

福祉や医療など
1,960億円

道路・河川の整備など 752億円 農林水産業の振興など 300億円

地域振興や防災・危機管理など 477億円

警察活動など 620億円

借入金の返済
1,607億円

その他
1,385億円

商工業振興など 491億円

昨年8月に発生した土砂災害は、人的被害や住家被害など甚大な被
害をもたらしました。これを踏まえ、広島県では、国や広島市と連携
し、被災された方々の生活再建や早期復旧に取り組むとともに、計
画的なハード整備とソフト対策が一体となった効果的な防災・減災
対策を進めていきます。

被爆、終戦70年となる節目の年を迎えることから、広島の高い知名度
と復興の経験を活かし、核兵器のない平和な国際社会の実現に向け、
核兵器廃絶や平和
構築のための取組
を進めていきます。

被災された方々が一日も早く元の生活に戻れるよう、生活再建を積極的に
支援するほか、被災地域における二次災害防止と早期復旧に向けた取組を
最優先で進めていきます。

ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策
災害による緊急的な対応が必要になった箇所への防災施設整備等のハード
対策に加え、土砂災害警戒区域等の指定の加速化やハザードマップの作成・
公表等のソフト対策にも取り組みます。

減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開
自らの身を守る「自助」、地域で助け合う「共助」、県・市町が行う「公助」の役
割分担と連携を進め、県民をはじめ自主防災組織、事業者、市町等と協働し
ながら県民総ぐるみ運動を実施します。

平成27年度当初予算

※平成26年度2月補正（経済対策分）129億円を含む

※平成26年度2月補正予算を含む

1兆111億円

災害に強いまちづくり

国際平和拠点ひろしまの形成
核兵器廃絶プロセス進展のための働きかけや、復興・平和構築に関する人材育
成や研究集積に取り組むとともに、世界から人材、知識・情報、資金等を集めて平
和活動を生み育てるなど、持続可能な平和支援メカニズムを構築していきます。

目　標　例

目　標　例

災害の種類に応じた
避難場所・避難経路の把握

自主防災組織率

13.2
（平成26年度）

％ 37.3（平成27年度）
％

84.8
（平成26年度）

％ 90（平成27年度）
％

億円373

事業費広島の使命 百万円72

◎国際社会における
　核軍縮・不拡散プロセスの進展
◎復興・平和構築のための人材育成
◎平和活動の継続的な支援メカニズムの構築



「行ってみたい広島」から「住んでみたい広島」へ。
イノベーションとファミリー・フレンドリーで東京一極集中を逆転。

・イノベーション ・エコシステムの共通基盤の強化
・産業競争力の強化 ・世界と直結するビジネス支援

その他の
取　組

定住の促進や投資誘致に向けた受入体勢の充実を図るとともに、あらゆる分野においてさらなるイノベーション※を起こし、雇用を促
進します。また、家族で一緒に暮らしやすいファミリー・フレンドリーな環境を創出し、「住んでみたい」「住んでよかった」と実感できる
広島県を実現します。

イノベーションの原動力となる多
様な人材や企業の集積に向けた
取組のほか、アイデアが次々と生
まれ、創業や新事業展開につな
がる環境づくりをめざします。

新たな投資誘致戦略
産業団地への企業誘致に加え、本社や研究開発機能、人材に着目した戦略的な
投資誘致に取り組みます。

観光地ひろしま・瀬戸内 海の道構想の推進
県内各地域の観光地の魅力を高める戦略的な取組や効果的なプロモーション
とともに、「瀬戸内ブランド」の形成を促進する取組を実施します。

担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立
経営力の高い担い手や新規就業者の確保・育成のほか、県産材の安定供給と
利用拡大に向けた取組などを行います。

目標例

地域医療連携
情報ネットワーク
の参加施設数

飲食店等の禁煙・
分煙等の表示

500
（平成25年度）

施設 1,000（平成27年度）
施設

0.9
（平成26年度）

％ 80（平成29年度）
％

目標例
県外からの定住世帯数
（定住施策補足分）

県民が中山間地域の
地域活動に参加する割合10 （平成32年度）％

目標例
首都圏・関西圏における
瀬戸内への強い来訪意向
を持つ人の割合

27.9
（平成25年度）

％ 50（平成32年度）
％

企業立地件数 31
（平成25年度）

件 34（平成27年度）
件

農産物の生産額
（畜産除く）

656
（見込み／平成25年度）

億円 678（平成27年度）
億円

目標例
いつでも安心して子ども
を預けて働ける環境が
整っていると思う人の割合

50
（平成26年度）

％ 55（平成27年度）
％

50
（平成25年度）
世帯

59.5
（平成22年度）

％ 63.2（平成32年度）
％女性（25歳～39歳）の

有配偶者率

高校段階での
留学経験者数 1,000（平成30年度）

人以上／年

どこに住んでいても安心して適切な
医療や介護が受けられるよう、地域完
結型の医療・介護提供体制の充実・強
化を図るほか、死亡原因1位のがんに
ついて、予防や検診、医療、緩和ケア
など総合的な対策を推進します。

信頼される医療・介護提供体制の構築
地域における医療資源の最適配分やICTを活用した情報ネットワーク化などに
取り組むとともに、県内全域で地域包括ケア体制の構築・定着を進めます。

がん対策日本一に向けた取組の強化
受動喫煙の防止や検診の受診率向上に向けた取組の強化のほか、医療機関の機
能分担と連携による広島がん高精度放射線治療センターの整備などを進めます。

東京圏から広島への定住促進
東京に設置した定住相談窓口を活用しながら、移住希望者のニーズに対応した
きめ細やかなサポートを行います。

中山間地域の地域力強化
中山間地域の未来をリードする人材育成・ネットワークづくりのほか、地域産業
の活性化に向けた取組を支援します。

東京圏から広島への移住の受入・支援体制を構
築するほか、中山間地域においては、「人づくり」
「仕事づくり」「生活環境づくり」の施策を総合的に
展開し、魅力的な地域環境の創出をめざします。

・若者の定着・就業の徹底支援

少子化の進行を食い止めるため、結
婚・妊娠・出産にわたる総合的な対
策を推進。また、社会で活躍できる、
グローバルな感覚を持つ人材の育
成を推進します。

少子化対策
結婚を希望する方への出会いの場の提供のほか、不妊に関する支援の強化、子
供と子育てにやさしい環境づくりを行います。

女性の働きやすさ日本一への挑戦
仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくりや、働きたいと思った時に、いつ
でも安心して子供を預けることができる環境の整備を進めます。

社会で活躍する人材の育成
幼児教育、小・中・高等学校、大学の各教育段階において、社会で活躍していく
ために必要な教育プログラムを展開します。

事業費地方創生

・多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出
・「ひろしま」ブランド価値向上の推進

その他の
取　組

その他の
取　組

新たな経済成長

※平成26年度2月補正予算を含む

※新しいアイデアでモノ・情報・仕組みなどを組み合わせ、今までにない製品やサービスを創り出すこと

億円191

82（平成27年度）
世帯

イノベーションの促進

安心な暮らしづくり 安心な生活の実現 豊かな地域づくり 魅力ある地域環境の創出

人づくり 少子化対策、人材育成・集積



広島県の“今”伝えたい情報が盛りだくさん。

検索かごしま国文祭 第３０回国民文化祭・かごしま２０１５
マスコットキャラクター「ぐりぶ－」
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舞台は夜の宮島！表参道商店街など、宮島の通りを行灯や
灯籠で幻想的にライトアップします。4月4日（土）の夜は、
宮島桟橋前広場でオープニングライブを開催。あかりで
包まれた幽玄なステージで琴や琵琶の演奏が楽しめます。

18時～22時開催時間

市
町
情
報

しまあかり宮島～幻想嚴島物語【弐の巻】～

問　　合
無料料　　金

（株）広島朝日広告社 ＴＥＬ082（228）0131

5月31日 日4月4日 土

★プレゼントコーナー★★プレゼントコーナー★

【応募締切】4月30日（木）消印有効
【応 募 先】〒730-8511（住所不要）広島県庁広報課「プレゼント係」
【応募要項】はがきに住所・名前（ふりがな）・年齢（○歳代）・県民だよりのご感想（今回
の掲載内容について）を明記の上、郵送してください。県HPからも応募できます。
※ご応募はお一人様1回のみ有効となります。個人情報は、プレゼント発送と読者層の
調査のために利用します。なお、ご感想を県HPに掲載させていただく場合があります。

広島産レモンや牡蠣など
を使った瀬戸内の味覚が
楽しめる加工品セットです。

※写真はイメージです。

・レモン調味料2品
・瀬戸内の特産品を使った
お菓子3品

抽選で
10名様

広島県公式 twitter
http://twitter.
com/hiroshima
_pref

広島県公式 facebookページ
http://ja-jp.
facebook.com/
pref.hiroshima

あなたに役立つ情報をお届けしています。

「県民だより」は、県の施設、市町窓口、県内の主なコンビニエンスストア・スーパーなどでも配布してい
ます。また、点字版、録音版も発行していますので、ご希望の方は広島県総務局広報課へご連絡ください。

検索県民だよりお届けメール
県民だより（ウェブ版）をメールでお届けします。
県ホームページからご登録ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/dayori/dayori-notification.html
携帯電話からご登録の場合は、右のQRコードを読み取ってください。▶

次回の「県民だより」は平成27年6月1日（月）に発行します。

※平成27年（2015年）2月1日現在 出典：広島県人口移動統計調査

住所／〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL／082（513）2372　FAX／082（228）4429
Eメール／soukouhou@pref.hiroshima.lg.jp

広島県総務局
広報課

県民だよりに関する
お問い合わせは、

広島県のホームページ
http://www.
pref.hiroshima.
lg.jp/

2,831,202人人　口 1,233,843世帯世帯数（昨年同月より7,221人減）

1,366,073人男 1,465,129人女

5月10日 日

【警察官】昭和61年4月2日から
平成10年4月1日までに生まれた人など
【警察少年育成官】昭和50年4月2日から
平成6年4月1日までに生まれた人など

受験資格

人事委員会 TEL082（513）5144　
警察本部警務課 TEL082（228）0110

問　　合

広島市と  こ  ろ

3月6日（金）～4月9日（木）消印有効申込受付

第1回警察官採用試験

6月28日 日

【大学卒業程度】昭和61年4月2日から
平成6年4月1日までに生まれた人など
【社会人経験者等】昭和56年4月2日から
平成元年4月1日までに生まれた人など

受験資格

人事委員会 TEL082（513）5144問　　合

広島市・東京都と  こ  ろ 広島市・福山市と  こ  ろ

5月19日（火）～6月8日（月）消印有効申込受付

県職員採用試験
（大学卒業程度・第1回社会人経験者等）

4月20日（月）～5月22日（金）消印有効願書受付

教職員課（県） TEL082(513)4927　
教職員課（市） TEL082(504)2199

問　　合

4月中旬願書交付開始

平成28年度広島県・広島市公立学校
教員採用候補者選考試験日程試

　
験

ミ
ニ
伝
言
板

【広島地区】13時30分～15時30分
【福山地区】10時～12時
【三次地区】13時30分～16時30分

開催時間

催
　
し みよし風土記の丘ミュージアム

（県立歴史民俗資料館 三次市小田幸町）
TEL0824(66)2881

ところ・問合

月曜日（5月4日（月・祝）は開館）休  館  日

みよし風土記の丘ミュージアム
春の展示会「尾道松江線発掘物語」
中国横断自動車道尾道松江線の建設工事に
伴って発掘調査された遺跡や出土資料などを
通して広島と島根の交流の歴史を紹介します。

一般200円ほか入  館  料

4月17日 金 6月14日 日

【広島地区】広島市青少年センター（広島市中区基町）
【福山地区】県民文化センターふくやま（福山市東桜町）
【三次地区】三次市民ホールきりり（三次市三次町）
※土砂災害防止「県民の集い」と共同開催

と  こ  ろ

「みんなで減災」県民総ぐるみ運動
キックオフ講演会
オープニングイベントの一環として、基調講
演、事例発表などを行います。

ふくやま草戸千軒ミュージアム
（県立歴史博物館 福山市西町）
TEL084(931)2513

ところ・問合

月曜日（5月4日（月・祝）は開館）休  館  日

ふくやま草戸千軒ミュージアム企画展
「尾道浄土寺の寺宝」
中国地方屈指の古刹 浄土寺所蔵の文化財
や、平成26年10月まで行われた“平成の大修
理”で判明した新事実を紹介します。

一般800円ほか入  館  料

4月２４日 金 6月7日 日

減災対策推進担当 TEL082（513）2781問　　合

三 次 地 区

5月29日 金
福 山 地 区

5月23日 土
広 島 地 区

5月16日 土

8月21日 金
第2次

8月19日 水
第1次

7月18日 土

広島県議会議員一般選挙
～広島の未来を託す、あなたの一票～
任期満了に伴う広島県議会議員一般選挙が、4 
月12日（日）に行われます。広島県の明日を決
める、4年に1度の大切な選挙です。皆さんの
意見を県政に反映させるため、必ず投票に行
きましょう。当日投票に行けない方は、4月4日
（土）から始まる期日前投票を利用しましょう。

選挙管理委員会事務局
TEL082（513）2605

問　　合

「ひろしましごと館」と「若者交流館」が
移転しました！
若者からシニア・ミドルまで全世代の就業を支
援する「ひろしましごと館」と働くことに踏み出
せない若者を支援する「若者交流館」は3月に移
転し、引き続きあなたの就職等を全力サポート！ 
移転先：広島市中区基町12 -8宝ビル7階

自動車税は4月1日現在の自動車の所有者に課
税されます。5月中旬に、県税事務所から送付さ
れる納税通知書で、期限までに必ず納めましょ
う。コンビニやゆうちょ銀行（郵便局）で納税で
きるほか、電子納付もご利用できます。詳しくは
納税通知書の裏面をご覧ください。

雇用労働政策課 
TEL082（513）3425

問　　合 税務課 ＴＥＬ082（513）2328 
または各県税事務所

問　　合

検索わーくわくネットひろしま詳しくは

自動車税の納期限は６月１日（月）です！

セット
内容

プレゼント！

瀬戸内の
特産品セット

鹿児島県では、この秋、国内最大の文化
の祭典「国民文化祭」を開催します。豊
かな自然や温泉、焼酎など魅力あふれ
る鹿児島県に、ぜひ、お越しください。

第３０回国民文化祭・かごしま２０１５

鹿児島県国民文化祭室 
TEL099(286)2863

問　　合

１０月３１日（土）～
１１月１５日（日）

開催日程

※

※


