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１ 施策マネジメントの実施について

○ 施策マネジメントの基本的な考え方

「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策を着実に推進するため，より成果に重点をおいた，いわゆる
「ＰＤＣＡサイクル」をシステム化し，施策マネジメントを実施。

● 点検に基づき，ワークごとの成果目標等を見直し

● 事業内容の改善や組替え等により，ワークごとの成果目標と平成26年度の
事業内容を明確に結びつけ，経営資源を効果的に配分

Do
／

Check

[事業実施]
● 重点事業の執行状況を四半期毎にモニタリング 〔 対象：４３事業〕

[点検・評価]
● 決算時点で指標の達成状況と進捗状況をチェック
● 上半期終了時点で進捗状況をチェック 〔 対象：２０７ワーク〕

事 業 実 施
／

点検・評価

● 「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策（取組の方向）を，より
具体的かつ体系的に分割した「ワーク」の単位に整理

Plan 
施策の体系化
（ワークの設定）

成果目標の設定 ● ワークごとに可能な限り定量的な成果目標を設定

平成26年度

当初予算

への反映

Action

／Plan 平 成 26 年 度 事 業 実 施Do

64施策4分野

ひろしま未来チャレンジビジョン
207ワーク

事業 事業 事業 事業 事業

点検結果を反映

…原則，４半期毎に庁内において実施

…「主要施策の成果に関する説明書」で公表

…本紙３ページ
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（１） ワークの点検，見直しの状況

ワーク別進捗状況の点検

ワーク体系の見直し

成果目標の見直し

「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策を着実に推進するため，施策マネジメントの一環として，ビ
ジョンに掲げる施策（取組の方向）をより具体的かつ体系的に分割した「ワーク」の単位で，平成２５年度上半期
時点での成果目標の達成に向けた進捗状況を点検することにより，目標達成に向けた下半期の対応方針を
確認するとともに，明らかとなった課題や環境変化を踏まえた平成２６年度の新たな取組の検討に活用。

※ワークとは…
チャレンジビジョンに掲げる各施策の推進に必要な複数の事業を
束ねたもので，ワーク毎に成果目標を設定している

年度中途で進捗状況を点検

「県政運営の基本方針２０１４」や，年度中途での進捗状況の点検結果を踏まえ，これまでのワークから新し
い取組などを区分してマネジメントすべきものについては新設，また，一体的にマネジメントすべきものについて
は統合するなど，効果的に施策展開していく観点からワーク体系を見直し。

「県政運営の基本方針２０１４」や，年度中途での進捗状況の点検結果を踏まえ，重点化する取組について，
新たな成果目標を設定するとともに，これまでの定性的な目標については，取組成果を検証できるように可能
な限り定量的な成果目標を設定。

効果的な施策展開に向けたワーク体系の見直し

取組成果の検証に適した指標への見直し

-２-
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～ ワーク別進捗状況の点検

○ 平成２５年度上半期終了時点で各ワーク目標の進捗状況を点検

分 野 名 ワーク数 順調 概ね順調
やや
遅れている

遅れている
実績未確定

その他

人づくり ５１ １３ ２２ ６ ４ ６

(うちH25重点ワーク) (１８) (３) (１０) (１) (１) (３)

新たな経済成長 ５５ １０ ２８ １１ ３ ３

(うちH25重点ワーク) (１７) (１) (１１) (４) (０) (１)

安心な暮らしづくり ７８ ４０ ２１ ５ ４ ８

(うちH25重点ワーク) (１７) (９) (４) (０) (０) (４)

豊かな地域づくり ２３ ８ ７ ３ ２ ３

(うちH25重点ワーク) (６) (３) (１) (０) (２) (０)

計 ２０７ ７１ ７８ ２５ １３ ２０

(うちH25重点ワーク) (５８) (１６) (２６) (５) (３) (８)

点検区分 内 容

順調 ２５年度目標及び全体目標が達成見込みのもの。

概ね順調 ２４年度目標の未達など遅れの要因があるが，改善策の実施等により２５年度目標及び全体目標が達成見込みのもの。

やや遅れている 現状の取組を改善・強化すれば，全体目標の達成が見込めるもの。

遅れている 目標達成が見込めないもの。

７９.７％
(８４.０％)

２０.３％
(１６.０％)

※同一ワーク内に複数の目標がある場合は，進捗度が最も低い指標
で点検区分を整理。ワーク別の点検結果は後記「２ 施策マネジメン
トにおける見直し一覧」に掲載。

年度中途で進捗状況を点検
-３-



～ ワーク体系の見直し

新設ワーク
（ﾜｰｸ番号）

ワークを新設する理由

産学金官の新たなネットワーク構築
の支援（19⑦）

イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化を推進することとし，その取組のマネジメントに向けて，新たな
ワークを設定。

結婚・妊娠・出産支援（42⑦）
少子化の進行に歯止めがかからない現状を踏まえ，少子化対策を推進することとし，その取組のマネジメン
トに向けて，新たなワークを設定。

インフラ老朽化対策の推進（47⑧）
公共インフラの老朽化による更新費等の増大を踏まえ，老朽化対策を推進することとし，その取組のマネジ
メントに向けて，新たなワークを設定。

人材の集積促進（57②）
多様な人材の集積を図るため，地域環境の魅力向上とともに戦略的な人材集積の取組を推進することとし，
その取組のマネジメントに向けて，新たなワークを設定。

魅力ある地域環境の創出（57④）
都市と自然の近接性を活かした広島らしい生活スタイルを確立し，PRすることで，大都市圏と差別化できる
新たな魅力を創出することとし，その取組のマネジメントに向けて，新たなワークを設定。

《林業》林業労働力の確保（59③）

《水産業》新規就業者の確保（59④）

農業に加え，林業・水産業について，中山間地域等における将来を担う人材の育成・定着を図る取組を強
化するため，そのマネジメントに向けて，新たなワークを設定。

自主的かつ主体的な地域づくりの
促進（62⑤）

「広島県中山間地域振興条例」の制定に併せて，中山間地域の持つ価値や多面的かつ公益的な機能に
ついて，県民全体の理解を深めることにより，中山間地域における地域づくりへの参画意欲を醸成することと
し，その取組のマネジメントに向けて，新たなワークを設定。

○ 新設ワーク
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４分野 ６４施策 ２０７ワーク

Ｈ２６取組ワーク

対前年度比：±０ワーク

○ 変更ワーク

-５-

見直し前ワーク 見直し後ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

ワークを見直す理由

自国・地域の伝統文化の理解
交流・体験を通じた異文化の理解やコ
ミュニケーション能力の向上

地域・自国の伝統文化・異文化の理解，
外国語コミュニケーション能力の向上
（03①）

グローバルな感覚を持った人材の育成に係る取組を一体的にマネジメントするため，ワーク
を統合。

≪農業≫地域の核となる経営力の高
い担い手の育成
≪林業≫効率的な木材生産体制の構
築
≪水産業≫経営力の高い担い手の育
成

≪農業≫経営者のスキルアップ（26④）
≪林業≫林業労働力の確保（28⑧）
≪水産業≫経営感覚に富んだ経営体
の育成・支援（26⑤）

「人づくり」分野に再掲していた３ワークについて，産業対策の一環として，新規就業者の育
成に取り組むこととし，そのマネジメントに向けて，ワークを見直し（「新たな経済成長」分野の
ワークで一元化してマネジメント）。

ＮＰＯ法人・ボランティア活動への参加
の促進
ＮＰＯ法人等の自立の促進

ＮＰＯ法人・ボランティア活動の活性化
（13①）

県民のＮＰＯ法人等への参加促進とＮＰＯ法人等の自立的・継続的な活動につながる基盤
の強化を一体的に取り組むことにより，民間による非営利活動の活性化を図ることとし，ワー
クを統合。

適正な森林資源管理と効率的な木材
生産体制の構築
県内経済に貢献できる流通加工体制
の実現

≪林業≫効率的な木材生産・流通加工
体制の構築（24④）

生産体制の効率化から実需者ニーズに基づく木材の安定供給システムの構築まで，一貫
した取組を強化するため，そのマネジメントに向けて，ワークを統合。

情報発信・プロモーション活動の強化
地域の特色を活かした魅力ある観光
地づくり

魅力ある観光地づくりと観光情報発信の
強化（25①）

新たな「ひろしま観光立県推進基本計画」に掲げた目標の実現に向けて，情報発信・プロ
モーション活動と魅力ある観光地づくりを一体的・効率的に実施するため，ワークを統合。

農商工連携など新たな取組に意欲あ
る事業者等の支援
地元産品の認知度向上と消費拡大

地元産品の高付加価値化等による販路
の拡大（53①）

県産登録制度の創設や２次・３次事業者との連携による農林水産物のブランド化・高付加
価値化の取組を強化するため，そのマネジメントに向けて，ワークを統合。



～ 成果目標の見直し【主なもの】

○ 成果目標の新設・定量化など
関連ワーク

（H26ﾜｰｸ番号）
成果指標・目標

達成
年次

単位 全体目標 成果目標を新設する理由

「基礎・基本」の定着（01①）

全国学力・学習状況調
査～平均正答率におけ
るトップ県とのポイント差の
縮小

H26 ポイント
小6：▲5.4以下
中3：▲4.6以下

全国学力・学習状況調査における全国平均を上
回っている教科数については，目標を達成したた
め，小中学校の学力の更なる向上に向けて，全
国とのベンチマークとなりうる目標を新設。

夢を育てる環境づくり（01⑤）
東京オリンピックへ出場
する本県ゆかりの選手数

H32 人

23人以上
（前回東京オリン

ピック以上）

東京オリンピック（H32）の開催を見据え，中長期
的に競技力を育成するため，目標を新設。

海外ビジネス展開への支援（22
①）

海外売上高
・自動車
・再生可能エネルギー

など

H34 億円

自動車：300
再生可能エネル
ギー：50

など

海外展開対象国に関するアンケートや企業訪問
等の結果に基づき，産業分野（自動車・再生可能
エネルギー・消費財（食品等）・サービス産業）ごと
に対象国・地域を絞り，企業ニーズに応じた支援
を促進するため，目標を産業分野ごとに再編整理。

《農業・林業・水産業》生産から
販売までが一体となった取組に
よる販売力の強化（24③）

６次産業化の市場規模 H32 億円 220

県産農林水産物等の販路拡大に向けて，県産登
録制度の創設や２次・３次事業者との連携による
農林水産物のブランド化・高付加価値化を推進す
るため，その成果の検証により適した目標を新設。

へき地医療に係る医療連携体
制の強化（32②）

・へき地医療拠点病院数
・中山間地域の公立・公
的病院数

・へき地診療所数

H29 施設
拠点病院：10
公立・公的病院：9
診療所：23

中山間地域の医療提供体制の維持・向上施策を
行う上で，目標をより明確化するため，具体的な
医療機関数を指標とするよう定量目標を新設。
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関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

成果指標・目標
達成
年次

単位 全体目標 成果目標を修正する理由

《水産業》担い手の育成と経営
力の強化（23⑤）

担い手グループ数 H27 グループ 18→23 期限内に目標を達成したため，目標を上方修正。

《水産業》水産資源の持続的な
利用体制の構築（24⑥）

藻場・干潟の造成改良
面積

H27 ha 8.5→14.4 期限内に目標を達成したため，目標を上方修正。

認知症対策の推進（39④）
認知症サポーター養成
数

H26
→H29

人
100,000

→140,000
期限内に目標を達成したため，目標を上方修正。

道路防災対策の推進（47②） 災害防除箇所数 H26 箇所
364→470

（H23-26累計）
緊急経済対策等の予算を活用した前倒し施工に
より達成見込みとなったため，目標を上方修正。

安全・安心なまちづくり（51①） 学生防犯ボランティア数 H27 人
300人以上維持

→500人以上維持
期限内に目標を達成したため，目標を上方修正。

○ 成果目標の修正

関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

成果指標・目標
達成
年次

単位 全体目標 成果目標を新設する理由

広域的な公共交通ネットワーク
の最適化（57⑤）

バスロケーションシステム
導入による利用者の満足
度

H28 ％ 80％以上

多様な公共交通機関の乗換改善や利便性向上
のため，新たにバスロケーションシステム導入の取
組を実施することとし，その成果を検証するための
目標を新設。

取組成果の検証に適した指標への見直し

-７-



（２） 事業見直しの状況

※ 公共事業，特別会計に係るものを除く。

○ ワークを構成する事業の見直し状況は次のとおり。
○ また，その他の事業についても，ＰＤＣＡサイクルを活用した事業のマネジメントを行い，必要な事業

の見直しを行った。

◇ ワークを構成する事業の見直し

○ 事業の新設 54事業 4,521百万円

○ 事業内容の見直し

・ 業務改善 185事業 17,721百万円 ～２５年度比 ▲1,037百万円

・ 事業の統合・廃止(17事業) ～２５年度比 ▲ 564百万円

※ 事業内容の見直しのうち，一般財源を減額した事業 97事業 ～２５年度比 ▲ 1,324百万円

○ 継続実施 312事業 78,536百万円 ～２５年度比 ＋1,048百万円

○ 終了(49事業) ～２５年度比 ▲3,524百万円

◇ その他の事業の見直し
見直しを行った事業数 55事業 ～２５年度比 ▲ 896百万円

①+②＝約▲2,220百万円
※資料２の歳出削減額

①

②

-８-



関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２６
事業費

新設事業の内容

人
づ
く
り

教育環境の充実（01⑥） 教育
グローバル教育加速プロ
ジェクト

77,800

・社会経済の急速なグローバル化の進展を踏まえ，有識者等の知見を活用しながら，今
後１０年間の展開構想を取りまとめるとともに，小中高の系統的な教育プログラムの開
発・実践，教員人事諸制度の変更，海外の教育行政機関との協定をベースにした低コ
ストの短期留学プログラムの開発を実施

大学連携による人材育成のた
めの教育プログラム開発・実施
等の支援（06②）

環境 高度人材育成検討事業 3,630

・経済界や地域社会等において，グローバル人材など高度な能力や資質を有する人材
が求められている中，県内大学が連携し，それぞれの特色や強みを活かした充実した教
育環境の構築に向けて，社会が求める高度人材を継続的に輩出するための教育内容
等について検討

経
済
成
長

産学金官の新たなネットワーク
構築の支援（19⑦）

商工
ひろしまオープン・イノベー
ション推進事業

30,481
・産学が組織の枠組を超えて交流・開発等を行う「場」の運営，強いリーダーシップを有
する人材の育成，資金の確保・循環の促進等により，イノベーションが持続的に創出され
る環境を整備

《水産業》担い手の育成と経
営力の強化（23⑤）
《水産業》新規就業者の確保
（28⑨）

農林 水産業担い手育成事業 8,902

・新規就業者確保と担い手の育成に向けて，基礎的な研修に加え，操業技術の習熟度
を上げる「操業実践研修」や就業後の所得向上に資する「就業後フォローアップ研修」を
実施し，就業から定着，その後の自立した経営の確立まで一貫した支援体制を構築す
るとともに，グループ活動の開始や規模拡大など，グループ活動の更なる活性化に必要
な機械・施設の整備を支援

《林業》効率的な木材生産・流
通加工体制の構築（24④）
《林業》県産材を最大限活用
する木材利用の実現（24⑤）

農林
ひろしま林業ビジネスモデ
ル実践プロジェクト

49,314

・持続可能な林業を確立するため，木材生産の効率化に向けて，複数の林業事業体共
同による標準低コスト作業システムの作成など，地域が一体となった取組を促進するとと
もに，更なる木材利用の拡大に向けて，「ひろしま木造建築塾」の創設・運営や住宅以
外の木造建築物の内装木質化を支援するなど，川上から川下まで一貫した取組を推進

安
心
・
安
全

医療資源の地域偏在の解消
等（32⑧）

健康
広島都市圏の医療機能強
化事業

23,000

・今後の医療需要の増大に対応するため，医療資源が集中する広島都市圏における医
療提供体制の効率化と若手医師を惹きつける医療環境の魅力アップにより，県内全域
の医療機能の高度化と医師の安定的確保が図れるよう，広島都市圏医療のあるべき姿
の実現について検討

～ 事業見直しの状況【主なもの】

（単位：千円）○ 事業の新設
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関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２６
事業費

新設事業の内容

安
心
・
安
全

結婚・妊娠・出産支援（42⑦） 健康
結婚・妊娠・出産支援によ
る少子化対策事業

225,977

・少子化の進行に歯止めがかからない現状を踏まえ，希望する者の結婚を支援するため，
新たに「イクちゃん出会いサポートセンター（仮称）」を設置し，結婚を希望する未婚者等
を会員登録し，市町や民間事業者が行う婚活イベント情報を会員へ提供するとともに，
不妊に悩む夫婦が高額な医療保険適用外の不妊治療を受ける場合の経済的負担を
軽減

県・市町の災害対処能力の向
上（公助）（47①）

土木 建築物耐震化促進事業 30,000

・改正耐震改修促進法（平成25年11月25日施行）により，建築物所有者に対して耐震
診断及び診断結果の報告が義務付けられた大規模建築物について，耐震化対策の促
進を図るため，建築物所有者の耐震コスト軽減につながる市町の取組を支援する制度
を創設

インフラ老朽化対策の推進
（47⑧）

土木
インフラ老朽化対策推進事
業

19,700
・公共インフラ（公共土木施設）の老朽化による更新費，維持管理費の増大に対応する
ため，施設の長寿命化に資する新技術等の活用によるコスト縮減を図るとともに，技術力
の向上・補完等に資する市町との連携・共同体制を構築

豊
か
な
地
域

人材が集まる魅力の創造（57
③）

土木
魅力ある「まちなみづくり」支
援事業

12,339
・本県における集客・交流の促進など地域の賑わい創出に向けて，魅力ある景観等，デ
ザイン性のある都市空間の形成を図るため，モデル地区におけるデザインコンセプト策定
に向けたワークショップの運営支援等により，市町が行う魅力あるまちなみづくりを支援

魅力ある地域環境の創出（57
④）

地域
ひろしまブランド推進事業

（広島らしい生活スタイル）
16,893

・多様な人材とその家族の広島への集積を促進するため，都市と自然の近接性を活か
した広島らしい生活スタイルを大都市圏と差別化できる新たな魅力として，広く情報発信
していくとともに，地域環境の魅力向上を図るための取組を推進

（単位：千円）
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（単位：千円）

関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２５
事業費

Ｈ２６
事業費

事業見直しの内容

人
づ
く
り

豊かな心の育成（01③） 教育
生徒指導集中対策プロジェ
クト

58,122 68,889

【規模拡大・手法変更】暴力行為などが頻発する学校に対し，生徒指導の
実効性を高めるための学校支援プロジェクトチームを派遣するとともに，特に
状況が深刻化する学校に対しては，スクールサポーターを配置するほか，
市町からのスクールサポーターの常駐派遣要請に応じ，新たに市町負担の
派遣を実施するなど，集中対策を実施し，暴力行為発生件数の大幅な減
少等，問題行動を解決

《商工業》企業ニーズに応じた
専門人材の育成支援（07①）

商工
イノベーション人材等育成
事業

105,640 90,267

【手法変更】企業の社員の研修派遣費用に対する補助のうち経営系研修に
ついて，派遣の効果が高い長期研修に特化して拡充するとともに，企業の
経営者層の人材育成の重要性の認識を高め，より多くの産業人材の育成
を促進

女性の継続就業と仕事と家庭
の両立支援（09①）
保育サービスの充実（09②）

健康 女性の活躍促進事業 3,085,490 3,824,115

【規模拡大】子育てしやすい職場環境の整備に向け，企業における取組を
促進させるため，優良事例等を調査・収集するとともに導入手引書を作成し，
他企業へ波及させる取組及びイクメン企業同盟の活動促進を新たに実施

【手法変更】女性の再就職を促進するため，従来の就業総合支援相談窓
口に加え，子育てサポートステーションなど，県内各地において出張相談を
実施することにより相談機能を強化

県内中小企業等の海外展開
を担うグローバル人材の確保
支援（15②）
優秀な留学生の県内企業へ
の就職等による定着（17②）

商工
グローバル人材育成確保
促進事業

29,088 31,209

【規模拡大】県内企業によるアジアをはじめとした新興国への事業展開を促
進するため，県内企業が海外展開する際に必要なキーパーソンとなる人材
の確保を，長期的・短期的な視点から支援するとともに，新たに，中小企業
等のグローバル人材活用の機運醸成のためのセミナーを開催

経
済
成
長

環境関連分野の育成支援
（20②）

商工
環境浄化産業クラスター形
成事業

74,537 73,072

【手法変更】環境浄化産業の集積・生産規模の拡大を推進するため，市場
が拡大する海外での県内企業のビジネス機会の創出などを支援することと
し，展開地域ごとの情勢に応じた事業内容の見直しを行い，海外事業展開
に取り組む県内企業の拡大や，企業のマッチング，企業連携の促進等を実
施

ものづくり産業の高度化（21
②）

商工
次世代ものづくり基盤形成
事業

208,899 208,847

【手法変更】県内企業において，研究開発リソースの不足や経験ある人材
の不在という課題が生じていることから，経験豊かな人材を配置したラボを
新たに整備するなど，本県基幹産業の新たな成長機会の獲得に向けた，
新技術の芽出しから事業化までの一連の研究開発活動を促進

○ 業務改善
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関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２５
事業費

Ｈ２６
事業費

事業見直しの内容

経
済
成
長

外航コンテナ航路の拡充（22
②）

土木 ポートセールス強化事業 20,274 20,317

【規模拡充】県内港の国際コンテナ定期航路ネットワークの拡充を図るため，
航路を開設・増便する船社については3年目以降に航路運営が安定すること
や既存航路から撤退する懸念があるという現状を踏まえ，船社の航路開設
当初の負担を軽減する措置を拡充

航空定期路線の拡充（22③） 土木
広島空港ネットワーク充実
事業

36,570 24,136

【手法変更】国際線について，台湾・広島相互協力による広報・ＰＲは，台北
線の集客促進という成果が得られたため，事業を終了することとし，平成26
年度中に予定されている尾道松江線の全線開通を見据え，山陰地方におけ
る広島空港利用者の増加に向けた広報等を新たに実施
【手法変更】国内線について，春秋航空日本による中国地方初となるＬＣＣの
新規就航を機に，成田線の認知度向上及び路線定着を図るとともに，利便
性向上をＰＲするための広報を実施

《農業》「作ったものを売る」か
ら「売れるものを作る」生産体
制の確立～園芸作物（24①）

農林
重点品目産地拡大推進
事業

125,372 203,463

【手法変更】実需者ニーズに対応可能な重点品目の生産・供給体制の確立
に向けて，担い手の育成と産地の拡大を促進するため，新たにキャベツの夏
作に取り組む生産者に対する助成金の交付等を通じ，周年供給体制の構築
を図るとともに，アスパラガスの収量アップに向けて，露地圃場への簡易ハウ
スの導入を支援

《水産業》販売戦略を踏まえた
生産・流通・販売体制の構築
（24⑦）

農林
広島かき生産出荷体制強
化事業

27,230 29,800

【手法変更】広島かきのブランド化に向け，広島かき協議会を中心として，生
産者，加工・流通業者が自主的にマニュアルに沿った点検・衛生管理に取り
組む仕組みを構築するとともに，高品質なかきの生産拡大を図るため，高度
な品質管理に資する施設整備を支援

魅力ある観光地づくりと観光情
報発信の強化（25①）

商工
魅力ある観光地創造・発
信事業

430,596 410,287

【手法変更】平成25年10月に策定した新たな「ひろしま観光立県推進基本
計画」に基づき，地域の核となる観光資源の価値向上に取り組むとともに，そ
の観光資源の魅力を伝える戦略的なプロモーションを連動させることにより，
観光客の誘致と周遊を促進

おもてなしの充実等による受
入体制の整備促進（25②）

商工
おもてなし向上県民運動
推進事業

12,600 6,760 

【手法変更】重点推進地区として支援した各地域でのおもてなし向上の取組
成果や，今年度から表彰を開始した観光事業者等の優良事例を，出前講座
等を通じて全県へ波及させるほか，県ホームページ内におもてなし専用ペー
ジを作成し，県民の「おもてなし宣言」を掲載するなどおもてなしの気運を醸
成

「海の道構想」の推進（25④） 土木
瀬戸内海クルージング促
進事業

279,625 21,241

【手法変更】海からの観光地訪問や瀬戸内海クルージングの促進により，裾
野の広い観光産業の振興を図るため，民間事業者グループによる新たな
チャーターボート事業の支援・検証等により，気軽にクルージングが楽しめる
環境づくりに取り組むとともに，大型客船の誘致・受入体制の充実を図るため，
新たな受入体制を検討

（単位：千円）
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関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２５
事業費

Ｈ２６
事業費

事業見直しの内容

安
全
・
安
心

医師の確保（32⑨） 健康
地域医療体制確保事業
（医師確保）

386,500 388,048

【規模拡大】地域医療体制の確保を図るため，引き続き，初期臨床研修医，
ベテラン医師や女性医師の確保対策を実施するとともに，女性医師の増加
に対応し，取組効果を高めるため，新たに保育サポートを開始するなど，離職
防止や復職を支援するための取組を実施

がん対策の推進（36①～③） 健康
「がん対策日本一」推進
事業

493,078 940,291

【規模拡大】がん予防対策を強化するため，既存の医療費助成の対象となら
ない肝炎ウイルス陽性者の定期検査費用助成制度を創設し，肝炎から肝が
んへの移行を防止するとともに，協会けんぽが実施する禁煙指導の取組を支
援

県民の防災意識の醸成（自
助）（46①）

危機 防災意識醸成事業 2,932 3,204

【規模拡大】広島県の津波浸水想定を踏まえ，市町の「津波避難計画」策定
を支援するため，県において津波避難計画策定指針を作成するとともに，防
災フェアについては，引き続き一斉防災訓練の実施と協賛企業店舗での防
災用品特設コーナーの設置に取り組むとともに，特設コーナーの設置効果を
高めるために，来店者を対象とした防災教室を新たに実施

地域の災害対処能力の向上
（共助）（46②）

危機
自主防災組織育成強化
事業

14,800 12,783

【手法変更】これまでの取組により，自主防災組織の活動の中核を担う人材
として養成してきた「ひろしま防災リーダー」について，自らの所属組織におけ
る知識面・技術面のステップアップだけでなく，今後は，他の自主防災組織の
設立や活性化においても，指導的な役割が担えるよう，自主防災アドバイ
ザーとして育成するための研修を新たに実施し全県での地域防災力の強化
を展開

豊
か
な
地
域

広域的な公共交通ネットワー
クの最適化（57⑤）

地域
公共交通ネットワーク情報
提供・移動活発化推進事
業

7,441 60,513

【規模拡大】公共交通機関の利便性の向上による新規交通需要の創出と地
域の活性化を図るため，バスロケーションシステムの導入や，案内看板等の
改善，スムーズな乗換に資する情報案内の整備に新たに取り組むなど，各
種交通事業者の連携による乗換改善や利便性向上に向けた取組の促進を
支援

地域課題解決の促進（62
①）

地域 地域課題解決支援事業 12,500 14,100

【手法変更】中山間地域が抱える課題解決に取り組む意欲のある地域の創
出を促すため，新たに大学・地域協働による地域課題の解決支援に取り組
むほか，地域住民（住民自治組織）自らが行う，「地域づくり計画」の策定や
計画に基づく取組を支援

（単位：千円）



（単位：千円）
○ 事業の統合・廃止

関連ワーク
（H26ﾜｰｸ番号）

局 主な事業
Ｈ２５
事業費

事業見直しの内容

災害医療体制の確保（32④） 健康
災害時の救急医療体制整
備事業

110,000
大規模災害を想定した地域の医療救護体制について，資機材等の配備が計画どおり完
了したことから，事業廃止

≪農業≫経営者のスキルアップ（26
④）

農林
集落法人設立加速化支援
事業

39,030 担い手の経営力強化へ重点化を図ることとし，事業廃止

県・市町の災害対処能力の向上（公
助）（47①）

土木
防災・減災対策充実強化
事業

9,732
法改正に伴う緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の義務付け等の対応方針検討の
ため廃止

子育てに配慮した住宅・住環境の整
備（43④）

土木
子育て・高齢者等あんしん
住宅リフォーム普及支援事
業

10,000 事業の執行状況や制度未創設の市町の意向を精査し，事業廃止
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