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２  施策マネジメントにおける見直し一覧



領 域 取組の方向 頁 領 域 取組の方向 頁 領 域 取組の方向 頁 領 域 取組の方向 頁

教 育 1～7 1
新たな産業
・基幹産業

19～22 11 医 療 32～36 24
県民主役型
地域社会

52 46

多様な主体の
社会参画

8～13 5 農林水産業 23・24 15 健 康 37・38 30
地域資源活用
・地域情報化

53～56 46

人が集まり定着する
環境整備

14～18 9 観 光 25 17 福祉・介護 39～41 30 都市地域 57・58 48

産業人材・就労 26～28 19 子育て 42・43 34 中山間地域 59～63 49

交流・連携基盤 29～30 22 環 境 44・45 37 平和貢献 64 52

防災・防疫 46～48 40

消費生活 49・50 43

治 安 51 44

目　　　　　次

≪人づくり≫ ≪新たな経済成長≫ ≪安心な暮らしづくり≫ ≪豊かな地域づくり≫



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

[H26～新規設定]
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

26
ﾎﾟｲﾝ
ﾄ

小6：▲5.4以下
中3：▲4.6以下

― ―
―
（H26.8判明）

小6：▲5.4以下
中3：▲4.6以下

全国学力・学習状況調査～全国平均を上
回っている教科数

25 教科 ６／全８教科
8/全8
（小4中4）

24
6/全8
(小4中2)

―
（H26.8判明）

※同一ワーク内の
他の目標値でマネ
ジメント

「基礎・基本」定着状況調査～正答率60%以
上の児童生徒の割合（小学校）

25 ％ 全教科85％以上
国83.2％
算72.2％
(H25.6調査)

24 全教科85％以上
―
（H26.8判明）

※同一ワーク内の
他の目標値でマネ
ジメント

「基礎・基本」定着状況調査～正答率60%以
上の児童生徒の割合（中学校）

25 ％ 全教科85％以上

国79.3％
数73.6％
英76.1％
(H25.6調査)

24 全教科85％以上
―
（H26.8判明）

※同一ワーク内の
他の目標値でマネ
ジメント

大学入試センター試験～県立高校現役受
験者に占める700点以上の全国平均以上
の得点者の割合

25
↓
26

％
0.82％(40人)
↓
0.92％(45人)

0.39％
（21人）

24
0.82％
（40人）

―
0.92％
（45人）

大学入試センター試験～県立高校現役受
験者に占める全国平均以上の得点者の割
合

25
↓
26

％
43.4％
(2,123人)

29.7％
（1,604人）

24
43.4％
（2,123人）

―
43.4％
（2,123人）

高等学校共通学力テスト正答率30%未満の
生徒の割合

27 ％ 5.0％ 5.57％ 24 5.28％ ― 5.14％

暴力行為発生件数
（公立小・中・高）

25
↓
26

件 全国平均以下

1,478件
※千人当たり
5.5件
（全国平均未
公表）

24
981件
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

1,031件
（全国平均以下）

不登校児童生徒数
（国公私立小・中）

25
↓
26

人 全国平均以下

2,589件
※割合1.09％
（全国平均
1.09％）

24
2,669人
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

2,343件
（全国平均以下）

中途退学者数
（公立高）

25
↓
26

人 全国平均以下

930人
※割合1.8％
（全国平均未
公表）

24
846人
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

677件
（全国平均以下）

体験活動を通して「自主性・自立心」，「人
間関係・コミュニケーション能力」が向上し
た児童の割合

28 ％ 90％ ―  70％ 82.7％ 85％

[H26～新規設定]
全国体力・運動能力，運動習慣等調査～体
力合計点における全国トップ県とのポイント
差の縮小

26
ﾎﾟｲﾝ
ﾄ

小５男：▲1.66以下
小５女：▲2.76以下
中２男：▲2.38以下
中２女：▲2.87以下

― ―

小５男：▲1.66
小５女：▲2.76
中２男：▲2.38
中２女：▲2.87

小５男：▲1.66以下
小５女：▲2.76以下
中２男：▲2.38以下
中２女：▲2.87以下

体力・運動能力調査～全国平均以上の種
目の割合

25 ％ 87％ 60.8％ 24 87％ 69.6％
※同一ワーク内の
他の目標値でマネ
ジメント

ジュニア選手の全国大会優勝数
25
↓
26

個 30個 8個 24 30個 9個 30個

　　　[学校教育]
・生徒指導集中対策プロジェクト
【教育】
・「山・海・島」体験活動 “ひろしま
全県展開プロジェクト”【教育】

●体力・運動能力の向上については，成果を明確にするため，全国と
のベンチマークとなりうる指標に見直す。
○県内公立学校（小・中・高）で「体力つくり改善計画」を作成し，組織
的・継続的な体力つくりの取組を進めており，各校で改善策が具体化
されるよう，引き続き，体力・運動能力向上の取組を進める。
○多くのジュニア選手の活動の拠点となる学校の部活動に焦点を当
て，特に高校段階で特定の競技ごとに拠点校指定を更に拡充する。

232,605 231,134 ▲ 1,471

・体力・運動能力向上推進事業
【教育】
・トップアスリート育成強化事業
【教育】

　　ワーク：01②県立高等学校生徒の学力向上　　（主担当局：教育委員会）

　　ワーク：01③豊かな心の育成　　（主担当局：教育委員会）

　　ワーク：01④体力・運動能力の向上　　（主担当局：教育委員会）

概ね順調

概ね順調

概ね順調

遅れている

●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新規の指標を設定する。
○全国学力・学習状況調査及び「基礎・基本」定着状況調査の分析の
結果，全県的な中学校の学力状況は大きく改善しているが，引き続
き，県平均を下回る学校や地域が固定化する傾向があるため，集中
的な生徒指導対策と連携した上，学力向上に特化した教科指導の対
策等を進める。 37,439 16,929 ▲ 20,510

　　　[学校教育]
・学力向上総合対策事業【教育】
・基礎学力定着プロジェクト事業
【教育】

○全国トップレベルの外部講師によるハイレベル研修や定期的な合
同学習会，大学入試センター試験対応の指導教材の作成など，引き
続き，継続的な対策を進める。

36,462 30,001 ▲ 6,461

　　　[学校教育]
・高等学校学力向上対策事業【教
育】

○今年度の集中対策実施校に対し，アフターフォローを徹底すること
で成果の確実な定着を図るとともに，今年度新たに課題が発生した学
校に対しても，スクールサポーター派遣等の対策スキームを講じる。
○児童の自主性，自立心，コミュニケーション能力など，豊かな心の
育成に効果の高い長期集団宿泊活動（3泊4日）の全公立小学校での
定着に向け，支援校の段階的な拡充のほか，体験プログラムの質的
向上に向けた全県的な推進体制を整える。

108,845 177,095 68,250

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

分野：人づくり…これからの本県を内外から支える人材の育成，人をひきつける就業機会の創出など全ての県民が輝く環境の整備により，人が集まり，育ち，生き生きと活躍しています。
　領域：教育　　取組の方向：子どもたちの更なる学力・体力の向上や豊かな心の育成に取り組みます。
　　ワーク：01①「基礎・基本」の定着　　（主担当局：教育委員会）

平成25年度

重
点
ワ
ー
ク

[参考]
H25上半期の
進捗点検結果

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

1



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

国際科学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ国内予選一次通過者数
(国際大会出場者数）

27 人 前年度比増
23人
（1人）

24 前年度より増
―
（H26.3判明）

前年度より増

体験活動を通して「自主性・自立心」，「人
間関係・コミュニケーション能力」が向上し
た児童の割合

28 ％ 90％ ― 70％ 82.7％ 85％

[H26～新規設定]
東京オリンピックへ出場する本県ゆかりの
選手数

32 人
23人以上
（前回東京オリン
ピック以上）

― ― ―
事業内容の詳細決
定，経年の目標設
定

[H26～新規設定]
グローバル化に対応した教育内容等の具
体化

26 ―
グローバル化10年
展開構想の策定

― ― ―
グローバル化10年
展開構想の策定

[H26～新規設定]
グローバル化に対応した人事諸制度の整
備

26 ―
諸制度見直し計画
の具体化

― ― ―
諸制度見直し計画
の具体化

[H26～新規設定]
短期留学プログラムの開発

26
ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ

2プログラム ― ― ― 2プログラム

学校間連携を実施する１学年１～３学級規
模の学校数

25 校 前年度比増 21校 24 23校 ― ―

5学級以下の小中学校が占める割合【小学
校】

27 ％
小学校：全国平均
以下

12.2％ 24 前年度比減 10.9％ 前年度比減

5学級以下の小中学校が占める割合【中学
校】

27 ％
中学校：全国平均
以下

26.7％ 24 前年度比減 27.8％ 前年度比減

教育センター専門研修の講座評価肯定率 27 ％ 95％以上 97.8％ 24 95％以上
95％以上
(H26.3見込み)

やや
遅れている

95％以上

教職員による不祥事の未然防止 27 件 前年度比減 20件 24 前年度比減
33件
（H25.12時点）

過去5年間の最低
件数(18件)以下

県民の求める多様な教育機会の提供 ― ― ― ― ― ― ―

○私立学校における教育環境の整備向上や保護者負担の軽減に対
し，引き続き，効果的な助成を行うことにより，私立学校の個性豊かな
特色ある教育を推進し，県民の求める多様な教育機会の提供につな
げる。

21,417,592 21,471,121 53,529 ―

・私学振興補助金【環境】

暴力行為発生件数
（公立小・中・高）

25
↓
26

件 全国平均以下

1,478件
※千人当たり
5.5件
（全国平均未
公表）

24
981件
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

1,031件
（全国平均以下）

不登校児童生徒数
（国公私立小・中）

25
↓
26

人 全国平均以下

2,589件
※割合1.09％
（全国平均
1.09％）

24
2,669人
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

2,343件
（全国平均以下）

中途退学者数
（公立高）

25
↓
26

人 全国平均以下

930人
※割合1.8％
（全国平均未
公表）

24
846人
（全国平均以下）

―
（H26.9判明）

677件
（全国平均以下）

体験活動を通して「自主性・自立心」，「人
間関係・コミュニケーション能力」が向上し
た児童の割合

28 ％ 90％ ―  70％ 82.7％ 85％

●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，新規指標を設定する。
○児童の自主性，自立心，コミュニケーション能力など，豊かな心の
育成に効果の高い長期集団宿泊活動（3泊4日）の全公立小学校での
定着に向け，支援校の段階的な拡充のほか，体験プログラムの質的
向上に向けた全県的な推進体制を整える。
○東京オリンピック選手の輩出に向け，海外遠征やナショナルトレー
ニングセンターでの強化合宿など特別強化支援を進める。

32,940 280,094 247,154

　　　[学校教育]
・「山・海・島」体験活動 “ひろしま
全県展開プロジェクト”【教育】
・広島県科学オリンピック開催事
業【教育】
・トップアスリート育成強化事業
【教育】

●社会経済の急速なグローバル化の進展を踏まえ，今後10年を見据
えたグローバル教育の展開を具体化するとともに，それらを支える教
育環境の整備に向けた取組の成果に応じた指標を暫定的に設定す
る。
○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・実践を行
う。
○留学者の規模拡大に向けて，留学費用等の留学阻害要因を解消
するため，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等を行う。

150,187 173,741 23,554

　　　[学校教育]
・グローバル教育加速プロジェク
ト【教育】
・小中学校教育環境充実支援事
業【教育】

○これまでの取組の検証を実施したうえで，引き続き，「教職員による
不祥事の根絶」の趣旨について，徹底するよう指導を進めるとともに，
校長会とも連携し，不祥事の根絶に向けて継続して指導を進めてい
く。 32,922 30,055 ▲ 2,867

・教職員指導力向上事業【教育】

○今年度の集中対策実施校に対し，アフターフォローを徹底すること
で成果の確実な定着を図るとともに，今年度新たに課題が発生した学
校に対しても，スクールサポーター派遣等の対策スキームを講じる。
○児童の自主性，自立心，コミュニケーション能力など，豊かな心の
育成に効果の高い長期集団宿泊活動（3泊4日）の全公立小学校での
定着に向け，支援校の段階的な拡充のほか，体験プログラムの質的
向上に向けた全県的な推進体制を整える。

108,845 177,095 68,250

・生徒指導集中対策プロジェクト
【教育】
・「山・海・島」体験活動 “ひろしま
全県展開プロジェクト”【教育】

　　ワーク：01⑤夢を育てる環境づくり　　（主担当局：教育委員会）

　　ワーク：01⑥教育環境の充実　　（主担当局：教育委員会）

順調

順調

重
点
ワ
ー
ク

　　ワーク：01⑦教職員の資質・指導力の向上　　（主担当局：教育委員会）

　　ワーク：01⑧私学教育の振興　　（主担当局：環境県民局）

　領域：教育　　取組の方向：地域ぐるみで子どもたちの健全育成を進めるため，学校・家庭・地域等の連携を強化し，地域社会の教育力向上を図ります。
　　ワーク：02①豊かな心の育成　　（主担当局：教育委員会）

重
点
ワ
ー
ク

概ね順調

2



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

食育に関心をもっている人の割合 29 ％ 90％ 66.3％ 23 Ｈ23より増
―

（H26.4確定見込）

順調 ※H25年度に実施
している調査の結
果を踏まえて設定

栄養バランスのとれた食事に関心をもって
いる保護者・児童生徒の割合

29 ％ 100％ ― ―
児童生徒：93.6%
保護者：88.9%

前年度より向上

学校へ行こう週間における学校等への来校
(園)者数

27 万人 前年度比増 37万人 24 前年度より増 39万人
概ね順調

○学校へ行こう週間における学校等への来校（園）者数は，県全体で
40万人前後と安定的に推移しており，引き続き，コンビニ等を活用し
た広報活動等を積極的に推進する他，期間中に実施される他のイベ
ントとの連携を図るなどの取組を進める。

2,296 2,280 ▲ 16
期間中40万人前後
の来校（園）者の維
持

・「ひろしま教育の日」関連事業
【教育】

家庭教育支援講座への参加者数 25 人 6,000人 5,551人 24 6,000人
6,000人以上
（H26.3見込み）

順調 ―

放課後児童対策未実施校区数 26 校区 0校区

13/296校区
（4.4％）
（広島市・福山
市を除く）

24

7校区/276校区
（2.5％）
（広島市・福山市を
除く）

12校区/275校区
（4.4％）
（広島市・福山市を
除く）

0校区
（広島市・福山市を
除く）

青少年育成地域リーダー 27 人 200人 192人 24 200人 200人（見込み） 順調 200人

青少年育成地域リーダーがいる市町 27 市町 23市町 22市町 24 23市町 23市町（予定） 23市町

非行少年総数
25
↓
26

人 前年比減 2,683人 24 2,683人以下
2,490人
（H25暫定値）

前年比減

【公立】
自分の住んでいる地域が好きな児童生徒
の割合

25
↓
26

％ 前年度比増
小86.6％
中74.1％
（H25.6調査)

24 前年度比増
―
（H26.8判明）

やや
遅れている

前年度比増

【県立】
将来，留学したい又は海外で働きたいと思
う生徒の割合

25
↓
26

％ 前年度比増 21.6％ 24 前年度比増
―
（H26.3判明）

前年度比増

【県立】
2週間以上の留学等を経験した高校生徒数

34 人
累計1,500人（H25
～H34年度）

81人 24 80人
109人
（H25.12現在）

130人

【県立】
高校の英検受検者の割合

26 ％ 21％ 17.7％ 24 20％
―
（H26.3判明）

21％

【県立】
海外の学校と姉妹校提携して交流事業を
実施している高校数

25
↓
26

校
82校 〔全県立高等
学校〕

56校
（新規31校）

24 82校 82校 82校

【公立】
外国人と積極的にコミュニケーションを図る
ことのできる児童生徒の割合

25
↓
26

％ 前年度比増
77.3％
（H25.3）

24 前年度比増
―
（H26.3判明）

前年度比増

【私立】
海外の学校と姉妹校提携して交流事業を
実施している高校数

25 校
H23より増加
 〔私立学校数：36
校〕

16校 24 H24より増加
―
（H26.3判明）

―

【私立】
留学等を経験した高校生徒数

25
↓
26

人 H23より増加 36人 24 H24より増加
―
（H26.3判明）

Ｈ25より増加

[H26～新規設定]
私立高校が姉妹校提携している海外の学
校数

26 校
30校（H24）より増
加

30校 24 ― ―
30校（H24）より増
加

●家庭教育支援講座の運営は市町へ移行しており，参加者数も目標
を達成見込みであるため，指標を削除する。
○放課後児童対策実施率も着実に増加しており，市町のニーズを踏
まえながら，引き続き，放課後子供教室を実施する市町の支援や大
学生ボランティアの増による質的向上等を進める。

56,717 53,359 ▲ 3,358

・放課後子供教室推進事業【教
育】

○引き続き，小学生の夢を「夢配達人」の協力を得ながら，地域の人
たちと実現することを通じ，豊かな想像力や主体性を持った青少年を
育成するとともに，育成活動の中心的役割を担うことを目指した青少
年育成リーダーの掘り起こしと，研修等によるリーダーの育成に努め
ることにより，地域ぐるみでの青少年育成活動の定着を図る。
○再非行人員の約４割をしめる中学生対策を推進するため，少年警
察ボランティアや学校等との連携を基に，少年サポートルーム及び各
種立ち直り支援活動へ中学生の参加促進を図り，地域社会との絆を
再生し，再非行防止を図る。

24,111 60,109 35,998

・夢配達人プロジェクト推進事業
【環境】
・青少年健全育成事業【環境】
・非行少年グループ等の立ち直り
支援事業【警察】

　　ワーク：02④家庭・地域の教育力の充実　　（主担当局：教育委員会）

●私立高校は，各校が建学の精神に基づく特色ある教育を実施して
おり，教育の国際化を積極的に行っている学校の取組をより適切に
評価するため，成果指標を「海外の学校と姉妹校提携して交流事業
を実施している高校数」から「私立高校が姉妹校提携している海外の
学校数」に変更する。
○全県立高校において，海外の学校と姉妹校提携見込みであり，引
き続き，姉妹校提携後の学校間の交流を活性化させるための支援を
進める。
○県立高校生の留学については，卒業後の進路や留学費用に対す
る不安があるなどから，課題解決に向け，引き続き，県内大学に対す
る入試制度の改善要請や支援制度のPRなど，生徒の不安解消に向
けた取組を進める。
○国際社会に貢献する人材育成を促進するため，私立学校における
姉妹校提携や留学の取組について，補助金を交付するなど，学校法
人に対して引き続き助成する。

92,676 75,010 ▲ 17,666

・異文化交流体験空間創出事業
【教育】
・県立学校海外交流推進事業【教
育】
・私学振興補助金【環境】

○平成25年6月に開催した「第８回食育推進全国大会」の成果を踏ま
え，「第２次食育推進計画」の重点目標となっている減塩対策につい
て多角的な実践を行うとともに，ひろしまフードフェスティバル等のイベ
ントや，ひろしま県お弁当３・３コンクールの開催，食育功労者の表彰
等を行い，「食育の実践」を促す。
○引き続き，民間企業と連携し，新たな学校給食メニューの開発，県
内給食実施校での一斉提供や出前講座の実施を通して，家庭での食
育の取組を促進するとともに，県内のコンビニでの弁当販売，レストラ
ンでの提供等を実施し，全県的な食育の機運醸成を図ることで，学校
内外の児童生徒の食環境の一層の充実を図る。

33,834 7,029 ▲ 26,805

・ひろしま給食100万食プロジェクト
【教育】
・食育推進事業【健康】

　　ワーク：02⑤地域ぐるみの青少年の健全育成　　（主担当局：環境県民局）

　領域：教育　　取組の方向：外国の文化・言葉の理解等を通じて，グローバルな感覚を持った人材の育成に取り組みます。
　　ワーク：03①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[H26～統合]　　（主担当局：教育委員会）　←[H25]①自国・地域の伝統文化の理解，②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

　　ワーク：02②食育の推進　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：02③開かれた学校づくりの推進　　（主担当局：教育委員会）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

特別支援学校教諭免許状保有率
25
↓
26

％
85.5％
↓
87.0％

74.3％
(H24.5.1現在)

24 85.5％ 76.0％ 遅れている 87.0％

特別支援学校高等部卒業生の就職率
25
↓
26

％
31.5％
↓
31.7％

26.0％ 24 31.5％ 26.6％ 31.7％

新規高等学校卒業者就職率
25
↓
26

％ 常に全国平均以上
97.7％
（全国平均
95.8％）

24 常に全国平均以上
―
（H26.3判明）

順調 全国平均以上

新規高等学校卒業者の３年以内離職率
25
↓
26

％ 現状値より改善
31.5％
(21.3卒)

24 現状値より改善
36.5%
（H22.3卒）

現状値より改善

評価委員会における評価 30 ―
大学が定めた年度
計画の着実な実施

概ね順調に実
施

24
大学が定めた年度
計画の着実な実施

年度計画は着実に
実施される見込み

順調 大学が定めた年度
計画の着実な実施

年度計画で定める数値目標 30 ― 全項目達成
目標達成：
8項目/13項目

24

平成25年度の年度
計画で定める数値
目標（23項目）の達
成

―
平成26年度の年度
計画で定める数値
目標の達成

大学連携による新たな教育プログラムにお
ける受講者の満足度

27 ％ 85％以上 ― 85％以上
―
(H26.3判明）

実績未確定
85％以上

大学連携による新たな教育プログラムにお
ける受講者が所属する大学・企業等の満足
度

27 ％ 85％以上 ― 85％以上
―
(H26.3判明）

85％以上

県内企業における高度で多彩な産業人材
の育成人数

27 人
160人
（累計23-27）

44人
（新規24人）

24
45人
（新規）

― やや
遅れている

35人（新規）

転職フェア参加者の広島県転入者数 27 人
12世帯
(累計25-27）

―  4世帯 4世帯
―
（※指標廃止）

企業の競争力強化につながる人材の育成
人数（在職者訓練修了者数＋認定職業訓
練修了者数）

27 人 1,760人 1,424人 24

1,572人
(在職者訓練560
人，認定職業訓練
1,012人)

1,580人
(在職者訓練560
人，認定職業訓練
1,020人)

1,646人
(在職者訓練576
人，認定職業訓練
1,070人)

技能検定合格者数 27 人
15,000人
（累計23-27）

5,903人（新規
2,945人）

24
3,000人
（新規）

3,000人
（新規）

3,000人
（新規）

経営力の高い集落法人数
（ビジネス拡大型）

27 法人 12法人 1法人 24 5法人 １法人 やや
遅れている

※ワーク26④にお
いて一元的にマネ
ジメント

経営力の高い集落法人数
（経営発展型）

27 法人 40法人 6法人 24 19法人 7法人
※ワーク26④にお
いて一元的にマネ
ジメント

経営力の高い集落法人数
（経営発展移行型）

27 法人 49法人 38法人 24 40法人 40法人
※ワーク26④にお
いて一元的にマネ
ジメント

新規就農者数 27 人/年 200人/年 209人/年 24 200人/年 200人/年
※ワーク28⑦にお
いて一元的にマネ
ジメント

重
点
ワ
ー
ク

　　※[H26]ワーク№26④へ一元化　←[H25]ワーク：07②≪農業≫地域の核となる経営力の高い担い手の育成　　（主担当局：農林水産局）

○県内高校生の就職率は，全国平均を上回る水準で推移している
が，依然として厳しい求人状況等を踏まえ，全県的な視点で就職対策
の底上げを図るため，引き続き，ジョブサポートティーチャーを活用し
た就職指導の強化を進める。 7,750 7,750 0

・ものづくり高校生マイスター育成
事業【教育】

○公立大学法人県立広島大学が定めた中期計画に基づく平成26年
度の年度計画が着実に実施され，県が示した第２期中期目標の達成
が図られるよう，引き続き，運営費を交付する。

3,685,550 3,653,728 ▲ 31,822

・公立大学法人県立広島大学運
営費交付金【環境】
・高等教育機能向上等推進費【環
境】

○社会が求めるグローバル人材等を育成するなど充実した教育環境
を構築するため，大学連携による教育プログラムの開発・実施を引き
続き支援するとともに，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を行う。

56,051 66,178 10,127

　　　[学校教育]
・大学連携による人材育成推進
事業【環境】
・高度人材育成検討事業【環境】

〇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
の育成に資するよう運用を見直す。
〇在職者訓練については，企業訪問等により訓練ニーズの的確な把
握に努め，訓練内容の充実を図るとともに，訓練校の施設・設備，安
価な受講料等の魅力を積極的にＰＲするなど，周知を図る。
○認定職業訓練については，複数の中小企業が共同で職業訓練を
実施する認定校に特化して支援する方法に変更し，効果的な実施に
努める。

143,157 119,658 ▲ 23,499

　　　[多様な人材]
・イノベーション人材等育成事業
【商工】
・在職者訓練事業【商工】
・認定職業訓練補助事業【商工】

●産業対策の一環として，新規就農者や担い手の育成に取り組むこ
ととし，再掲を削除する。

453,357 0 ▲ 453,357

○免許状保有者は着実に増加しており，更なる増加に向け，引き続
き，免許状未保有者の計画的な取得に向け，指導を徹底する。
○取組の結果，卒業時の就職者は着実に増加しているものの，今後
とも一層厳しい就職状況が見込まれることから，ジョブサポートティー
チャーの増員による受入企業の更なる開拓など，就職に直結する取
組強化を進める。

13,197 12,419 ▲ 778

・特別支援教育ビジョン推進事業
【教育】

　領域：教育　　取組の方向：障害のある幼児児童生徒の障害の種別・程度に応じ，専門的かつ適切な指導・支援の充実を図ります。
　　ワーク：04①特別支援教育の充実　　（主担当局：教育委員会）

　領域：教育　　取組の方向：社会人・職業人としての資質・能力を育むキャリア教育や職業教育などの取組を，地域ぐるみで推進します。
　　ワーク：05①高校生の就業能力の強化　　（主担当局：教育委員会）

　領域：教育　　取組の方向：県内の高等教育機関が行う，社会が求める人材育成や地域に貢献できる教育研究を支援します。
　　ワーク：06①県立広島大学における地域に貢献できる教育研究の支援　　（主担当局：環境県民局）

　　ワーク：06②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　　（主担当局：環境県民局）

　領域：教育　　取組の方向：働きながらもスキルの向上や転職等に必要な新たなスキルの取得を目指せるよう，社会人が学びやすい環境づくりを進めます。
　　ワーク：07①≪商工業≫企業ニーズに応じた専門人材の育成支援　　（主担当局：商工労働局）

重
点
ワ
ー
ク

4



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県産材（スギ・ヒノキ）の素材生産にかかる
必要林業労働者数

27 人 400人 301人 24 342人 342人 概ね順調
●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，再
掲を削除する。 31,254 0 ▲ 31,254

※ワーク28⑧にお
いて一元的にマネ
ジメント

新規就業者数 27 人/年 65人/年 37人/年 24 65人/年 56人/年 概ね順調
※ワーク28⑨にお
いて一元的にマネ
ジメント

担い手グループ数 27
グルー
プ 23グループ 14グループ 24 16グループ 19グループ

※ワーク26⑤にお
いて一元的にマネ
ジメント

日常生活の中で，人権が尊重されていると
感じる人の割合

27 ％ Ｈ23より向上 51.7％ 23
H23(51.7％)より向
上

―
(次回県政世論調
査（H26予定)で調
査）

概ね順調 51.7％（H23)より向
上

市町における人権教育研修の受講者数 27 人 前年度比増 141,789人 24
前年度比10％以上
増

155,968人
［H26.7判明］

前年度比増

男性の育児休業取得率 32 ％ 13％ 4.1％ 24 6％ 7.2％ 7％

女性（25-44歳）の就業率 32 ％ 73.0％ 68.0％ 22
就業率の向上かつ
全国平均以上
69.7％

―
就業率の向上かつ
全国平均以上
70.1％

待機児童数
※広島市，福山市を含む。

26 人 0人
372人
（H25.4)

24
0人
（H26.4)

―
概ね順調

0人

多様化する保育ニーズへの対応
○延長保育実施施設数

26 施設 468施設 95
（全県430）

24
107
（全県440）

108
（全県440）

197
（全県468）

○休日保育実施施設数 26 施設 30施設 6
（全県14）

24
8
（全県23）

8
（全県16）

18
（全県30）

○病児・病後児保育実施施設数 26 施設 45施設 15
（全県33）

24
22
（全県35）

20
（全県34）

28
（全県45）

○特定保育実施施設数 26 施設 32施設 17
（全県21）

24
22
（全県30）

24
（全県24）

24
（全県32施設）

保育所等入所児童数 26 人 64,483人 62,036人 24 63,429人 ― 64,483人

○依然として，人権を軽視・侵害した事案が発生しており，引き続き，
様々な機会を通じた広報や啓発事業の実施，関係機関との連携・協
力により，人権施策を総合的かつ効果的に推進し，県民の人権尊重
の意識の高揚を図る。 281,582 273,529 ▲ 8,053

・人権施策推進事業【環境】
・人権教育推進事業【教育】

　　※[H26]ワーク№26⑤・28⑨へ一元化　←[H25]ワーク：07④≪水産業≫経営力の高い担い手の育成　　（主担当局：農林水産局）

　領域：多様な主体の社会参画　　取組の方向：県民が人権尊重の意識を高め，互いに人として尊重し合う社会づくりを進めます。
　　ワーク：08①人権教育・啓発の推進　　（主担当局：環境県民局）

○子育てしやすい職場環境の整備に向け，企業の取り組みが進んで
いない状況があることから，優良事例等の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
する。
○職場環境の整備のため，上記事業と併せ，企業訪問による一般事
業主行動計画の策定支援や，奨励金による男性の育児休業の取得
促進を引き続き実施する。
○女性の就職総合支援について，国と一体的に運営している「しごと
プラザ マザーズひろしま」においてきめ細かな相談対応等による支援
を実施しているが，来所を待つという受け身の現状を踏まえ，出張相
談を実施することにより相談機能を強化する。
○働く女性の就業継続応援事業について，研修会の内容を見直し，
効率的な実施に努める。
○看護職員のバックアップ事業について，育児期の看護職員の離職
防止や復職を図るため，院内保育所の整備・運営に対する支援や，
多様な勤務形態の導入に向けた相談窓口の設置等を引き続き実施
する。

383,795 328,962 ▲ 54,833

　　　[多様な人材]
・女性の就職総合支援事業【健
康】

　　　[ファミリー]
・子育てしやすい職場環境整備
事業【健康】
・働く女性の就業継続応援事業
【健康】
・看護職員のバックアップ事業【健
康】
・預託制度運用費【商工】

○保育所等整備費補助金については，女性の就業率の向上に合わ
せて増加する保育を必要とする子どもの受け皿を作るため，創設，増
改築，賃貸物件による保育所分園設置等により，引き続き整備を促
進する。
○保育コンシェルジュ配置事業については，保護者の情報不足から，
入所希望する保育所等に偏りが生じていることが待機児童発生の要
因の一つであることを踏まえ，保育ニーズの偏りの補正を図るソフト
対策を引き続き実施する。
　また，コンシェルジュの配置効果を高めるため，研修を実施し，資質
の向上を図る。
○保育対策等促進事業における病児・病後児保育については，25年
度の広域実施をモデルとして効率的な実施に努めるほか，多様な保
育ニーズに対応するため，引き続き延長保育や休日保育等を実施す
る。
○保育士人材確保事業については，保育士の確保を図るため，引き
続き保育士人材バンクによる就労のマッチングを継続する。
○保育士処遇改善事業については，保育士の確保を図るため，引き
続き民間保育所における保育士等の賃金の改善を継続する。
○病児・病後児保育実施施設数が目標を下回る見込みである。利用
者が少ない場合に実施体制を取るための負担が大きいことが要因で
ある。利用者が少ない市町においては，広域利用促進による対応を
進めてきたところである。広島市と周辺7市町で平成26年度の広域利
用に向けた協定締結を検討している。

5,103,009 6,149,231 1,046,222

　　　[ファミリー]
・保育所等整備費補助金【健康】
・保育コンシェルジュ配置事業
【健康】
・保育士人材確保事業【健康】
・幼稚園機能充実支援事業【環
境】
・保育所等県費負担金【健康】
・保育対策等促進事業【健康】
・保育士処遇改善事業【健康】

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

●産業対策の一環として，新規就業者や担い手グループの育成に取
り組むこととし，再掲を削除する。

3,878 0 ▲ 3,878

　領域：多様な主体の社会参画　　取組の方向：男女が共に家庭や職場で自らの能力を発揮できる環境づくりを進めます。男女が共に仕事も子育ても充実できる環境整備を推進します。
　　ワーク：09・10①女性の継続就業と仕事と家庭の両立支援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10②保育サービスの充実　　（主担当局：健康福祉局）

　　※[H26]ワーク№28⑧へ一元化　←[H25]ワーク：07③≪林業≫効率的な木材生産体制の構築　　（主担当局：農林水産局）

概ね順調
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

放課後児童対策未実施校区数 26 校区 0校区

13/296校区
（4.4％）
（広島市・福山
市を除く）

24
7/276校区（2.5％）
（広島市・福山市を
除く）

7/275校区（2.5％）
（広島市・福山市を
除く）

順調
○女性の社会進出の増加や就労形態の多様化，核家族化等による，
学童保育ニーズの増加・多様化に対する対応を図るため，引き続き
放課後児童クラブ事業を継続する。
○放課後児童対策実施率も着実に増加しており，市町のニーズを踏
まえながら，引き続き，放課後子供教室を実施する市町の支援や大
学生ボランティアの増による質的向上等に取り組む。

720,016 711,478 ▲ 8,538 0校区

・放課後児童クラブ事業【健康】
・放課後児童クラブ室整備費補助
金【健康】
・放課後子供教室推進事業【教
育】

子育て世帯向けのリフォーム工事助成制度
を有する市町数

25 市町 県内全市町 13市町 24 県内全市町 16市町 遅れている ―

県営住宅における新婚・子育て世帯の優先
入居戸数

26 戸 225戸 158戸 24
175戸
（累計）

200戸
（累計）

250戸
（累計）

子育てしやすい住環境整備戸数 34 戸 2,000戸 ―
100戸
（年間）

727戸
（累計）

200戸
（年間）

子育て応援イクちゃんサービス登録店舗数 26 店舗
登録店舗数6,000
店

5,208店舗 24 5,700店舗
5,449店舗
（H25.12現在）

順調
6,000店舗

多様な主体による子育て支援 26 ― 推進 ―
推進（広島キッズシ
ティ，子育てサミット
開催）

推進（広島キッズシ
ティ，子育てサミット
開催）

推進（広島キッズシ
ティ，子育て同盟サ
ミット開催）

Ｋｉｄｓ情報送信サービス（Kids★めるまが）
の登録者数

26 人 前年度比増 24,022人 24 300人増
24,616人
（H25.12現在）

300人増

子育てサポート人材の養成 26 人 単年度120人 212人 24 120人
179人
（H25.12現在）

―

周産期母子医療センターが整備された二
次保健医療圏域数

26 圏域 全7圏域 6圏域 24
7圏域（広島西圏域
は広島圏域との連
携によりカバー）

広島との連携によ
る未設置の広島西
との医療体制確保

順調

7圏域（広島西圏域
は広島圏域との連
携によりカバー）

24時間小児救急医療体制が整備された二
次保健圏域数

26 圏域 全7圏域 5圏域 24 6圏域 6圏域 全7圏域

●「子育てサポート人材の育成」については，これまで育成してきた人
材を地域に根付かせ，地域の子育て団体による子育て家庭への支援
を充実させる方向にシフトすることとし，指標を削除する。
○子育て中の親子との関わり方や児童虐待に関する啓発等を目的と
した地域住民への研修事業については，地域の子育て団体による子
育て家庭への支援を充実させることを目的とした子育て環境改善事
業と統合し，新たに地域・団体へコーディネータを派遣するなど，一体
的・効率的に実施する。
○他県との連携による子育て施策の向上を図る観点から，新たに共
同ポータルサイトを設置し，子育て同盟参加県の先進的な優良事例
を掲載する。
○これまでの取組により，子育て応援イクちゃんサービス登録店舗は
急激に増加しているが，子育て応援イクちゃんサービスの理念を理解
せずに登録している店舗があるため，新規開拓だけでなく，既登録店
舗を訪問し，子育て応援イクちゃんサービスの理念の再度周知を実施
する。

38,768 30,295 ▲ 8,473

・子育て環境改善事業【健康】
・子育てポータルサイト運営事業
【健康】
・子育て支援先進県連携事業【健
康】

　　ワーク：09・10④子育てに配慮した住宅・住環境の整備　　（主担当局：土木局）

●子育て世帯向けのリフォーム工事助成制度を有する市町数につい
て，耐震改修促進や空家対策など，市町において対応すべき行政課
題が多くある中で，助成制度を創設する市町は，16市町にとどまる見
込みであるが，目標年次となったため，制度未創設の市町の意向を
精査した結果，市町への助成制度は終了する。
○子育てに配慮した住宅・住環境の整備に向けて，引き続き，県営住
宅における新婚・子育て世帯の優先入居や子育てのしやすさに配慮
したマンション（子育てスマイルマンション）の供給促進を行う。

12,659 2,503 ▲ 10,156

・県営住宅維持管理費【土木】
・子育て住環境整備事業【土木】

　　ワーク：09・10⑤みんなでこどもと子育てを応援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10③放課後児童対策の充実　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10⑥安心・安全な出産・子育てを応援　　（主担当局：健康福祉局）

○平成24年10月，東広島医療センターの認定により，広島中央圏域
で体制が構築されたことから，隣接の広島圏域の負担が減り，広島
西圏域を連携カバーできる状況となっており，引き続き，広島圏域と
広島西圏域の連携により，全７圏域での周産期母子医療体制を維持
する。
○平成25年度において，岡山大学と連携して，小児医師派遣（年間延
べ約280人日）を行ったことにより，福山・府中圏域の小児二次救急の
空白日が解消されたため，診療支援医師派遣体制整備事業は終了
する。
○小児二次救急の空白日が発生している広島中央圏域においては，
圏域内の小児二次救急医療機関のバックアップ体制の強化や隣接す
る圏域の小児二次救急医療機関との連携により，円滑な搬送体制を
確保し，小児救急医療体制の確保を図る。
○平成24年度以降の相談時間の延長などにより電話相談件数は増
加しており（H17:3,056件 → H25見込:19,000件），成果が上がっている
ことから，引き続き，小児救急医療電話相談事業の回線数を維持し，
不要不急の軽症患者の受診による小児科現場の負担増を抑制する。

348,048 325,191 ▲ 22,857

・産科医等確保支援事業【健康】
・周産期母子医療センター運営支
援事業[健康]
・小児救急医療確保対策事業【健
康】
・小児救急医療電話相談事業【健
康】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

地域子育て支援拠点の実施か所数 26 か所 139か所 118か所 24 121か所 124か所 概ね順調 139か所

電話相談受付件数 26 件 1,500件 822件 24 1,400件 820件 1,500件

子育てサポートステーション設置数 26 か所 8か所
7圏域
8箇所

24 8か所 8か所 8か所

ファシリテーターを活用したセミナー件数 26 件 5件 11件 24 5件 5件 5件

乳幼児医療公費負担制度を実施している
市町数

26 市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 23市町

就業・自立支援センターにおける就業支援
で就業につながった件数

25
↓
26

件 前年度比増 32件 24 前年度比増 ― 概ね順調 35件

高等技能訓練の実施市町数 26 市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 ―

ひとり親家庭ITスキルアップ就業支援によ
る就業者数

26 人 395人 35人 24 219人 ― 384人

ひとり親家庭等医療費助成制度を実施して
いる市町数

25
↓
26

市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 23市町

児童家庭支援センター設置か所数 26 か所 3か所 1か所 24 2か所 1か所 やや
遅れている

3か所

こども家庭センターの相談支援機能 26 ― 強化

強化
・一時保護所
の改修
・相談受付環
境の改善等

24 強化 強化

強化
・リーガルアドバイ
ザーの常勤化
・警察官ＯＢの配置
増等

児童虐待の通告義務の周知度
25
↓
26

％ 80％ 80.7％ 24 80％ 80％ 80％

高校等における出前講座
25
↓
26

校 40校 37校 24 40校 40校 40校

児童福祉司任用資格者の配置市区町数 26 市区町 30市区町 22市区町 24 30市区町 22市町 23市町

オレンジリボンの認知度 26 ％ 前回調査より向上 48.5％ 24
前回調査時よりも
向上

50％ 55％

児童養護施設等の入所児童への支援 26 ― 強化 ― 強化 強化 概ね順調 強化

里親制度の推進
○里親登録世帯数

26 世帯 200世帯 173世帯 24 190世帯
188世帯
（H25.12時点）

200世帯

○要保護児童の里親等への委託率 26 ％ 12％ 12.1％ 24 12％ 12.0％ 12％

○社会的養護の必要な児童に対し，自立や生活向上等のための支
援を行う。
○特に，入所児童等の養育に当たっては，家庭的な環境において安
定した人間関係の下で自立等を促がすことが効果的であることから，
ファミリーホームを2箇所新設する。
○要保護児童を家庭的環境の中で養育する里親制度の推進につい
ては，効果的な広報の実施等により，里親登録世帯数や委託率の向
上を図る。

115,632

・里親支援事業【健康】
・広島学園運営費【健康】

　　ワーク：09・10⑩社会的養護対策の充実　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10⑦すべての子育て家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10⑧ひとり親家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：09・10⑨配慮が必要なこどもと家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）

○地域子育て支援拠点事業及び子育てサポートステーションについ
ては，子育ての負担や不安感の軽減を図るため，身近な支援・相談
窓口として引き続き実施する。
○「子ども何でもダイヤル」は，子どもに関する相談内容が複雑化，深
刻化している現状において，市町の窓口やこども家庭センターに相談
する前に気軽に相談できる窓口として設置しており，引き続き電話相
談事業を実施する。
○電話相談受付件数は，目標を下回る見込みである。要因としては，
児童家庭支援センターや子育てサポートステーションの設置による相
談媒体の増加が考えられる。電話相談窓口の存在を知らない保護者
等もいることから，子育て支援イベント等での周知を図っていく。

2,533,237 2,869,496 336,259

・子育てサポートステーション運営
事業【健康】
・「こども何でもダイヤル」電話相
談等事業【健康】
・乳幼児医療公費負担事業費【健
康】

●「こども夢プラン」に基づき，ひとり親家庭への支援に引き続き取り
組むため，目標を年次を延長する。
●「高等技能訓練の実施市町数」については，「ひとり親家庭等対策
拡充事業」が市町事業に移行したことから，指標を削除する。
○母子家庭の自立支援を目的として，看護師等の資格取得に係る訓
練期間中の生活費を支給する「ひとり親家庭等対策拡充事業」につい
ては，平成25年度に国から市町への直接補助事業となったこと，ま
た，従来県が実施していた府中町分についても，平成26年度に新た
に府中町に福祉事務所が設置されることから，事業を廃止する。

1,238,741 663,884 ▲ 574,857

・ひとり親家庭ＩＴスキルアップ就業
支援事業【健康】
・ひとり親家庭等医療公費負担事
業費【健康】

●「こども夢プラン」等に基づき，児童虐待防止等に引き続き取り組む
ため，目標年次を延長する。
○児童虐待の重度化を予防するため，児童養護施設等退所児童の
見守りや，虐待通告のあった児童の安全確認等を行う職員の配置な
どを引き続き実施する。
○こども家庭センターにおける法的対応などの専門性の向上を図り，
法的判断や対応をより迅速・的確に行うために，リーガルアドバイ
ザー（弁護士）を常勤で配置するとともに，警察官ＯＢを西部こども家
庭センターに加えて，東部家庭センターにも配置し，児童虐待防止の
強化を図る。
○高校生等の若い世代を対象として，自らのライフプランについて考
える機会を提供するとともに，保健師等の医療従事者や教育関係者
等を対象として講演会を実施する。

417,226 300,067 ▲ 117,159

・児童虐待防止対策事業【健康】
・児童家庭支援センター運営費
【健康】
・こども家庭センター運営費【健
康】

129,493 13,861
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

「社会全体における男女の地位」が平等だ
と感じる人の割合

27 ％
H20(13.3％)より増
加

15.4％ 23
H20(13.3％)より増
加

―
(次回県政世論調
査（H26予定)で調
査）

実績未確定
○「社会全体における男女の地位」が平等だと感じる人の割合は増加
しているものの，全国と比較して9ポイント程度低い状況にあることか
ら，引き続き，(公財)広島県男女共同参画財団や市町等が実施する
人材育成，情報提供及び各種相談等の取組を支援する。

45,157 60,919 15,762
13.3％（H20)より増
加

・男女共同参画拠点づくり推進事
業【環境】
・男女共同参画社会づくり推進事
業【環境】

窓口相談等による高齢者（65-74歳）の新
規就業者数

26 人
375人
（累計24-26）

143人 24 125人 125人 順調
○高齢者の就業機会を確保するため，引き続き，きめ細かな就業支
援策を実施する。 41,770 33,721 ▲ 8,049 72人

・「ひろしまジョブプラザ」運営事業
【商工】
・高年齢者就業支援事業【商工】

65歳以上の社会活動参加率 26 ％ 前回調査より向上 11.4％ 23 前回調査より向上 ― やや
遅れている

前回調査より向上

プラチナ世代の活動の場となる団体数 27 団体 48団体 48団体 24
44団体→55団体
（年度中途で目標を
上方修正）

56団体 ※目標達成済み

[H26～新規設定]
プラチナ大学受講生の出身市町数（プラチ
ナ大学連携市町数）

29 市町 23市町 ― ― 9市町 12市町

[H26～新規設定]
立ち上がったNPO等の事業体数

29 団体 12団体 ― ― ― 3団体

[H26～新規設定]
ボランティア活動企業数

29 企業 40企業 ― ― ― 10企業

地域のリーダー役や積極的に社会参画す
る人材育成数

26 人
次期計画策定後設
定

1,750人 24 1,813人 1,805人 1,845人

老人クラブ会員数 26 人 180,000人 160,767人 24 前年度より増 160,767人 180,000人

ボランティア活動又はＮＰＯ法人の活動に
参加したことがある県民の割合

27 ％
全国平均以上
（26.3％)

28.9% 23
全国平均以上
（26.3％)

―
（社会生活基本調
査（H28予定）で調
査予定）

順調

26.3％（全国平均）
以上

人口１０万人当たりのＮＰＯ法人数 25 法人
中国地方平均以上
(27法人)

28法人 24
中国地方平均以上
(27法人)

29法人
（Ｈ25.8末）

―

学生防犯ボランティア数 27 人
300人以上を維持
          ↓
500人以上を維持

526人 24 300人以上を維持
548人
（平成25年末）

500人以上を維持

[H26～新規設定]
税の優遇措置を受けられる認定（仮認定）
ＮＰＯ法人への申請数

26 法人 4件（H25)より増 2件 24 ―
4件
(H25.12末）

4件(H25)より増

●「プラチナ世代の活動の場となる団体数」について，当初の目標を
達成したため，指標を削除する。
●プラチナ世代の社会参画促進事業について，新たな取組としてプラ
チナ大学の市町連携や現役世代からのボランティア活動を促進する
こととしており，指標の関連性をより明確化するため，取組成果の検
証に適した新たな指標「プラチナ大学受講生の出身市町数（プラチナ
大学連携市町数）」，「立ち上がったNPO等の事業体数」，「ボランティ
ア活動企業数」を設定する。
○老人クラブについて，高齢者人口の増加にもかかわらず，会員数
が減少傾向にある。その要因の一つとして，新規入会者が増えていな
いことが挙げられるため，活動実践者間の交流を進めて社会参画し
やすい環境づくりを図るとともに，子どもの見守り活動や安全安心の
まちづくり活動を通じて「地域と福祉をささえる老人クラブ」をＰＲし，老
人クラブ活動について，理解を進める取組を行う。

128,112 123,484 ▲ 4,628

・プラチナ世代の社会参画促進事
業【健康】
・明るい長寿社会づくり推進事業
【健康】
・老人クラブ活動補助金【健康】

●今後は，ひろしまＮＰＯセンターが行うＮＰＯ法人の基盤強化事業
（研修等）や発表機会の提供等への協力，県民への周知等により，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み，民間による非営利活
動の活性化を図ることとし，ワーク１３②を当該ワークに統合する。
●「人口１０万人当たりのＮＰＯ法人数」については，目標（27法人以
上）を達成できたことから，成果指標から削除する。
●一般から寄付を受けやすくなる税制優遇措置「認定NPO法人制度」
（ＮＰＯ・ボランティア活動促進事業）と，意欲の高いＮＰＯ法人の増加
等の関連性をより明確化するため，新しい指標「税の優遇措置を受け
られる認定（仮認定）ＮＰＯ法人への申請数」を設定する。
●「学生防犯ボランティア数」について，目標を「３００人以上を維持」と
していたが，各大学での防犯講習会の開催を通じて，ボランティア活
動への参画を呼び掛けたことなどにより，平成２５年までの実績が５４
８人と大きく増員できていることから，目標について「５００人以上を維
持」へ変更する。
○県民のＮＰＯ法人活動への参加に向け，引き続き，ＮＰＯ法人自身
の情報公開・社会への発信を促すとともに，県による情報開示やＮＰ
Ｏ法に基づく指導監督処分等を適正に実施する。
○社会的な課題解決へ挑戦する自立したＮＰＯ法人への注目・参画・
支援が集まり，活動が活性化されるよう，引き続き，市町，企業，ひろ
しまＮＰＯセンター等の多様な主体へ連携や支援の働きかけなどを行
う。
○ボランティア団体や参加者に対しては，活動全体の活性化・定着化
に向けた取組を推進するとともに，従事することでの達成感や充実感
を感じることができる取組（表彰，意見交換会等）を推進する。

36,492 38,926 2,434

・NPO・ボランティア活動促進事業
【環境】
・ひろしまアダプト活動支援事業
【土木】
・減らそう犯罪推進事業【警察】

　領域：多様な主体の社会参画　　取組の方向：地域社会活動における男女共同参画を推進します。
　　ワーク：11①男女共同参画を推進する取組の支援や人材の育成　　（主担当局：環境県民局）

　領域：多様な主体の社会参画　　取組の方向：生涯現役として活躍し続けられるよう現役世代から早めの準備を促すとともに，高齢期になっても生きがいを持って就業や地域活動できる環境づくりを進めます。
　　ワーク：12①高齢者のニーズに合った多様な就業機会の提供　　（主担当局：商工労働局）

　　ワーク：12②意欲や能力のある高齢者を地域活動につなげるスキルアップの場の確保，情報提供及び体制づくりの推進　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：多様な主体の社会参画　　取組の方向：県民のＮＰＯ・ボランティア活動への参加を促すとともに，自立したＮＰＯと行政との協働を進めます。
　　ワーク：13①ＮＰＯ法人・ボランティア活動の活性化　[H26～統合]　（主担当局：環境県民局）　←[H25]①ＮＰＯ法人・ボランティア活動への参加の促進，②ＮＰＯ法人等の自立の促進
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

NPO法人の寄附金収入割合 25 ％ 10％ 3.5％ 23 10％
―
（Ｈ26.9頃判明）

実績未確定
●新しい公共支援事業により，平成24年度までＮＰＯ法人の基盤強化
に取り組み，平成25年度には，その成果の取りまとめ・発表会を開催
した。今後は，ひろしまＮＰＯセンターが行うＮＰＯ法人の基盤強化事
業（研修等）や発表機会の提供等への協力，県民への周知等により，
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み，民間による非営利
活動の活性化を図ることとし，当該ワークをワーク１３①に統合する。

4,997 0 ▲ 4,997 ―

大学進学時の転出超過数 27 人 1,000人以下
1,859人
（H25.5.1）

24
1,700人以下
（H26.5.1）

―
（Ｈ26.8速報値判明
予定）

概ね順調
○県内大学の入学者の増加を図るため，引き続き，県内大学と連携
し，県内大学等の魅力について，総合的な情報発信を行う。

16,650 14,900 ▲ 1,750
1,400人以下
（Ｈ27.5.1調査）

・大学の魅力発信強化事業【環
境】

県内理工系大学等卒業者の県内就職率 26 ％ 40％ 38.2％ 24 38.6％ 37.8％ 概ね順調 40.0％

県外大学新卒者等のUターン，Iターン就職
者数(転入者数)

26 人
2,556人（H21比200
人増）

2,219人 24
H23比200人増
(2,244人）

H26.3公表統計値
による

2,556人

重
点
ワ
ー
ク

海外進出する際の即戦力となるグローバル
人材を確保した県内企業の海外ビジネス取
組件数

26 件 27件（累計24-26）
7件
（新規7件）

24
17件
（累計24-25)

17件
（累計24-25)

概ね順調
〇県内中小企業等及びグローバル人材が人材紹介会社を利用しや
すくするためのPRを促進することで即戦力グローバル人材の確保を
促す。

21,128 21,175 47 新規10件

　　　[多様な人材]
・グローバル人材育成確保促進
事業【商工】（一部）

窓口相談等による若年者（20-34歳）の就
職者数

26 人
1,422人（累計24-
26）

873人 24 674人 達成見込み 概ね順調 390人

新規大学卒業者の３年以内離職率 26 ％ 現状値より改善
29.8％
（21.3卒）

24 現状値より改善
31.5％
(22.3卒)

※同一ワーク内「窓
口相談等による若
年者（20-34歳）の
就職者数」で一括
マネジメント

新規高等学校卒業者の３年以内離職率 25 ％ 現状値より改善
31.5％
(21.3卒)

24 現状値より改善
36.5％
(22.3卒)

※同一ワーク内「窓
口相談等による若
年者（20-34歳）の
就職者数」で一括
マネジメント

重
点
ワ
ー
ク

県内の留学生の数
26
↓
32

人
4,600人
↓
5,000人

2,499人
(H24.5.1)

23 4,600人（H26.5.1） ―

実績未確定
●東日本大震災の影響等から，国と同様，本県においても留学生数
が伸び悩む状況にある中で，イノベーションによる，新たな価値の創
造が地域の活性化につながることから，引き続き，留学生の受入と県
内での活躍環境づくりに取り組むこととし，指標については，目標年
次等を見直し，「H32年　5,000人」とする。
〇県内大学・日本語学校・経済団体などの関係者で構成する留学生・
大学グローバル化研究会において，産学官で連携して行う具体的な
取組の方向・役割を整理した上で，留学生獲得に向けた取組を促進
する。

21,848 27,109 5,261
2,680人
（H27.5.1）

　　　[多様な人材]
・留学生受入・定着倍増促進事業
【地域】（一部）

・未就職卒業者等就業体験事業
【商工】
・「ひろしまジョブプラザ」運営事業
【商工】
・若者自立支援プロジェクト事業
【商工】

　領域：人が集まり定着する環境整備　　取組の方向：若年労働者の職場定着を促進します。
　　ワーク：16①若年労働者の職場定着の促進　　（主担当局：商工労働局）

　　※[H26]ワーク№13①へ統合　←[H25]ワーク：13②ＮＰＯ法人等の自立の促進　　（主担当局：環境県民局）

　領域：人が集まり定着する環境整備　　取組の方向：県内の高等教育機関の魅力向上により，県内外からの入学者確保を図ります。
　　ワーク：14①高等教育機関の魅力向上　　（主担当局：環境県民局）

　領域：人が集まり定着する環境整備　　取組の方向：県内外・国外から，産業人材が集まり，定着するための環境整備を進めます。
　　ワーク：15①県内中小企業等を知る機会の提供等によるマッチング促進　　（主担当局：商工労働局）

　　ワーク：15②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　　（主担当局：商工労働局）

重
点
ワ
ー
ク

22,674 ▲ 2,527

　　　[多様な人材]
・ひろしま企業オンキャンパス・リ
クルーティング事業【商工】

○県外の大学生に対する合同企業説明会の実施にあたっては，参加
学生の増加に向けた効果的な手法を検討するとともに，県内就職者
増に向け，中小・中堅企業の魅力等を発信するための情報収集，県
内企業や就職情報専門会社等に調査を行い，新たな取り組みにつな
げる。

25,201

　領域：人が集まり定着する環境整備　　取組の方向：優秀な留学生の積極的な獲得や留学生の受入体制の整備を図るとともに，県内企業への就職等による定着を促進するための取組を進めます。
　　ワーク：17①優秀な留学生の積極的な獲得・受入と勉学・生活の支援　　（主担当局：地域政策局）

●ワーク構成事業の成果をより直接的に把握するため，ワーク目標を
「窓口相談等による若年者（20-34歳）の就職者数」に統合する。
○若者就業サポートセンターにおけるきめ細かな相談対応を行うとと
もに，未就職者を直接就職に結びつける就業体験事業を継続する。
○若者自立支援プロジェクト事業については，依然として県内に多数
のニートが存在していることや進路決定までに時間を要する利用者が
増加しているため，国事業とより連携するとともに，広島地域若者自
立支援ネットワーク構成機関や「広島子ども・若者計画」の構成機関
等との連携を強化することで，よりきめ細かな支援を行う。

626,704 337,956 ▲ 288,748
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

重
点
ワ
ー
ク

県内外の留学生の県内就職者の数
26
↓
32

人 220人
95人
（Ｈ24.1-12）

23 220人(H26.1-12) ―

実績未確定
●東日本大震災の影響等から，国と同様，本県においても留学生の
就職者数が伸び悩む状況にある中で，イノベーションによる，新たな
価値の創造が地域の活性化につながることから，引き続き，留学生の
受入と県内での活躍環境づくりに取り組むこととし，指標については，
目標年次を見直し，「H32年　220人」とする。
〇県内大学・日本語学校・経済団体などの関係者で構成する留学生・
大学グローバル化研究会において，産学官で連携して行う具体的な
取組の方向・役割を整理した上で，留学生の就職支援に向けた取組
を促進する。
○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
開催する。

33,754 34,498 744
116人
（Ｈ27.1-12）

　　　[多様な人材]
・留学生受入・定着倍増促進事業
【地域】（一部）
・グローバル人材育成確保促進
事業【商工】（一部）

国際交流又は支援に関わる県民の割合 28 ％ 前回調査時より増 26.4％ 22 前回調査時より増 ― 順調 前回調査時より増

国際交流・多文化共生に関する啓発イベン
ト開催市町数

28 市町 23市町 13市町 24 16市町 16市町 19市町

県立美術館及び縮景園入館（園）者数 28 万人
H22（54万人）より
増加

63.9万人（美：
42.9，縮：
21.0）

24
H22（54万人）より
増加

約49万人
（美：32.7，縮：16.3）
（H25.11末）

概ね順調 54万人（H22）より
増加

展覧会入館者数 28 万人 調整中 29.4万人 24 35万人
237,882人
（H25.11末）

調整中
(策定中の次期美
術館活性化行動計
画を踏まえて設定)

けんみん文化祭参加者・鑑賞者数 29 人

・総合フェスティバ
ル開催年：H23
（35,875人）より増
加
・展示系フェスティ
バル開催年：H24
（32,317人）より増
加

32,317人 24
H23（35,875人）より
増加

―
（H26.3判明予定）

32,317人（H24）より
増加

広島交響楽団公演入場者数 29 人
H20（93,442人）より
増加

85,656人 24
H20（93,442人）より
増加

67,206人
（H25.12末）

93,442人（H20）より
増加

文化情報コーナー来館者数（広島＋福山） 25 人
H22（47,987人）より
増加

46,697人 24
H22（47,987人）より
増加

27,461人
（Ｈ25.11末）

概ね順調 ―

文化情報コーナーホームページアクセス件
数

26 件
H22（252,440件）よ
り増加

375,287件 24
H22（252,440件）よ
り増加

218,443件
（Ｈ25.11末）

252,440件（H22）よ
り増加

県立文化施設の利用率
（広島県民文化センターのホール）

26 ％
H22（66.4％）より向
上

68.3 ％ 24
H22（66.4％）より向
上

70.7％
（H25.11末）

66.4_％（H22）より
向上

県立文化施設の利用率
（県民文化センターふくやまのホール）

26 ％
H22（49.7％）より向
上

53.9 ％ 24
H22（49.7％）より向
上

52.6％
（H25.12末）

49.7_％（H22）より
向上

県立文化施設の利用率
（広島県立文化芸術ホール）

26 ％
H22（53.7％）より向
上

67.1％ 24
H22（53.7％）より向
上

46.3％
（Ｈ25.12末）

53.7_％（H22）より
向上

県内公立文化ホール連携 26 ―
・県内公立文化
ホール連携事業の
促進

―
公立文化ホール連
携事業実施件数　2
件

２件（安芸高田市・
福山市連携事業，
廿日市市・呉市連
携事業）

県内公立文化ホー
ル連携事業の促進
（連携事業：３件）

○文化・芸術環境を充実させるため，引き続き，県立美術館・縮景園
の管理運営，けんみん文化祭の開催，広島交響楽団への支援を行
う。

532,320 519,519 ▲ 12,801

・県立美術館活性化対策事業 【環
境】
・けんみん文化祭開催事業【環
境】
・広島交響楽協会補助事業【環
境】

●文化情報コーナーの運営（文化情報の提供・相談業務）について
は，インターネットの普及等を踏まえ，抜本的な見直し（規模縮小）を
行うこととし，「文化情報コーナーへの来館者数」は成果指標から削除
する。
○引き続き，県立文化施設の適切な管理運営等により，優れた文化
芸術を鑑賞する機会を提供する。また，県内文化ホール間の連携に
より，魅力ある県内巡回イベントを招致し，県内文化ホールの活性化
を図る。

326,223 367,436 41,213

・文化行政推進事業費【環境】
・県民文化センター管理運営費
【環境】
・広島県立文化芸術ホール管理
運営事業【環境】

〇市町において地域の外国籍県民の生活を支援するボランティアの
発掘や養成等のニーズが高いことから，引き続き市町が主体的に取
り組む啓発・研修事業等の実施を支援する。

54,095 21,413 ▲ 32,682

・多文化共生の地域づくり支援事
業【地域】

　　ワーク：18②多様な主体による文化・芸術交流の推進　　（主担当局：環境県民局）

　　ワーク：17②県内企業への就職等による定着　　（主担当局：地域政策局）

　　ワーク：17③外国籍県民の生活支援と県民のグローバル化促進　　（主担当局：地域政策局）

　領域：人が集まり定着する環境整備　　取組の方向：県内の文化・芸術・スポーツ資源や世界的知名度の活用等により，本県の魅力を創出・発信します。
　　ワーク：18①創造を促す文化･芸術環境の充実　　（主担当局：環境県民局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県立博物館入館者数（児童生徒利用者数）
【歴史民俗資料館】

25
↓
26

人 前年度比増
23,953人
（12,169人）

24 前年度比増
29,259人
（14,936人）
（H25.12時点）

概ね順調 前年度比増

県立博物館入館者数（児童生徒利用者数）
【歴史博物館】

25
↓
26

人 前年度比増
40,347人
（19,277人）

24 前年度比増
44,760人
（20,014人）
（H25.12時点）

前年度比増

国指定及び県指定文化財の保存 ― ― ― ― ― ― ―

国民体育大会男女総合成績
25
↓
30

位 8位以内 12位 24 8位以内 15位 遅れている 8位以内

県立スポーツ施設利用者数（総合体育館）
25
↓
30

人 前年度比増 1,997,502人 24 2,100,000人
2,101,498人
（H25.11時点）

2,142,000人

県立スポーツ施設利用者数（総合グランド）
25
↓
27

人 前年度比増 378,846人 24 313,000人
287,452人
（H25.11時点）

317,000人

総合型地域スポーツクラブの育成市町数・
クラブ数

25
↓
26

市町
クラブ

23市町
50クラブ

19市町
37クラブ

24
23市町
50クラブ

20市町
36クラブ

23市町
50クラブ

びんご運動公園利用者数 27 万人 68万人 59万人 24 67万人 74万人 概ね順調 67万人

みよし公園利用者数 27 万人 71万人 66万人 24 70万人 71万人 71万人

せら県民公園利用者数 27 万人 38万人 40万人 24 38万人 38万人 38万人

共同研究マッチング件数 26 件 5件 ― 5件 7件

順調
〇研究開発は，企業の優れた技術力を活かした新事業展開や高付
加価値を創出し，中長期的な競争力を確保するために重要である
が，企業単独の取組には限界があるため，産学官連携による共同研
究を支援する必要がある
○広島県産業科学技術研究所については，公益法人を指定管理者と
し，同法人が受託する産学共同研究を行う研究所としての機能を廃
止することとし，今後は，産学共同研究を実施する場として運営を行
う。

139,242 86,435 ▲ 52,807 5件

・ひろしま産学共同研究拠点管理
事業【商工】
・地域共同研究プロジェクト推進事
業【商工】

産業支援融資を利用した企業の創業数 26
社
（者）

230社（者） 166社（者） 24 230社（者） 190社（者） 遅れている 230社（者）

ひろしまイノベーション推進機構による出資
企業数

29 社
H29年度までに10
件

１件 24
H29年度までに10
件

新規１件（累計2件）
H29年度までに10
件

設備貸与資金による，支援企業の付加価
値額の目標達成割合

26 ％ 56％ 63.6％ 24 56％ 56％ 56％

　　ワーク：18③優れた文化に親しむ環境づくり　　（主担当局：教育委員会）

1,858,277

〇産業支援融資については，景気が回復傾向の中，昨年度より実績
が伸びており，更に融資制度の拡充を図り，創業しやすい環境を整備
する。

1,700,245

○過年度実績等を分析・精査し，目標設定の精度を高めたうえで，企
画展等の充実や広報活動等の強化を図る。
【H26企画展等内容】
・歴史民俗資料館…「ぐるっとひろしま神楽めぐり（仮称）」など
・歴史博物館…「尾張徳川家の至宝 優美なる茶と香の世界（仮称）」
など
○児童生徒の利用者数については目標達成しており，引き続き，学
校等への出前授業等のアウトリーチを進める。

213,286 220,626 7,340

・歴史民俗資料館運営費【教育】
・歴史博物館運営費【教育】
・埋蔵文化財保護費【教育】
・文化財保存事業費補助金【教
育】

○国民体育大会男女総合成績の向上に向け，寄与度の薄い取組を
整理するとともに，各競技団体において，競技ごとの弱点や多角的な
面からの国体成績の分析を進め，効果的な対策を実施するとともに，
多くのジュニア選手の活動の拠点となる学校の部活動に焦点を当て，
特に高校段階で特定の競技ごとに拠点校指定を拡充するなど，取組
強化を進める。
○スポーツ施設については，両施設とも利用者数は前年度を上回る
見込みであり，更なる利用者数の増加に向け，引き続き，取組内容を
精査し，積極的にサービスの質的向上を進める。
○クラブ創設の意向のある地域を中心に，県体育協会のクラブアドバ
イザーや市町と連携しながら，引き続き，創設に係る課題解決に向け
た助言を行っていく。

600,224 588,418 ▲ 11,806

・国体成年選手強化事業【教育】
・トップアスリート育成強化事業
【教育】
・体育施設整備費【教育】
・体育施設管理費【教育】

○公園施設の機能維持，魅力向上を図るため，引き続き，計画的な
修繕，改築，更新を実施するとともに，指定管理者制度等を活用した
適切な管理・運営を推進する。

　　ワーク：18④豊かなスポーツライフの実現　　（主担当局：教育委員会）

　　ワーク：18⑤レクリエーション空間の提供・創出　　（主担当局：土木局）

404,435 413,287 8,852

・広域公園管理費【土木】
・公園事業費【土木】

158,032

・預託制度運用費【商工】
・設備貸与資金貸付金【商工】

　　ワーク：19②資金支援　　（主担当局：商工労働局）

分野：新たな経済成長…新たな挑戦を行う企業や人が活発に活動し,イノベーションを通じて新しい経済成長のステージが生まれることで,魅力のある雇用・労働環境が創出され，県民が将来に向けて大きな希望が持てる強固な経済基盤が整っています。
　領域：新たな産業・基幹産業　　取組の方向：本県が誇る“ものづくり産業”の集積を最大限に活用しながら，企業の付加価値・競争力を上げるイノベーション力の徹底強化に取り組みます。
　　ワーク：19①研究開発の支援　　（主担当局：商工労働局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

支援対象の創業・第二創業件数 27 件
900件（H25-H27累
計）

― 300件
創業・第二創業件
数300件

概ね順調 創業・第二創業件
数300件

支援対象事業の売上高 28 ― 2倍（支援後3年）
（支援企業15
社）

24

支援企業のうち年
度別事業計画を達
成する企業の割合
80％

―

支援企業のうち年
度別事業計画を達
成する企業の割合
80％

支援小規模事業者の付加価値額増の達成
割合

28 ％ 80％ 53.0％ 24 65％ 65％ 65.0％

支援企業の新事業進出・展開件数 27 件 83件 ― 83件 ― 91件

販路開拓支援企業の成約額 27 千円 178,860千円 304,158千円 24 155,012千円 170,000千円 概ね順調 170,000千円

広島のブランド価値（日経リサーチ調べ：地
域ブランド力ランキング）

27 位 全国8位 全国12位 24 全国11位 ― 全国11位

県内製品の認知度・購買意識を有する人の
割合

27 ％ 60％ 19％ 24 49％ ― 60％

伝統的工芸品売上高 27 百万円 207百万円 170百万円 24 193百万円 ― 199百万円

広島ブランドショップ「ＴＡＵ」売上高 27 円
前年度（Ｈ26年度）
の実績を上回る額

― 5億円 ―
H25年度の実績を
上回る額

産業財産権(特許権，実用新案権，意匠
権，商標権)出願件数

28 位
中国,四国,九州で１
位

中国，四国，
九州で2位

24
中国,四国,九州で2
位

― 実績未確定
○引き続き，知財窓口を継続して運営すること等により，知的資産を
活用した中小企業の経営力向上を支援する。 15,153 13,769 ▲ 1,384

中国，四国，九州で
2位

・知財活用ビジネス総合支援事業
【商工】

企業立地件数 29 件
170件
（累計25-29）

53件
（累計23-24）

24
100件
（累計23-25）

達成見込み 概ね順調 34件(新規)

新規雇用者数
(立地企業の新規雇用予定者数)

29 人
3,350人
（累計25-29）

2,122人
（累計23-24）

24 現状値以上 現状値以上 670人（新規）

重
点
ワ
ー
ク

[H26～新規設定]
産学金官のつながりの強化
ひろしまイノベーション・ハブから生まれた
新たな産学金官の取組

28 件 10件／年 ― ― ―

―
●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や成果検証ができるよう，新たなワーク及
び指標を設定する。
〇イノベーション・エコシステムの環境整備のための取組（交流・開発
等を行う「場」づくり，人材育成，資金循環）を新たに実施する。

0 30,481 30,481 4件／年

　　　[事業環境]
・ひろしまオープン・イノベーション
推進事業【商工】

医療機器等生産額 32 億円 1,000億円 117億円 24 125億円 (H26.11公表予定） 概ね順調 140億円

医療機器等製造企業数 32 社 100社（累計） 34社 24 35社 35社（H25.10） 38社

　　ワーク：19⑦産学金官の新たなネットワーク構築の支援[H26～新規設定]　　（主担当局：商工労働局）

重
点
ワ
ー
ク

▲ 65,401

　　　[事業環境]
・創業・新事業展開等支援事業
【商工】
・広島県中小・ベンチャー企業成
長支援事業【商工】
・小規模事業経営支援事業費補
助金【商工】

○広島ブランドショップ「TAU」において，引き続き，広島ファンの増加
イベントの展開，HPやフェイスブック等を活用した情報発信，店舗の
認知性向上に向けたプロモーションを行う。
○県産品の育成から販路拡大までの一貫した支援を行い，引き続
き，県産品の販路拡大を図る。

重
点
ワ
ー
ク

○県内への企業誘致及び県内既存企業の設備投資の促進に引き続
き取り組む。

6,176,548 5,731,751

　　ワーク：19④販路拡大の取組支援　　（主担当局：商工労働局）

　　ワーク：19⑤知的財産の活用支援　　（主担当局：商工労働局）

▲ 444,797

・企業立地促進対策事業【商工】
・広島港機能施設運営費【土木】

○平成24年度に策定したアクションプランに基づき，クラスター形成の
発展段階に応じた推進体制の整備・維持やクラスター形成の加速化
に向けた取組強化等について，引き続き，着実に実行する。

　　ワーク：19③多様な創業・事業化・経営革新への取組支援　　（主担当局：商工労働局）

　　ワーク：19⑥企業の集積支援　　（主担当局：商工労働局）

　領域：新たな産業・基幹産業　　取組の方向：成長産業の育成支援に重点的に取り組みます。
　　ワーク：20①医療・健康関連産業の育成支援　　（主担当局：商工労働局）

○イノベーションを連鎖的に創出する事業環境を構築するため，引き
続き，多様な創業・新事業展開の支援強化に取り組む。
〇小規模事業者の経営改善を図るため，引き続き，商工会議所，商
工会，商工会連合会による小規模事業者の経営を支援する事業の補
助を行う。

2,625,545 2,560,144

195,320 238,789 43,469

　　　[事業環境]
・医療関連産業クラスター形成事
業【商工】

347,844 296,652 ▲ 51,192

・販路開拓支援事業費補助金【商
工】
・広島ブランドショップ運営事業
【商工】
・ひろしまブランド推進事業［商工］
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

環境関連産業の売上高 32 億円
1,500億円
　海外：500億円
　国内：1,000億円

1,064億円 24 1,058億円 達成見込み やや
遅れている

1,084億円

びんごエコタウンにおける産業廃棄物排出
抑制・リサイクル関連の企業・団体数

27 団体 前年度より増加 20団体 24 前年度より増加 21団体 21団体より増加

リサイクル技術研究事業化件数 27 件 前年度より増加 10件 24 前年度より増加 14件 14件より増加

重
点
ワ
ー
ク

新規売上増加額（自動車関連部品） 30 百万円 18,000百万円 ―
研究開発プロジェク
ト組成件数　3件以

上

研究開発プロジェク
ト組成件数　8件

順調
〇自動車関連産業について，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ある現状を踏まえ，経験豊かな人材を配置した
ラボを新たに整備して新技術の芽出しを強化し，研究開発ステージに
応じた資金等の供給と合わせて，事業化までの研究開発活動を活性
化する。

202,899 198,849 ▲ 4,050 １５億円

　　　[事業環境]
・次世代ものづくり基盤形成事業
【商工】（一部）

生産性向上のための指導・支援先企業の
付加価値額増加率

27 ％
指導・支援先の付
加価値額が平均
6％向上

（現場改善指
導等の実施：
39社）

24
支援企業のうち事
業計画を達成した
企業の割合　100%

支援企業のうち事
業計画を達成した
企業の割合　100%

※同一ワーク内で
別途定量目標を設
定

研究成果による効果額（製品販売額・コスト
削減額）（億円）

28 億円

58億円
（H24から取り組む
戦略研究プロジェク
トの合計）

0.8億円 24 1.5億円 1.5億円 3.0億円

〔Ｈ26～新規設定〕
支援企業の新事業展開件数

29 件 17件 ― ― ―
―
（効果発現はＨ28
年度以降）

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

 順調

　　　[事業環境]
・環境浄化産業クラスター形成事
業【商工】
・びんごエコタウン推進事業【環
境】

●ものづくり産業の高度化の取組強化に伴い，事業と指標の関連性
をより明確にするため，新たな指標「支援企業の新事業展開件数」を
設定する。
〇中小企業の中長期的な研究開発投資が減少している状況の改善
を図るため，引き続き，本県の基幹産業（輸送用機械，一般・電気機
械関連分野）に属するものづくり企業の実用化開発を促進することに
より，経済・雇用に波及効果のある，新たなビジネスの獲得につなげ
る取組を支援する。
○県内企業において，新興国の台頭等により，機能や価格面低下と
いう課題が生じていることから，新たな価値軸である感性価値を活用
したものづくりへの取組を支援する。
〇総合技術研究所の人材と知見，産学金官のネットワークを結びつ
け，中堅・中小企業者や農林水産事業者の製品化等をスピードアップ
する研究開発に取り組む。

192,758 285,657 92,899

　　　[事業環境]
・次世代ものづくり基盤形成事業
【商工】(一部)
・戦略研究プロジェクト推進事業
【総務】
・総合技術研究所研究開発費（工
業）【総務】

　　ワーク：21②ものづくり産業の高度化　　(主担当局：商工労働局）　←[H25]ものづくり産業の高度化・低炭素化

　　ワーク：20②環境関連分野の育成支援　　（主担当局：商工労働局）

　領域：新たな産業・基幹産業　　取組の方向：ものづくり技術の高度化や開発を推進します。
　　ワーク：21①次世代自動車への対応　　(主担当局：商工労働局）

○展開地域ごとの情勢に応じた事業内容の見直しを行い，環境浄化
産業の集積，生産規模の拡大を促進するため，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，企業連携の促進等につ
いて，引き続き，着実に実行する。
○廃棄物排出抑制・リサイクル関連企業，リサイクル技術研究事業化
件数の増加を図るため，引き続き，びんごエコ団地への立地促進や，
リサイクル関連研究開発を行う事業者等への助成を行う。

438,939 438,929 ▲ 10
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県内企業の海外事業所数
（うち四川省の事業所数）

26 事業所
711事業所
（13事業所）

663事業所
（7事業所）

24
687事業所
（11事業所）

―
概ね順調

※目標設定を分野
別の海外売上高に
再編成し，マネジメ
ントする。

県内企業の海外への事業展開数 26 件 84件（累計） 47件（累計） 24 62件（累計） 57件（累計）

※目標設定を分野
別の海外売上高に
再編成し，マネジメ
ントする。

中国四川省から受け入れる研修員に対す
る県内環境関連技術の紹介件数

25 件 30件（累計23-25）
20件
（23-24）

24 10件

0件
（四川省側から今
年度の研修を延期
したいとの連絡が
あり，今年度の実
施が不可能）

―

[H26～新規設定]
中国四川省から受け入れる研修員に対す
る県内環境関連技術の紹介件数
※上記目標を再設定

28 件 21件（累計26-28） ― ― ― ７件

[H26～新規設定]
県の支援による海外売上高（自動車）

34 億円 300億円 ― ― 0億円 ※H29から計上

[H26～新規設定]
県の支援による海外売上高（再生可能エネ
ルギー）

34 億円 50億円 ― ― 0億円 ※Ｈ27から計上

[H26～新規設定]
県の支援による海外売上高（消費財（食
品））

34 億円 100億円 ― ― 39.2億円 41.6億円

[H26～新規設定]
県の支援による海外売上高（消費財（衣料
等））

34 億円 200億円 ― ― 99.0億円 100.8億円

[H26～新規設定]
県の支援による海外売上高（サービス産
業）

34 億円 150億円 ― ― 0億円 3.4億円

広島港の航路拡充（中国） 27 週/便 週10便 週6便 24
中国便の増便
週６便⇒週７便（３
曜日⇒５曜日）

週6便 やや
遅れている

週7便

広島港の航路拡充（東南アジア） 27 週/便 週5便 週2便 24

東南アジア便の増
便
週２便⇒週３便（タ
イ航路の新設）

週2便 週3便

福山港の航路拡充（中国） 27 週/便 週10便 週6便 24
中国便の増便
週６便⇒週７便（３
曜日⇒５曜日）

週6便 週7便

福山港の航路拡充（東南アジア） 27 週/便 週1便 週0便 24

東南アジア便の新
設
週0便⇒週1便（タイ
航路の新設）

週0便 週1便

貨物コンテナ年間取扱量【広島港】 27
千ＴＥ
Ｕ

260千ＴＥＵ 179千TEU 24 191千TEU 210千TEU 237千TEU

貨物コンテナ年間取扱量【福山港】 27
千ＴＥ
Ｕ

130千ＴＥＵ 77千TEU 24 85千TEU 80千TEU 92千TEU

重
点
ワ
ー
ク

　領域：新たな産業・基幹産業　　取組の方向：アジアを中心とする海外成長市場を対象としたビジネス機会の拡大を支援します。
　　ワーク：22①海外ビジネス展開への支援　　（主担当局：商工労働局）

　　ワーク：22②外航コンテナ航路の拡充　　(主担当局：土木局）

●　県から見た中国市場の規模は大きく，県内環境関連企業の技術
を紹介することで，四川省環境関連企業とのビジネスマッチングに活
用することが期待できることから，再度，平成26年度から３年間の協
定を締結することとしたため，目標「中国四川省から受け入れる研修
員に対する県内環境関連技術の紹介件数」を再設定する。
●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・消費財・再生可能エネルギー・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，事業内容及びワーク指標を産業分野ごとに再編整理する。
○自動車：自動車部品企業の海外展開をオール広島（県+支援機関+
金融機関等）により支援する。
〇再生可能エネルギー：ハワイ州での新規参入機会の発掘を行うとと
もに，アセアン等でのＯＤＡ事業採択に向けた現地調査を実施する。
〇消費財：物産展の開催，見本市への出展支援や，現地商談会を開
催し，販路拡大を支援する。
○サービス産業：海外展開セミナーの開催や，市場調査団の派遣に
より，アセアン等へのサービス産業の進出を支援する。
○地方政府間の協力関係の構築を更に進めるため，環境分野におい
ては，引き続き，四川省環境保護庁職員への研修を実施し，また，企
業訪問中心の研修を行うことにより，四川省のニーズ等の把握による
企業への支援を図る。

211,299 127,354 ▲ 83,945

　　　[事業環境]
・海外ビジネス展開支援事業 【商
工】

○経済情勢が回復基調にあるが，新たな航路の開設や増便までには
至っていないことから，県内港の取扱貨物量の増加を図るため，引き
続き，荷主に対する助成制度を実施する。また，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，船社の寄港当初の負
担軽減措置を強化し，新規航路等の誘致を図る。

3,344,771 2,812,283 ▲ 532,488

　　　[事業環境]
・ポートセールス強化事業【土木】
・広島港港湾振興事業費【土木】
・備後地域重要港湾振興事業費
【土木】

重
点
ワ
ー
ク
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

重
点
ワ
ー
ク

広島空港利用者数
25
↓
27

万人
269.1万人
↓
326.9万人

265万人 24 269.1万人 269.1万人

概ね順調
●広島空港利用者数について，航空ネットワークの維持・拡充を実現
させ，県民の交通利便性向上に寄与することを目指すため，目標年
次を延長し，現状の環境・課題等を踏まえた目標値を設定する。
〇国際線について，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
する。
○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する。

181,337 284,511 103,174 287.1万人

　　　[事業環境]
・広島空港ネットワーク充実事業
【土木】
・インバウンド強化事業【土木】
・広島空港アクセス性向上対策事
業【土木】
・空港振興事業【土木】

集落法人数 27 法人 300法人 227法人 24 264法人 243法人 やや
遅れている

281法人

農業参入企業数 27 法人 95法人 61法人 24 72法人 72法人 83法人

認定農業者数（一般法人） 27 法人 160法人 134法人 24 148法人 148法人 154法人

認定農業者数（個別経営） 27 法人 1,158経営体 1,006経営体 24 1,140経営体 1,140経営体 1,149経営体

担い手の経営面積 32 ha 20,000ha 10,785ｈａ 24 11,706ha 11,706ha
概ね順調

○国の制度改正を踏まえ，農地中間管理機構を新たに設置，活用し
て，集落法人・農業参入企業・認定農業者など，担い手へ農地の集積
を加速させる。 3,093,803 3,585,049 491,246 12,506ｈａ

・農地集積加速化支援事業【農
林】
・県営ほ場整備事業費【農林】
・農地中間管理事業【農林】

経営力の高い集落法人数
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大型）

27 法人 12法人 1法人 24 5法人 １法人 やや
遅れている

7法人

経営力の高い集落法人数
（経営発展型）

27 法人 40法人 6法人 24 19法人 7法人 30法人

経営力の高い集落法人数
（経営発展移行型）

27 法人 49法人 38法人 24 40法人 40法人 46法人

農業参入企業数 27 法人 95法人 61法人 24 72法人 72法人
※ワーク23①にお
いて一元的にマネ
ジメント

認定農業者数（一般法人） 27 法人 160法人 134法人 24 148法人 148法人
※ワーク23①にお
いて一元的にマネ
ジメント

認定農業者数（個別経営） 27 法人 1,158法人 1,006経営体 24 1,140経営体 1,140経営体
※ワーク23①にお
いて一元的にマネ
ジメント

木材生産量5千m3/年以上の林業事業体
数

27 社

14社（木材生産量5千
㎥/年以上の林業事
業体数）
　5千㎥以上10社
　1万㎥以上3社
　3万㎥以上1社

―

10社（木材生産量5
千㎥/年以上の林
業事業体数）
　　5千㎥以上7社
　　1万㎥以上2社
　　3万㎥以上1社

10社（木材生産量5
千㎥/年以上の林
業事業体数）
　　5千㎥以上7社
　　1万㎥以上2社
　　3万㎥以上1社

概ね順調
12社（木材生産量5
千㎥/年以上の林
業事業体数）
　　5千㎥以上7社
　　1万㎥以上2社
　　3万㎥以上1社

森林施業プランナー人数 27 人 60人 27人 24 42人 42人 52人

578,777 581,911

　　ワーク：22③航空定期路線の拡充　　(主担当局：土木局）

　領域：農林水産業　　取組の方向：地域の核となる経営力の高い担い手の育成に取り組みます。
　　ワーク：23①≪農業≫担い手の育成　　（主担当局：農林水産局）

○林業事業体の経営基盤強化に向けて，施業の集約化や生産性の
向上に必要な人材を確保するため，引き続き，森林施業プランナーの
育成や現場技能者の技術力向上に係る研修を実施する。

　　ワーク：23③≪農業≫経営力の強化　　(主担当局：農林水産局）

　　ワーク：23④≪林業≫林業事業体の育成強化　　(主担当局：農林水産局）

●経営力を評価する指標に限定することとし，担い手に関連する目標
を削除する。
○集落法人のマネージメント力・組織管理力が不十分なため，経営面
積の拡大や新分野への取組（収益性が高い園芸作物の導入や農産
物加工等）が遅れており，目標は未達成となる見込み。引き続き，経
営力の強化を目指す法人を対象として，経営発展に向けた機械・施
設の整備を支援するとともに，「ひろしま農業経営者学校」における研
修を通じて，農業者の経営スキルの向上を図るなど，ハード・ソフト両
面から集中的な支援を行う。

330,231 251,495 ▲ 78,736

　　　[事業環境]
・担い手経営発展チャレンジ事業
【農林】
・農業ビジネス経営力向上事業
【農林】

○集落法人については，地域の合意形成に時間を要するなど，法人
設立のペースが遅くなっており，目標は未達成となる見込み。今後
は，重点推進地区を設定した上で，専門家の派遣など，各地域の取
組段階に応じたソフト支援を行うとともに，農地中間管理機構を活用し
て集落法人等への農地集積を加速させ，着実な法人の設立を図って
いく。
○農業参入企業や認定農業者についても，地域営農の重要な担い手
と位置付け，農業経営の開始や経営発展に向けた機械・施設整備へ
の支援を強化する。

　　ワーク：23②≪農業≫担い手への農地の集積と生産基盤の整備　　(主担当局：農林水産局）

3,134

・森林整備加速化・林業再生基金
事業（人材育成分）【農林】
・林業技術改善普及費【農林】

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

462,252 238,962

　　　[事業環境]
・担い手経営発展チャレンジ事業
【農林】
・農業ビジネス経営力向上事業
【農林】
・農地中間管理事業【農林】

223,290
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

漁業生産額 27 億円 293億円
272億円【見込
値】（26年4月
確定）

24 278億円 278億円 遅れている
※ワーク24⑦にお
いて一元的にマネ
ジメント

漁業経営体数のうち担い手数 27 経営体 530経営体 463経営体 24 499経営体 465経営体 514経営体

担い手グループ数 27
グルー
プ 23グループ 14グループ 24 16ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19グループ 21グループ

漁業協同組合数 27 組合 6組合
59組合
※県合併推進
協議会の設立

24
51組合
※9漁協の合併契
約の調印

60組合
※田尻あんずの里
漁協の新設による
増

※同一ワーク内の
他の目標（担い手
数・担い手グループ
数）でマネジメント

野菜重点品目産出額
（野菜産出額）

27 億円
 89億円
(230億円)

62億円
（195億円）

24
73億円
(200億円)

70億円
(196億円)

概ね順調
79億円
（214憶円）

果樹重点品目産出額
(果樹産出額)

[参考]レモン産出額

27 億円

  62億円
(140億円)

15.9億円

50億円
（156億円）

12億円

24

57億円
(135億円)

14.2億円

57億円
（135億円）

14.2億円

60億円
（138億円）

15.1億円

花き重点品目産出額
（花き産出額）

27 億円
10.4億円
(32億円)

10億円
（30億円）

24
10億円
(32億円)

10億円
（32億円）

10億円
（32億円）

広島牛出荷頭数（肥育牛） 27 頭/年 4,380頭/年 4,170頭/年 24 4,230頭/年 4,230頭/年

順調
〇県内量販店における広島県産和牛の取扱いを拡大していくため，
他県産和牛との差別化に向けて，広島和牛血統の普及・定着を推進
するとともに，受精卵移植グループを中心とした受精卵の効率的な移
植・供給体制の構築や県有種雄牛凍結精液生産の安定化を図る。

116,580 43,188 ▲ 73,392 4,300頭/年

・家畜人工授精事業【農林】
・広島牛受精卵移植普及定着推
進事業【農林】

バリューチェーンの構築による主要品目の
産出額

27 億円 115億円 83.7億円 24 97億円 97億円 概ね順調 ※新たな目標を設
定してマネジメント

[H26～新規設定]
６次産業化の市場規模

32 億円 220億円 180.7億円 23 ― 182億円 184億円

地域森林計画の樹立・変更 27
計画
区数

地域森林計画の見
直し

変更：４計画
区

24
樹立：1計画区
変更：3計画区

樹立：1計画区
変更：3計画区

遅れている
※同一ワーク内の
他の目標（素材生
産量）でマネジメン
ト

県産材（スギ・ヒノキ）素材生産量 27
万㎥/
年 30万㎥/年 20.2 万㎥/年 24 23.0 万㎥/年 23.0 万㎥/年 27.0 万㎥/年

県産材（スギ・ヒノキ）素材生産量（うち低コ
スト林業団地分）

27
万㎥/
年 15万㎥/年 10.0 万㎥/年 24 11.5 万㎥/年 11.5 万㎥/年 13.5 万㎥/年

再植林経費 32
万円
/ha 47.5万円/ha以下 60万円/ha 24

更なる経費削減
（H24実績以下）

更なる経費削減
（H24実績以下）

更なる経費削減
（H25実績以下）

県産材の製材品出荷量 27
万㎥/
年 16万㎥/年 5.7万㎥/年 24 10万㎥/年 10万㎥/年 13.0万㎥/年

重
点
ワ
ー
ク

　　ワーク：23⑤≪水産業≫担い手の育成と経営力の強化　　(主担当局：農林水産局）

重
点
ワ
ー
ク

3,445,192 2,944,665 ▲ 500,527

　　　[事業環境]
・ひろしま林業ビジネスモデル実
践プロジェクト（木材生産モデル
事業）（木材流通効率化促進事
業）【農林】
・森林整備加速化・林業再生基金
事業（川上・川中対策分）【農林】
・育成林整備事業費【農林】
・森林居住環境整備事業費【農
林】
・県営林事業費特別会計【農林】

●担い手の育成や経営力の強化に集中的に取り組むこととし，指標
を再編整理する。
●「担い手グループ数」については，当初の目標を達成したため，目
標を上方修正することとし，グループの育成に向けた取組を強化す
る。
○グループ活動による販売高はアップし，個々の経営体の所得も向
上しているが，販売規模が小さいため，担い手（漁業所得500万円以
上）の育成までには至っておらず，目標は未達成となる見込み。今後
は，担い手の育成に向けて，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・施設の整備に対する新
たな支援を行う。

26,646 36,085

重
点
ワ
ー
ク

　　ワーク：24③≪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　　(主担当局：農林水産局）

　領域：農林水産業　　取組の方向：生産・流通・加工・販売体制の確立に取り組みます。
　　ワーク：24①≪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　　(主担当局：農林水産局）

　　ワーク：24②≪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～畜産　　(主担当局：農林水産局）

●効率的な木材生産・流通加工体制の構築に向けて，一貫した取組
を推進するため，ワーク及び指標を再編整理する。
○木材生産体制の効率化に向けて，引き続き，路網整備や高性能林
業機械の導入を促進するとともに，複数の林業事業体（森林組合等）
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
た取組を支援する。
○中間土場の整備や流通コーディネート活動を支援し，実需者ニー
ズに基づく，木材の安定供給システムの構築を図る。
〇県営林長期管理経営方針に基づく計画的な森林整備，木材生産を
通じ，県土の保全や森林の持つ公益的機能の維持・発揮，木材の安
定的な供給を図るとともに，県営林事業の経営改善に向けて，伐採か
ら搬出・流通まで一貫したコスト削減に取り組む。

●成果の検証により適した目標とするため，指標を「６次産業化の市
場規模」へ変更する。
〇県産農林水産物等の販路拡大に向けて，引き続き，生産者と実需
者のマッチングに取り組むとともに，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。

23,000

236,499 324,987 88,488

　　　[事業環境]
・重点品目産地拡大推進事業【農
林】
・広島レモンのブランド化による
かんきつ産地育成事業【農林】

重
点
ワ
ー
ク

168,679 145,679

　　　[事業環境]
・６次産業化総合支援事業【農
林】

　　ワーク：24④≪林業≫効率的な木材生産・流通加工体制の構築[H26～統合]　　（主担当局：農林水産局）　←[H25]④適正な森林資源管理と効率的な木材生産体制の構築，⑤県内経済に貢献できる流通加工体制の実現

9,439

　　　[事業環境]
・水産業担い手育成事業【農林】
・水産業技術指導費【農林】

○野菜重点品目については，キャベツ・アスパラガス等を中心として，
栽培技術の不足により，目標収量を確保できない集落法人が多く，結
果，経営リスクの懸念から規模拡大が進まず，目標は未達成となる見
込み。このため，キャベツでは，再生産費用の助成により，規模拡大
のリスクを軽減するとともに，新たに夏作に取り組む生産者を対象とし
て，出荷実績に応じて助成金を交付し，周年安定供給体制の構築を
図る。アスパラガスでは，収量アップを図るため，露地圃場への簡易
ハウスの導入を支援する。
〇レモンについては，担い手への園地の集積等を支援し，担い手主
体の産地づくりを推進するとともに，長期貯蔵の取組において，昨年
度，腐敗率が高かった８・９月の貯蔵方法を見直し，レモンの周年安
定供給体制の構築を図っていく。
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

公共建築物等への木材利用拡大 27
千㎥/
年 10千㎥/年 5.7千㎥/年 24 6千㎥/年 6千㎥/年

やや
遅れている 8千㎥/年

県内での県産材製材品販売量のシェア 27 ％ 27％ 13％ 24 17％ 17％ 22％

海面漁業生産量のうち栽培放流対象魚種
の生産量

27 トン 1,575トン
1,479トン
【見込値】
H26.4月確定

24 1,511トン 1,511トン
やや
遅れている

1,539トン

藻場・干潟の造成改良面積 27 ha
14.4ha（H23-27の
5ヵ年の合計面積）

7.6ha 24 9.1ha 8.6ha 12.4ha

漁業違反通報件数 ― 件
（H20-22平均40件
より）低減

28件 24 28件 20件
※同一ワーク内の
他の目標でマネジ
メント

[Ｈ26～新規設定]漁業生産額 27 億円 293億円
272億円【見込
値】（26年4月
確定）

24 278億円 278億円
概ね順調

285億円

かき養殖生産額 27 億円 170億円 155億円 24 157億円 157億円 163億円

ブランド化・加工販売など戦略的販売の取
組件数

27 件 3件 2件 24 2件 2件 3件

総観光客数 29 万人 6,100万人 5,893万人 24
5,737万人（H23比
205万人増）

成果目標達成見込
み

5,750万人

じゃらん宿泊旅行調査「今後の来訪意向ラ
ンキング」

29 位
10位以内（全国順
位）

全国20位
（3.8％）

24
10位以内（全国順
位）

―
※同一ワーク内の
「総観光客数」で一
括マネジメント

じゃらん宿泊旅行調査「来訪者の満足度ラ
ンキング」

26 位 15位（全国順位）
全国5位
（85.7%）

24 17位（全国順位） ―
※同一ワーク内の
「総観光客数」で一
括マネジメント

重
点
ワ
ー
ク

概ね順調
●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，関連事業を魅力ある観光地創造・発信事
業として再編整理を行うとともに，指標も「総観光客数」で総括的に整
理する。
○強い集客力を有する観光地は旅行者が第一目的地として選択する
国内有数の観光地に，県内周遊の拠点となる観光地はｽﾄｰﾘｰ性のあ
るﾓﾃﾞﾙｺｰｽの開発を，地域固有の祭りやｲﾍﾞﾝﾄ等は参加体験型ﾒﾆｭｰ
の付加などによって，観光地の付加価値を高め，周遊性の向上や集
客力を高める取組を市町等とともに推進する。
○取組を進めるに当たっては，H25年度に実施した民間事業者等のノ
ウハウを活用した誘客強化事業で，民間の斬新なｱｲﾃﾞｱ等による集
客効果があったことから，民間の外部専門家を活用し，事業効果の最
大化をねらう。
○これまでのプロモーションの取組資産等を有効に活用しながら，「広
島の旅の魅力」を，より多くの人に，より深く伝えていくための効果的
な情報発信を行い，実際の誘客に繋げていく。
○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促進を図る。

760,016 713,396 ▲ 46,620

　　　[広島の強み]
・魅力ある観光地創造・発信事業
［商工］
・教育旅行誘致促進事業【商工】
・広島ブランドショップ運営事業
【商工】

・栽培漁業センター運営費【農林】
・水産基盤整備事業【農林】
・沿岸・内水面漁業調整費【農林】
・漁業取締費【農林】
・漁業経営構造改善事業[農林]

104,665 214,478 109,813

　　　[事業環境]
・ひろしま林業ビジネスモデル実
践プロジェクト（県産材利用拡大
推進事業）【農林】
・ひろしまの森づくり事業（県産材
消費拡大支援事業）【農林】
・森林整備加速化・林業再生基金
事業（川下対策分）【農林】

　　ワーク：24⑤≪林業≫県産材を最大限活用する木材利用の実現　　(主担当局：農林水産局）

重
点
ワ
ー
ク

○県産材利用の普及・定着に向けて，引き続き，県産材消費拡大支
援事業に取り組むとともに，更なる木材利用の拡大を図るため，耐火
構造の木造建築物に係る知識・スキルを有する建築士を養成する「ひ
ろしま木造建築塾」を創設・運営する。また，住宅以外の木造建築物
の普及に向けた第一段階として，内装の木質化を支援する。

　領域：観光　　取組の方向：魅力ある観光地づくりや観光情報発信の強化などにより国内外からの観光客誘致に取り組みます。
　　ワーク：25①魅力ある観光地づくりと観光情報発信の強化[H26～統合]　　(主担当局：商工労働局）　←[H25]①情報発信・プロモーション活動の強化，②地域の特色を活かした魅力ある観光地づくり

　　ワーク：24⑥≪水産業≫水産資源の持続的な利用体制の構築　　(主担当局：農林水産局）

●「藻場・干潟の造成改良面積」については，当初の目標を達成した
ため，指標を上方修正することとし，取組を強化する。
●「漁業違反通報件数」については，目標を達成したため，今後は資
源管理に集中的に取り組むこととし，指標を削除する。
○引き続き，アマモ場等の保全整備と種苗放流を一体的に推進する
とともに，かき小町の種苗生産について，ろ過施設の故障により計画
的な生産が困難となっているため，種苗の安定生産に向け，ろ過施設
の修繕を行う。
○かきのへい死に伴い，かき殻の発生量が増加しており，既存施設
における収容・処理が困難となっているため，新たなかき殻収容施設
を整備する。

176,774 323,883 147,109

　　ワーク：24⑦≪水産業≫販売戦略を踏まえた生産・流通・販売体制の構築　　(主担当局：農林水産局）

重
点
ワ
ー
ク

●かきに加え，海面漁業についても，担い手の育成から生産・流通・
販売体制の構築まで一貫した取組を推進するため，新たな指標を設
定する。
○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する。また，首都圏
等においてＰＲや販促活動を展開するとともに，全国かきサミットと合
わせて実施される消費拡大に向けた取組を支援する。
〇海面漁業を中心とする担い手の育成に向けて，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
設の整備に対する新たな支援を行う。

33,080 48,785 15,705

　　　[事業環境]
・広島かき生産出荷体制強化事
業【農林】
・水産業担い手育成事業【農林】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

本県アンケート調査「地元の人のホスピタリ
ティに対する満足度」

29 ％ 55％ 50.1％ 24 48％ ―
実績未確定

51％

じゃらん宿泊旅行調査「地元の人のホスピ
タリティを感じたランキング」

29 位 10位（全国順位）
全国21位
（23%）

24 15位（全国順位） ―

※同一ワーク内の
「本県アンケート調
査「地元の人のホ
スピタリティに対す
る満足度」」で一括
マネジメント

総観光客数 29 万人 6,100万人 5,893万人 24
5,737万人（H23比
205万人増）

成果目標達成見込
み

概ね順調
※同一ワーク内「外
国人観光客数」で
一括マネジメント

外国人観光客数 29 千人 900千人 677千人 24 625千人 ― 763千人

外国人観光客数（台湾） 29 千人 42千人 25千人 24 24千人 ― 32千人

外国人観光客数（中国） 29 千人 65千人 44千人 24 48千人 ― 49千人

外国人観光客数（フランス） 29 千人 58千人 31千人 24 38千人 ― 42千人

[H26～新規設定]
外国人観光客数（タイ）

29 千人 29千人 11千人 24 ― ― 18千人

　　ワーク：25②おもてなしの充実等による受入体制の整備促進　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：25③国際観光の確実な推進[H26～名称変更]　　(主担当局：商工労働局）　←[H25]③国際観光の更なる推進

●ホスピタリティに関する成果は，本県アンケート調査により把握が可
能であるため指標を県調査結果に統合する。
〇おもてなしの充実に向けた県民意識の醸成に取り組むとともに，市
町・事業者等によるおもてなし向上の取組の充実強化を促進する。
○観光地における渋滞対策について，平成26年度以降，市町主体で
取組が行える見込みのため，事業を廃止し，調整会議の開催等によ
り，市町主体の取組を支援する。市町が実施する沿道植栽への支援
について，今後の事業スキームが概ね固まったことから，既存事業に
統合する。

26,190 6,760 ▲ 19,430

　　　[広島の強み]
・おもてなし向上県民運動推進事
業【商工】

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

●ワーク構成事業の成果を統一的に把握するため，ワーク指標を「外
国人観光客数」に統合する。また，新たな「ひろしま観光立県推進基
本計画」と整合を図るためワーク名を変更する。
〇台湾
・魅力的な観光地としての認知の浸透を図るため，瀬戸内のイメージ
の重点的な発信を行う。
・インバウンドに適した国際定期航空直行便の増便等に向けた活動を
展開するとともに，JRと連携するなど，他のゲートウェイからの誘客
ルートの確立を図る。
・他の地域と差別化できる素材として，しまなみ海道を中心としたサイ
クリングのブランド化を図る。
〇中国
　市場調査（H25実施）の結果に基づいてターゲットや訴求コンテンツ
を把握し，戦略を策定し商品造成の促進・魅力向上のためのＰＲを行
う。
〇フランス
・現地代理人の活動を中心に，旅行会社に働きかけ，送客能力の拡
大を図るとともに，旅行社や航空会社と連携した販売促進を行う。
・宮島と合わせ，新たな観光素材の商品化によって，周遊・滞在を増
加させる。
〇タイ
・積極的な宣伝広告（プロモーション）を実施し，知名度向上を図るとと
もに，福岡・関西空港を活用した西日本広域での観光コースを定着化
させる。
・インバウンドに適した国際定期航空直行便の新規就航に向けた活
動を展開する。

126,958 93,735 ▲ 33,223

　　　[広島の強み]
・インバウンド強化事業【商工・土
木】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

広島県内の観光関連消費額 32 億円
5,900億円(波及効
果と合わせ1兆円)

・H24年5月に設立
した「瀬戸内ブラ
ンド推進協議会」
を発展改組し，瀬
戸内7県のプラット
フォームとなる「瀬
戸内ブランド推進
連合」の設立につ
いて合意した
（H25.4.22設立）

24

・瀬戸内プラット
フォーム（仮称，任
意団体）の設立
・中長期的なアク
ションプラン等に基
づく「瀬戸内ブラン
ド」形成の推進

―

・中長期的なアク
ションプラン等に基
づく「瀬戸内ブラン
ド」形成の推進

瀬戸内ブランドの認知度
※指標及び目標値については，次回の瀬
戸内ブランド推進連合代表会議において決
定予定

32 ― ― ―  ― ―

瀬戸内ブランドの認
知度
※指標及び目標値
については，次回
の瀬戸内ブランド推
進連合代表会議に
おいて決定予定

広島空港利用者数
25
↓
27

万人
269.1万人
↓
326.9万人

265万人 24 269.1万人 269.1万人

概ね順調
●広島空港利用者数について，航空ネットワークの維持・拡充を実現
させ，県民の交通利便性向上に寄与することを目指すため，目標年
次を延長し，現状の環境・課題等を踏まえた目標値を設定する。
〇国際線について，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
する。
○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する。

181,337 284,511 103,174 287.1万人

・広島空港ネットワーク充実事業
【土木】
・インバウンド強化事業【土木】
・広島空港アクセス性向上対策事
業【土木】
・空港振興事業【土木】

県内企業における高度で多彩な産業人材
の育成人数

27 人
160人
（累計23-27）

44人
（新規24人）

24
45人
（新規）

― やや
遅れている

35人（新規）

転職フェア参加者の広島県転入者数 27 世帯 12世帯 ― 4世帯 4世帯
―
（※指標廃止）

県内理工系大学等卒業者の県内就職率 26 ％ 40％ 38.2％ 24 38.6％ 37.8％ 概ね順調 40％

県外大学新卒者等のUターン，Iターン就職
者数(転入者数)

26 人
2,556人（H21比200
人増）

2,219人 24
H23比200人増
(2,244人）

H26.3公表統計値
による

2,556人（H21比200
人増）

・イノベーション人材等育成事業
【商工】

○県外の大学生に対する合同企業説明会の実施にあたっては，参加
学生の増加に向けた効果的な手法を検討するとともに，県内就職者
増に向け，中小・中堅企業の魅力等を発信するための情報収集，県
内企業や就職情報専門会社等に調査を行い，新たな取り組みにつな
げる。

20,046 17,618 ▲ 2,428

重
点
ワ
ー
ク

やや
遅れている

〇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
の育成に資するよう運用を見直す。 105,640 ▲ 15,373

○広域プロモーションをはじめ，瀬戸内7県による広域連携事業や，
構想の7つの戦略テーマに沿った瀬戸内ブランド形成に繋がる取組を
引き続き実施するとともに，瀬戸内ブランドサポーターによる取組の促
進を図り，瀬戸内の認知度向上と新たな魅力づくりを進める。
○瀬戸内しまのわ２０１４の開催を通じた新たな広域観光交流メ
ニューの開発や既存資源のブラッシュアップ等を図る。
○大型客船の誘致・受入体制の充実を図るため，新たな受入体制の
検討やおもてなしを充実させるとともに，引き続き，船社等の訪問によ
るセールス活動や5万総トン以上の大型客船の岸壁使用料の免除を
実施する。
○瀬戸内海クルージングを更に促進させるため，プレジャーボートに
よるチャーターボート事業の振興に向けた取組を実施するとともに，
引き続き，情報発信・プロモーション等による需要の掘り起し等の取組
を実施する。
○臨海部の魅力を向上させるため，引き続き，宇品・出島地区に点在
する緑地や賑わい施設間に回遊性を持たせるプロムナードの整備等
を推進する。
○しまなみ海道サイクリングロードについて，観光振興による地域活
性化を図るため，引き続きナショナルサイクリングロード(仮称)の認定
に向けた取組を行うとともに，更なる魅力向上対策等を実施する。や
まなみサイクリングロード(仮称)について，広島県内のサイクリング
ロードの広域的なネットワーク形成を図るため，地元の気運醸成と利
用環境向上に向けた取組を実施する。

1,252,740 1,273,047 20,307

　　　[広島の強み]
・海の道プロジェクト推進事業【商
工】
・瀬戸内海クルージング促進事業
【土木】
サイクリングロード推進事業【土
木】
・みなとの賑わいづくり事業【土
木】

　　ワーク：25④「海の道構想」の推進　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：26②大学等の多様な人材の確保　　(主担当局：商工労働局）

・ひろしま企業オンキャンパス・リ
クルーティング事業【商工】

90,267

　　ワーク：25⑤広島空港の利用促進・利便性の向上による観光客の誘致　　(主担当局：土木局）

　領域：産業人材・就労　　取組の方向：高度な技術・技能人材や経営人材など，多様な人材の育成・活用の仕組みづくりを推進します。
　　ワーク：26①企業の経営人材等の育成　　(主担当局：商工労働局）

19



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

産学官が連携して受け入れた優秀な留学
生の県内企業への就職者数（理工系）

27 人

12人
（累計25-27）
（受入時期は23-
25）

受入育成 7人
（卒業・就職は
25-26年度）

24

・就職者数
　3人
（H23受入留学生3
人）
・受入育成12人
(H23　3人
 H24　4人
 H25　5人）

・就職者数
　2人
（H23受入留学生3
人中，1人は博士課
程後期進学）
・受入育成12人
（H23　3人
　H24　4人
　H25　5人）

概ね順調 ・就職者数
　4人
（H24受入留学生4
人）
・受入育成14人
（H24　4人
　H25　5人
　H26　5人）

海外進出する際の即戦力となるグローバル
人材を確保した県内企業の海外ビジネス取
組件数

26 件 27件（累計24-26）
7件
（新規7件）

24
17件
（累計24-25)

17件
（累計24-25)

新規10件

経営力の高い集落法人数
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大型）

27 法人 12法人 1法人 24 5法人 １法人 やや
遅れている

7法人

経営力の高い集落法人数
（経営発展型）

27 法人 40法人 6法人 24 19法人 7法人 30法人

経営力の高い集落法人数
（経営発展移行型）

27 法人 49法人 38法人 24 40法人 40法人 46法人

農業参入企業数 27 法人 95法人 61法人 24 72法人 72法人
※ワーク23①にお
いて一元的にマネ
ジメント

漁業経営体数のうち担い手数 27 経営体 530経営体 463経営体 24 499経営体 465経営体

やや
遅れている 514経営体

担い手グループ数 27
ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ

23グループ 14グループ 24 16グループ 19グループ 21グループ

技能検定合格者数 27 人
15,000人
（累計23-27）

5,903人（新規
2,945人）

24
3,000人
（新規）

3,000人
（新規）

概ね順調
〇次代のものづくりを担う工業高校生等を対象に，ひろしまマイスター
等の派遣指導を強化し，若年者の技能水準の向上を図る。
〇引き続き，技能五輪大会出場選手への育成支援による若年技能者
の意欲向上や，体験型イベントを通じた小中高生へのものづくり理解
と浸透に取り組むことにより，技能を尊重する社会的気運の醸成を図
る。

37,517 29,391 ▲ 8,126
3,000人
（新規）

・技能人材育成・確保の促進事業
【商工】

県立技術短期大学校修了者の就職率 27 ％ 100％ 100％ 24 100% ― 概ね順調 100%

県立技術短期大学校の定員充足率 27 ％ 100％
87.5％
(H25)

H26年度定員充足
率100％

―
H27年度定員充足
率100％

　　ワーク：26③海外高度人材の獲得・育成等　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：26④≪農業≫経営者のスキルアップ　　(主担当局：農林水産局）

　　ワーク：26⑤≪水産業≫経営感覚に富んだ経営体の育成・支援　　(主担当局：農林水産局）

　領域：産業人材・就労　　取組の方向：基盤技術を継承する技術・技能人材の育成などを推進します。
　　ワーク：27①技能人材の育成・確保　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：27②高度な技能人材の育成　　(主担当局：商工労働局）

○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
催する。
〇短期的な視点での即戦力人材の確保については，県内中小企業
等及びグローバル人材が人材紹介会社を利用しやすくするためのPR
を促進することでグローバル人材の確保を促す。 29,088 31,209 2,121

・グローバル人材育成確保促進事
業【商工】

●経営者のスキルアップを評価する指標に限定することとし，担い手
に関連する指標を削除する。
○集落法人のマネージメント力・組織管理力が不十分なため，経営面
積の拡大や新分野への取組（収益性が高い園芸作物の導入や農産
物加工等）が遅れており，目標は未達成となる見込み。引き続き，経
営力の強化を目指す法人を対象として，経営発展に向けた機械・施
設の整備を支援するとともに，「ひろしま農業経営者学校」における研
修を通じて，農業者の経営スキルの向上を図るなど，ハード・ソフト両
面から集中的な支援を行う。

18,095 251,495 233,400

・農業ビジネス経営力向上事業
【農林】
・担い手経営発展チャレンジ事業
【農林】

●「担い手グループ数」については，当初の目標を達成したため，目
標を上方修正することとし，グループの育成に向けた取組を強化す
る。
○グループ活動による販売高はアップし，個々の経営体の所得も向
上しているが，販売規模が小さいため，担い手（漁業所得500万円以
上）の育成までには至っておらず，目標は未達成となる見込み。今後
は，担い手の育成に向けて，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・施設の整備に対する新
たな支援を行う。

1,954 10,662 8,708

・水産業技術指導費【農林】
・水産業担い手育成事業【農林】

・短期大学校管理運営費【商工】○就職率向上については，キャリア教育の実施等により訓練生の就
業観・就業能力の向上を図るとともに，企業訪問等により求人企業の
開拓に取り組む。
○定員充足率向上については，オープンキャンパスの開催や高校訪
問の強化等により，就職率１００％やきめ細かな高度な指導といった
魅力を積極的にＰＲし，認知度の向上に取り組む。

38,510 38,369 ▲ 141
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

職業訓練修了者（新規学卒者）の就職率 27 ％ 95％ 90.0％ 24 95％ ― 概ね順調 95%

新規学卒者訓練の定員充足率 27 ％ 100％
82.1％
(H25）

H26年度定員充足
率100％

―
Ｈ27年度定員充足
率100％

職業訓練修了者（離転職者）の就職率（施
設内訓練）

27 ％ 85％ 65.7％ 24 75％ ― 80%

離転職者訓練（施設内訓練）の定員充足率 27 ％ 100％
98.8％
（Ｈ25.4）
前期

後期定員充足率
100％

後期定員充足率
86％(実績）

H26年度（後期）定
員充足率100%

窓口相談等による就職者数 28 人
837人
（累計24-28）

300人 24 272人 272人 順調
○ひろしましごと館において，きめ細かな相談対応を行うとともに，雇
用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」による情報提供を充実さ
せる。

281,280 180,098 ▲ 101,182 150人

・「ひろしまジョブプラザ」運営事業
【商工】
・預託制度運用費【商工】

施設内職業訓練修了者（離転職者）の就職
率

27 ％ 85％ 65.7％ 24 75％ ― 概ね順調 80％

施設内職業訓練（離転職者）の定員充足率 27 ％ 100％
98.8％
(H25.4)
前期

後期定員充足率
100％

後期定員充足率
86％(実績）

平成26年度（後期）
定員充足率100％

施設外職業訓練修了者（離転職者）の就職
率

27 ％ 70％ 68.5％ 24 70％ ― 70％

施設外職業訓練（離転職者）の定員充足率 27 ％ 100％ 95.8％ 24 100％ ― 100%

窓口相談等による若年者（20-34歳）の就
職者数

26 人
1,422人
（累計24-26）

873人 24 674人 達成見込み 概ね順調 390人

県立技術短期大学校修了者の就職率 27 ％ 100％ 100％ 24 100％ ― 100%

高等技術専門校（新規学卒者）の就職率 27 ％ 95％ 90.0％ 24 95％ ― 95%

県立技術短期大学校の定員充足率 27 ％ 100％
87.5％
(H25）

H26年度定員充足
率100 ％

―
H27年度定員充足
率100％

高等技術専門校（新規学卒者）の定員充足
率

27 ％ 100％
82.1％
（Ｈ25）

H26年度定員充足
率100％

―
H27年度定員充足
率100％

男性の育児休業取得率 32 ％ 13％ 4.1％ 24 6％ 7.2％ 7％

女性（25-44歳）の就業率 32 ％ 73.0％ 68.0％ 22
就業率の向上かつ
全国平均以上
69.7％

―
就業率の向上かつ
全国平均以上
70.1％

・「ひろしまジョブプラザ」運営事業
【商工】
・未就職卒業者等就業体験事業
【商工】
・施設内訓練事業【商工】
・若者自立支援プロジェクト事業
【商工】

703,535 412,372 ▲ 291,163

　　ワーク：28③若年者に対する就業支援　　(主担当局：商工労働局）

〇未就職卒業者等を直接就職に結びつける就業体験事業を，継続し
て実施する。

○子育てしやすい職場環境の整備に向け，企業の取り組みが進んで
いない状況があることから，優良事例等の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
する。
○職場環境の整備のため，上記事業と併せ，企業訪問による一般事
業主行動計画の策定支援や，奨励金による男性の育児休業の取得
促進を引き続き実施する。
○女性の就職総合支援について，国と一体的に運営している「しごと
プラザ マザーズひろしま」においてきめ細かな相談対応等による支援
を実施しているが，来所を待つという受け身の現状を踏まえ，出張相
談を実施することにより相談機能を強化する。

183,777 135,694

・施設内訓練事業【商工】
・キャリア形成支援アドバイザー事
業【商工】

　　ワーク：27③技術・技能人材の育成　　(主担当局：商工労働局）

○新規学卒者訓練の就職率向上については，キャリア教育により訓
練生の就業観・就業能力の向上を図るとともに，企業訪問等により求
人企業の開拓に取り組む。
○新規学卒者訓練の定員充足率向上については，オープンスクール
の実施や高校訪問の強化により，訓練内容の周知を図る。
○離転職者訓練の就職率向上については，地域ニーズの高い訓練
内容への変更や，キャリア教育等の就職支援の強化により，就職率
の段階的な向上策に取り組む。
○離転職者訓練の定員充足率向上のため，見学会の実施やハロー
ワークとの連携強化に努め，訓練内容の周知を図る。

207,403 183,577

○施設内訓練の就職率向上については，地域ニーズの高い訓練内
容への変更や，キャリア教育等の就職支援を強化することにより，就
職率の段階的な向上を図る。
○施設内訓練の定員充足率については，見学会実施やハローワーク
との連携強化により訓練内容の周知を図る。
〇施設外訓練の就職率向上については，多様な訓練ニーズへの対
応とともに就職率に応じた訓練コースの見直しを行う。
○施設外訓練の定員充足率向上については，ハローワークとの連携
強化により訓練内容の周知を図る。

788,212 756,149 ▲ 32,063

・離転職者委託訓練事業【商工】
・施設内訓練民間活力導入事業
【商工】

▲ 23,826

　領域：産業人材・就労　　取組の方向：働くことを希望する人の就労を支援します。
　　ワーク：28①相談窓口等による就業支援　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：28②職業訓練による就業支援　　(主担当局：商工労働局）

▲ 48,083

・子育てしやすい職場環境整備事
業【健康】
・女性の就職総合支援事業【健
康】
・預託制度運用費【商工】

　　ワーク：28④女性に対する就業支援　　(主担当局：健康福祉局）

概ね順調
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

窓口相談等による高齢者（65-74歳）の新
規就業者数

26 人
375人
（累計24-26）

143人 24 125人 125人 順調
○高齢者の就業機会を確保するため，引き続き，きめ細かな就業支
援策を実施する。 41,770 33,721 ▲ 8,049 72人

・「ひろしまジョブプラザ」運営事業
【商工】
・高齢者就業支援事業【商工】

施設入所者等の一般就労移行者数 26 人 233人 139人 24 前年度より増 ― 概ね順調 233人

民間企業の障害者実雇用率 26 ％
法定雇用率
（2.0％）以上

1.77％ 24
法定雇用率（2.0％）
以上

1.84％
法定雇用率（2.0％）
以上

民間企業等に雇用されている障害者増加
実人数

26 人 11,551人 10,051人 24 前年度より増 ― 11,551人

新規就農者数 27 人/年 200人/年 209人/年 24 200人/年 200人/年

順調
●就業支援の取組をより明確にするため，ワーク名を変更する。
○引き続き，新規就農者の受け皿となる経営力の高い担い手の育成
を図るとともに，栽培技術習得に向けた研修や就農後における所得
の確保を支援する。

454,247 392,909 ▲ 61,338 200人/年

・新規就農者育成交付金事業【農
林】

県産材（スギ・ヒノキ）の素材生産にかかる
必要林業労働者数

27 人 400人 301人 24 342人 342人
概ね順調

○引き続き，新規就業者の育成・定着を図るため，専門知識・技能の
習得を目的とする段階的かつ体系的な研修や林業事業体の技術力
向上に係る研修を実施する。 31,254 35,960 4,706 374人

・林業担い手育成確保対策事業
【農林】
・森林整備加速化・林業再生基金
事業（人材育成分）【農林】

新規就業者数 27 人/年 65人/年 37人/年 24 65人/年 56人/年

概ね順調
○経営開始資金や操業技術等の問題から就業をためらう者が多く，
また，就業後においても，所得の関係から定着率が低くなっており，目
標は未達成となる見込み。今後は，就業に必要な技術や知識に関す
る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。

3,878 10,662 6,784 65人/年

・水産業技術指導費【農林】
・水産業担い手育成事業【農林】

短期の雇用機会の創出 26 人 267人 1,315人 24 677人 達成見込み 概ね順調
○国から交付された臨時交付金を積み立て，引き続き，切れ目のな
い経済・雇用対策を実施する。特に，未就職卒業者等を直接就職に
結びつける就業体験事業を継続実施する。

1,406,393 997,107 ▲ 409,286 267人

・緊急雇用対策基金事業【各局
（再掲）】

短期の雇用機会の創出 26 人 518人 1,205人 24 295人 達成見込み 順調
○国から交付された臨時交付金を積み立て，市町に対して適切な財
源配分を行い，地域が主体となった切れ目のない経済・雇用対策を
実施する。

705,000 1,091,493 386,493 518人

・緊急雇用対策事業補助金【商
工】

広島空港利用者数
25
↓
27

万人
269.1万人
↓
326.9万人

265万人 24 269.1万人 269.1万人

概ね順調
●広島空港利用者数について，航空ネットワークの維持・拡充を実現
させ，県民の交通利便性向上に寄与することを目指すため，目標年
次を延長し，現状の環境・課題等を踏まえた目標値を設定する。
〇国際線について，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
する。
○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する。

181,337 284,511 103,174 287.1万人

・広島空港ネットワーク充実事業
【土木】
・インバウンド強化事業【土木】
・広島空港アクセス性向上対策事
業【土木】
・空港振興事業【土木】

　　ワーク：28⑥障害者に対する就業支援　　(主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：28⑦≪農業≫新規就農者の確保[H26～名称変更]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]⑦人材の確保

　　ワーク：28⑧≪林業≫林業労働力の確保[H26～名称変更]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]⑧林業労働力の確保・育成

　　ワーク：28⑨≪水産業≫新規就業者の確保[H26～名称変更]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]⑨漁業団体等との連携による新規就業者の確保

　　ワーク：28⑩県における緊急雇用対策の実施　　(主担当局：商工労働局）

　　ワーク：28⑪市町における緊急雇用対策の実施　　(主担当局：商工労働局）

○半数以上の企業が法定雇用率を達成しておらず，また，障害者を１
人も雇用していない企業は，未達成企業全体の57.9％を占めている
状況であることを踏まえ，障害者の雇用拡大や職場定着の促進を図
るため，個々の障害者の適性及び企業の人材ニーズ等に応じた職業
訓練を実施するとともに，合同面接会の開催等によるマッチング機会
の提供や，経営者や従業員の理解を促進するための企業への普及
啓発活動など，引き続き，各種事業を実施する。

318,223 330,382 12,159

・障害者就業・生活支援センター
運営事業【健康】
・障害者職業能力開発校費【商
工】
・障害者雇用・就業促進事業【商
工】

　　ワーク：28⑤高齢者に対する就業支援　　(主担当局：商工労働局）

　領域：交流・連携基盤　　取組の方向：中四国地方における拠点空港である広島空港や，国際海上コンテナ輸送網の拠点である広島港，福山港等のグローバルゲートウェイ機能の強化に取り組みます。
　　ワーク：29①航空定期路線の拡充　　(主担当局：土木局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

貨物コンテナ年間取扱量【広島港】 27
千ＴＥ
Ｕ

260千ＴＥＵ 179千TEU 24 191千TEU 210千TEU やや
遅れている

237千TEU

貨物コンテナ年間取扱量【福山港】 27
千ＴＥ
Ｕ

130千ＴＥＵ 77千TEU 24 85千TEU 80千TEU 92千TEU

広島港の航路拡充（中国） 27 便/週 週10便 週6便 24
中国便の増便
週６便⇒週７便（３
曜日⇒５曜日）

週6便 週7便

広島港の航路拡充（東南アジア） 27 便/週 週5便 週2便 24

東南アジア便の増
便
週２便⇒週３便（タ
イ航路の新設）

週2便 週3便

福山港の航路拡充（中国） 27 便/週 週10便 週6便 24
中国便の増便
週６便⇒週７便（３
曜日⇒５曜日）

週6便 週7便

福山港の航路拡充（東南アジア） 27 便/週 週1便 週0便 24

東南アジア便の新
設
週0便⇒週1便（タイ
航路の新設）

週0便 週1便

広島高速道路5路線の整備による広域交通
結節点へのアクセス時間の短縮
・広島港⇔廿日市ＩＣ

25 分 約34分

予定どおり実
施
・３号線：吉島
～観音間橋梁
上部工等

24

広島高速道路整備
計画に基づく整備
の推進
・3号線：吉島～観
音間橋梁上部工等

計画どおり実施

順調

―

広島高速道路5路線の整備による広域交通
結節点へのアクセス時間の短縮
・広島市中心部⇔広島空港

25
↓
29

分 約45分

12月3日，知
事・広島市長
の協議におい
て，高速5号線
事業の再開を
判断

24

広島高速道路整備
計画に基づく整備
の推進
・5号線：トンネル設
計，用地買収，二
葉の里地区側道工
等

用地買収を除き予
定どおり実施

広島高速道路整備
計画に基づく整備
の推進
・5号線：水文調査
等，用地買収，二
葉の里地区坑口造
成等

広島空港2時間圏域人口 26 万人 644万人 636万人 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

644万人
道路整備計画に基
づく整備の推進

広島市2時間圏域人口 26 万人 555万人 555万人 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

555万人
道路整備計画に基
づく整備の推進

高速ＩＣ20分圏域 26 万人 276万人 254万人 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

254万人
道路整備計画に基
づく整備の推進

高速ＩＣへ20分でアクセス可能な産業団地
数

26 団地 97団地 92団地 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

92団地
道路整備計画に基
づく整備の推進

高速ＩＣへ20分でアクセス可能な観光地数 26 箇所 336箇所 311箇所 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

316箇所
道路整備計画に基
づく整備の推進

産業団地の造成 42 ha 計161.2ha
99.6ha
(進度調整中)

24 進度調整中 99.6ｈａ

―
○臨海部における産業団地を確保するため，引き続き臨海土地造成
事業を実施する。

396,800 314,700 ▲ 82,100

出島地区：5万㎥受
入
五日市地区：10万
㎥受入
（進度調整中）

・臨海土地造成事業費（広島港）
【土木】

　領域：交流・連携基盤　　取組の方向：産業活動等を支えるための基盤整備や広域的な公共交通の利便性向上に取り組みます。
　　ワーク：30①広域道路網及び物流基盤等の整備　　(主担当局：土木局）

　　ワーク：30②産業団地の造成　　(主担当局：土木局）

▲ 532,488

・ポートセールス強化事業【土木】
・広島港港湾振興事業費【土木】
・備後地域重要港湾振興事業費
【土木】

○経済情勢が回復基調にあるが，新たな航路の開設や増便までには
至っていないことから，県内港の取扱貨物量の増加を図るため，引き
続き，荷主に対する助成制度を実施する。また，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，船社の寄港当初の負
担軽減措置を強化し，新規航路等の誘致を図る。

3,344,771 2,812,283

25,003,076

　　ワーク：29②外航コンテナ航路の拡充　　(主担当局：土木局）

21,568,935 ▲ 3,434,141

・広島高速道路公社出資金・貸付
金【土木】
・道路改良費【土木】
・直轄国道改修費等負担金【土
木】

●広島高速3号線の整備について，目標を達成したため，指標を削除
する。広島高速5号線の整備について，平成24年12月の事業再開の
判断に基づき，「広島高速道路整備計画」（事業期間）の変更に伴い，
目標年次を延長する。
○「広島高速道路整備計画」及び「広島県道路整備計画2011」に基づ
き，計画的な整備を推進する。
〇広島高速5号線の平成25年度に予定していた用地買収について
は，実施できていないことから，引き続き平成26年度に行う。
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県内地域医療に携わる医師数
（過疎地域の人口10万人対の医療施設従
事医師数）

25
↓
29

人 前回調査比増 186.1人 24
H22（178.1人）より
増

―

実績未確定

H24（186.1人）より
増

初期臨床研修医確保数 32 人 158人 131人 24 153人 159人 153人

中山間地域の医療提供体制 25 ― 維持・向上

中山間地域の
医療提供体制
の維持向上を
進めた

24
維持・向上
（へき地医療機関
への補助）

維持・向上
（へき地医療機関
への補助）

順調

―

[H26～新規設定]
へき地医療拠点病院

29 施設 10施設 ― ― 9施設 9施設

[H26～新規設定]
中山間地域の公立・公的病院

29 施設 9施設 ― ― 9施設 9施設

[H26～新規設定]
へき地診療所数

29 施設 23施設 ― ― 21施設 21施設

●高齢化，過疎化傾向が続く中山間地域について，引き続き医療提
供体制を確保するため，目標年度を延長する。
●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新たに定
量目標を設定する。
○「無医地区等における巡回診療体制の強化事業」は，補助対象病
院が同じ事業である「へき地医療対策費（へき地医療拠点病院等運
営費補助）」に統合し，効率的な事業執行を図る。
○「中山間地域医療連携強化事業」は対象地域であった世羅地域と
府中地域の連携体制の整備が完了したため，平成25年度で終了す
る。
○「診療船『済生丸』の強化事業」は，平成25年度中に新船が完成し
たため終了する。
○「医療施設整備費補助金（へき地診療所設備整備事業）」は，へき
地診療所の医療サービス向上のため医療機器整備に対して補助する
もので，平成25年度は対象となる診療所がなかったが，平成26年度
は3診療所が対象となるため，構成事業に追加する。
○地域総合整備資金貸付事業（庄原赤十字病院）は，平成25年度中
に庄原赤十字病院の改築が完了したため，終了する。

　　ワーク：32・33②へき地医療に係る医療連携体制の強化　　（主担当局：健康福祉局）

分野：安心な暮らしづくり…医療・福祉・子育てなど，県民生活に直結した課題について，企業，団体，県民などの様々な主体と連携して，社会全体でその課題解決に取り組み，全ての県民が安心して生活し，幸せを実感できる環境が整っています。
　領域：医療　　取組の方向：市町，大学，県医師会等と連携して，県内全域の医療体制の確保に努めます。医師が不足する診療科や地域医療を担う医師の人材確保のため，国に対し，臨床研修制度の改善や病院勤務医の就労環境改善等の対策を強く求めます。
　　ワーク：32・33①へき地医療に係る医師等確保対策の推進　　（主担当局：健康福祉局）

511,295 28,867

・広島大学医学部寄附講座運営
事業【健康】
・広島県医師育成奨学金貸付金
【健康】
・広島県地域医療支援センター運
営事業【健康】
・医療資源偏在解消・地域医療体
制確保推進事業【健康】

●「広島県保健医療計画」に基づき，県内地域医療に携わる医師数
の確保等に取り組むため，目標年度を延長する。
○医師確保が図られているが，なお，へき地等の医師不足は解消さ
れていないことから，将来県内の中山間地域の病院等で地域医療を
行う意志のある医学生へ奨学金を貸与し，地域医療を担う医師を育
成する広島大学ふるさと枠等により，地域医療を担う医師の確保を図
る。
○将来の本県医師の核となる初期臨床研修医については，新制度開
始前に比して，毎年度30名程度少ない状態が続いているが，平成25
年度においては，前年度比14％増となり，成果が上がっていることか
ら，県内の研修病院と連携した初期臨床研修医の確保など，引き続
き，「広島県地域保健医療推進機構（広島県地域医療支援セン
ター）」の運営を着実に実施する。

290,389

482,428

88,962 ▲ 201,427

・へき地医療対策費（へき地医療
拠点病院等運営費補助）【健康】
・医療施設整備費補助金（へき地
診療所設備整備事業）【健康】

24



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

救急医療提供体制及び医療情報の提供体
制
↓
医療情報の提供体制

25
↓
29

― 体制確保 一部未確保 24

体制確保
（福山・府中地域救
急支援診療所（仮
称）の開設など）

体制確保

概ね順調
体制確保
（県内医療機関及
び薬局の医療機能
情報をホームペー
ジ上で公表など）

医療機関による速やかな救急患者の受入
体制

25 ― 体制整備

広島市民病院
の整備及び救
急医療コント
ロール機能運
営事業の実
施，救急医療
受入体制確保
事業実施圏域
の拡大

24

体制整備
（救急医療受入体
制確保事業の実施
など）

体制整備 ―

[H26～新規設定]
速やかな救急患者の受入体制（二次救急
輪番病院の増）

29
医療
機関

現状値より増加 ― ― 74医療機関 現状値より増加

ドクターヘリによる重症・重篤患者に対する
迅速かつ適切な医療の提供

25 ― 体制整備
試験運航開始
準備の完了

24

体制整備
（平成25年度の早
い時期に本格運航
開始）

体制整備（平成25
年５月から本格運
用開始）

―

[H26～新規設定]
ドクターヘリの出動件数

29 件 463件 ― ― 300件 現状値より増加

24時間救急医療体制が整備された二次保
健医療圏域

26 圏域 全7圏域 6圏域 24 全7圏域 6圏域 全7圏域

ＤＭＡＴ数
25
↓
29

チーム DMAT数の確保 25チーム 24 前年度より増 26チーム 順調 27チーム

病院の耐震化率
25
↓
29

％ 前年度比向上 58.9％ 24 前年度より向上 60.1％ 61.4％

災害医療体制 25 ― 維持・向上
維持，向上
（訓練・会議）

24

維持・向上
（ＤＭＡＴの実働訓
練及び検証会を実
施）

維持・向上
（ＤＭＡＴの実働訓
練及び検証会を実
施）

―

[H26～新規設定]
災害拠点病院を中心とした訓練の実施

29 回 毎年１回以上 ― ― 1回 1回

[H26～新規設定]
自家発電装置等の津波対策実施

29 施設
6施設（3災害拠点
病院，3二次救急病
院）

― ― 2施設
3施設
（H25継続含む）

DMAT専用緊急自動車を所有する災害拠
点病院数

25 施設 13施設 5施設 24 13施設 13施設 ―

受水槽容量複数日分以上の災害拠点病院
数

25 施設 10施設 10施設 24 10施設 10施設 ―

自家発電可能日数複数日分以上の災害拠
点病院数

25 施設 12施設 12施設 24 12施設 12施設 ―

重
点
ワ
ー
ク

▲ 369,335

　　ワーク：32・33③適切な救急医療体制の確保　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：32・33④災害医療体制の確保　　（主担当局：健康福祉局）

・医療施設の耐震化等整備促進
事業【健康】
・南海トラフ巨大地震対応にかか
る医療機関の施設整備，設備整
備【健康】

936,048 566,713

●「広島県保健医療計画」に基づき，救急医療情報ネットワークシス
テムの改修による機能強化に取り組むため，目標年度を延長する。
●「救急医療提供体制及び医療情報の提供体制」のうちの「救急医
療提供体制」及び「医療機関による速やかな救急患者の受入体制」に
ついて，成果を検証するために，より適した目標とするため，指標を
「速やかな救急患者の受入体制（二次救急輪番病院の増）」へ変更す
る。
●「ドクターヘリによる重症・重篤患者に対する迅速かつ適切な医療
の提供」について，平成25年５月からドクターヘリの本格運用を開始し
たことから，指標を「ドクターヘリの出動件数」へ変更する。
○ドクターヘリによる迅速な救急医療の提供を確保するため，ドクター
ヘリの運航と合わせて，ドクターヘリ出動時の緊急運航，傷病者複数
時の同時出動に向けた消防・防災ヘリとの連携強化を継続実施す
る。
〇救急搬送件数や搬送困難事例が増加していることから，都市部や
空白日が発生している二次救急医療圏の救急医療の拠点となる病院
への支援により，搬送困難患者を必ず受け入れる医療機関を新たに
確保するとともに，救急医療のための空き病床を確保する医療機関
が設置されている圏域の拡大を図る。

　　　[生活基盤]
・救急搬送受入体制確保事業【健
康】
・ドクターヘリ事業【健康】
・救急医療コントロール機能運営
事業【健康】
・救命救急センター運営費支援事
業【健康】

2,275,603 2,044,864 ▲ 230,739

●南海トラフ大地震等を想定し，災害時の医療体制の更なる強化を
図るため，目標年度を延長する。
●病院の耐震化率については，具体的な目標として，全国平均の
61.4％を指標とする。
●災害発生時にＤＭＡＴが効果的に活動するためには，技術を維持し
向上するという課題があるため，新たに研修実施回数を指標に加え，
災害医療体制の質的向上を図る。
●災害医療体制の維持・向上の指標として掲げていた「DMAT専用緊
急自動車を所有」，「受水槽容量複数日分以上」及び「自家発電可能
日数複数日分以上」の災害拠点病院数については，目標とする病院
数を達成したため，これに替わり「地域医療再生計画2013」に沿った
災害医療体制の強化策として，新たに「自家発電装置等の津波対策
の実施」を指標として加えた。
○「新地域医療再生計画」に沿った「災害時の救急医療体制整備事
業」，「災害拠点病院の機能強化事業」及び「ＳＣＵ（航空搬送拠点臨
時医療施設）で利用する医療機器等の整備」は，当初の整備計画を
達成できたため平成25年度で終了し，「地域医療再生計画2013」に
沿った事業である「南海トラフ巨大地震対応にかかる医療機関の施設
整備，設備整備」を新たに加える。

25



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

乳幼児死亡率（人口千対）
25
↓
29

人
0.72人→0.66人
（H23実績値）の改
善

0.57人 24
0.72人（H18実績
値）の改善

― 順調 0.66（Ｈ23実績値）
の改善

小児死亡率（人口千対）
25
↓
29

人
0.29人→0.27人
（H23実績値）の改
善

0.25人 24
0.29人（H18実績
値）の改善

―
0.27（Ｈ23実績値）
の改善

救急搬送人員に占める軽症患者の割合
（18歳未満）

25
↓
29

％ 前年度比減少 69.4％ 23 前年度比減少 ― 前年度比減少

24時間小児救急医療体制が整備された二
次保健医療圏域

26 圏域 全7圏域 5圏域 24 6圏域 6圏域 全7圏域

周産期死亡率（出生千対） 29 人
3.7人（H23実績値）
の改善

4.0人 24
3.7人（H23実績値）
の改善

― 概ね順調 3.7人（H23実績値）
の改善

妊産婦死亡率（出生十万対） 29 人
3.8人（H23実績値）
の改善

0人 24
3.8人（H23実績値）
の改善

―
3.8人（H23実績値）
の改善

新生児死亡率（出生千対） 29 人
0.8人（H23実績値）
の改善

1.0人 24
0.8人（H23実績値）
の改善

―
0.8人（H23実績値）
の改善

全県的な医療連携体制 25 ― 維持・向上
ネットワーク構
築への準備を
進めた

24
維持・向上
（医療情報基盤の
整備）

維持・向上
（医療情報基盤の
整備）

順調
―

地域医療連携情報ネットワークがある二次
医療圏

25
↓
29

圏域 前年度比増 6圏域 24
前年度（H24：6圏
域）より増

7圏域 全圏域（7圏域）

[H26～新規設定]
地域心臓いきいきセンターがある二次医療
圏

28 圏域 7圏域 ― ― 4圏域 5圏域

居宅介護支援事業所における医療連携加
算等の取得率

26 ％ 現状より増 9.6％ 24 前年度より増
―
（Ｈ24年度で制度廃
止）

―

広島都市圏の医療機能のあるべき姿の提
示
↓
広島都市圏の医療機能のあるべき姿の実
現

25
↓
34

―

医療クラスター基
本構想(仮称）策定
↓
医療機能の高度化
と医師の安定的確
保

医療関係者で
構成する懇話
会での意見交
換

24
医療クラスター基本
構想(仮称）策定

医療クラスター基本
構想策定(仮称）の
ためのデータ等を
整理

順調
広島都市圏の医療
機能のあるべき姿
の実現に向けた実
行プログラムの策
定

本県医療資源の有効活用
25
↓
29

― 地域偏在の解消

検討事業に係
る調査報告
書，モデルの
作成

24

地域偏在の解消
（地域ごとの医療提
供状況の把握な
ど）

住民組織の設置に
ついては，数団体
に留まる見込み

地域偏在の解消
（地域住民が地域
の医療を考える住
民組織の設置，分
析システムを活用
した地域の医療状
況の詳細分析）

●「広島県保健医療計画」に基づき，乳幼児死亡率等の改善に取り
組むため，目標年度を延長する。
○平成25年度において，岡山大学と連携して，小児医師派遣（年間延
べ約280人日）を行ったことにより，福山・府中圏域の小児二次救急の
空白日が解消されたため，診療支援医師派遣体制整備事業は終了
する。
○小児二次救急の空白日が発生している広島中央圏域においては，
圏域内の小児二次救急医療機関のバックアップ体制の強化や隣接す
る圏域の小児二次救急医療機関との連携により，円滑な搬送体制を
確保し，小児救急医療体制の確保を図る。
○平成24年度以降の相談時間の延長などにより電話相談件数は増
加しており（H17:3,056件 → H25見込:19,000件），成果が上がっている
ことから，引き続き，小児救急医療電話相談事業の回線数を維持し，
不要不急の軽症患者の受診による小児科現場の負担増を抑制する。

214,574

●「広島都市圏の医療機能のあるべき姿の提示」について，医療クラ
スター基本構想（仮称）を策定する見込みであることから，今後はある
べき姿の実現可能性について，調査・検討することとし，指標を「広島
都市圏の医療機能のあるべき姿の実現」へ変更する。
●「広島県保健医療計画」に基づき，本県医療資源の有効活用等に
取り組むため，目標年度を延長する。
○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
いて検討する。
〇地域医療の確保に向けた，地域住民や市町の理解・協力体制につ
いては，引き続き，市町の理解を得ながら，他の医師確保対策等と一
体的に実施するため，医師の配置調整を手がける「広島県地域保健
医療推進機構（広島県地域医療支援センター）」に実施主体を移行
し，住民組織の設置に係る取組を促す。

　　ワーク：32・33⑤小児救急医療体制の確保　　（主担当局：健康福祉局）

　　　[生活基盤]
・広島都市圏の医療機能強化事
業【健康】
・広島県地域医療支援センター運
営事業（地域医療を考える市町・
住民の取組支援）［健康］
・医療資源偏在解消・地域医療体
制確保推進事業【健康】

・ひろしま医療情報ネットワーク事
業［健康］
・心不全地域連携サポート体制の
構築事業［健康］

34,276 ▲ 77,363

　　ワーク：32・33⑥周産期医療体制の確保　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：32・33⑦医療連携体制の強化　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：32・33⑧医療資源の地域偏在の解消等　　（主担当局：健康福祉局）

○平成24年10月，東広島医療センターの認定により，広島中央圏域
で体制が構築されたことから，隣接の広島圏域の負担が減り，広島
西圏域を連携カバーできる状況となっており，引き続き，広島圏域と
広島西圏域の連携により，全７圏域での周産期母子医療体制を維持
するとともに，医師・助産師等の確保及び周産期医療に係る運営支援
を行う。
○あわせて，重症管理妊婦等の個別テーマにかかる研究や，産科・
小児科医等を対象とした研修の実施，周産期母子医療センターの応
需情報を提供するシステムの運営等を通じて，「広島県周産期医療体
制整備計画」（H23.3月）を着実に推進する。

146,442 147,816 1,374

・産科医等確保支援事業【健康】
・助産師確保対策事業【健康】
・周産期母子医療センター運営支
援事業【健康】

●「広島県保健医療計画」に基づき，引き続き県内の医療連携体制
の強化を図るため，目標年度を延長する。
●「居宅介護支援事業所における医療連携加算等の取得率」につい
ては，加算制度が廃止されたため，指標を削除する。
●「地域医療連携情報ネットワークがある二次医療圏」については，
平成25年度に県内全7圏域でネットワークを構築したが，引き続き県
全域で医療情報を共有化して連携していくため，全7圏域の維持を目
標指標とする。
○心臓疾患による死亡者数，入院者数の増加に鑑み，再入院率を低
下させて医療費を抑制するため，県内の急性期医療受入施設が連携
する拠点を既設の4圏域に加え，新たに福山・府中圏域内に「地域心
臓いきいきセンター」を設置するとともに，今後，圏域ごとに1か所整備
することを目標として，「地域心臓いきいきセンターがある二次医療
圏」を指標に加える。
○「チームケア体制の整備事業」については，目標を達成したため平
成25年度をもって事業終了した。

641,282 17,580 ▲ 623,702

・小児救急医療確保対策事業【健
康】
・小児救急医療電話相談事業【健
康】

重
点
ワ
ー
ク

189,695 ▲ 24,879

111,639

26



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県内地域医療に携わる医師数
（人口10万人対の医療施設従事医師数）

25
↓
29

人 前回調査比増 245.5人 24
H22（235.9人）より
増

―

実績未確定
H24（245.5人）より
増

県内地域医療に携わる女性医師数
（県内の女性医師数）

25
↓
29

人 前回調査比増 1,257人 24
H22（1,164人）より
増

―
H24（1,257人）より
増

初期臨床研修医確保数 32 人 158人 131人 24 153人 159人 153人

「第七次看護職員需給見通し」による看護
職員需給差

27 人 需給差の縮小
△5,748人
（常勤換算）

24
需給差の縮小（Ｈ
24より改善）

― 概ね順調 需給差の縮小（Ｈ
24より改善）

看護職員の資質 27 ― 向上
実習指導者51
人養成など

24
向上（実習指導者
50人養成など）

実習指導者52人養
成など

向上（実習指導者
50人養成など）

認定看護師数 27 人 前年度より増
292人
(H24.8現在）

24 前年度より増
338人
(H25.8現在）

前年度より増

県内看護師等養成施設卒業者の県内就業
率

27 ％ 前年度より向上 81.5％ 24 前年度より向上
―
（H26.7確定見込）

前年度より向上

200床未満の病院の認定看護師数 27 人 前年度より増
35人（H24.8現
在）

24 前年度より向上
42人
（Ｈ25.8現在）

前年度より向上

健康寿命（男性） 34 年
平均寿命の増加分
を上回る増加

70.22年 22 Ｈ22より増
―
（H26.4確定見込）

順調 ※H25年度に実施
している調査の結
果を踏まえて設定

健康寿命（女性） 34 年
平均寿命の増加分
を上回る増加

72.49年 22 Ｈ22より増
―
（H26.4確定見込）

※H25年度に実施
している調査の結
果を踏まえて設定

特定健康診査実施率
↓
特定健康診査受診率

29 ％ 65％以上 38.2％ 23 41％
―
(H26下半期判明見
込)

実績未確定
47％

がん検診受診率（胃・肺・大腸・子宮・乳） 28 ％ 50％以上

胃:30.5％
肺:21.9％
大腸:22.7％
子宮:33.6％
乳:29.7％

22

※国民生活基礎調
査実施年
胃：40.1％
肺：35.9％
大腸：36.2％
子宮：41.7％
乳：39.8％

―
(H26.11確定見込)

胃:44.2％
肺:41.1％
大腸:41.1％
子宮:46.7％
乳:45.6％

●「広島県保健医療計画」に基づき，県内地域医療に携わる医師数
の確保等に取り組むため，目標年度を延長する。
○将来を見据えた医師確保の観点から，高校生を対象とした医学部
進学セミナーを開催するとともに，将来県内の中山間地域の病院等で
地域医療を行う意志のある医学生へ奨学金を貸与し，地域医療を担
う医師を育成する広島大学ふるさと枠等により，地域医療を担う医師
の確保を図る。
○将来の本県医師の核となる初期臨床研修医については，新制度開
始前に比して，毎年度30名程度少ない状態が続いているが，平成25
年度においては，前年度比14％増となり，成果が上がっていることか
ら，引き続き，県内の研修病院と連携した初期臨床研修医の確保に
取り組む。
○新たに医師となる人の３割を女性が占めており，女性医師が増加
傾向にある中，出産・子育てを契機に離職し，復職しにくい実態を踏
まえ，保育サポートや復職に向けての支援を実施する。
○あわせて，ふるさとドクターネット広島等を活用して，県外医師やベ
テラン医師（定年退職医師）の招致に引き続き取り組む。

・健康ひろしま21推進事業【健康】
・がん検診普及啓発強化事業【健
康】

　領域：医療　　取組の方向：疾病予防や健康づくりを推進します。
　　ワーク：34①健康寿命の延伸　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：医療　　取組の方向：効率的な医療提供体制の構築や，適正な受診に向けた県民への意識啓発に取り組み，医療費の適正化に努めます。
　　ワーク：35①効率的な保健医療福祉提供体制の推進　　（主担当局：健康福祉局）

587,605 621,646

441,759 550,979 109,220

　　　[生活基盤]
・広島県地域医療支援センター運
営事業【健康】
・広島大学医学部寄附講座運営
事業【健康】
・広島県医師育成奨学金貸付金
【健康】

　　ワーク：32・33⑨医師の確保　　（主担当局：健康福祉局）

〇新卒看護職員の離職率が8.5％と高い状況を踏まえ，看護学生が
自分に合った就職先を決定できるよう，看護学生の医療機関へのイン
ターンシップ支援事業を新たに実施し，新人看護職員と医療機関との
ミスマッチを解消し，就職後の定着率の向上を図る。
〇分娩取扱医療機関の減少に伴い，看護師等養成所等の母性実習
施設も減少し，限られた病院に集中しており，特に分娩取扱病院の少
ない中山間や中小病院では実習指導者がいない場合，実習の受け
入れを断られることがある。このため，実習指導者を確保することで
産科の負担軽減を図り，実習施設を確保するため，看護師等養成施
設の母性実習に係る実習指導者の雇用に係る経費補助を新たに実
施する。
○あわせて，既存のナースバンクの効果を高め，着実に再就業者数
を増加させるため，求人・求職登録の啓発及び潜在看護職員の掘り
起こしを実施する。
〇その他，看護師の負担軽減を図るため，看護師以外の職員（看護
補助者）活用のための研修会を開催する。

34,041

　　ワーク：32・33⑩看護師等の確保　　（主担当局：健康福祉局）

重
点
ワ
ー
ク

59,399 ▲ 4,218

・看護職員のバックアップ事業【健
康】
・ナースセンターの機能強化事業
【健康】
・助産師確保対策事業【健康】

○本県県民の平均寿命は，男女ともに全国平均を上回っているが，
日常生活に制限のない期間，いわゆる健康寿命は，男女ともに全国
平均を下回っており，この健康寿命と平均寿命の差が，日常生活に
制限のある期間となっている状況を踏まえ，健康寿命の延伸のため
の重点的取組の1つである減塩対策について新たに実施するととも
に，引き続き，ひろしま健康づくり県民運動や８０２０運動等の普及啓
発を実施し，県民の主体的な健康増進，ひいては健康寿命の延伸を
図る。

56,737 55,727 ▲ 1,010

・健康増進事業【健康】
・健康ひろしま21推進事業【健康】
・食育推進事業【健康】

●「特定健康診査実施率」について，第２期医療費適正化計画の数
値目標の表現と一致させるため，「特定健康診査受診率」へ変更す
る。（この指標は，国が「医療費適正化に関する施策についての基本
的方針」で「第２期医療費適正化計画における目標」として示している
「特定健康診査の実施率」と同一の数値である）
○特定健康診査の受診率は着実に向上しており，生活習慣病の発症
率低下を図るため，引き続き，医療保険者における受診勧奨対策や
連携会議等を実施する。
○普及啓発の強化や市町等における個別受診勧奨の取組により，が
ん検診の受診者数が増加しており，がん検診受診率の向上が見込ま
れることから，がんの予防と早期発見・早期治療を図るため，引き続
き，がん検診に係る普及啓発や個別受診勧奨の取組を実施する。

63,617
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

喫煙率（男性） 29 ％ 22％以下 26.9％ 23 前年度より減
―
（H26.4確定見込）

実績未確定 24.44％以下

喫煙率（女性） 29 ％ 5％以下 5.5％ 23 5％以下
―
（H26.4確定見込）

5.23％以下

企業への出前講座
↓
企業への出前講座（従業員向け）

29 事業所 30事業所 30事業所 24 30事業所 30事業所 30事業所

[H26～新規設定]
企業への出前講座（健康管理担当者向け）

29 回 3回 ― ― ― 3回

公共の場の禁煙・分煙【県・市町施設（学
校・病院を除く。）】

29 ％ 100％ 95％ 24 100％
―
（H26.3確定見込）

100％

肝炎ウイルス検査実施体制を整備済みの
職域

28 ％ 50％以上 29.5％ 24 前年度より増 ― 39.8％

広島県の肝がんによる死亡者数 28 人 前年度より減 941人 24 前年度より減 ― 前年度より減

肝がん移行前の適切な治療の実施 26 ― 早期治療の実施
インターフェロ
ン治療（延べ
8,437人）など

24 早期治療の実施 ― 早期治療の実施

B型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率 28 ％ 60％以上 62.5％ 24 前年度より増 ―

※Ｈ26.3の広島県
肝炎対策協議会で
新たな目標設定を
検討

Ｃ型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率 28 ％ 75％以上 69.3％ 24 前年度より増 ― 72.1％

がん検診受診率
（胃・肺・大腸・子宮・乳）

28 ％ 50％以上

胃:30.5％
肺:21.9％
大腸:22.7％
子宮:33.6％
乳:29.7％

22

※国民生活基礎調
査実施年
胃：40.1％
肺：35.9％
大腸：36.2％
子宮：41.7％
乳：39.8％

―
(H26.11確定見込)

実績未確定 胃:44.2％
肺:41.1％
大腸:41.1％
子宮:46.7％
乳:45.6％

市町が実施するがん検診の受診者数（胃・
肺・大腸・子宮・乳）

28 人

（Ｈ22比）
胃：6割増（44,747
人から）
肺：10割増（63,701
人から）
大腸：10割増
（61,821人から）
子宮：3割増
（148,707人から）
乳：4割増（93,333
人から）

胃：46,005人
肺：66,767人
大腸：79,572
人
子宮：150,156
人
乳：91,347人

23 H24より増
―
（H27.3確定見込）

胃：62,645人
肺：106,168人
大腸：103,035人
子宮：178,448人
乳：118,221人

市町が実施するがん検診の精密検査受診
率※（胃・肺・大腸・子宮・乳）
※精密検査受診率＝精密検査受診者数/
要精密検査者数

29 ％ 80％以上

胃:77.6％
肺:77.6％
大腸:65.8％
子宮:55.0％
乳:72.4％

22 H24より増
―
（H28.3確定見込）

胃：77.7％
肺：77.6％
大腸：71.0％
子宮：64.7％
乳：74.4％

市町が実施するがん検診の精密検査未把
握率※　（胃・肺・大腸・子宮・乳）
※精密検査未把握率＝精密検査未把握者
数/要精密検査者数

29 ％ 5％以下

胃:15.7％
肺:16.2％
大腸:21.2％
子宮:38.8％
乳:24.7％

22 H24より減
―
（H28.3確定見込）

胃：12.3％
肺：12.7％
大腸：15.7％
子宮：25.6％
乳：17.9％

662,095 623,105 ▲ 38,990

　　　[生活基盤]
・たばこ対策推進事業【健康】
・ウイルス性肝炎対策事業【健
康】
・職域出前講座推進事業【健康】
・肝炎ウイルス検査・治療費助成
事業【健康】

●「市町が実施するがん検診の受診者数」，「市町が実施するがん検
診の精密検査受診率」及び「市町が実施するがん検診の精密検査未
把握率」について，目標をより明確にするため，定性的な目標から，
具体的な数値目標を定める。
○普及啓発については，県民の関心が着実に高まっていることを踏
まえ，全県的な普及啓発から，県民に身近な場所での啓発を徹底強
化することにより，個人に着実に情報を届け認知度を高める。
○個別受診勧奨については，引き続き，「がんよろず相談医」や「がん
検診サポート薬剤師」等の身近な医療の専門家等による個別勧奨を
実施するとともに，市町による効果的な個別受診勧奨を推進するた
め，新たに個別受診勧奨の専門的技術や知識の習得を目的とした市
町担当者向け研修会等を実施する。
○職域（企業等）におけるがん予防（禁煙，肝炎対策等），がん検診に
関する認識が十分でない現状を踏まえ，がん出前講座について，従
来の従業員向け事業所単位の開催と併せて，新たに企業健康管理
担当者向けにも実施することとし，職域における検診受診の取組を一
層促進する。
○検診受診率の向上に向けて，当該年度における受診状況を踏まえ
た効果的な普及啓発や個別受診勧奨の取組を実施するため，県内
主要検診機関と連携し，四半期毎の受診状況を把握する仕組みを新
たに構築する。
○市町が実施するがん検診の精度向上については，精度管理に関
する複数年のデータ集積により，市町ごとの取組を評価し，助言・支
援できる体制が整ったが，取組等に市町間の差があることが判明した
ため，市町検診担当者向け講習会等を充実し，全ての市町における
精度管理の向上を図る。

67,611

●「企業への出前講座」について，職域（企業等）におけるがん予防
（禁煙，肝炎対策等），がん検診に関する認識が十分でない現状を踏
まえ，従来の従業員向け事業所単位の開催と併せて，新たに企業健
康管理担当者向けにも実施することとし，指標を「企業への出前講座
（従業員向け）」及び「企業への出前講座（健康管理担当者向け）」へ
変更する。
●「喫煙率（男性）」，「喫煙率（女性）」，「肝炎ウイルス検査実施体制
を整備済みの職域」及び「Ｃ型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率」に
ついて，目標をより明確にするため，定性的な目標から，具体的な数
値目標に変更する。なお，「B型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率」
について」は，目標を達成したため，平成26年3月に開催予定の広島
県肝炎対策協議会で新たな目標の設定について検討する。
○働き世代の喫煙率が依然として高いことから，禁煙対策を一層推
進するため，喫煙者への禁煙指導を行う企業に対する支援として，保
険者と連携して「禁煙サポート促進モデル事業」を新たに実施する。
○喫煙率の減少を促進する観点から，禁煙を始める県民に対する
フォローアップなどを引き続き実施し，禁煙に向けた環境づくりを行う
とともに，受動喫煙防止を促進する観点から，飲食店等に対して禁
煙・分煙対策への取組を促す。
○肝炎ウイルス検査受検率を向上させるため，引き続き肝炎に関す
る正しい地域の普及啓発を行うとともに，受検機会のない希望者への
無料検査を実施する。
○肝炎患者等の経済的負担を軽減するため，引き続きインターフェロ
ン治療及び核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を実施する。
○肝炎ウイルス検査受検勧奨や検査陽性者のフォローアップを一層
強化するため，肝炎に関する専門的知識を持つ肝疾患コーディネー
ターを引き続き養成するとともに，受検率が特に低い職域における衛
生教育を通じた普及啓発等を推進するため，産業医への研修を引き
続き実施する。
○肝炎ウイルス陽性者は重症化するまで自覚症状がないため，既存
の医療費助成の対象とならない患者については，医療機関への継続
的な受診・検査につながっていないことこから，「広島県肝疾患患者
フォローアップシステム」を活用し，肝炎ウイルス検査陽性者の受診
動向を把握，継続的な受診勧奨を行うとともに，受診を促進するた
め，医療費助成の対象とならない患者への定期検査費用助成等を新
たに実施する。

　　　[生活基盤]
・がん検診普及啓発強化事業【健
康】
・がん検診個別受診勧奨支援事
業【健康】
・職域出前講座推進事業【健康】
・がん検診受診実態調査事業【健
康】
・がん検診精度管理推進事業【健
康】
・がん対策サポートドクター・がん
検診サポート薬剤師実施事業
【健康】
・がん対策トータルサポート事業
【健康】

　領域：医療　　取組の方向：がん対策日本一を目指し，本県の強みを生かしたがん対策を推進します。
　　ワーク：36①がん予防対策の推進　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：36②がん検診の推進　　（主担当局：健康福祉局）

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

66,987 ▲ 624
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

日本乳癌学会認定医及び専門医が常駐す
るﾈｯﾄﾜｰｸ参加医療機関の割合

25 ％ 前年度比改善 71.1％ 24 前年度比改善
―
(H26下半期判明見
込)

順調

―

拠点病院の地域連携クリティカルパスを適
応した患者数

29 件 H24比増加
162件
（2ヶ月間）

24 H24比増加
201件
（2ヶ月間）

H24比増加

放射線治療提供体制の整備 27 ―
高精度放射線治療
センター（仮称）の
運営開始

実施設計，用
地取得

24
実施設計完了，建
築工事着工

実施設計完了，
建築工事着工

･着実な工事の推
進
・運営準備

緩和ケア研修の修了者　（拠点病院医師） 29 人 400人増 862人(累計） 24
前年度より増
（累計数）

964人（累計）
※H25.10月時点

順調
1,064人（累計）

緩和ケア研修の修了者　（診療所医師） 29 人 600人増 238人(累計) 24
前年度より増
（累計数）

268人（累計）
※H25.10月時点

318人（累計）

福祉関係者の多職種研修の修了者
↓
福祉関係者の緩和ケア専門研修の修了者

29 人 500人増 739人(累計) 24
前年度より増
（累計数）

967人（累計）
※H25.12月時点

1,067人（累計）

在宅緩和ケアコーディネーター 29 人

16人（1人/拠点病
院）
↓
16人/7圏域

― 3人（3拠点病院） 3人 6人/5圏域

緩和ケアチーム，緩和ケア外来等の活動
実績の公表

26 ― 公表 ― 制度設計 制度設計
設計した制度に基
づき事業展開

無菌調剤提供薬局数 25 薬局数 前年度より増 14店舗 24 前年度より増 15店舗 ―

がんネットアクセス件数 29 件 H24比増加 46,235件 24 H24比増加
54,457件
（4～12月実績）

順調
対H24比で増

がん対策トータルサポート企業（仮称） 29 企業 15企業 ― 3企業 3企業 6企業（累計）

ピア・サポート人材育成 29 人 22人 ―
養成プログラムの
検討

養成プログラムの
検討

養成プログラムに
基づき，試行実施
（5人）

出前講座の実施
↓
子ども向け出前講座の実施

29 市町 全23市町 ―
実施体制・内容の
検討

実施体制・内容の
検討

研修手法の確立

17,608 14,220 ▲ 3,388

・がん対策トータルサポート事業
【健康】
・広島県ピア・サポート相談員（仮
称）養成事業【健康】
・相談支援センター機能強化支援
事業【健康】
・子ども向けがん出前講座事業
【健康】
・がん患者等就労支援事業【健
康】

●「出前講座の実施」について，子どもを対象とした出前講座であるこ
とが明確となるよう指標名を「子ども向け出前講座の実施」に変更す
る。
○医療の進歩により，がんは治る病気になっているものの，がんに罹
患した勤労者の30％が依願退職，4％が解雇されているという現状を
踏まえ，がん患者等が仕事と治療の両立を図ることができるよう，平
成２５年度に作成（予定）した啓発資料をもとに，新たに県内企業や経
済団体を対象としたがん患者の就労支援に関するセミナーを実施し，
民間企業等での取組を一層促進する。
○がん患者とその家族等のニーズに沿ったきめ細かな相談支援の体
制づくりを促進するとともに，ピア・サポート人材の養成に向け，研修
の試行実施を経て，研修プログラムを策定する。
○子どもの頃からのがんに関する知識やがん患者への正しい理解を
促すため，子どもを対象とした出前講座の実施に向けた検討を行って
いるが，出前講座を企画・実施するだけでは十分な効果が期待できな
い。また，国において平成２６年度にがんに関する教育のあり方等が
検討されることを踏まえ，教職員等を対象とした研修会の実施に向
け，より効果的な手法を確立する。

●「福祉関係者の多職種研修の修了者」について，研修名との整合
を図るため，指標名を「福祉関係者の緩和ケア専門研修の修了者」に
修正する。
●「在宅緩和ケアコーディネーター」について，がん診療連携拠点病
院に１名を配置する目標であったが，地域の実情に応じて地域単位で
配置したほうがより効果的に機能することから，目標を拠点病院への
配置に限定せず，地域単位での配置に変更する。
●「緩和ケア研修の修了者（拠点病院医師）」，「緩和ケア研修の修了
者」及び「福祉関係者の緩和ケア専門研修の修了者」について，目標
をより明確にするため，定性的な目標から，具体的な数値目標を毎年
度設定する。
●「無菌調剤提供薬局数」について，着実に目標を達成してきており，
また，平成26年度から国の補助事業が廃止されたことから，事業を終
了することとし，指標を削除する。
○地域における緩和ケアを推進するための専門的な人材が依然とし
て不足していることを踏まえ，引き続き緩和ケアに従事する医師，看
護師等の専門的人材を計画的に養成するとともに，介護保険施設職
員等に研修や実地指導を行う。
○在宅でのがん患者の療養には，施設と在宅及び多職種連携が不
可欠であることから，引き続き在宅緩和ケアコーディネーターを配置
し，医療・介護・福祉を具体的につなぐ機能の強化・充実を図るととも
に，コーディネーターを中心とした医療・介護・福祉の顔が見える関係
づくりを推進する。
○全ての二次医療圏において，緩和ケアチームを設置している医療
機関が複数設置されているが，現状では診療報酬の対象とならない
チームもあるなど，様々な形態の支援体制があるにも関わらず，十分
に情報発信されていないため，引き続き緩和ケア病棟，緩和ケアチー
ム及び緩和ケア外来の具体的な活動実績を把握・評価・公表する仕
組みづくりを行うとともに，施設緩和ケアの質の向上を図る。

49,840 47,451 ▲ 2,389

・在宅緩和ケア推進事業【健康】
・施設緩和ケア推進事業【健康】

　　ワーク：36③がん医療提供体制の充実　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：36④緩和ケア提供体制の充実　　（主担当局：健康福祉局）

●「日本乳癌学会認定医及び専門医が常駐するﾈｯﾄﾜｰｸ参加医療機
関の割合」について，毎年度，前年度比より改善しており，目標達成
年次を迎えたことから指標を廃止する。
○「がん医療ネットワーク」について，ネットワークの効果的な運用を
図るためには，圏域における地域の実情に合った実行力のある取組
が必要であるが，取組状況や実情が把握できておらず，また，関係者
間の情報共有も十分には図られていないことから，新たに「がん対策
連絡会議（仮称）」を設置し，ネットワークの強化を図る。
○医療領域でのがん早期発見体制を構築する観点から実施している
「がん早期発見体制構築事業」について，低線量CTによる肺がん検
診の検診技術等の向上を図るため，新たに肺がんCT検診従事者に
対するフォローアップ研修や個別支援を実施する。
○高精度放射線治療センター（仮称）については，平成２７年度の運
営開始に向けて，建築工事を着実に進行させるとともに，管理運営体
制の構築に取り組む。

472,320 948,297 475,977

　　　[生活基盤]
・高精度放射線治療センター（仮
称）等整備事業【健康】
・画像等医療情報ネットワーク構
築事業【健康】
・がん医療ネットワーク機能強化
事業【健康】
・がん早期発見体制構築事業【健
康】
・がん対策サポートドクター・がん
検診サポート薬剤師実施事業【健
康】

重
点
ワ
ー
ク

　　ワーク：36⑤情報提供・相談支援体制の充実　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

地域がん登録の精度の維持　　ＤＣＮ（がん
登録の精度指標）

29 ％ 10％以下
8.1％
（H21）

24 10％以下
7.2％
（H22）

順調 10％以下

がん登録データの活用 29 ― 5年生存率の公表 公表 24 5年生存率の公表
部位別（H18診断）
公表

5年相対生存率
データの分析・活用
方策提示

がん登録データの活用 29 ―
がん医療等に関す
る県民への情報提
供

情報提供の実
施

24 情報提供の実施
ホームページ掲載
講演会等でのパン
フレット配布

県民への分かりや
すい情報提供の手
法を検討し，方向
性提示

がん登録データの活用 29 ―
専門家によるがん
医療評価における
活用

報告書の活用 24
がん対策の企画・
評価に活用

国立がん研究セン
ター等によるデータ
活用

がん対策の企画・
評価に活用

【総合指標（H29点検）】
がんによる75歳未満年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

29 人 H23比10％減 80.5人 23

第２次「がん対策推
進計画」（H25～29）
の計画最終年
（H29）に点検を実
施

―

第２次「がん対策推
進計画」（H25～29）
の計画最終年
（H29）に点検を実
施

健康寿命（男性） 34 年
平均寿命の増加分
を上回る増加

70.22年 22 Ｈ22より増
―
（H26.4確定見込）

順調 ※H25年度に実施
している調査の結
果を踏まえて設定

健康寿命（女性） 34 年
平均寿命の増加分
を上回る増加

72.49年 22 Ｈ22より増
―
（H26.4確定見込）

※H25年度に実施
している調査の結
果を踏まえて設定

人口10万人対自殺死亡率 27 人 16.8人 19.6人 24 前年度より減
―
(H26.10確定見込)

やや
遅れている 19.6人

不眠電話相談（うつ病対策）の相談件数 26 件 前年度比増 1,137件 24 前年度比増 前年度比増 前年度比増

地域包括ケア実施市町 26 市町
23市町
（少なくとも１日常
生活圏域）

1市町 24 1市町 1市町 順調 23市町

医療介護連携パス運用地域数 26 地域 7地域 4地域 24 7地域
8地域
（地区医師会等）

※ワークNo.39④
「認知症対策の推
進」で一括マネジメ
ント

訪問歯科診療実施率 26 ％ 維持・向上 21.6％ 23 維持・向上 維持・向上 ―

[H26～新規設定]
在宅歯科医療連携を行っている地域

26 か所 10か所 ― ― 6か所 10か所

在宅医療推進医師等（コミュニケーション
リーダー）

26 人 150人 149人 24 100人 122人 ―

●「訪問歯科診療実施率」について，成果を検証するために，より適し
た目標とするため，指標を「在宅歯科医療連携を行っている地域」へ
変更する。
●「在宅医療推進医等(コミュニケーションリーダー)」について，目標を
達成したため，指標を削除する。
〇人材確保については，これまでの取組により，在宅医療推進医は
目標150人を超える271人育成見込みであることから，今後は，在宅
医療推進医が核となって，市町とともに地域で多職種ネットワークを
構築する。
○在宅医療推進拠点については，国の地域医療再生臨時特例交付
金の活用による推進拠点整備の加速等により，平成26年度には県内
全域で多職種連携の体制が構築される見込みであるとともに，23市
町での地域包括ケア体制の整備に向け，市町の主体的な取組の促
進，専門的・技術的支援に引き続き取り組む。

222,137 194,843 ▲ 27,294

　　　[生活基盤]
・在宅医療人材育成基盤整備事
業【健康】
・在宅医療推進拠点整備事業【健
康】
・地域包括ケア推進補助金事業
【健康】
・地域包括ケアロードマップ策定
支援事業【健康】
・地域包括ケア推進センター事業
【健康】
・在宅歯科医療連携室整備事業
【健康】

▲ 643

・地域がん登録システム推進事業
【健康】

○本県県民の平均寿命は，男女ともに全国平均を上回っているが，
日常生活に制限のない期間，いわゆる健康寿命は，男女ともに全国
平均を下回っており，この健康寿命と平均寿命の差が，日常生活に
制限のある期間となっている状況を踏まえ，健康寿命の延伸のため
の重点的取組の1つである減塩対策について新たに実施するととも
に，引き続き，ひろしま健康づくり県民運動や８０２０運動等の普及啓
発を実施し，県民の主体的な健康増進，ひいては健康寿命の延伸を
図る。

56,737 55,727 ▲ 1,010

・健康増進事業【健康】
・健康ひろしま21推進事業【健康】
・食育推進事業【健康】

○H25年は自殺者数が下げ止まりの傾向にあるが，ハイリスク者であ
る自殺未遂者について，連携プログラムによる地域支援体制を整備
するとともに，身近なゲートキーパーの役割を担う人材の活動促進を
図るための，養成研修後のフォローアップ調査及びステップアップ研
修の実施など，効果的な自殺防止対策を推進する。
○あわせて，「広島ひきこもり相談支援センター」の継続した運営によ
り，ひきこもりにある本人や家族への相談支援や個別訪問等を実施
するなど，引き続き，ひきこもっている人の社会参加・自立を促進す
る。

113,022 118,468 5,446

・自殺予防対策推進事業【健康】
・ひきこもり対策事業【健康】

重
点
ワ
ー
ク

●第２次「がん対策推進計画」（H25-29）に基づき実施するがん対策
全般の取組に対する総合成果指標として設定した「がんによる75歳未
満年齢調整死亡率」は計画最終年に点検する。（がん対策の取組に
対する単年度点検は各ワークで実施。）
○県内医療機関からのがん情報の収集と登録・データの解析や，が
ん登録を開始する医療機関への指導，がん登録関係者の資質向上
に向けた研修会の実施により，引き続き，がん登録の一層の普及と
精度向上を図るとともに，登録データの分かりやすい情報提供や利活
用（がん医療の評価など）に向けた取組を行う。

27,035 26,392

　領域：福祉・介護　　取組の方向：支援や介護が必要な人の尊厳を尊重し，地域で暮らしを支え合う基盤の整備と仕組みづくりを，関係団体との間で築いたネットワークを活用して進めます。
　　ワーク：39①地域包括ケア体制の構築　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：健康　　取組の方向：市町や関係機関等と連携して，自殺やうつ病等のメンタルヘルス対策を推進します。
　　ワーク：38①自殺やうつ病等のメンタルヘルス対策の推進　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：36⑥がん登録の推進（がん登録の普及・精度向上・データ活用）　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：健康　　取組の方向：県民の健康づくりを推進し，健康寿命の延伸を目指します。
　　ワーク：37①健康寿命の延伸　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

サービス基盤の整備 26 ―

高齢者プランに基
づく在宅サービス
の充実と介護施設
等の整備

計画的な整備 24

高齢者プランに基
づく在宅サービスの
充実と介護施設等
の整備

―
順調

高齢者プランに基
づく在宅サービスの
充実と介護施設等
の整備

[H26～新規設定]
介護療養病床数

29 床 転換の促進 2,943床 24 病床数の削減 ― 2,655床

療養病床数 29 床 転換の促進 10,832床 24 病床数の削減 ― ―

介護給付の適正化
（介護給付費増加抑制等）

26 ― 適正化の推進
市町支援策の
制度設計

24 適正化の推進 適正化の推進 概ね順調 適正化の推進

要支援・要介護認定率 26 ％ 20％以下 19.8％ 24 20％以下 20％以下 20％以下

ケアプラン点検実施市町数 26 市町 23市町 18市町 24 前年度より増 20市町 23市町

ケアマネマイスター広島認定者数 26 人
15人認定
（H24-26累計）

4人 24 5人（単年度） 3人（単年度） 8人（単年度）

介護サービス情報の公表 26 ―

公表体制の構築
↓
調査対象である660
事業所の公表・調
査

公表体制の構
築

24
介護保険法に基づ
く介護サービス情
報の公表

介護保険法に基づ
く介護サービス情
報の公表

調査対象である660
事業所の公表・調
査

苦情対応体制の整備 26 ―

体制の維持・向上
↓
全体研修1回及び
ブロック別研修6回

市町等苦情担
当者の研修を
実施

24 体制の維持・向上 体制の維持・向上
全体研修1回及び
ブロック別研修6回

介護職員が不足していると感じる事業者数 26 ％
前年度比割合の減
↓
51.5％以下

60.7％ 24 前年度比割合の減 ― 51.5％以下

福祉・介護人材確保等支援協議会の取組
に参画する事業所の組織率

26 ％
全介護保険事業所
の40％（7,883事業
所）

全事業所へ周
知

24 前年度比増 ―
全介護保険事業所
の40％

高校生の福祉に関する認知度・関心が低
い割合

26 ％ 20％ 46.3％ 22 前年度比減 ― 20％以下

無資格者の就業割合 26 ％
前年度比割合の減
↓
5.2％以下

5.5％ 24 前年度比減 ― 5.2％以下

介護職員の離職率 26 ％
前年度比改善
↓
16.2％以下

17.2％ 24 前年度比改善 ― 16.2％以下

認知症サポーター養成数
26
↓
29

人
10万人→14万人
（累計18-29）

111,907人 24 前年度より増 114,186人 順調 12万人
（累計18-26）

認知症疾患医療センター等の専門医療の
拠点数

26 か所 7か所 7か所 24 7か所 7か所 7か所

認知症介護指導者養成研修修了者数 26 人 各圏域3人以上

2人
(3人以上確保
できている圏
域は6圏域)

24 前年度より増

2人
(3人以上確保でき
ている圏域は6圏
域)

2人

[H26～新規設定]
病院勤務の医療従事者向け認知症対応力
向上研修修了者数

29 人
1,620人
（累計25-29）

― ― 100人 380人

医療介護連携パス運用地域数 26 地域 7地域 4地域 24 7地域
8地域
（地区医師会等）

7圏域
（二次保健医療圏）

●次の指標について，成果を検証するために，より適した目標とする
観点から，定性的な目標ではなく，具体的な数値目標を設定する。
　・「介護サービス情報の公表」
　・「苦情対応体制の整備」
　・「介護職員が不足していると感じる事業者数」
　・「無資格者の就業割合」
　・「介護職員の離職率」
●「ケアマネマイスター広島認定者数」について，平成25年度は５人
の応募があったが，選定委員会による審査の結果，ケアマネマイス
ター広島の水準に達しているのは３人のみであった。
　来年度に向けて，これまでの応募状況等を分析しながら，応募者数
が増えるように，事業所や関係団体等への働きがけを行う。
〇介護サービスの質の向上と給付の適正化を図るため，引き続き，
介護給付の適正化の推進や介護サービスの質の向上に寄与する事
業を実施する。
○介護職員が不足していると感じている事業者が6割を超えているこ
とから，引き続き，福祉人材センターによる無料職業紹介等の実施，
地域での合同求人説明会や職員研修等への支援のほか，小規模事
業所等における求人活動体制の整備・質の向上に向けた事業所間の
連携体制の構築（コーディネート）など，事業者と就業者のマッチング
機能の強化等を実施する。
○介護職員の確保を図るため，一般大学のキャリアセンターを対象と
した福祉・介護職場に係る理解促進の取組を強化し，福祉系学校以
外の一般学生の参入を促進する。
○市町や団体等に対する立ち上げ支援を目的とした介護人材の確保
等の取組については，主体的な事業展開が促進されるよう，支援・助
言を行う。

279,476 215,047 ▲ 64,429

・介護給付費改善市町インセン
ティブ付与事業【健康】
・「ケアマネマイスター広島」推進
事業【健康】
・介護サービス情報公開制度事業
【健康】
・介護サービス適正利用推進事業
【健康】
・ケアプラン分析事業【健康】
・社会福祉人材育成センター設置
事業【健康】
・福祉・介護人材確保等支援事業
【健康】

●「認知症サポーター養成数」について，最終目標であった10万人を
達成したため，目標を14万人に上方修正するとともに，達成年次を更
新して引き続き取り組む。
●新たに実施する取組の成果を検証するため，「病院勤務の医療従
事者向け認知症対応力向上研修修了者数」を新規指標として設定す
る。
○適切な医療・介護サービスを提供するため，認知症医療・介護研修
事業において，新たに病院勤務の医療従事者向け研修を実施する。
〇医療と介護の連携を強化し，認知症に適切に対応できる体制を構
築するため，引き続き，認知症疾患医療センター等を運営する。
〇医療・介護の連携を進めるため，医療・介護間の情報共有化の仕
組みづくりの共通ツールである「地域連携パス」の普及促進を図る。

50,785 53,264 2,479

・認知症医療・介護連携強化事業
【健康】
・認知症にやさしい地域づくり支援
事業【健康】
・認知症地域連携体制構築事業
【健康】
・認知症医療・介護研修事業【健
康】

　　ワーク：39③介護サービスの質の向上と給付の適正化　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：39④認知症対策の推進　　（主担当局：健康福祉局）

●「療養病床数」について，国において平成29年度末で廃止が決定し
ており特に削減を進める必要のある介護療養病床の削減状況を検証
するために，より適した目標とするため，指標を「介護療養病床数」へ
変更する。
○サービス基盤の整備について，住み慣れた地域における在宅生活
の継続支援を基本に，地域包括ケアシステムの構築に向け，在宅
サービスの充実に重点的に取組むとともに，地域の実状等をふまえ，
高齢者プランに基づいた計画的な施設整備を引き続き行う。

3,459,391 1,799,337 ▲ 1,660,054

・社会福祉施設整備費補助金（一
部（高齢者施設））【健康】
・軽費老人ホーム運営費補助金
【健康】
・介護施設開設準備等事業【健
康】
・介護基盤緊急整備等事業【健
康】

　　ワーク：39②介護サービス基盤の整備　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

成年後見を実施する市町社協数 26 社協
成年後見体制の構
築

10市町社協 24 13市町社協 ― 順調 14市町社協

福祉サービス利用援助の状況 26 件 利用者の増 1,841件 24 1,850件 ― 2,079件

福祉ボランティア登録状況 26 人
ボランティアの養
成，啓発・広報

116,549人 24 119,711人 ― 122,873人

バリアフリー化に対する助成制度を有する
市町数

25 市町 23市町 13市町 24 県内全市町 16市町 遅れている ―

県営住宅のバリアフリー化率 27 ％ 31％ 29.3％ 24 29.7% 29.6% 29.8%

信号機等のバリアフリー化 ― ― 向上

視覚障害者用
付加装置6基
高齢者等感応
信号1基

24 前年度より向上

視覚障害者用付加
装置16基
高齢者等感応信号
1基

※同一ワーク内「主
要な生活関連経路
における信号機等
のバリアフリー化
率」で新規目標設
定

[H26～新規設定]
主要な生活関連経路における信号機等の
バリアフリー化率

28 ％ 100％ 99.1％ 24 ― 99.1％ 99.3％

鉄道駅のバリアフリー化率（県補助分） ― ％ 向上 66.7％ 24 前年度より向上 73.3％ －

障害者施策に係る県民理解度 26 ― 向上
あいサポート
運動等の普及
啓発の実施

24 向上 向上 概ね順調 向上

あいサポーター数 26 人
100,000人
(累計23-26)

72,177人
(累計H23-24)

24 85000(累計23-25)
84,000人
（H25.9時点）

100,000人

あいサポート企業・団体数 26 団体
600団体
(累計23-26)

320団体 24 500(累計23-25)
352団体
（H25.9時点）

600団体

ふれ愛プラザ利用者数 26 人 前年度比増 16,054人 24 前年度より増 ― 16,200人

障害者の地域生活移行 26 ― 推進
グループホー
ム整備等への
助成

24 推進 推進 順調 推進

地域生活移行者数 26 人 741人 378人 24 前年度より増 ― 741人

グループホーム・ケアホーム利用者数 26 人 1,864人 1,538人 24 1,714人 ― 1,864人

2,562,651

・重度心身障害児（者）医療公費
負担事業費【健康】
・県立障害者療育支援センター耐
震等改修事業【健康】

○地域生活移行者数は増加傾向にはあるものの，目標達成に向け
て，障害者が地域で生活できる基盤の整備が必要であることから，引
き続き，障害者総合支援法や県の計画に基づき，社会福祉関係施設
の整備を促進（福山若草園の工事着手）するとともに，障害福祉サー
ビスの提供などにより，障害者の地域生活移行の促進を図る。

6,881,586 9,444,237

●バリアフリー化に対する助成制度を有する市町数について，市町に
おいて，耐震改修促進や空家対策など対応すべき行政課題が多くあ
る中で，助成制度を創設する市町は，16市町にとどまる見込みである
が，目標年次となったため，制度未創設の市町の意向を精査した結
果，市町への助成制度は終了する。
●「信号機のバリアフリー化」について，成果を検証するためにより適
した目標とするため，指標を「主要な生活関連経路における信号機等
のバリアフリー化率」（目標：H28年度末までに100％）に変更する。
●平成26年度は，補助対象事業が見込まれないため，「鉄道駅バリ
アフリー化施設整備補助事業」を休止することとし，「鉄道駅のバリア
フリー化率（県補助分）」の指標を削除する。
○高齢者向け住宅のバリアフリー化に向けて，引き続き，バリアフ
リー化された高齢者世帯向け賃貸住宅に対する補助や県営住宅の
計画的な整備を行う。
○県営住宅のバリアフリー化について，高齢者向改善工事のうち一
団地において入札不調により年度内に工事完了ができなくなったた
め，平成26年度は，当該工事について早期完成を目指すとともに，バ
リアフリー化の推進に向けて，計画的な事業執行を行う。
○高齢者・障害者が安全かつ安心して外出することができるよう，引
き続き，信号機等のバリアフリー化を推進する。

589,067 850,087 261,020

・住宅建設費【土木】
・交通安全施設整備費【警察】

　　ワーク：39⑥バリアフリー化の推進（主担当局：土木局）

○多様な障害の特性や必要な配慮について理解促進を図るため，引
き続き普及啓発活動を実施する。
○あいサポート企業・団体数が伸び悩んでいることから，引き続き，企
業・団体に対し，訪問等により協力を求めるとともに，併せて，多くの
企業が一堂に会する商工会議所等の関係機関に対しても，協力を求
めていく。
○ふれ愛プラザの利用者数が低迷している（H23:18,588人→
H24:16,054人）ことから，運営団体に対し，現状分析や課題等の抽
出，ホームページの改修等新規来店者増に向けた広報の充実や店
舗ディスプレイの見直しなど，魅力ある店舗づくりへの工夫等を働き
かけていくとともに，自立的な運営を目指した見直しを行う。

14,962 15,122 160

・「あいサポートプロジェクト」実施
事業【健康】
・ふれ愛プラザ運営事業【健康】

　　ワーク：39⑤生活支援の充実　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：福祉・介護　　取組の方向：障害者の福祉と就労の対策を一体的に推進します。
　　ワーク：40①障害者施策に係る県民理解の向上　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：40②障害者の地域生活移行の推進　　（主担当局：健康福祉局）

○団塊の世代が平成27年には65歳以上高齢者，平成37年には75歳
以上後期高齢者となる状況で，認知症高齢者や一人暮らし高齢者，
高齢者のみの世帯の増加が見込まれ，支援が必要となることから，
認知症高齢者や一人暮らし高齢者等が，住み慣れた地域で安心して
自立した生活が営めるよう，引き続き，各種福祉サービスの提供や，
判断能力が低下し，生活等に不安を抱える人に対して，各種サービス
の利用援助，金銭管理等のサービスを提供するほか，ボランティアの
普及・養成等に資する事業を行う。

102,963 92,423 ▲ 10,540

・福祉サービス利用援助事業【健
康】
・県ボランティアセンター事業費補
助金【健康】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

スポーツ，レクリエーション，文化，芸術活
動への参加

25
↓
30

― 促進 促進 24 促進 促進 遅れている 促進

障害者スポーツの環境づくりに係る人材
（障害者初級スポーツ指導員）の養成数

25
↓
30

人
117人
(累計26-30)

420人
（累計16-24）

24 565人(累計16-25) ― 23人

広島県障害者陸上競技大会の参加者数
25
↓
30

人 500人 456人 24 500人 505人 500人

障害者の芸術・文化教室の参加者数 25 人 前年度比増 2,412人 24 前年度(H24)より増 ― ―

精神保健福祉に関する講演会，作業所の
活動発表会（こころいきいきフェスタ）の参
加者数

25 人 前年度比増 370人 24 前年度(H24)より増 ― ―

全国障害者スポーツ大会への選手派遣数
25
↓
30

人 全国大会出場枠数 52人 24 全国大会出場枠数 71名 全国大会出場枠数

障害者の社会参画推進の取組を行う団体
への補助

25 団体 2団体 2団体 24 2団体 2団体 ―

障害者の情報バリアフリー化
25
↓
30

― 推進 推進 24 推進 推進 概ね順調 推進

障害者に対する情報提供及びコミュニケー
ション支援体制

25
↓
30

― 充実
図書のデイ
ジー化の促進
等

24 充実 充実 ―

視覚障害者情報センターの図書貸出件数
（テープ本数　→　タイトル数）

25
↓
30

件 前年度比増
46,052件
（→50,404件）

24
前年度（Ｈ24）より
増

― 50,500件

聴覚障害者センターの利用者数
25
↓
30

人 前年度比増 3,917人 24
前年度（Ｈ24）より
増

― 4,017人

聴覚障害者センターにおける相談件数
25
↓
30

件 前年度比増 252件 24
前年度（Ｈ24）より
増

― 272人

施設入所者等の一般就労移行者数 26 人 233人 139人 24 前年度より増 ― 概ね順調 233人

民間企業の障害者実雇用率 26 ％
法定雇用率
（2.0％）以上

1.77％ 24
法定雇用率（2.0％）
以上

1.84％
法定雇用率（2.0％）
以上

民間企業等に雇用されている障害者増加
実人数

26 人 11,551人 10,051人 24 前年度より増 ― 11,551人

●「障害者の芸術・文化教室の参加者数」については，市町との役割
分担を踏まえ，地域で実施する文化教室等への補助は終了すること
とし，指標を削除する。
●「精神保健福祉に関する講演会，作業所の活動発表会（こころいき
いきフェスタ）の参加者数」について，一定程度の目的を果たしたこと
から事業を終了することとし，指標を削除する。
●「障害者の社会参画推進の取組を行う団体への補助」について，団
体の独自財源等で実施可能であることから補助を終了し，指標を削
除する。
●「スポーツ指導員の養成数」については，2020年東京パラリンピック
の開催等による障害者スポーツに対する機運の醸成を見据え，地域
における障害者スポーツの活性を図るため，人口当たりの指導員数
を平成32年までに全国平均まで引き上げることとし，初級スポーツ指
導員を毎年23人養成（117人（累計26-30））することを目標とする。
○障害者がスポーツやレクリエーション等に取り組める環境を構築・
確保するため，引き続き障害者のスポーツ・レクリエーション活動等の
推進を図る取組を実施する。

14,919 13,432 ▲ 1,487

・障害者社会参加推進事業（ス
ポーツ関連事業）【健康】

○半数以上の企業が法定雇用率を達成しておらず，また，障害者を１
人も雇用していない企業は，未達成企業全体の57.9％を占めている
状況であることを踏まえ，障害者の雇用拡大や職場定着の促進を図
るため，個々の障害者の適性及び企業の人材ニーズ等に応じた職業
訓練を実施するとともに，合同面接会の開催等によるマッチング機会
の提供や，経営者や従業員の理解を促進するための企業への普及
啓発活動など，引き続き，各種事業を実施する。

318,223 330,382 12,159

・障害者就業・生活支援センター
運営事業【健康】
・障害者職業能力開発校費【商
工】
・障害者雇用・就業促進事業【商
工】

　　ワーク：40⑤障害者雇用・就業の促進　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：40③障害者スポーツ・レクリエーション・文化・芸術の振興　　（主担当局：健康福祉局）

●「視覚障害者情報センターの図書貸出件数」について，これまで一
部種別の音声テープ貸出件数（本数）を指標としていたが，図書デイ
ジー化（デジタル化）が進み，複数の音声テープに収録されていたタイ
トルが１媒体に収録されるなど，媒体の多様化が進んだことから，成
果を検証するために，より適した目標とするため，「図書の貸出件数
（タイトル数）」に変更する。
○現行の聴覚障害者センターは法定基準を満たしていない（相談室
の未整備等）ことから，整備に向けた検討・準備を行う。
○障害者の社会参加促進を図るため，引き続き，情報環境・コミュニ
ケーション支援関連事業を実施する。

61,476 73,022 11,546

・軽度・中等度難聴児補聴器購入
費助成事業【健康】
・障害者社会参加推進事業（情報
環境・コミュニケーション支援関連
事業）【健康】

　　ワーク：40④障害者に係る情報環境・コミュニケーション支援体制の充実　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

介護職員が不足していると感じる事業所数 26 ％ 前年度比割合の減 60.7％ 24 前年度比割合の減 ― 概ね順調 51.5％以下

福祉・介護人材確保等支援協議会の取組
に参画する事業所の組織率

26 ％
全介護保険事業所
の40％（7,883事業
所）

全事業所へ周
知

24 前年度比増 ―
全介護保険事業所
の40％

自身のサービス提供に不安を持つ介護職
員の割合

26 ％ 前年度比割合の減 46.4％ 24 前年度比割合減 ― 49.9％以下

無資格者の就業割合 26 ％ 前年度比割合の減 5.5％ 24 前年度比割合減 ― 5.2％以下

介護関係の離職率 26 ％ 前年度比改善 17.2％ 24 前年度比改善 ― 16.2％以下

高校生の福祉に関する認知度・関心が低
い割合

26 ％ 20％ 46.3％ 22 前年度比減 ― 20％以下

子育て応援イクちゃんサービス登録店舗数 26 店舗
登録店舗数6,000
店

5,208店舗 24 5,700店舗
5,449店舗
（H25.12現在）

順調
6,000店舗

多様な主体による子育て支援 26 ― 推進 ―
推進（広島キッズシ
ティ，子育てサミット
開催）

推進（広島キッズシ
ティ，子育てサミット
開催）

推進（広島キッズシ
ティ，子育て同盟サ
ミット開催）

Ｋｉｄｓ情報送信サービス（Kids★めるまが）
の登録者数

26 人 前年度比増 24,022人 24 300人増
24,616人
（H25.12現在）

300人増

子育てサポート人材の養成 26 人 単年度120人 212人 24 120人
179人
（H25.12現在）

―

周産期母子医療センターが整備された二
次保健医療圏域数

26 圏域 全7圏域 6圏域 24
7圏域（広島西圏域
は広島圏域との連
携によりカバー）

広島との連携によ
る未設置の広島西
との医療体制確保

順調

7圏域（広島西圏域
は広島圏域との連
携によりカバー）

24時間小児救急医療体制が整備された二
次保健圏域数

26 圏域 全7圏域 5圏域 24 6圏域 6圏域 全7圏域

・子育て環境改善事業【健康】
・子育てポータルサイト運営事業
【健康】

○平成24年10月，東広島医療センターの認定により，広島中央圏域
で体制が構築されたことから，隣接の広島圏域の負担が減り，広島
西圏域を連携カバーできる状況となっており，引き続き，広島圏域と
広島西圏域の連携により，全７圏域での周産期母子医療体制を維持
する。
○平成25年度において，岡山大学と連携して，小児医師派遣（年間延
べ約280人日）を行ったことにより，福山・府中圏域の小児二次救急の
空白日が解消されたため，診療支援医師派遣体制整備事業は終了
する。
○小児二次救急の空白日が発生している広島中央圏域においては，
圏域内の小児二次救急医療機関のバックアップ体制の強化や隣接す
る圏域の小児二次救急医療機関との連携により，円滑な搬送体制を
確保し，小児救急医療体制の確保を図る。
○平成24年度以降の相談時間の延長などにより電話相談件数は増
加しており（H17:3,056件 → H25見込:19,000件），成果が上がっている
ことから，引き続き，小児救急医療電話相談事業の回線数を維持し，
不要不急の軽症患者の受診による小児科現場の負担増を抑制する。

348,048 325,191 ▲ 22,857

・産科医等確保支援事業【健康】
・周産期母子医療センター運営支
援事業[健康]
・小児救急医療確保対策事業【健
康】
・小児救急医療電話相談事業【健
康】
・岡山大学医学部寄附講座運営
事業【健康】

●「子育てサポート人材の育成」については，これまで育成してきた人
材を地域に根付かせ，地域の子育て団体による子育て家庭への支援
を充実させる方向にシフトすることとし，指標を削除する。
○子育て中の親子との関わり方や児童虐待に関する啓発等を目的と
した地域住民への研修事業については，地域の子育て団体による子
育て家庭への支援を充実させることを目的とした子育て環境改善事
業と統合し，新たに地域・団体へコーディネータを派遣するなど，一体
的・効率的に実施する。
○他県との連携による子育て施策の向上を図る観点から，新たに共
同ポータルサイトを設置し，子育て同盟参加県の先進的な優良事例
を掲載する。
○これまでの取組により，子育て応援イクちゃんサービス登録店舗は
急激に増加しているが，子育て応援イクちゃんサービスの理念を理解
せずに登録している店舗があるため，新規開拓だけでなく，既登録店
舗を訪問し，子育て応援イクちゃんサービスの理念の再度周知を実施
する。

38,768 30,295 ▲ 8,473

　領域：子育て　　取組の方向：県民みんなで広島県の子どもを育てる機運の醸成と実践を推進します。
　　ワーク：42①みんなでこどもと子育てを応援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：42②安心・安全な出産・子育てを応援　　（主担当局：健康福祉局）

●これまで，各成果指標の各年度目標については，「前年度比」を基
準にしていたが，成果を検証するために，より適した目標とする観点
から，定性的な目標かではなく，具体的な数値目標を毎年度設定す
る。
○福祉・介護人材の育成・確保を図るため，引き続き，福祉人材セン
ターによる無料職業紹介等の実施，地域での合同求人説明会や職員
研修等への支援のほか，小規模事業所等における求人活動体制の
整備・質の向上に向けた業所間の連携体制の構築（コーディネート）
など，事業者と就業者のマッチング機能の強化等を実施する。
○一般大学のキャリアセンターを対象とした福祉・介護職場に係る理
解促進の取組を強化し，福祉系学校以外の一般学生の参入を促進
する。
○市町や団体等に対する立ち上げ支援を目的とした介護人材の確保
等の取組については，主体的な事業展開が促進されるよう，支援・助
言を行う。

192,940 125,991 ▲ 66,949

・福祉・介護人材確保等支援事業
【健康】

　領域：福祉・介護　　取組の方向：質の高い福祉・介護サービス体制確保のため，人材の確保・育成に努めます。
　　ワーク：41①福祉・介護人材の確保・育成，定着促進　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

地域子育て支援拠点の実施か所数 26 か所 139か所 118か所 24 121か所 124か所 概ね順調 139か所

電話相談受付件数 26 件 1,500件 822件 24 1,400件 820件 1,500件

子育てサポートステーション設置数 26 か所 8か所
7圏域
8箇所

24 8か所 8か所 8か所

ファシリテーターを活用したセミナー件数 26 件 5件 11件 24 5件 5件 5件

乳幼児医療公費負担制度を実施している
市町数

26 市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 23市町

就業・自立支援センターにおける就業支援
で就業につながった件数

25
↓
26

件 前年度比増 32件 24 前年度比増 ― 概ね順調 35件

高等技能訓練の実施市町数 26 市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 ―

ひとり親家庭ITスキルアップ就業支援によ
る就業者数

26 人 395人 35人 24 219人 ― 384人

ひとり親家庭等医療費助成制度を実施して
いる市町数

25
↓
26

市町
県内全市町実施を
維持

23市町 24 23市町 23市町 23市町

児童家庭支援センター設置か所数 26 か所 3か所 1か所 24 2か所 1か所 やや
遅れている

3か所

こども家庭センターの相談支援機能 26 ― 強化

強化
・一時保護所
の改修
・相談受付環
境の改善等

24 強化 強化

強化
・リーガルアドバイ
ザーの常勤化
・警察官ＯＢの配置
増等

児童虐待の通告義務の周知度
25
↓
26

％ 80％ 80.7％ 24 80％ 80％ 80％

高校等における出前講座
25
↓
26

校 40校 37校 24 40校 40校 40校

児童福祉司任用資格者の配置市区町数 26 市区町 30市区町 22市区町 24 30市区町 22市町 23市町

オレンジリボンの認知度 26 ％ 前回調査より向上 48.5％ 24
前回調査時よりも
向上

50％ 55％

児童養護施設等の入所児童への支援 26 ― 強化 ― 強化 強化 概ね順調 強化

里親制度の推進
○里親登録世帯数

26 世帯 200世帯 173世帯 24 190世帯
188世帯
（H25.12時点）

200世帯

○要保護児童の里親等への委託率 26 ％ 12％ 12.1％ 24 12％ 12.0％ 12％

2,869,496 336,259

・子育てサポートステーション運営
事業【健康】
・「こども何でもダイヤル」電話相
談等事業【健康】
・乳幼児医療公費負担事業費【健
康】

●「こども夢プラン」に基づき，ひとり親家庭への支援に引き続き取り
組むため，目標を年次を延長する。
●「高等技能訓練の実施市町数」については，「ひとり親家庭等対策
拡充事業」が市町事業に移行したことから，指標を削除する。
○母子家庭の自立支援を目的として，看護師等の資格取得に係る訓
練期間中の生活費を支給する「ひとり親家庭等対策拡充事業」につい
ては，平成25年度に国から市町への直接補助事業となったこと，ま
た，従来県が実施していた府中町分についても，平成26年度に新た
に府中町に福祉事務所が設置されることから，事業を廃止する。

1,238,741 663,884 ▲ 574,857

・ひとり親家庭ＩＴスキルアップ就業
支援事業【健康】
・ひとり親家庭等医療公費負担事
業費【健康】

●「こども夢プラン」等に基づき，児童虐待防止等に引き続き取り組む
ため，目標年次を延長する。
○児童虐待の重度化を予防するため，児童養護施設等退所児童の
見守りや，虐待通告のあった児童の安全確認等を行う職員の配置な
どを引き続き実施する。
○こども家庭センターにおける法的対応などの専門性の向上を図り，
法的判断や対応をより迅速・的確に行うために，リーガルアドバイ
ザー（弁護士）を常勤で配置するとともに，警察官ＯＢを西部こども家
庭センターに加えて，東部家庭センターにも配置し，児童虐待防止の
強化を図る。
○高校生等の若い世代を対象として，自らのライフプランについて考
える機会を提供するとともに，保健師等の医療従事者や教育関係者
等を対象として講演会を実施する。

417,226 300,067 ▲ 117,159

・児童虐待防止対策事業【健康】
・児童家庭支援センター運営費
【健康】
・こども家庭センター運営費【健
康】

○社会的養護の必要な児童に対し，自立や生活向上等のための支
援を行う。
○特に，入所児童等の養育に当たっては，家庭的な環境において安
定した人間関係の下で自立等を促がすことが効果的であることから，
ファミリーホームを2箇所新設する。
○要保護児童を家庭的環境の中で養育する里親制度の推進につい
ては，効果的な広報の実施等により，里親登録世帯数や委託率の向
上を図る。

115,632 129,493 13,861

・里親支援事業【健康】
・広島学園運営費【健康】

　　ワーク：42⑥社会的養護対策の充実　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：42③すべての子育て家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）

○地域子育て支援拠点事業及び子育てサポートステーションについ
ては，子育ての負担や不安感の軽減を図るため，身近な支援・相談
窓口として引き続き実施する。
○「子ども何でもダイヤル」は，子どもに関する相談内容が複雑化，深
刻化している現状において，市町の窓口やこども家庭センターに相談
する前に気軽に相談できる窓口として設置しており，引き続き電話相
談事業を実施する。
○電話相談受付件数は，目標を下回る見込みである。要因としては，
児童家庭支援センターや子育てサポートステーションの設置による相
談媒体の増加が考えられる。電話相談窓口の存在を知らない保護者
等もいることから，子育て支援イベント等での周知を図っていく。

2,533,237

　　ワーク：42④ひとり親家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：42⑤配慮が必要なこどもと家庭への支援　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

[H26～新規設定]
イクちゃん出会いサポートセンター（仮称）
登録者の成婚数

28 件
15件（H27)，
30件（H28），
50件（H29)

― ― ―
― 0件

（H26事業の効果は
H27以降に発生）

[H26～新規設定]
不妊治療による出生数（推計）

28 人
155人（H26出生），
216人（H27出生），
244人（H28出生）

― ― ―
155人
（H25事業の効果）

[H26～新規設定]
産後早期ケアモデル市町における子育て
に自信が持てない母親の割合

26 ％ 19.3％（Ｈ26） ― ― ― 19.3％

男性の育児休業取得率 32 ％ 13％ 4.1％ 24 6％ 7.2％ 7％

女性（25-44歳）の就業率 32 ％ 73.0％ 68.0％ 22
就業率の向上かつ
全国平均以上
69.7％

―
就業率の向上かつ
全国平均以上
70.1％

待機児童数
※広島市，福山市を含む。

26 人 0人
372人
（H25.4)

24
0人
（H26.4)

―
概ね順調

0人

多様化する保育ニーズへの対応
○延長保育実施施設数

26 施設 468施設 95
（全県430）

24
107
（全県440）

108
（全県440）

197
（全県468）

○休日保育実施施設数 26 施設 30施設 6
（全県14）

24
8
（全県23）

8
（全県16）

18
（全県30）

○病児・病後児保育実施施設数 26 施設 45施設 15
（全県33）

24
22
（全県35）

20
（全県34）

28
（全県45）

○特定保育実施施設数 26 施設 32施設 17
（全県21）

24
22
（全県30）

24
（全県24）

24
（全県32施設）

保育所等入所児童数 26 人 64,483人 62,036人 24 63,429人 ― 64,483人

　　ワーク：42⑦結婚・妊娠・出産支援[H26～新規設定]　　（主担当局：健康福祉局）

●少子化の進行に歯止めがかからない現状を踏まえ，少子化対策と
して取組を推進し，その取組のマネジメントや成果検証ができるよう，
新たなワーク及び指標を設定する。
○不妊に悩む夫婦に対する経済的支援である不妊治療支援事業を
少子化対策の一つとして位置付けるとともに，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事業等を実施する。
○支援を必要とする家庭に対して，市町による訪問が実施されるまで
支援に結びつけにくいという問題が生じていることから，早期支援の
仕組みを構築し，早い段階で育児や家事の負担感を軽減し，第２子
以降の出産への影響を少なくするため，医療機関等と行政が連携す
るための会議を設置し，対象者を支援事業へ誘導する事業をモデル
的に実施する。

0 286,477

　　　[生活基盤]
・結婚・妊娠・出産支援による少
子化対策事業【健康】
・産後早期ケア支援事業【健康】
・地域少子化対策市町交付金（仮
称）事業【健康】

5,103,009

▲ 54,833

・子育てしやすい職場環境整備事
業【健康】
・女性の就職総合支援事業【健
康】
・働く女性の就業継続応援事業
【健康】
・看護職員のバックアップ事業【健
康】
・預託制度運用費【商工】

286,477

○保育所等整備費補助金については，女性の就業率の向上に合わ
せて増加する保育を必要とする子どもの受け皿を作るため，創設，増
改築，賃貸物件による保育所分園設置等により，引き続き整備を促
進する。
○保育コンシェルジュ配置事業については，保護者の情報不足から，
入所希望する保育所等に偏りが生じていることが待機児童発生の要
因の一つであることを踏まえ，保育ニーズの偏りの補正を図るソフト
対策を引き続き実施する。
　また，コンシェルジュの配置効果を高めるため，研修を実施し，資質
の向上を図る。
○保育対策等促進事業における病児・病後児保育については，25年
度の広域実施をモデルとして効率的な実施に努めるほか，多様な保
育ニーズに対応するため，引き続き延長保育や休日保育等を実施す
る。
○保育士人材確保事業については，保育士の確保を図るため，引き
続き保育士人材バンクによる就労のマッチングを継続する。
○保育士処遇改善事業については，保育士の確保を図るため，引き
続き民間保育所における保育士等の賃金の改善を継続する。
○病児・病後児保育実施施設数が目標を下回る見込みである。利用
者が少ない場合に実施体制を取るための負担が大きいことが要因で
ある。利用者が少ない市町においては，広域利用促進による対応を
進めてきたところである。広島市と周辺7市町で平成26年度の広域利
用に向けた協定締結を検討している。

　　ワーク：43②保育サービスの充実　　（主担当局：健康福祉局）

　領域：子育て　　取組の方向：男女が共に仕事も子育ても充実できる環境整備を推進します。
　　ワーク：43①女性の継続就業と仕事と家庭の両立支援　　（主担当局：健康福祉局）

重
点
ワ
ー
ク

概ね順調
○子育てしやすい職場環境の整備に向け，企業の取り組みが進んで
いない状況があることから，優良事例等の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
する。
○職場環境の整備のため，上記事業と併せ，企業訪問による一般事
業主行動計画の策定支援や，奨励金による男性の育児休業の取得
促進を引き続き実施する。
○女性の就職総合支援について，国と一体的に運営している「しごと
プラザ マザーズひろしま」においてきめ細かな相談対応等による支援
を実施しているが，来所を待つという受け身の現状を踏まえ，出張相
談を実施することにより相談機能を強化する。
○働く女性の就業継続応援事業について，研修会の内容を見直し，
効率的な実施に努める。
○看護職員のバックアップ事業について，育児期の看護職員の離職
防止や復職を図るため，院内保育所の整備・運営に対する支援や，
多様な勤務形態の導入に向けた相談窓口の設置等を引き続き実施
する。

383,795

6,149,231

328,962

・保育所等整備費補助金【健康】
・保育コンシェルジュ配置事業【健
康】
・保育士人材確保事業【健康】
・幼稚園機能充実支援事業【環
境】
・保育所等県費負担金【健康】
・保育対策等促進事業【健康】
・保育士処遇改善事業【健康】

1,046,222
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

放課後児童対策未実施校区数 26 校区 0校区

13/296校区
（4.4％）
（広島市・福山
市を除く）

24
7/276校区（2.5％）
（広島市・福山市を
除く）

7/275校区（2.5％）
（広島市・福山市を
除く）

順調
○女性の社会進出の増加や就労形態の多様化，核家族化等による，
学童保育ニーズの増加・多様化に対する対応を図るため，引き続き
放課後児童クラブ事業を継続する。
○放課後児童対策実施率も着実に増加しており，市町のニーズを踏
まえながら，引き続き，放課後子供教室を実施する市町の支援や大
学生ボランティアの増による質的向上等に取り組む。

720,016 711,478 ▲ 8,538 0校区

・放課後児童クラブ事業【健康】
・放課後児童クラブ室整備費補助
金【健康】
・放課後子供教室推進事業【教
育】

子育て世帯向けのリフォーム工事助成制度
を有する市町数

25 市町 県内全市町 13市町 24 県内全市町 16市町 遅れている ―

県営住宅における新婚・子育て世帯の優先
入居戸数

26 戸 225戸 158戸 24
175戸
（累計）

200戸
（累計）

250戸
（累計）

子育てしやすい住環境整備戸数 34 戸 2,000戸 ―
100戸
（年間）

727戸
（累計）

200戸
（年間）

【産業部門】エネルギー消費原単位 32 ％ 9％改善(H23比) 0.4%の改善 24
・産業部門のエネ
ルギー消費原単位
の改善(H23比)

―
（H27.1頃確定予
定）

概ね順調
・産業部門のエネ
ルギー消費原単位
の改善(H23比)

【民生（家庭）部門】CO2排出量 32 ％ 42％削減(H19比) 6.6%の増 22
・民生（家庭）部門
のCO2排出量の削
減(H19比)

―
（H28.7頃確定予
定）

・民生（家庭）部門
のＣＯ２排出量の削
減(H19比)

【民生（業務）部門】CO2排出量 32 ％ 42％削減(H19比) 3.9%の減 22
・民生（業務）部門
のCO2排出量の削
減(H19比)

―
（H28.7頃確定予
定）

・民生（業務）部門
のＣＯ２排出量の削
減(H19比)

【運輸部門】CO2排出量 32 ％ 24％削減(H19比) 8.6%の減 22
・運輸部門のCO2
排出量の削減(H19
比)

―
（H28.7頃確定予
定）

・運輸部門のＣＯ２
排出量の削減(H19
比)

太陽光発電導入量（原油換算）
業務用

32 kl
19,200kl
(158,400ｋｗ）

3,934kl
（32,445kw）

24
6,243kl
（51,500kw）

13,018kl
（107,383kw）
※H25.9末現在
（年度実績H26.7頃
確定予定）

14,254kl
（117,586kw）

太陽光発電導入量（原油換算）
家庭用

32 kl
44,800kl
（369,600ｋｗ）

20,318kl
(167,606kw)

24
21,685kl
（178,880kw）

22,927kl
(189,123kw)
※H25.9末現在
（年度実績H26.7頃
確定予定）

27,301kl
(225,219kw)

一般廃棄物
排出量

27 万ｔ 85.8万ｔ 92.0万ｔ 23
前年度（H24）より
減少

―
（H27.3頃判明）

実績未確定 92.0万ｔ（Ｈ23実績）
より減少

一般廃棄物
再生利用量（率）

27 万ｔ 20.9万ｔ（24.4％）
19.4万ｔ
（21.0%）

23
前年度（H24）より
増加

―
（H27.3頃判明）

19.4万ｔ（21.0％）（Ｈ
23実績）より増加

一般廃棄物
最終処分量（率）

27 万ｔ 9.5万ｔ（11.1％）
11.1万ｔ
（12.0%）

23
前年度（H24）より
減少

―
（H27.3頃判明）

11.1万ｔ（12.0％）（Ｈ
23実績）より減少

産業廃棄物
排出量

27 万ｔ 1,502万ｔ 1,395万ｔ 23
前年度（H24）より
減少

―
（H27.3頃判明）

1,395万ｔ（Ｈ23実
績）より減少

産業廃棄物
再生利用量（率）

27 万ｔ 1,081万ｔ（72.0％）
1,022万ｔ
（73.3％）

23
前年度（H24）より
増加

―
（H27.3頃判明）

1,022万ｔ（73.3％）
（Ｈ23実績）より増
加

産業廃棄物
最終処分量（率）

27 万ｔ 50万ｔ（3.3％）
51万ｔ
（3.7％）

23
前年度（H24）より
減少

―
（H27.3頃判明）

51万ｔ（3.7％）（Ｈ23
実績）より減少

▲ 10,156

・県営住宅維持管理費【土木】
・子育て住環境整備事業【土木】

　　ワーク：44・45②廃棄物の３Ｒの推進　　(主担当局：環境県民局）

12,659 2,503

　　ワーク：43③放課後児童対策の充実　　（主担当局：健康福祉局）

●子育て世帯向けのリフォーム工事助成制度を有する市町数につい
て，耐震改修促進や空家対策など，市町において対応すべき行政課
題が多くある中で，助成制度を創設する市町は，16市町にとどまる見
込みであるが，目標年次となったため，制度未創設の市町の意向を
精査した結果，市町への助成制度は終了する。
○子育てに配慮した住宅・住環境の整備に向けて，引き続き，県営住
宅における新婚・子育て世帯の優先入居や子育てのしやすさに配慮
したマンション（子育てスマイルマンション）の供給促進を行う。

　領域：環境　　取組の方向：県民，事業者など各主体の自主的取組や連携・協働の取組を促進し，環境と経済の好循環を図りながら，環境保全の取組を着実に進めます。県内企業が有する環境関連技術を生かして，地球温暖化防止に貢献します。
　　ワーク：44・45①低炭素社会の構築　　(主担当局：環境県民局）

○引き続き，循環型社会の実現に向けた廃棄物の３Rを推進するた
め，事業者等が行う廃棄物排出抑制やリサイクルに関連する施設整
備，研究開発に対して適正な助成を行うとともに，人材育成に係る取
組を実施する。あわせて，びんごエコ団地の立地促進に向けて，進出
企業への助成，広報活動を行う。

612,606 636,937 24,331

・廃棄物排出抑制・リサイクル施
設整備費補助事業【環境】
・びんごエコタウン推進事業【環
境】

　　ワーク：43④子育てに配慮した住宅・住環境の整備　　（主担当局：土木局）

○事業者の自主的取組を促進するため，改正生活環境保全条例に
基づき，対象事業者による温室効果ガス削減計画書や自動車使用合
理化計画書の作成に加え，提出を受ける。
○事業者・県民の自主的かつ積極的な省エネルギー・省資源への取
組と行動を誘導するため，県も一事業者として，電気使用量の削減や
エコドライブの推進など環境に配慮した率先行動に継続して取り組
む。
○再生可能エネルギーの普及拡大を図るため，県と中電グループが
共同して，メガソーラー発電事業に取り組み，発電事業によって得ら
れる収益は，地域に還元（電力買取制度の不公平性を緩和）する。

697,773 411,598 ▲ 286,175

・地域還元型再生可能エネルギー
導入事業【環境】
・ダム小水力発電推進事業（農業
用施設）【農林】
・ダム小水力発電推進事業（河川
管理施設）【土木】
・県有施設太陽光発電導入事業
【環境】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

廃棄物不法投棄件数
(投棄量10t以上）

27 件
過去10年の最大件
数（H22：12件）より
減少

4件 24
過去10年の最大件
数（H22：12件）より
減少

―
（現時点で，特に重
大な不法投棄の報
告は受けていない）
実績は，H26.9頃判
明予定

順調
○依然として，一部の事業者において法令順守が徹底されていない
ことから，講習会の開催等により排出事業者責任を周知することで，
廃棄物の適正処理を図る。
○不適正処理事案の未然防止，早期発見，早期解決のため，引き続
き，不法投棄監視活動や立入検査等を実施するとともに，市町が行う
不法投棄廃棄物等の撤去への支援を行う。
○引き続き，出島処分場に係る地元関係機関との連絡調整，周辺環
境調査等を着実に実施する。

402,980 551,428 148,448
12件（Ｈ22実績）よ
り減少

・不法投棄監視体制強化事業【環
境】
・公共関与による廃棄物処分場整
備事業（出島処分場）【環境】

大気環境基準達成率（二酸化窒素） 27 ％
H22（100％）を
維持

100％ 24 100％
―
(現時点で未達成地
点なし）

順調
100％

大気環境基準達成率（浮遊粒子状物質） 27 ％ 100％を達成 100％ 24 100％
―
(現時点で未達成地
点なし）

100％

水質環境基準達成率
河川BOD

27 ％
H22（91.5％）より向
上

93.9％ 24
H22（91.5％）より向
上

―
（現在，特段，問題
事案なし）
（実績は，Ｈ26.7判
明見込み）

概ね順調
91.5％（H22）より向
上

水質環境基準達成率
海域COD

27 ％
H22（50％）より向
上

42.8％ 24
H22（50％）より向
上

―
（現在，特段，問題
事案なし）
（実績は，Ｈ26.7判
明見込み）

50％（H22）より向
上

水質環境基準達成率
海域全窒素

27 ％
H22（88.9％）より向
上

88.8％ 24
H22（88.9％）より向
上

―
（現在，特段，問題
事案なし）
（実績は，Ｈ26.7判
明見込み）

88.9％（H22）より向
上

水質環境基準達成率
海域全りん

27 ％ H22（100％）を維持 100％ 24 H22（100％）を維持

―
（現在，特段，問題
事案なし）
（実績は，Ｈ26.7判
明見込み）

100％（H22）を維持

水質環境基準達成率
地下水

27 ％
H22（78.2％）より向
上

84.9％ 24
H22（78.2％）より向
上

―
（現在，特段，問題
事案なし）
（実績は，Ｈ26.7判
明見込み）

78.2％（H22）より向
上

汚水処理人口普及率
25
↓
32

％

83.9％
↓
次期「広島県汚水
適正処理構想」で
設定

84.4％ 24 83.9％ 85.4％
次期「広島県汚水
適正処理構想」で
設定

騒音環境基準達成率
航空機騒音

27 ％ H22（100％）を維持 100％ 24 H22（100％）を維持

―
（現状では基準を超
えた地点なし）
（実績は，H26.4判
明見込み）

順調

100％（H22）を維持

騒音環境基準達成率
　面的評価による自動車騒音

27 ％
H22（88.0％）より向
上

93.6％ 23
H22（88.0％）より向
上

―
（H27.3判明見込
み）

88.0％（H22）より向
上

○大気汚染常時監視を引き続き実施することにより，大気環境基準
の達成状況を把握し，併せて大気汚染物質の発生源である工場・事
業場への立入指導等を的確に行うことにより，大気汚染物質の排出
を抑制する。
○PM2.5の常時監視については，県，広島市，呉市及び福山市で分
担して実施しているが，県民の不安解消やPM2.5の挙動解明への一
助とするため，県中央エリア及び芸北エリアでも測定を開始し，県内
全域で網羅的にPM2.5を監視する。

　　ワーク：44・45③廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策　　(主担当局：環境県民局）

　　ワーク：44・45④良好な大気環境の確保　　(主担当局：環境県民局）

・大気汚染常時監視網整備・運営
費【環境】
・大気汚染防止法等施行費【環
境】

　　ワーク：44・45⑤健全な水循環等の確保　　(主担当局：環境県民局）

62,199 53,965 ▲ 8,234

●次期「広島県汚水適正処理構想」に基づき，汚水処理施設の整備
を推進するため，目標年次を延長する。
○公共用水域における水質常時監視を引き続き実施することにより，
水質環境基準の達成状況を把握し，併せて水質汚濁防止法等に基
づく工場・事業場への規制・監視を実施することにより，水質汚染を防
止する。

　　ワーク：44・45⑥騒音・振動，悪臭の防止　　(主担当局：環境県民局）

・広島空港周辺対策事業【土木】
・生活環境保全対策費（騒音振動
悪臭対策）【環境】

6,476,917 6,478,826 1,909

・水質常時監視費【環境】

○航空機騒音，自動車騒音の常時監視を引き続き実施することによ
り，騒音環境基準の達成状況を確認し，その結果を公表し，国，市
町，警察等の関係機関と連携を図ることにより，住民の生活環境を保
全する。

34,127 33,077 ▲ 1,050
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

ダイオキシン類環境基準達成率（大気，公
共用水域，土壌）

27 ％ H22（100％）を維持 100％ 24 H22（100％）を維持
―
（9月末時点での基
準未達成地点なし）

順調
100％を維持

PRTR法（化管法）に基づく指定化学物質の
届出排出量（大気）

27 t/年
H21（6,290t/年）よ
り削減

6,998t/年 23
H21（6,290t/年）よ
り削減

―
（H27.3判明見込
み）

6,290t/年(H21実
績）より削減

PRTR法（化管法）に基づく指定化学物質の
届出排出量（公共用水域）

27 t/年
H21（200t/年）より
削減

365t/年 23
H21（200t/年）より
削減

―
（H27.3判明見込
み）

200t/年(H21実績）
より削減

PRTR法（化管法）に基づく指定化学物質の
届出排出量（埋立処分）

27 t/年
H21（2,852t/年）よ
り削減

2,922t/年 23
H21（2,852t/年）よ
り削減

―
（H27.3判明見込
み）

2,852t/年(H21実
績）より削減

大気中のアスベスト大気濃度10本／Ｌ以下 27 ％ H22（100％）を維持 100％ 24 H22（100％）を維持
―
（9月末時点での基
準未達成地点なし）

100％を維持

景観計画策定市町 27 市町 前年度より増加 5市町 24 前年度より増加 ５市町
やや
遅れている ―

[H26～新規設定]
景観計画策定の意向がある市町の数（計
画策定済み市町も含む）

27 市町
６市町（うち景観計
画策定市町数：５市
町）より増加

6市町
（うち景観計画
策定市町数：5
市町）

24 ― ―
６市町（うち景観計
画策定市町数：５市
町）より増加

県条例で緊急に保護を要する種として指定
されている野生生物の保護

29 種
条例指定種11種の
絶滅回避

絶滅：0 24
条例指定種11種の
絶滅回避

11種の絶滅回避 順調 11種の絶滅回避

年間捕獲頭数（イノシシ） 28 頭 20,000頭以上 22,714頭 23 20,000頭以上
―
（実績はH26.12頃
判明）

20,000頭以上

年間捕獲頭数（ニホンジカ） 28 頭 8,000頭以上 6,685頭 23 8,000頭以上
―
（実績はH26.12頃
判明）

8,000頭以上

年間捕獲頭数（ツキノワグマ）[西中国（島
根・広島・山口）３県計]

28 頭 78頭以内 31頭 24 78頭以内
16頭
（H25年12月末）

78頭以内

自然公園等の利用者数 27 千人
H21（8,348千人）よ
り増加

9,718千人 24
H21（8,348千人）よ
り増加

―
（実績は，Ｈ26.6頃
判明）

順調
○引き続き，県民ニーズの高い箇所の優先的・重点的な整備による
県有施設の魅力度向上や定期的なメンテナンスの実施による安心安
全な施設の提供等に取り組むことにより，自然公園等の適切な維持・
管理を行い，利用者数の増加を図る。

422,541 406,010 ▲ 16,531
8,348千人（H21）よ
り増加

・国定公園等整備事業【環境】
・公園管理費【環境】

34,780

23,606

・生物多様性保全推進事業【環
境】
・特定鳥獣保護管理事業【環境】
・狩猟者育成事業【環境】

　　ワーク：44・45⑧身近な生活環境・優れた景観等の保全　　(主担当局：環境県民局）

189

　　ワーク：44・45⑨生態系の保全と野生生物の種の保護　　(主担当局：環境県民局）

　　ワーク：44・45⑩自然資源の持続可能な利用　　(主担当局：環境県民局）

・生活環境保全対策費（景観形成
の推進）【環境】

▲ 3

▲ 319

・ダイオキシン類等化学物質対策
事業【環境】
・アスベスト対策推進事業【環境】

○野生生物の生息状況の把握やデータの蓄積が不十分であることか
ら，野生生物の状況把握に努めるとともに，生物多様性地域戦略に
基づき，とりわけ希少な野生生物の保護を促進することにより，絶滅
種の増加を食い止める。
○鳥獣の保護管理の担い手である狩猟者の減少や高齢化が進んで
いることから，狩猟者の育成・確保や特定鳥獣保護管理計画を通じ
て，鳥獣の保護管理を適切に行う。 45,635 69,241

●景観計画の策定には，景観行政団体への移行協議の開始から計
画策定まで複数年かかることから，ワーク成果指標・目標を「景観計
画策定の意向がある市町の数（計画策定済み市町も含む）」に変更す
る。
○引き続き，市町に対する景観対策に係る意識啓発や，景観計画策
定マニュアル等の策定・配付など，市町の主体的な景観対策を促すこ
とにより，市町の景観計画の策定に向けた取組を促進する。

186

35,099

　　ワーク：44・45⑦化学物質による健康リスクの低減・土壌環境の保全　　(主担当局：環境県民局）

○ダイオキシン類やアスベスト等のモニタリング調査を引き続き実施
し，異常時における事業者への迅速な指導により，県民の不安の解
消につなげる。
○引き続き，ＰＲＴＲ法（化管法）の対象となる４６２種類の化学物質の
排出量を把握し，その結果を国を通じて公表することにより，事業者
の自主的取組による化学物質の排出量削減につなげる。

39



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

スクールエコ活動参加校数 25 校 100校 47校 24 100校 目標達成困難 遅れている ―

スクールエコ活動「見える化」支援事業モデ
ル校数

25 校 36校 22校 24 36校 目標達成困難 ―

「ひろしま環境の日」行動宣言登録団体数 25 団体 1,000団体 943団体 24 1,000団体 1,040団体 ―

地球温暖化対策地域協議会を設置した市
町数

27 市町 23市町 16市町 24
新たに2市町程度
に設置

17市町見込み
新たに2市町程度
に設置

エコアクション21取得事業所数
27
↓
25

件 400件 175件 24 260件
183件
(H25.12末現在)

―

[H26～新規設定]
中小企業向け環境マネジメントシステム取
得事業所数
(エコアクション21，ISO14005）
※　成果指標・目標「エコアクション21取得
事業所数」を継承

27 件 400件 176件 24 ― ― 240件

せとうち海援隊認定団体数 27 団体
H23(33団体)より増
加

33団体 24
前年度（H24）より
増加

34団体
34団体（H25）より
増加

避難場所を確認している県民の割合 27 ％
28.7％
 ↓
'28.1％

14.7％ 24 20.5％ ―
実績未確定

24.3％

家族との連絡方法を確認している県民の割
合

27 ％
23.7％
　↓
'23.1％

18.7％ 24 19.5％ ― 21.3％

非常持出品を用意している県民の割合 27 ％
23.7％
　↓
'23.1％

14.6％ 24 18.3％ ― 20.7％

自主防災組織率 27 ％ 90％ 82.7% 24 84.6％ ―
順調

87.3％

自主防災組織活性化率
(県調査)

27 ％ 64％ 60.0％ 24 60％ ― 61.0％

　　ワーク：46②地域の災害対処能力の向上（共助）　　(主担当局：危機管理監）

34,559 ▲ 2,652

・環境保全活動支援事業【環境】

37,211

○自主防災組織の活動を活性化し，地域の災害対処能力を向上させ
るため，引き続き，活動が進んでいない自主防災組織に対し，ひろし
ま防災リーダー等により編成したプロフェッショナルチームを派遣し，
実践的な指導や助言を行う。
〇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」を，県内の自主防災組織の設立や活性化を担う自
主防災アドバイザーとして育成するための研修を実施する。

14,800

●「スクールエコ活動参加校数」及び「スクールエコ活動「見える化」支
援事業モデル校数」については，予定どおり平成25年度で事業を終
了することから，指標から削除する。
●「ひろしま環境の日」行動宣言登録団体数については，目標を達成
したため，指標から削除する。
●「エコアクション２１取得事業所数」について，中小企業の環境経営
を一層促進するため，平成26年1月から，ＩＳＯ14005の取得を，支援
対象に拡大したため，事業者の自主的環境活動を測る指標として，指
標を「中小企業向け環境マネジメントシステム取得事業所数」へ変更
する。
○県民・事業者におけるＣＯ２排出量削減等を図っていくため，「実践
行動の拡大」につながる各種普及啓発事業を実施する。
～地域における自主的な取組を促進するため，実践行動の登録や中
小企業向け環境マネジメントシステム取得支援を通じ，事業者等の自
主的な取組を促進する。
～事業者・県民の自主的かつ積極的な省エネルギー・省資源への取
組と行動を誘導するため，県が一事業者として電気使用量の削減や
エコドライブの推進など環境に配慮した率先行動を行う。
○せとうち海援隊への団体加入促進に向けて，効果的な情報発信等
を行うことにより，せとうち海援隊への加盟を促進する。

●一斉防災訓練について，県内の携帯電話保持者の約35％に緊急
速報メールを送信できる「エリアメール」を活用することとしていたが，
携帯電話会社が定める緊急速報メールの配信に係る規約の改正に
より，訓練情報については「エリアメール」を活用できなくなった。この
ため，事前申込による配信とし，訓練参加対象人数が大幅に縮小さ
れたことから，これに伴い目標を再設定する。
〇防災フェアについて，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，協賛企業
の意見を踏まえ，来店者を対象とした防災教室を実施する。
〇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。

2,932 3,204 272

　　　[生活基盤]
・防災意識醸成事業【危機】

12,783 ▲ 2,017

　　　[生活基盤]
・自主防災組織育成強化事業【危
機】

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

　　ワーク：44・45⑪持続可能な社会の基盤づくり　　(主担当局：環境県民局）

　領域：防災・防疫　　取組の方向：県民の防災意識の醸成と地域の災害対処能力の向上に努めます。
　　ワーク：46①県民の防災意識の醸成（自助）　　(主担当局：危機管理監）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

災害時における現地情報のリアルタイムな
把握の実現

― ― ―

・庁舎の耐震
化（農林庁舎
の耐震工事
（H24～H25）)
等

24

・庁舎の耐震化（農
林庁舎の耐震工事
（H24～H25）)
・北館及び農林庁
舎非常用電源の確
保
・地方機関における
職員の生活必需品
の備蓄
等

・庁舎の耐震化（農
林庁舎の耐震工事
（H24～H25）
・北館及び農林庁
舎非常用電源の確
保
・地方機関における
職員の生活必需品
の備蓄
等

順調

・農林庁舎の非常
用電源の確保
・職員の生活必需
品の整備（災害対
策支部）

迅速かつ的確な情報収集・伝達手段の確
保

― ― ― 〃 〃 〃 〃

初動体制の充実 ― ― ―

・初動訓練の
実施
・総合的危機
管理訓練の実
施
・消防職員・消
防団員の教育
訓練
・実践的消防
訓練施設の実
施設計
・消防無線の
整備（防災航
空センター）
等

24

・初動訓練の実施
・総合的危機管理
訓練（国民保護）の
実施
・消防職員・消防団
員の教育訓練
・実践的消防訓練
施設の工事
等

・初動訓練の実施
・総合的危機管理
訓練（国民保護）の
実施
・消防職員・消防団
員の教育訓練
・実践的消防訓練
施設の工事
等

・初動訓練の実施
・総合的危機管理
訓練（物資輸送等）
の実施
・消防職員・消防団
員の教育訓練
等

多様な事態への対処能力の向上 ― ― ― 〃

〃
(東日本大震災を踏
まえた広島県地震
被害想定調査報告
書等の作成)

〃
(東日本大震災を踏
まえた広島県地震
被害想定調査報告
書等の作成)

〃

道路・河川等の災害対応・維持管理を行う
体制の確保

― ―
補助事業者による
経営革新事業の達
成

補助事業者に
よる経営革新
事業の計画的
実施

24
補助事業者による
経営革新事業の計
画的実施

補助事業者による
経営革新事業の計
画的実施

―

[H26～新規設定]
建築物の耐震化（自助）を促す取組に着手
する市町数

27 市町 13市町 1市町 24 － 1市町 7市町

災害防除箇所数 26 箇所

364箇所
（Ｈ23-26累計）
↓
470箇所
（H23-26累計）

264箇所
（H23-24累
計）

24 計画的な整備
368箇所
（H23-25累計）

順調

計画的な整備

架空電線類の地中化及び無電柱化による
災害時転倒被害の防止

― ― ― 4区間4交差点 24 5区間23交差点 4区間20交差点 9区21交差点

洪水高潮時の防護達成人口率 27 ％ 60.3％ 53.9％ 24 54.8％ 54.8% 概ね順調
○「ひろしま川づくり実施計画2011」に基づき，引き続き計画的な整備
を推進する。 7,102,280 6,040,066 ▲ 1,062,214 57.7%

・河川改良費【土木】
・直轄河川改修費等負担金【土
木】

　　　[生活基盤]
・防災拠点等機能強化事業【危
機】
・建築物耐震化促進事業【土木】

　　ワーク：47②道路防災対策の推進　　(主担当局：土木局）
●道路災害防除について，緊急経済対策等の補正予算の活用によ
り，前倒し施工したことにより，当初目標を達成する見込みであるた
め，目標箇所を470箇所に上方修正する。
○道路災害防除について，緊急輸送道路上の法面対策，異常気象
時通行規制区間の解消等に向け，引き続き計画的に実施していく。
○電線類の地中化・無電柱化工事について，当初設計と現場の相違
から設計を見直すという道路管理者の事情により1区間3交差点が来
年度へ延期となった。引き続き，道路管理者と緊密に連携して事業を
推進する。

　　ワーク：47③河川防災対策の推進　　(主担当局：土木局）

・道路改修費（道路災害防除）【土
木】
・道路災害防除費【土木】
・電線類地中化費【警察】

　領域：防災・防疫　　取組の方向：災害時の被害を最小限にするための県土の構築及び県・市町の災害対処能力の向上に努めます。
　　ワーク：47①県・市町の災害対処能力の向上（公助）　　(主担当局：危機管理監）

●道路・河川等の災害対応・維持管理を行う体制の確保について，建
設業新分野進出支援事業を活用し，新分野進出等の経営革新を行う
意欲的な建設業者は，新分野へ進出したことから，指標を削除すると
ともに，事業を終了する。
●建築物の耐震化について，県・市町における耐震化対策（支援制
度創設等）が進んでおらず，建築物の所有者自らが耐震化を促進で
きる環境が整っていないことから，市町における建築物の耐震化対策
の取組を促進するため，新たな指標「建築物の耐震化（自助）を促す
取組に着手する市町数」を設定する。
○あらゆる災害時においても，自力での災害対応が可能となるよう
に，引き続き，災害対策本部，支部の機能を計画的に確保する。
○あらゆる災害現場で，安全かつ適切に対処できる消防職員・消防
団員を育成するため，消防学校に大規模災害及び実災害に近い状況
で消火訓練・救助訓練ができる施設を整備するという目的を達成した
ため，事業を終了する。次年度以降は訓練施設を効果的に活用し，
消防職員・消防団員の多様な事態への対処能力の向上を図る。
○緊急輸送道路沿道の建築物に係る耐震診断の補助については，
平成25年度に耐震改修促進法の改正があり，緊急輸送道路沿道建
築物等に対する耐震診断の義務付けについて対応方針の検討が必
要となったため，事業を廃止する。
○改正耐震改修促進法により，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，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
設する。

2,293,471 1,036,315 ▲ 1,257,156

重
点
ワ
ー
ク

3,204,713 3,300,187 95,474
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

高潮に対する防護達成人口率（建設・港湾
海岸）

27 ％ 62％ 60.3％ 24 60.6％ 60.6% 概ね順調 61.3%

農地海岸保全施設の整備延長 27 ㎞ 56㎞ 55.2km 24 55.7km 55.4km 55.7km

漁港海岸保全施設の整備延長 27 ㎞ 62㎞ 59.5km 24 59.2km 59.6km 59.9km

放置艇数
（広島湾地域）

26 隻 879隻(Ｈ21比50％)
1,374隻
(Ｈ21比78％)

24
放置艇数Ｈ21比
63％（1,108隻）

放置艇数Ｈ21比
63％（1,108隻）

放置艇数Ｈ21比
50％（879隻）

[H26～新規設定]
放置艇数
（福山港地域）

33 隻 0隻 ― ― ―
放置艇数Ｈ22比
92％（1,144隻）

土砂災害から保全される家屋数
25
↓
28

戸

約105,100戸
↓
「ひろしま砂防アク
ション2014（仮称）」
で設定

104,300戸 24 約105,100戸 約105,100戸

順調 「ひろしま砂防アク
ション2014（仮称）」
で設定

土砂災害から保全される災害時要援護者
関連施設数

25
↓
28

施設

411施設
↓
「ひろしま砂防アク
ション2014（仮称）」
で設定

401施設 24 411施設 411施設
「ひろしま砂防アク
ション2014（仮称）」
で設定

農地地すべり防止対策地区数 27 地区 10地区
計画的な整備
(9地区)

24
計画的な整備
(9地区)

計画的な整備
(9地区)

計画的な整備
(9地区)

山地災害危険地区の防災対策等着手箇所
数

27 箇所 5,081箇所 5,026箇所 24 5,045箇所 5,045箇所 5,063箇所

施設診断箇所数 27 箇所
400箇所(累計H23-
H27)

172箇所 24
施設診断件数　240
件（Ｈ23～Ｈ25）

施設診断件数　240
件（Ｈ23～Ｈ25）

順調 80箇所

老朽ため池の改修及び管理強化箇所数 27 箇所 1,290箇所 994箇所 24 1,093箇所 1,093箇所 1192箇所

県立学校施設の耐震化率 27 ％ 100％
75.5％
(H25.4.1)

24
88.0％
(H26.4.1)

88.4％
順調

○県立学校施設の耐震化対策について，27年度末までに耐震化率
100％を達成するため，引き続き，耐震化計画を着実かつ効率的に執
行するとともに，児童生徒の安全な学習環境の確保に向けて，天井
材や照明器具等の非構造部材についても耐震化を進める。

5,262,754 6,927,035 1,664,281 96.5％

・県立学校施設設備整備費【教
育】

重
点
ワ
ー
ク

[H26～新規設定]
ライフサイクルコスト等の縮減額

28
百万
円

500百万円 ― ― ―

―
●公共インフラ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，インフラ老朽化対策のマネジメントや成果検証ができるよう，
新たなワーク及び指標を設定する。
○新技術等の活用によるコスト縮減を図りつつ，インフラの長寿命化
や効果的な維持管理について，取組を実施する。

0 19,700 19,700 20百万円

　　　[生活基盤]
・インフラ老朽化対策推進事業
[土木]

1,170,991 612,448

　　ワーク：47④海岸・漁港・港湾防災対策の推進　　(主担当局：土木局）
●福山港地域における放置艇を解消するため，新たな指標「放置艇
数（福山港地域）」を設定する。
○「ひろしま海岸整備プラン」に基づき，引き続き計画的な整備を推進
する。
〇放置艇問題の解消を図るため，引き続き放置艇の撤去指導を実施
する。

4,194,124 3,473,494

・土地改良区等検査指導費【農
林】
・ため池等整備事業費【農林】

　　ワーク：47⑥農業用施設防災対策の推進　　(主担当局：農林水産局）

▲ 720,630

・放置艇対策事業【土木】
・港湾海岸保全施設費【土木】
・漁港海岸保全施設整備費【土
木】

　　ワーク：47⑦公共施設の耐震化　　(主担当局：教育委員会）

　　ワーク：47⑧インフラ老朽化対策の推進[H26～新規設定]　　(主担当局：土木局）

　　ワーク：47⑤山地・がけ地防災対策の推進　　(主担当局：土木局）

○土地改良施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減が課題とな
る一方で，早急に修繕が必要な箇所が増加していることを踏まえ，補
修による施設の長寿命化など，土地改良施設の適正な維持管理を促
進する。
○ため池については，集中豪雨の多発等を踏まえ，老朽度や下流へ
の影響を考慮した計画的な維持管理を行う。

558,543

7,763,632 6,799,254 ▲ 964,378

・急傾斜地崩壊対策事業費 【土
木】
・通常砂防費【土木】
・地すべり対策事業費【農林】
・山地治山事業費【農林】

●「ひろしま砂防アクションプラン2014（仮称）」に基づき，土砂災害防
止施設の整備を推進するため，目標年次を延長する。
○土石流，地滑り，がけ崩れ等の土砂災害から県民の生命・財産を
守るため，引き続き土砂災害対策施設の整備を実施する。
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

感染力・重篤性の高い感染症の罹患率（人
口10万人当たり）

26 人 全国平均以下

一類 0
二類14.3
三類2.6
(全国平均以
下)

24 全国平均以下
―
（H26.4以降確定）

概ね順調

全国平均以下

定点医療機関におけるインフルエンザピー
ク時の罹患者数

26 人
警報水準（30人）以
下

39.53人 24
警報水準
(30人)以下

―
（H26.4以降確定）

警報水準
(30人)以下

第二種感染症指定医療機関数（病床数） 26
圏域
（床）

7圏域・34床 5圏域・26床 24 5圏域・26床 5圏域・26床 7圏域・34床

HIV抗体検査件数 29 件 3,850件以上 2,627件 24 前年度比増
―
（H26.5確定見込）

概ね順調 2,986件

ＨＩＶ相談件数 29 件 8,500件以上 6,083件 24 前年度比増
―
（H26.5確定見込）

6,630件

HIV感染に気付かずエイズを発症した患者
の割合

29 ％ 10.0％以下 58.3％ 24 前年度比減
―
（H26.5確定見込）

32％

肝炎ウイルス検査実施体制を整備済みの
職域

28 ％ 50％以上 29.5％ 24 前年度より増 ―
概ね順調

39.8％

広島県の肝がんによる死亡者数 28 人 前年度より減 941人 24 前年度より減 ― 前年度より減

肝がん移行前の適切な治療の実施 26 ― 早期治療の実施
インターフェロ
ン治療（延べ
8,437人）など

24 早期治療の実施 ― 早期治療の実施

B型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率 28 ％ 60％以上 62.5％ 24 前年度より増 ―

※Ｈ26.3の広島県
肝炎対策協議会で
新たな目標設定を
検討

Ｃ型肝炎ウイルス検査陽性者の受診率 28 ％ 75％以上 69.3％ 24 前年度より増 ― 72.1％

事業者指導件数 27 件
H22（218件）より増
加

246件 24
H22（218件）より増
加

― 概ね順調 218件（H22）より増
加

消費者被害に遭った又は遭いそうになった
者の割合（消費者団体調査）

27 ％
H21（18.4％）より減
少

21.3 ％ 24
H24（21.3％）より減
少

―
（平成25年度は消
費者団体において
調査を実施しない
見込み）

H24（21.3％）より減
少

消費者被害に遭った際，何もしなかった者
の割合（消費者団体調査）

27 ％
H21（29％）より減
少

14.5 ％ 24
H24（14.5％）より減
少

―
（平成25年度は消
費者団体において
調査を実施しない
見込み）

H24（14.5％）より減
少

・消費者行政活性化事業【環境】
・消費者行政推進事業【環境】

655,569 617,069

　領域：防災・防疫　　取組の方向：強毒性の新型インフルエンザ発生時の官民の対応体制の確立に努めるとともに，エイズ，肝炎及び結核等の感染症に対する対策も着実に推進します。
　　ワーク：48①感染症・結核の予防対策の充実強化　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：48②エイズ・ＨＩＶ対策の充実強化　　（主担当局：健康福祉局）

　　ワーク：48③肝炎対策の充実強化　　（主担当局：健康福祉局）

●「肝炎ウイルス検査実施体制を整備済みの職域」及び「Ｃ型肝炎ウ
イルス検査陽性者の受診率」について，目標をより明確にするため，
定性的な目標から，具体的な数値目標に変更する。なお，「B型肝炎
ウイルス検査陽性者の受診率」について」は，目標を達成したため，
平成26年3月に開催予定の広島県肝炎対策協議会で新たな目標の
設定について検討する。
○肝炎ウイルス検査受検率を向上させるため，引き続き肝炎に関す
る正しい地域の普及啓発を行うとともに，受検機会のない希望者への
無料検査を実施する。
○肝炎患者等の経済的負担を軽減するため，引き続きインターフェロ
ン治療及び核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を実施する。
○肝炎ウイルス検査受検勧奨や検査陽性者のフォローアップを一層
強化するため，肝炎に関する専門的知識を持つ肝疾患コーディネー
ターを引き続き養成するとともに，受検率が特に低い職域における衛
生教育を通じた普及啓発等を推進するため，産業医への研修を引き
続き実施する。
○肝炎ウイルス陽性者は重症化するまで自覚症状がないため，既存
の医療費助成の対象とならない患者については，医療機関への継続
的な受診・検査につながっていないことこから，「広島県肝疾患患者
フォローアップシステム」を活用し，肝炎ウイルス検査陽性者の受診
動向を把握，継続的な受診勧奨を行うとともに，受診を促進するた
め，医療費助成の対象とならない患者への定期検査費用助成等を新
たに実施する。

・広島県感染症・疾病管理セン
ター事業【健康】
・結核予防活動費【健康】
・結核対策特別促進等事業【健
康】

○感染症の発生及びまん延に備え，平成25年4月に設置した広島県
感染症・疾病管理センターの安定的運営を図るとともに，引き続き，感
染症指定医療機関への運営費補助による感染症医療提供体制の整
備や事案発生時に備えた平時における情報収集，防疫訓練を実施す
る。
○第二種感染症指定医療機関が5圏域の指定にとどまっていること
から，追加指定については，引き続き，協議先の医療機関に働きかけ
を行うとともに，感染症協力医療機関での陰圧テントの活用により，有
事の際に，感染症指定医療機関の補完的な役割を果たせる機関を確
保する。

329,865

●各指標について，目標をより明確にするため，定性的な目標から，
具体的な数値目標を毎年度設定する。
○エイズへの県民の関心低下が進んでいることを踏まえ，街頭無料
キャンペーンなど，ハイリスク層である青少年等に対して，感染予防
方法などの普及啓発を実施し，まん延防止を図る。
○ＨＩＶ感染リスクがあり，感染に不安を感じた人が，いつでも検査が
受けられるよう，引き続き，HIV抗体検査や相談体制を提供するととも
に，各エイズ拠点病院等を核とした，地域における医療提供体制の充
実に取り組む。

56,902

　領域：消費生活　　取組の方向：消費者，事業者，関係団体，市町等と連携し，消費者視点に立って，消費者被害の未然防止，拡大防止，救済の取組を推進します。
　　ワーク：49①消費者被害の未然防止，拡大防止，救済　　（主担当局：環境県民局）

・エイズ予防対策事業【健康】

341,810 11,945

56,079 ▲ 823

147,262

▲ 38,500

・ウイルス性肝炎対策事業（肝疾
患コーディネーターの養成・活用，
産業医研修）【健康】
・肝炎ウイルス検査・治療費助成
事業【健康】
・肝炎対策事業【健康】

○広域的に活動する悪質事業者に対して，他県等との連携体制を強
化することにより，引き続き，消費者被害の拡大防止を推進する。
○地域で高齢者を見守る立場の組織同士のネットワークを構成し，消
費者被害の防止に資する情報を配信することにより，消費者被害に
遭いやすい高齢者の被害防止対策を推進する。

33,462 113,800
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

農林水産物の生産から消費に至る安全・安
心対策

27 ― 推進 推進 24 推進 推進

順調
〇安全・安心な食品の供給と食品に対する消費者の信頼を確保する
ため，食品表示や農薬の監視指導，ＢＳＥや鳥インフルエンザの発生
予防，貝毒検査など，生産から消費まで一貫した食の安全・安心確保
対策に取り組む。

366,217 515,422 149,205 推進

・食の安全・安心確保対策事業
【農林】
・家畜伝染病予防事業【農林】
・鳥インフルエンザ対策施設整備
事業【農林】

食品監視指導体制等
25
↓
26

― 強化

強化
・関係機関に
よる合同立入
（11件）

24 強化
強化
・関係機関による合
同立入（10件）

順調
●指導体制等強化の具体的な指標として，「関係機関による合同立
入」及び「複数保健所による機動班監視」の件数を設定し，疑義のあ
る案件に対しては，事案の発生を未然に防ぐよう積極的かつ機動的
に監視指導を行うことを目標とする。
○牛海綿状脳症（BSE）スクリーニング検査については，平成25年7月
から全頭検査を取りやめ，生後48ヶ月齢超の牛のみが検査対象と
なった。

166,475 169,379 2,904

関係機関による合
同立入
　7件以上
複数保健所による
機動班監視
　12件以上

・食品衛生指導対策費【健康】
・食品の安全確保対策の推進（食
品検査体制の強化）【健康】

自主管理体制
25
↓
26

― 普及・支援

普及・支援
・適正表示推
進者育成講習
会等の実施(9
回）
･認証施設数
拡大（5施設
増）

24 普及・支援

普及・支援
・適正表示推進者
育成講7回）
･認証施設数拡大
（3施設増）

順調

適正表示推進者育
成講習会4回以上

食品の適正表示推進者数
25
↓
26

人 前年度より増
265人
（累計1,677人)

24 前年度より増
―
（H26.2確定見込）

前年度より100名以
上追加

広島県食品自主衛生管理認証制度の対象
業種

25
↓
26

業種 前年度より増 19業種 24 前年度より増 21業種 1業種以上追加

食品事故等発生時の安全確保体制
25
↓
26

― 維持

維持
・訓練実施
・迅速・的確な
調査・公表
・警報発令・情
報発信

24 維持

維持
・訓練実施
・迅速・的確な調
査・公表
・警報発令・情報発
信

机上演習各保健所
1回以上

食中毒発生件数（保健所設置市を除く）
25
↓
26

件 前年度より減 6件 24 前年度より減 1件
食中毒発生件数18
件以下

犯罪被害に遭わないための対策の実施割
合

27
ﾎﾟｲﾝ
ﾄ

前回調査より向上 303.4ﾎﾟｲﾝﾄ 23 前回調査より向上 ―
順調

前回調査より向上

犯罪発生マップ月平均アクセス件数 26 件 80,000件 44,733件 24 60,000件
48,848件
（H25.12末）

80,000件

学生防犯ボランティア数 27 人
300人以上を維持
           ↓
500人以上を維持

526人 24 300人以上を維持 548人 500人以上を維持

青色防犯パトロール実施者数 27 人 8,000人以上を維持 7,962人 24 8,000人 8,460人 8,000人以上を維持

安全・安心なまちづくりに向けて協定の締
結等を行った事業者数

27 事業者 40事業者 29事業者 24 32事業者 32事業者 35事業者

●自主管理体制の普及・支援について成果を検証するための具体的
な指標として，「適正表示推進者育成講習会」の回数を設定し，事業
者に対する研修の機会を確保する。
●食品の適正表示推進者数の増加について，成果を検証するための
具体的な指標を「100名以上追加」とし，着実な人材育成を図る。
●広島県食品自主衛生管理認証制度の対象業種について，成果を
検証するため，新規に1業種追加することを目標とする。
●食品事故等発生時の確保及び強化について，成果を検証するため
の具体的な指標として，机上演習を保健所ごとに1回以上実施するも
のと設定する。
●食中毒発生件数については，発生件数ゼロにすることが望ましい
が，行政施策だけでコントロールできる指標ではないことから，現実的
な目標として過去5年間の平均発生件数以下を目標として設定する。
○広島県食品自主衛生管理認証制度について，引き続き，認証基準
を計画的に策定し，対象業種の増加を図るとともに，事業者の自主衛
生管理の推進を図る。
○あわせて，消費者及び事業者に対して注意喚起するため，食中毒
が発生しやすい気象条件の際に食中毒警報を発令するとともに，食
中毒発生時には，迅速な原因調査を実施し，被害の拡大を防止す
る。

6,355

　領域：消費生活　　取組の方向：行政・生産者・事業者・消費者の役割の明確化と連携強化を図り，生産から消費に至る各段階での対策を徹底します。
　　ワーク：50①農林水産物の生産から消費に至る安全・安心対策の推進　　（主担当局：農林水産局）

　　ワーク：50②食品監視指導体制等の強化　　（主担当局：健康福祉局）

・ＷＥＢ公開型犯罪情報システム
運用事業【警察】
・減らそう犯罪推進事業【警察】

　領域：治安　　取組の方向：「安全・安心なまちづくり」と「安全・安心をもたらす警察活動」を両輪として，多様な主体の協働・連携による地域の安全安心を確保する取組を推進します。
　　ワーク：51①安全・安心なまちづくり　　（主担当局：警察本部）

　　ワーク：50③自主管理体制の普及・支援　　（主担当局：健康福祉局）

6,321 ▲ 34

・食品の安全確保対策の推進（自
主管理体制の強化）【健康】
・食中毒対策費【健康】

▲ 179

●「学生防犯ボランティア数」について，目標を「300人以上を維持」と
していたが，各大学での防犯講習会の開催を通じて，ボランティア活
動への参画を呼び掛けたことなどにより，平成25年までの実績が548
人と大きく増員できていることから，目標について「500人以上を維持」
へ変更する。
○(公社)防犯連合会との協働事業や各種広報啓発活動等により犯罪
発生マップへのアクセス件数を増加させてきたが，関係機関や団体等
を通じての要請や各種広報媒体を活用した情報発信が県内を一巡し
たため，アクセス数が頭打ちとなり，目標到達には至らなかった。今後
は新たなユーザーを確保するため，県内の市町と連携するなど，きめ
細かな各種広報啓発活動を強力に推進し，アクセス件数増加を目指
す。
○ボランティア団体や参加者に対しては，活動全体の活性化・定着化
に向けた取組を推進するとともに，従事することでの達成感や充実感
を感じることができる取組（表彰，意見交換会等）を推進する。
○事業者との協定を通じ，安全安心なまちづくりの重要性をアピール
し，更なる防犯CSR事業者の開拓に努める。

34,451 34,272
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

身近な犯罪認知件数 27 件 前年より減少 13,371件 24 前年より減少
12,667件
(H25暫定値）

順調
○交番相談員の適正配置と犯罪発生状況の早期分析に基づく地域
警察官による街頭警察活動（警ら，駐留警戒，職務質問等）の強化に
より，更に身近な犯罪認知件数の減少を図っていく。
○県民の期待と信頼に応えるため，巡回連絡等を通じた効果的な情
報発信活動（管内の事件事故発生状況を踏まえた被害防止対策等
の注意喚起 ）を積極的に取り組んでいく。

379,292 379,361 69 前年より減少

・地域安全対策推進経費【警察】
・地域運営費【警察】

重要犯罪検挙率の向上 27 ％ 65％以上 67.6％ 24 65％以上
70.6%
（H25暫定値）

順調
○迅速かつ効率的な初動捜査を実施するため，引き続き自動車利用
犯罪の追跡に有効なシステムを維持・運用し，初動捜査機能の高度
化を図り，重要犯罪の早期検挙を推進する。 481,014 484,651 3,637 65％以上

・初動捜査機能高度化事業【警
察】
・捜査力充実強化費【警察】
・総合通信指令室運営費【警察】

暴力団等犯罪組織の排除 27 ―
暴力団等犯罪組織
の社会からの排除

各分野への働
きかけにより
暴力団排除が
推進中

24
暴力団等犯罪組織
の社会からの排除

県内の建設業界内
の暴力追放団体と
の間に，大規模災
害発生時の災害応
急工事に係る協力
関係を確認する協
定を締結するなど，
各業界の暴力追放
団体と連携した各
種施策を推進中

順調
○取締りと暴力団排除条例の効果的な運用により，不透明化する暴
力団組織の実態を解明し，暴力団員等よる違法，不当な行為の根絶
と市民生活の安全と平穏を確保する。

8,683 8,892 209
暴力団等犯罪組織
の社会からの排除

・暴力団壊滅作戦推進経費【警
察】

交通事故死者数 27 人 90人以下 125人 24 105人以下 116人
やや
遅れている

97人以下

うち高齢者死者数 27 人 40人以下 64人 24 48人以下 67人 44人以下

交通事故発生件数 27 件 13,000件以下 14,849件 24 14,300件以下 14,370件 13,600件以下

非行少年総数
25
↓
26

人 前年比減 2,683人 24 2,683人以下
2,490人
（H25暫定値）

順調 前年比減

スクールサポーター派遣校における暴力行
為発生件数

25
↓
26

件

H24年度比減少率
80％
     ↓
減少率80%
・H25重点課題校：
H24年度比
・H26追加対策校：
H25年度比

―
H24年度比減少率
80％

71.5%
（H25年12末）

減少率80%
・H25重点課題校：
H24年度比
・H26追加対策校：
H25年度比

再非行人員（触法少年を含む）
25
↓
26

人 前年比50人減 815人 24 前年より減少
704人
（H25暫定値）

前年比50人減

災害，テロ等からの県民の安全・安心の確
保

― ― ― ― ― ― ―

○大規模災害，テロ等緊急事態に備えた諸活動等に資するため，引
き続き，装備資機材の更なる整備充実を図るとともに警察本部及び
各警察署の災害対策本部機能や警察部隊練度の向上及び災害等緊
急事態発生を想定した各種訓練等の施策を推進する。

203,452 168,436 ▲ 35,016 ―

・ヘリコプター維持運営費【警察】
・災害対策費【警察】
・捜査力充実強化費【警察】

●「スクールサポーター派遣校における暴力行為発生件数」について
は，来年度重点課題校（継続対策校）と追加対策校が混在となること
から，目標「H24年度比減少率80%」について「H25重点課題校はH24
年度比，H26追加対策校はH25年度比で減少率80%」に変更する。
●「再非行人員（触法少年を含む）」については，目標を「前年より減
少」と掲げていたが，各種取組の実績を考慮し，Ｈ26は「前年比50人
減」に変更する。
○スクールサポーター活用事業について，安心して学べる教育環境
の確保という目標を踏まえ，教育委員会の生徒指導集中対策プロ
ジェクトと統合し，一体的・効率的に実施する。
○再非行人員の約４割をしめる中学生対策を推進するため，少年警
察ボランティアや学校等との連携を基に，少年サポートルーム及び各
種立ち直り支援活動へ中学生の参加促進を図り，地域社会との絆を
再生し，再非行防止を図る。

18,632

○交通事故発生件数及び死者数については，平成24年比で減少し，
一定の成果を上げているものの，交通事故発生件数，死者数及び高
齢者死者数のいずれも，目標達成はできなかった。理由として，高齢
社会の進展等に伴って，高齢者の関係する死亡交通事故が多発して
いることが要因と考えられることから，高齢者に対する交通安全指導
の強化や，反射材活用等被害防止対策を推進するとともに，交通事
故情報の収集・分析を推進し，より効果的な施策を展開する。
○交通安全施設整備事業については，幹線道路及び生活道路にお
ける安全確保及び交通の円滑を図るため計画的な整備を推進する。

6,124,982 6,074,071 ▲ 50,911

・交通指導費【警察】
・交通安全施設整備費【警察】
・交通安全施設費【土木】

59,746 78,378

　　ワーク：51②身近な犯罪抑止対策の推進　　(主担当局：警察本部）

・非行少年グループ等の立直り支
援事業【警察】
・少年サポートセンター運営費【警
察】
・生徒指導集中対策プロジェクト
【教育】

　　ワーク：51③悪質重要犯罪の徹底検挙　　(主担当局：警察本部）

　　ワーク：51④暴力団等の組織犯罪対策・犯罪インフラ対策の推進　　(主担当局：警察本部）

　　ワーク：51⑤交通事故抑止総合対策の推進　　(主担当局：警察本部）

　　ワーク：51⑥少年非行防止総合対策の推進　　(主担当局：警察本部）

　　ワーク：51⑦災害，テロ等緊急事態対策の推進　　(主担当局：警察本部）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

犯罪被害者等支援総合窓口の設置 27 市町 全23市町
9市町
(25.4.1)

24 17市町 12市町

やや
遅れている 17市町

・県民のニーズに沿ったきめ細かな施策の
推進
・県民のニーズに沿った施設の整備
・県民の利便性を高める交番・駐在所ネット
ワークの整備
・県民の安全安心に繋がる装備資機材の
確保
・被留置者の適正処遇による県民の安全安
心の確保
・県民の警察への理解促進

― ― ― ― ― ― ―

刑法犯認知件数に占める地域警察官によ
る刑法犯検挙率

27 ％ 前年より向上
24.3％
(23,902件）

24 前年より向上
24.4％
（H25暫定値）

順調 ※同一ワーク内で
新規目標設定

[Ｈ26～新規設定]
警察体力検定（ＪＡＰＰＡＴ）実施率及びA級
以上の割合

26

・実施率全国警察５
位以内
・A級以上の割合実
施者の70%以上

― ― ―

・実施率全国警察５
位以内
・A級以上の割合実
施者の70%以上

県警察学校各課程における効果測定値 27 点
前年度より向上
         ↓
平均点75点以上

平均点
78.4点

24 前年度より向上
平均点
77.1点
（H25.12末現在）

平均点75点以上

ボランティア活動又はＮＰＯ法人の活動に
参加したことがある県民の割合

27 ％
全国平均以上
（26.3％)

28.9％ 23
全国平均以上
（26.3％)

―
（社会生活基本調
査（H28予定）で調
査予定）

実績未確定
○県民のＮＰＯ法人活動への参加に向け，引き続き，ＮＰＯ法人自身
の情報公開・社会への発信を促すとともに，県による情報開示やＮＰ
Ｏ法に基づく指導監督処分等を適正に実施する。
○社会的な課題解決へ挑戦する自立したＮＰＯ法人への注目・参画・
支援が集まり，活動が活性化されるよう，引き続き，市町，企業，ひろ
しまＮＰＯセンター等の多様な主体へ連携や支援の働きかけなどを行
う。
○ボランティア団体や参加者に対しては，活動全体の活性化・定着化
に向けた取組を推進するとともに，従事することでの達成感や充実感
を感じることができる取組み（表彰，意見交換会等）を推進する。

991 2,708 1,717
26.3％（全国平均）
以上

・NPO・ボランティア活動促進事業
【環境】

バリューチェーンの構築による主要品目の
産出額

27 億円 115億円 83.7億円 24 97億円 97億円

概ね順調
※新たな目標を設
定してマネジメント

[H26～新規設定]
６次産業化の市場規模

32 億円 220億円 180.7億円 23 ― 182億円 184億円

分野：豊かな地域づくり…それぞれの地域が，県民や市町を始め企業や地域活動団体とも連携しながら，自らの創意工夫で多様性から新たな活力を生み出し，住みやすく個性ある豊かな地域になっています。
　領域：県民主役型地域社会　　取組の方向：多様な主体による地域活動を促進します。
　　ワーク：52①ＮＰＯ法人の活動促進　　(主担当局：環境県民局）

　領域：地域資源活用・地域情報化　　取組の方向：地域資源を活用した産品の開発や魅力向上に取り組みます。
　　ワーク：53①地元産品の高付加価値化等による販路の拡大[H26～統合]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]①農商工連携など新たな取組に意欲ある事業者等の支援，③地元産品の認知度向上と消費拡大

・安全・安心なまちづくり推進事業
【環境】
・被害者支援推進経費【警察】
・広島東警察署整備事業【警察】
・警察施設耐震改修整備事業【警
察】
・交番・駐在所整備事業【警察】

　　ワーク：51⑧要望にきめ細かに対応する治安体制の整備　　(主担当局：警察本部）

　　ワーク：51⑨警察官の能力向上　　(主担当局：警察本部）

●成果の検証により適した目標とするため，指標を「６次産業化の市
場規模」へ変更する。
〇県産農林水産物等の販路拡大に向けて，引き続き，生産者と実需
者のマッチングに取り組むとともに，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。
〇県産農林水産物の認知度向上に向け，市町と共同して地産地消啓
発キャンペーンを全県的に展開するとともに，ひろしま地産地消ファン
クラブサイトからの効果的な情報発信や小売業者と連携した販促活
動を実施する。

23,000 183,184

357

・警察教養費【警察】
・術科振興費【警察】

・６次産業化総合支援事業【農林】
・ひろしま地産地消推進事業【農
林】
・ひろしまフードフェスティバル開
催事業【農林】

●「刑法犯認知件数に占める地域警察官による刑法犯検挙率」につ
いては，地域警察官という一部警察官の能力を測る指標であることか
ら，全警察官の能力向上を検証するためにより適した目標とするた
め，指標を「警察体力検定（ＪＡＰＰＡＴ）実施率（全国警察５位以内）及
びA級以上の割合（実施者の70%以上）」へ変更する。
●「県警察学校各課程における効果測定値」については，目標を「前
年度より向上」と掲げていたが，効果測定をより適正に行うため「平均
点75点以上」に変更する。
○警察学校における教養を充実させるとともに，職場におけるロール
プレイングによる実戦的総合訓練，術科訓練，ベテラン職員による伝
承教養を推進し，特に若手警察官を中心に職員の実務能力，術科技
能の向上と強靱な体力の錬成を図る。

26,972

160,184

840,457 ▲ 213,085

○犯罪被害者等支援総合窓口については，人員体制，財政状況等
市町の個別の事情により未設置の市町があることから，市町窓口設
置の促進のため，引き続き未設置の市町を個別に訪問し，犯罪被害
者等に対する支援の重要性について理解を求めるとともに，早期に
窓口を設置するよう要請する。
○一行政区一警察署の実現に向け，広島市東区へ広島東警察署を
移転する。（基本・実施設計）
○災害発生時における防災拠点及び治安拠点である警察施設（警察
署）の耐震診断・設計・工事を実施する。
○管内の人口，治安実態に応じ，移転を含めた交番・駐在所の建替
整備を実施する。
○佐伯警察署整備事業については，予定どおり今年度開庁したこと
から事業を終了するが，引き続き広島市における一行政区一警察署
体制の実現を推進し，県民の利便性を向上させるとともに，行政との
連携を密にして地域における安全・安心の確保を図る。

1,053,542

27,329
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

[Ｈ26～新規設定]漁業生産額 27 億円 293億円
272億円【見込
値】（26年4月
確定）

24 278億円 278億円
概ね順調

285億円

かき養殖生産額 27 億円 170億円 155億円 24 157億円 157億円 163億円

ブランド化・加工販売など戦略的販売の取
組件数

27 件 3件 2件 24 2件 2件 3件

県産農産物を意識して購入している人の割
合

27 ％ 60％以上 42％ 24 50％ 50% 概ね順調
●県産農林水産物の高付加価値化・ブランド化に向けて，生産から販
売まで一貫して取組を推進するため，ワーク及び指標を再編整理す
る。

14,182 0 ▲ 14,182
※ワーク53①にお
いて一元的にマネ
ジメント

広島のブランド価値（日経リサーチ調べ：地
域ブランド力ランキング）

27 位 全国8位 全国12位 24 全国11位 ―

実績未確定

全国11位

[H26～新規設定]
全国情報誌等掲載件数

26 件 2件以上 ― ― ― 2件以上

県内製品の認知度・購買意識を有する人の
割合

27 ％ 60％ 19％ 24 49％ ― 60％

伝統的工芸品売上高 27 百万円 207百万円 170百万円 24 193百万円 ― 199百万円

広島ブランドショップ「ＴＡＵ」売上高 27 円
前年度（Ｈ26年度）
の実績を上回る額

― 5億円 ―
H25年度の実績を
上回る額

[H26～新規設定]
総観光客数

29 万人 6,100万人 5,893万人 24
※別ワークの指標
5,737万人（H23比
205万人増）

成果目標達成見込
み

概ね順調

5,750万人

中山間地域の総観光客数 25 千人
Ｈ24年比226千人
増

12,538人 24
Ｈ24年比226千人
増

―
※同一ワーク内に
定量目標「総観光
客数」を新規設定

じゃらん宿泊旅行調査「来訪者の満足度ラ
ンキング」

26 位 15位（全国順位）
全国５位
（85.7％）

24 17位（全国順位） ―
※同一ワーク内に
定量目標「総観光
客数」を新規設定

・魅力ある観光地創造・発信事業
【商工】
・教育旅行誘致促進事業【商工】
・尾道松江線周辺地域活性化調
査検討事業【地域】
・尾道松江線周辺地域活性化促
進事業【地域】

　　※[H26]ワーク№53①へ一元化　←[H25]ワーク：53③地元産品の認知度向上と消費拡大　　(主担当局：農林水産局）

重
点
ワ
ー
ク

●「ひろしま」ブランドの取組の一つとして，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，その取組の成果検証のた
め，新たに指標を設定する。
〇「ひろしま」ブランドの国内外での認知・評価を高め，その地名から
豊かな連想が広がることを通じて，「ひろしま」が商品選択，観光誘客
及び定住促進において「魅力ある地域」として選ばれることを目指し，
それにより持続的な地域経済の活性化や，県民の愛着・誇りの向上
につなげるための取組を，新たに，ひろしまブランド推進事業として実
施する。 312,194 295,649 ▲ 16,545

　　　[広島の強み]
・ひろしまブランド推進事業[商
工・環境]
・広島ブランドショップ運営事業
【商工】

●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，関連事業を魅力ある観光地創造・発信事
業として再編整理を行うとともに，指標も「総観光客数」で総括的に整
理する。
○広島県教育旅行誘致協議会を中心として，平和学習と農山漁村
ホームステイを組み合わせた教育旅行の誘致活動を市町，関係団体
と連携して展開し，来訪校の増加を図る。
○尾道松江線沿線施設への沿道誘導対策（案内標識整備）につい
て，案内標識の整備方針が概ね固まったことから，既存事業に統合
する。
○やまなみサイクリングロード（仮称）について，サイクリングロードの
広域的なネットワーク推進の観点から，サイクリングロード推進事業
へ統合する。
○尾道松江線の全線開通を控え，地元市町と連携した地域活性化策
について調査・検討するとともに，沿線市町で組織する利用促進部会
の取組について，引き続き，一体的な情報発信及び広報・PR活動等
を支援する。

265,718 423,127 157,409

21,555

・広島かき生産出荷体制強化事
業【農林】
・水産業担い手育成事業【農林】

　　ワーク：53③広島のブランド価値の向上　　(主担当局：商工労働局）

●かきに加え，海面漁業についても，担い手の育成から生産・流通・
販売体制の構築まで一貫した取組を推進するため，新たな指標を設
定する。
○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する。また，首都圏
等においてＰＲや販促活動を展開するとともに，全国かきサミットと合
わせて実施される消費拡大に向けた取組を支援する。
〇海面漁業を中心とする担い手の育成に向けて，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
設の整備に対する新たな支援を行う。

27,230 48,785

　　ワーク：53②地域の特色ある水産物のブランド化の推進[H26～名称変更]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]②販売戦略を踏まえた生産・流通・販売体制の実現

　領域：地域資源活用・地域情報化　　取組の方向：観光資源のブラッシュアップや連携等による魅力向上と活用促進に取り組みます。
　　ワーク：54①地域の特色を活かした魅力ある観光地づくり　　(主担当局：商工労働局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

広島県内の観光関連消費額 32 億円
5,900億円(波及効
果と合わせ1兆円)

・H24年5月に設立
した「瀬戸内ブラ
ンド推進協議会」
を発展改組し，瀬
戸内7県のプラット
フォームとなる「瀬
戸内ブランド推進
連合」の設立につ
いて合意した
（H25.4.22設立）

24

・瀬戸内プラット
フォーム（仮称，任
意団体）の設立
・中長期的なアク
ションプラン等に基
づく「瀬戸内ブラン
ド」形成の推進

―

・中長期的なアク
ションプラン等に基
づく「瀬戸内ブラン
ド」形成の推進

瀬戸内ブランドの認知度
※指標及び目標値については，次回の瀬
戸内ブランド推進連合代表会議において決
定予定

32 ― ― ―  ― ―

瀬戸内ブランドの認
知度
※指標及び目標値
については，次回
の瀬戸内ブランド推
進連合代表会議に
おいて決定予定

電子申請利用件数（県，市町） 27 件 前年より増加 28,906件 24 35,200件 35,200件 40,500件

[H26～新規設定]
県立施設におけるオンライン予約率

27 ％ 10% 6.4% 24 ― 6.9% 9%

[H26～新規設定]
ＩＣＴを活用した情報提供にかかる件数

27 件 前年より増加 101,112,596件 24 ― ― 前年より増加

都市計画区域の統合再編 26 区域

4都市計画区域に
おける見直し完了
（都市計画区域：26
→22）

4都市計画区
域について見
直し着手(着手
率100％)
(うち3都市計
画区域におけ
る見直し完了)

24
残り1都市計画区域
(因島・瀬戸田)の見
直し推進

都市計画審議会の
議決
国との法定協議の
完了

概ね順調
4都市計画区域に
おける見直し完了
（都市計画区域：26
⇒22）

中心市街地の活性化（中枢拠点性の向上）
27
↓
28

―

広島駅南口（Ｂ・Ｃ
ブロック）市街地再
開発事業の着実な
推進
（Ｈ27竣工）
↓
（Ｈ28竣工）

Bブロック：移
転補償，既存
建築物の一部
解体撤去，仮
設店舗設置
Ｃブロック：実
施設計，権利
変換計画作成

24
事業計画に基づく
整備の実施

Bブロック：地下工
事実施
Ｃブロック：権利変
換計画認可取得
・権利者への補償
費支払い完了
・再開発ビル建築
工事の請負契約締
結

広島駅南口（Ｂ・Ｃ
ブロック）市街地再
開発事業の着実な
推進（Ｈ28竣工）

街路改良率 27 ％ 向上 59.6_％ 24 計画的な整備 ― 計画的な整備

4,206,646

　領域：地域資源活用・地域情報化　　取組の方向：情報通信基盤を活用した県民生活の利便性の向上を図ります。
　　ワーク：56①公共サービスにおけるICTの利活用の促進　　(主担当局：地域政策局）

3,794,356 ▲ 412,290

・市街地再開発事業【土木】
・街路事業費【土木】

20,307

・海の道プロジェクト推進事業【商
工】
・みなとの賑わいづくり事業【土
木】
・瀬戸内海クルージング促進事業
【土木】
サイクリングロード推進事業【土
木】

●広島駅南口（Ｂ・Ｃブロック）市街地再開発について，権利者間の調
整等に時間を要するなど，事業進捗が遅れていることから，目標年次
を延長する。
○都市計画区域の統合再編について，圏域マスタープランに基づい
た4都市計画区域の統合見直しの着実な推進を図るため，引き続き
都市計画事務手続きを実施する。
〇街路事業等について，「広島県道路整備計画2011」に基づき，引き
続き計画的な整備を推進する。

　領域：都市地域　　取組の方向：都市中心部への機能集約などによるコンパクトで利便性の高いまちづくりを推進します。
　　ワーク：57①中心市街地の活性化の推進　(主担当局：土木局）

○広域プロモーションをはじめ，瀬戸内7県による広域連携事業や，
構想の7つの戦略テーマに沿った瀬戸内ブランド形成に繋がる取組を
引き続き実施するとともに，瀬戸内ブランドサポーターによる取組の促
進を図り，瀬戸内の認知度向上と新たな魅力づくりを進める。
○瀬戸内しまのわ２０１４の開催を通じた新たな広域観光交流メ
ニューの開発や既存資源のブラッシュアップ等を図る。
○大型客船の誘致・受入体制の充実を図るため，新たな受入体制の
検討やおもてなしを充実させるとともに，引き続き，船社等の訪問によ
るセールス活動や5万総トン以上の大型客船の岸壁使用料の免除を
実施する。
○瀬戸内海クルージングを更に促進させるため，プレジャーボートに
よるチャーターボート事業の振興に向けた取組を実施するとともに，
引き続き，情報発信・プロモーション等による需要の掘り起し等の取組
を実施する。
○臨海部の魅力を向上させるため，引き続き，宇品・出島地区に点在
する緑地や賑わい施設間に回遊性を持たせるプロムナードの整備等
を推進する。
○しまなみ海道サイクリングロードについて，観光振興による地域活
性化を図るため，引き続きナショナルサイクリングロード(仮称)の認定
に向けた取組を行うとともに，更なる魅力向上対策等を実施する。や
まなみサイクリングロード(仮称)について，広島県内のサイクリング
ロードの広域的なネットワーク形成を図るため，地元の気運醸成と利
用環境向上に向けた取組を実施する。

472,770 406,656 ▲ 66,114

・電子申請推進事業【地域】
・公共施設予約システム運営事業
【地域】
・メイプルネット運営事業【総務】

順調
○公共施設予約システムの利用やＩＣＴを活用した情報提供につい
て，事業の成果検証をより適正に把握するため，「県立施設における
オンライン予約率」及び「ＩＣＴを活用した情報提供にかかる件数」の指
標を追加する。

1,252,740 1,273,047

やや
遅れている

　領域：地域資源活用・地域情報化　　取組の方向：瀬戸内海の資源や人をつなぎ国内外に魅力を発信します。
　　ワーク：55①「海の道構想」の推進　　(主担当局：商工労働局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

重
点
ワ
ー
ク

[H26～新規設定]
プロジェクトの実施に伴い広島に集積した
多様な人材数

35 人 40人 ― ― ―

―
●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，その取組の成果検証ができ
るよう，新たなワーク及び指標を設定する。

0 32,197 32,197 ―

　　　[多様な人材]
・ひろしま発人材集積促進プロ
ジェクト【地域】
・都市圏魅力創造事業【地域】

居住意欲度＜広島市＞
都市魅力度ランキング（ブランド総研）

28 位 63位 104位 24 99位 ―
順調

―

[H26～新規設定]
広島市と連携した取組件数

28 件 3件以上 ― ― ― 推進計画策定

[H26～新規設定]
魅力ある建築物の創出件数

29 件 13件/年間 8件/年間 24 ― ― 10件/年間

[H26～新規設定]
全国情報誌等掲載件数

26 件 2件以上 ― ― ― ― 2件

[H26～新規設定]
県外からの定住世帯数
（定住施策補足分）

26 世帯 190世帯（累計） 60世帯 24 ― ― 65件

広島県内を発着地とした乗換検索数 28 件 13,558,697件 10,647,739件 24 11,180,125件 11,180,125件
順調

11,739,132件

[H26～新規設定]
バスロケーションシステム導入による利用
者の満足度
（アンケート調査）

28 ％ 80%以上 ― ― ― ―

クルージングによる観光人口 32 万人 32万人 13万人 24 15万人 15万人
概ね順調

16万人

公園利用者数（波止場公園，みなと公園） 32 万人 約16万人 ― 約9万人 約9万人 約10万人

１万トン以上の大型客船
次年度寄港予約件数
（参考：入港実績）
（広島港）

34
件
(回)

50回
22件
(21回)

24 25件 25件 30件

重
点
ワ
ー
ク

計画に基づく人口減少抑制数
（過疎地域の未来創造支援事業）
※目標は，平成26年度に市町が計画策定
後，再整理

32 人
2,730人
(累計Ｈ23-Ｈ32）

採択された全
域過疎9市町
の未来創造計
画に掲げられ
た事業の着実
な実施

24 408人（単年度） 408人

順調
●「広島県中山間地域振興条例」の制定等を踏まえ，新たに中山間
地域の産業対策として「中山間地域の未来創造支援事業」を実施す
ることから，ワーク名及び指標を整理する。

182,005 67,690 ▲ 114,315 430人

　　　[生活基盤]
・中山間地域の未来創造支援事
業【地域】
・広島への定住促進事業【地域】
・教育旅行誘致促進事業【商工】

●広島都市圏における魅力創造に向けた取組について，その成果検
証が可能となるよう，指標を「居住意欲度＜広島市＞都市魅力度ラン
キング」から「広島市と連携した取組件数」へ変更する。
●魅力ある建築物の創造及び魅力あるまちなみづくりの支援につい
て，成果を検証するために，より適した目標とするため，指標を「魅力
ある建物の創出件数」に変更する。
○「広島西飛行場跡地活用プロジェクト」については，広島都市圏に
おける魅力ある都市環境の創出に向けた取組の一環であることか
ら，「都市圏魅力創造事業」と一体として実施する。
○魅力ある公共建築物を創造・発信する仕組みの構築や，民間建築
物への波及について，県民の意識醸成のための情報発信が不十分
という現状を踏まえ，イベントの開催や取組の展示などＰＲ活動の取
組を強化する。

3,869

　領域：都市地域　　取組の方向：魅力的な水際線を活用したにぎわい空間の創出を図ります。
　　ワーク：58①新たな魅力を創出するみなと環境の整備　　(主担当局：土木局）

788,085

　　ワーク：57⑤広域的な公共交通ネットワークの最適化　　(主担当局：地域政策局）

〇大型客船の誘致・受入体制の充実を図るため，新たな受入体制の
検討やおもてなしを充実させるとともに，引き続き，船社等の訪問によ
るセールス活動や5万総トン以上の大型客船の岸壁使用料の免除を
実施する。
〇瀬戸内海クルージングを更に促進させるため，プレジャーボートに
よるチャーターボート事業の振興に向けた取組を実施するとともに，
引き続き，情報発信・プロモーション等による需要の掘り起し等の取組
を実施する。
〇大型艇保管係留環境の向上については，現段階で必要とされる施
設の整備が完了したため，事業を終了する。
〇臨海部の魅力を向上させるため，引き続き，宇品・出島地区に点在
する緑地や賑わい施設間に回遊性を持たせるプロムナードの整備等
を推進する。

　　　[生活基盤]
・公共交通ネットワーク情報提
供・移動活発化推進事業【地域】

934,321

●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，その取組の成果検証のため，新たなワーク及び指標を設定する。

　領域：中山間地域　　取組の方向：若者を始め地域の将来を担う人材の定着に向け，就業機会の創出に取り組みます。
　　ワーク：59①中山間地域の就業機会の創出[H26～名称変更]　　(主担当局：地域政策局）　←[H25①過疎地域の就業機会の創出

59,042 55,173

　　　[多様な人材]
・都市圏魅力創造事業【地域】
・魅力ある「まちなみづくり」支援
事業【土木】
・魅力ある建築物創造事業【土
木】
・ひろしまブランド推進事業（広島
らしい生活スタイル）【地域】

　　ワーク：57③人材が集まる魅力の創造　　(主担当局：地域政策局）

　　ワーク：57②人材の集積促進[H26～新規設定]　　(主担当局：地域政策局）

146,236

・瀬戸内海クルージング促進事業
【土木】
・みなとの賑わいづくり事業【土
木】

0 42,189 42,189

　　　[ファミリー]
・広島への定住促進事業【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）【地域】
・都市圏魅力創造事業【地域】

重
点
ワ
ー
ク

●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，「バスロケーションシステム導入による利用者の満足度」
の指標を追加する。
○公共交通機関の利便性向上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
向けた取組を促進する。

7,441 60,513 53,072

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

　　重点ワーク：57④魅力ある地域環境の創出[H26～新規設定]　　(主担当局：地域政策局）

49



見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

集落法人数 27 法人 300法人 227法人 24 264法人 243法人
やや
遅れている

※同一ワーク内の
他の目標（新規就
農者数）でマネジメ
ント

農業参入企業数 27 法人 95法人 61法人 24 72法人 72法人

※同一ワーク内の
他の目標（新規就
農者数）でマネジメ
ント

[Ｈ26～新規設定]
新規就農者数

27
人/
年

200人/年 209人/年 24 200人/年 200人/年 200人/年

[Ｈ26～新規設定]
県産材（スギ・ヒノキ）の素材生産にかかる
必要林業労働者数

27 人 400人 301人 24 342人 342人

―
●「広島県中山間地域振興条例」の制定を踏まえ，農業に加え，林
業・水産業について，地域における将来を担う人材の育成・定着を図
る取組を推進するため，そのマネジメントに向けて，ワーク及び指標を
新設する。
○引き続き，新規就業者の育成・定着を図るため，専門知識・技能の
習得を目的とする段階的かつ体系的な研修や林業事業体の技術力
向上に係る研修を実施する。

0 35,960 35,960 374人

・林業担い手育成確保対策事業
【農林】
・森林整備加速化・林業再生基金
事業（人材育成分）【農林】

[Ｈ26～新規設定]
新規就業者数

27
人/
年

65人/年 37人/年 24 65人/年 56人/年

―
●「広島県中山間地域振興条例」の制定を踏まえ，農業に加え，林
業・水産業について，地域における将来を担う人材の育成・定着を図
る取組を推進するため，そのマネジメントに向けて，ワーク及び指標を
新設する。
○経営開始資金や操業技術等の問題から就業をためらう者が多く，
また，就業後においても，所得の関係から定着率が低くなっており，目
標は未達成となる見込み。今後は，就業に必要な技術や知識に関す
る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。

0 10,662 10,662 65人/年

・水産業技術指導費【農林】
・水産業担い手育成事業【農林】

地域の実態に応じた生活交通体系 28 ―
適切な交通サービ
スを確保

平成24年度に
おいては，地
域の実情を踏
まえて，適切
な交通サービ
スを確保

24
適切な交通サービ
スを確保

適切な交通サービ
スを確保

順調

―

[H26～新規設定]
維持された航路数

28 ― 20航路 20航路 24 ― 20航路 20航路

[H26～新規設定]
路線バス等の生活交通が維持された市町
数

28 ― 県内全23市町 23市町 24 ― 23市町 23市町

　領域：中山間地域　　取組の方向：持続可能な生活交通体系への再編を促進します。
　　ワーク：60①持続可能な生活交通体系への維持・効率化促進　　(主担当局：地域政策局）

　　ワーク：59③≪林業≫林業労働力の確保[H26～新規設定]　　(主担当局：農林水産局）

●地域の将来を担う人材の育成・定着に向けた取組をより適切に測
定するため，ワーク及び指標を再編整理する。
○引き続き，新規就農者の受け皿となる経営力の高い担い手の育成
を図るとともに，栽培技術習得に向けた研修や就農後における所得
の確保を支援する。

144,584 392,909 248,325

新規就農者育成交付金事業【農
林】

　　ワーク：59④≪水産業≫新規就業者の確保[H26～新規設定]　　(主担当局：農林水産局）

　　ワーク：59②≪農業≫新規就農者の確保[H26～名称変更]　　(主担当局：農林水産局）　←[H25]②農業の担い手の育成

●地域の実態に応じた生活交通体系を維持する取組について，その
取組の成果検証が可能となるよう，指標を「地域の実態に応じた生活
交通体系」から「維持された航路数」及び「路線バス等の生活交通が
維持された市町数」へ変更する。

645,530 633,800 ▲ 11,730

・生活航路維持確保対策事業【地
域】
・離島交通対策事業【地域】
・生活交通確保対策事業【地域】
・市町生活交通支援事業【地域】
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

県内地域医療に携わる医師数
（過疎地域の人口10万人対の医療施設従
事医師数）

25
↓
29

人 前回調査比増 186.1人 24
H22（178.1人）より
増

―

実績未確定

H24（186.1人）より
増

初期臨床研修医確保数 32 人 158人 131人 24 153人 159人 153人

中山間地域の医療提供体制 25 ― 維持・向上

中山間地域の
医療提供体制
の維持向上を
進めた

24
維持・向上
（へき地医療機関
への補助）

維持・向上
（へき地医療機関
への補助）

順調

―

[H26～新規設定]
へき地医療拠点病院

29 施設 10施設 ― ― 9施設 9施設

[H26～新規設定]
中山間地域の公立・公的病院

29 施設 9施設 ― ― 9施設 9施設

[H26～新規設定]
へき地診療所数

29 施設 23施設 ― ― 21施設 21施設

住民主導の地域課題解決事例数 26 件
15件
（累計Ｈ24-Ｈ26）

4件 24 5件 1件 遅れている ―

[H26～新規設定]
地域づくり活動実施団体数（計画を含む。）

27 団体 31団体 ― ― ― 18団体

取組紹介県ＨＰアクセス件数 26 件 年間1,940件 1,703件 24
年間1,760件
（前年度比10％増）

3,729件
（H25.10末現在）

―

農作物鳥獣被害額 27 百万円
424百万円（H22被
害額より半減）

544百万円 24
593（Ｈ22被害額
（848）より255百万
円の減）

593（Ｈ22被害額
（848）より255百万
円の減）

やや
遅れている

508百万円（H22被
害額(848)より340
百万円の減）

中山間地域等直接支払制度の取組面積 27 ha 22,000ha 21,337ha 24 21,700ha 21,706ha 22,000ha

[H26～新規設定]
多面的機能支払制度の取組面積

27 ha 29,670ha ― ― ― 26,470ha

農地・水保全管理支払制度の取組面積 27 ha 12,000ha 8,290ha 24 9,500ha 9,070ｈａ

※同一ワーク内の
他の目標（多面的
機能支払制度の取
組面積）でマネジメ
ント

290,389 88,962 ▲ 201,427

・へき地医療対策費（へき地医療
拠点病院等運営費補助）【健康】
・無医地区等における巡回診療体
制の強化事業【健康】

・広島大学医学部寄附講座運営
事業【健康】
・広島県医師育成奨学金貸付金
【健康】
・広島県地域医療支援センター運
営事業【健康】
・医療資源偏在解消・地域医療体
制確保推進事業【健康】

●高齢化，過疎化傾向が続く中山間地域について，引き続き医療提
供体制を確保するため，目標年度を延長する。
●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新たに定
量目標を設定する。
○「無医地区等における巡回診療体制の強化事業」は，補助対象病
院が同じ事業である「へき地医療対策費（へき地医療拠点病院等運
営費補助）」に統合し，効率的な事業執行を図る。
○「中山間地域医療連携強化事業」は対象地域であった世羅地域と
府中地域の連携体制の整備が完了したため，平成25年度で終了す
る。
○「診療船『済生丸』の強化事業」は，平成25年度中に新船が完成し
たため終了する。
○「医療施設整備費補助金（へき地診療所設備整備事業）」は，へき
地診療所の医療サービス向上のため医療機器整備に対して補助する
もので，平成25年度は対象となる診療所がなかったが，平成26年度
は3診療所が対象となるため，構成事業に追加する。
○地域総合整備資金貸付事業（庄原赤十字病院）は，平成25年度中
に庄原赤十字病院の改築が完了したため，終了する。

●「広島県保健医療計画」に基づき，県内地域医療に携わる医師数
の確保等に取り組むため，目標年度を延長する。
○医師確保が図られているが，なお，へき地等の医師不足は解消さ
れていないことから，将来県内の中山間地域の病院等で地域医療を
行う意志のある医学生へ奨学金を貸与し，地域医療を担う医師を育
成する広島大学ふるさと枠等により，地域医療を担う医師の確保を図
る。
○将来の本県医師の核となる初期臨床研修医については，新制度開
始前に比して，毎年度30名程度少ない状態が続いているが，平成25
年度においては，前年度比14％増となり，成果が上がっていることか
ら，県内の研修病院と連携した初期臨床研修医の確保など，引き続
き，「広島県地域保健医療推進機構（広島県地域医療支援セン
ター）」の運営を着実に実施する。

482,428 511,295

　領域：中山間地域　　取組の方向：日常生活を支える仕組みづくりなどについて，市町等と連携して取り組みます。
　　ワーク：62①地域課題解決の促進[H26～名称変更]　　(主担当局：地域政策局）　←[H25]①地域の生活課題解決の促進

　　ワーク：62②持続的な農業生産活動による農地の効率的な利用と保全　　(主担当局：農林水産局）

12,500 14,100

2,805,001

28,867

　　ワーク：61②医療連携体制の強化　　（主担当局：健康福祉局）

●「過疎地域の生活支援モデル事業」の実施を通じて明らかになった
課題を踏まえ，今後は住民自治組織等が行う「地域づくり計画」の策
定と実施を，市町と共に支援することとし，ワーク名を「地域課題解決
の促進」に変更する。
●地域の実態や新たに取り組む事業の内容を適正に反映するため，
指標を「住民主導の地域課題解決事例数」及び「取組紹介県HPアク
セス件数」から「地域づくり活動実施団体数」に変更する。

　　　[生活基盤]
・地域課題解決支援事業【地域】

重
点
ワ
ー
ク

276,774

・集落で取り組む鳥獣被害対策確
立事業【農林】
・中山間地域等直接支払事業【農
林】
・農業・農村多面的機能支払事業
【農林】

●国の農業政策の見直しに伴い，農地・水保全管理支払制度が廃止
され，農業・農村の持つ多面的機能の発揮に向けた新たな支援制度
として組み換えられたため，指標を再編整理する。
○多面的機能支払制度の創設に伴い，農地の維持・確保に向けた取
組を拡大するため，市町を通じた地域への制度の周知や働き掛けを
強化する。
○鳥獣害対策について，集落ぐるみによる「環境改善」，「侵入防
止」，「捕獲」による総合的な取組を促進するため，モデル集落を設置
しての有効性の実証や集落における指導者の確保・育成を図る。あ
わせて，集落点検に基づく捕獲わなの設置や被害防止施設の整備な
ど，農作物鳥獣被害対策を強力に推進する。

2,528,227

1,600

　領域：中山間地域　　取組の方向：市町，大学，県医師会等と連携して，県内全域の医療体制の確保に努めます。
　　ワーク：61①へき地医療に係る医師等確保対策の推進　　（主担当局：健康福祉局）
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見直し状況 平成26年度 平成26年度構成事業[抜粋]

　　　　　　　　　　　●：ワーク及び指標の見直し内容 ※重点事業は主たるワークで

　　　　　　　　　　　○：主な構成事業の見直し内容　　など 　太字下線付きで表示

　　ワーク 達成
年次

単位 全体目標 年度 目標 見込み

分野・領域・取組の方向 24までの実績

　　　　成果指標・目標

平成25年度 [参考]
H25上半期の
進捗点検結果 目標

当初予算額　　　（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 増減
（H26－H25）

【人工林対策】
手入れ不足の人工林の間伐面積

27 ha
5,000ha(H23～H27
累計）

2,318ha 24 3,450ha 3,450ha 概ね順調 4,368ha

【里山林対策】
地域資源保全活用事業の実施箇所数

27 箇所 25箇所 5箇所 24 12箇所 12箇所 20箇所

【県民意識の醸成】
森林ボランティア活動の延べ人数（年）

27 人 70,000人 63,311人 24 64,800人 64,800人 67,400人

農業集落排水事業の処理人口 27 人 57,000人 54,840人 24
計画的な整備
(54,840人)

54,840人 順調 54,840人

漁業集落排水事業の処理人口 27 人 7,700人 4,900人 24 5，290人 5,290人 6,700人

汚水処理人口普及率
25
↓
32

％
83.9％→次期「広
島県汚水適正処理
構想」で設定

84.4％ 24 83.9％ 85.4％
次期「広島県汚水
適正処理構想」で
設定

[H26～新規設定]
シンポジウム参加者の地域活動参加意欲
の向上者数

26 ％ 50％以上 ― ― ― ― 50％以上

[H26～新規設定]
シンポジウム参加者の県の取組の認知度
向上者数

26 ％ 80％以上 ― ― ― 80％以上

市町中心地30分到達可能人口カバー率 26 ％ 77.3％ 77.1％ 24
道路整備計画に基
づく整備の推進

77.2% 順調 道路整備計画に基
づく整備の推進

市町中心地と島嶼部等を結ぶ航路の船舶
乗降人員

27 百万人 19百万人 18.6百万人 24 18.8百万人 18.8百万人 18.9百万人

核兵器廃絶に向けた具体的なプロセスの
進展

― ― ― ―
東アジア核軍縮に
向けた働きかけの
促進

東アジア核軍縮に
向けた働きかけの
促進

遅れている ―

復興・平和構築の取組を通じて社会が安定
化

― ― ― ―
広島での平和構築
人材育成の充実

広島での平和構築
人材育成の充実

―

平和のメッセージの積極的な発信 ― ― ― ―

・ワールド・ピース・
コンサート期間中の
イベント来場者数：
30万人
・ワールド・ピース・
コンサートの世界放
映の視聴可能世帯
数：６億世帯

・ワールド・ピース・
コンサート期間中の
イベント来場者数：
19.5万人
・ワールド・ピース・
コンサートの世界放
映の視聴可能世帯
数：６億世帯

平和のメッセージの
継続的な発信

[H26～新規設定]
核兵器のない平和な世界の実現に向けた
プロセスの進展

27 ― 対前年度進展 ― ― ― 対前年度進展

　　ワーク：62④生活雑排水の適正な処理による水質保全対策　　(主担当局：農林水産局）
●次期「広島県汚水適正処理構想」に基づき，汚水処理施設の整備
を推進するため，目標年次を延長する。
○生活雑排水の適正な処理による水質保全を図るため，集落排水事
業を計画的に実施する。

521,668 347,940 ▲ 173,728

・農業集落排水事業【農林】
・漁業集落環境整備事業【土木】
・生活排水処理対策推進事業【環
境】

○「広島県道路整備計画2011」及び「広島県みなと振興プラン」に基
づき，計画的な整備を推進する。

24,584,576 22,099,535 ▲ 2,485,041

・道路改良費【土木】
・港湾改良費【土木】

20,000 20,000

　　　[生活基盤]
・中山間地域リレーシンポジウム
事業【地域】

・ひろしまの森づくり事業
（県産材消費拡大支援事業除く）
【農林】
・森林病害虫駆除事業【農林】
・緑化活動推進事業【農林】

●「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，その取組の成果検証ができるよう，新たなワーク及び指
標を設定する。

0

　　ワーク：62③多様な森林の整備と保全　　(主担当局：農林水産局）
○引き続き，手入れ不足の人工林の整備を市町と連携して実施する
とともに，地域住民等による主体的な森林保全活動を支援し，県民参
加による森づくりを推進する。
○また，森林の持つ公益的機能の重要性に対する県民の理解や協
力を得るため，「ひろしまの森づくり県民税・事業」に関する戦略的な
広報活動を展開する。

　　ワーク：62⑤自主的かつ主体的な地域づくりの促進[H26～新規設定]　　(主担当局：地域政策局）

重
点
ワ
ー
ク

重
点
ワ
ー
ク

●国際平和の実現に向けた拠点づくりの推進に向けて，事業と指標
の関連性をより明確化するため，指標を「核兵器廃絶に向けた具体的
なプロセスの進展」及び「復興・平和構築の取組を通じて社会が安定
化」から，「核兵器のない平和な世界の実現に向けたプロセスの進
展」に再編整理する。
〇引き続き国際平和拠点ひろしま構想の具体化に向け，ひろしまラウ
ンドテーブル開催事業，ひろしまレポート作成事業，平和構築人材育
成強化事業等の事業に取り組むとともに，平和支援メカニズムの具体
化を進める。
○音楽を通じて平和のメッセージを継続的に発信していくため，平成
23年度から平成25年度にかけて実施した「ピース・アーチ・ひろしま」
プロジェクトの検証結果から明らかになった課題を踏まえ，次回コン
サートのあり方について検討する。

921,017 347,446 ▲ 573,571

　　　[広島の強み]
・国際平和拠点ひろしま構想推進
事業【地域・環境】
・「ひろしま平和発信コンサート」推
進事業【環境】
・ユニタール広島事務所支援事業
【地域】
・広島国際協力センター事業【地
域】
・放射線被曝者医療国際協力推
進事業【健康】

　領域：中山間地域　　取組の方向：集落と日常生活拠点との依存状況など，地域の構造を踏まえた日常生活圏の維持に取り組みます。
　　ワーク：63①中心地と周辺地域等との連携を支える基盤の整備　　(主担当局：土木局）

　領域：平和貢献　　取組の方向：被爆と復興の経験等を更に発展させ，国際平和の実現に向け積極的に貢献していきます。
　　ワーク：64①国際平和の実現に向けた拠点づくり　　(主担当局：地域政策局）

808,141 794,370 ▲ 13,771
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