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「元気挑戦プラン」政策別の主な取組と成果，今後の課題等について 
 
Ⅰ 明日を拓く「人」を育むプログラム 

区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

 

【人づくり全体】 

○「広島県人づくりビジョン」を策定（H20.3）し，乳幼児期から成人期まで生涯を通

じて，本県の発展を担う人づくりを総合的に推進 

 目標： 活力ある人づくりと人を活かす社会づくり 

○少子高齢・人口減少社会の到来 

 
○乳幼児期から学校教育期，成人期まで生涯を通じた，本県の発展

を担う人づくり 

○子育て支援体制の充実 

・母子家庭等土日電話相談窓口の開設(H18.4) 

・｢こども未来づくり･ひろしま応援隊｣の結成(H18.11) 

 ○子育てをしながら安心して働ける環境づくり（学校や地域等との

連携等） 

 

 

子育てを社会で支

える環境づくり 

○小児・母子医療体制の確保 

・県立広島病院の体制整備（｢小児腎臓科｣開設(H18.4)，｢生殖医療科｣開設(H19.9)，

｢成育医療センター｣の開設(H21.3)） 

・県立広島大学助産学専攻科の開設（H21.4） 

・平成 18 年度の周産期死亡率は，全国で最も低くなるなど周産期死亡率は減少。20年

度は増加。 

 

 

 

○産科医・小児科医が不足・地域偏在しており，

県内で分娩を取り扱う医療機関がない市町数

が４市６町 

 

○安心して出産，育児ができるよう，小児科・産科医療資源の集約化・

重点化や，助産師の確保など，小児・母子医療体制の充実 

 

 

新たな「教育県ひ

ろしま」の創造 

○学力の定着・向上 

 ・小中学校において，「基礎・基本」定着状況調査結果（思考力・表現力に課題）を

踏まえた授業改善を実施 

・全国学力･学習状況調査（H21 年度）において，中学校数学Ｂを除くすべての教科

で全国平均以上。特に小学校は大幅に上回っている。 

 

 
 
 

 

・進学指導拠点校・重点校による先導的な取組等により，大学入試センター試験の平均

点以上の得点者の割合は増加しているが，平均点は全国平均に達していない。 

 

 

 

 

 ・また，国公立大学合格者数は増加 

【H17】2,322 人 ⇒ 【H20】2,598 人 

○教育基本法の改正に伴い，国において「教育

振興基本計画」が策定（H20.7）され，本県に

おいても，この計画を踏まえ，更なる教育改

革を推進していくことが必要 

 

○学習指導要領等の改訂 

 

 

○中学校における更なる学力向上 

○高等学校における学力向上校の指定など先導的な取組による，県

立高等学校全体の更なる学力の向上 

 

 ○豊かな心と健やかな体の育成 

・スクールカウンセラーや子どもと親の相談員の配置など，各学校の生徒指導体制

及び教育相談体制を整備 
・小学校で社会奉仕活動や自然体験活動などの集団宿泊を伴う体験活動の実施 
・暴力行為発生件数や不登校児童生徒数等の生徒指導上の諸問題は継続（全国平均以上）。

 
 
 
 
 
・実践事例集の作成・配布や，体力つくりに向けた校内推進体制の充実を図ること

などにより，児童生徒の体力・運動能力が向上傾向 

 

 

 ○生徒指導体制の確立と学校，家庭，地域及び関係機関との連携強化

○児童生徒の体力・運動能力の更なる向上 

 

指 標 H17 H20 
平均点 553 点(全国 556 点) 508 点(全国 511 点) 大学入試 

センター 
試験結果 

平均点以上の 
得点者の割合 33.8% 35.0% 

小学６年生の平均正答率 中学３年生の平均正答率 
国語Ａ 72.9%（全国 69.9%） 国語Ａ 77.6%（全国 77.0%） 
国語Ｂ 53.8%（全国 50.5%） 国語Ｂ 74.8%（全国 74.5%） 
算数Ａ 81.3%（全国 78.7%） 数学Ａ 62.9%（全国 62.7%） 
算数Ｂ 56.6%（全国 54.8%） 数学Ｂ 56.2%（全国 56.9%） 

 指 標 H17 H20 
暴力行為発生件数 
（公立小・中・高千人当たり） 

3.6 件（全国 2.6％） 4.4 件（全国：未発表）

不登校児童生徒の割合 
（国公私小・中） 

1.29％（全国 1.13％） 1.27％（全国 1.18％）

指 標 H17 H20 備 考 
周産期死亡率 
（出産千人当たり） 

全国 10位 
（4.2 人） 

全国 18位 
（4.1 人） 

H18 は全国１位（3.6人）
H19 は全国 4位（3.4 人）

 指 標 H17 H20 
体力・運動能力調査の全国平均以上の種目の割合 51.5％ 66.2％ 

資料 ３ 
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○キャリア教育の充実 
 ・高校生については，インターンシップの実施やジョブ・サポート・ティーチャーの配置，

高等学校就職促進会議での就職指導の研究等により，新規高校卒業者の就職率は常に全
国平均を上回っているが，高校卒業後 3 年以内の離職率は高水準で推移 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ○生徒の進路希望に対応したインターンシップ受入企業の拡充 

○ジョブ・サポート・ティーチャー増員等による企業との連携強化

○就職率向上と早期離職の抑制 

 

○特別支援教育の充実 

 ・専門性に基づく質の高い特別支援教育の実現を目指して「特別支援教育ビジョン」

を策定（H20.7） 

・特別支援学校高等部卒業者の就職率は近年上昇傾向にあるが，依然として全国平

均より低い状況が継続 

 

 

 
 
 

 ○特別支援学校卒業者の就業支援 

○特別支援学校や小学校，中学校の特別支援学級の在籍者の増加へ

の対応 

 

○教職員の資質・指導力の向上 

・教職員研修体系に基づく授業力の向上を図る研修内容の充実 

 ・人事評価制度の改善充実を図るとともに，指導が不適切である教諭等を認定し，

指導改善のための研修等を実施 

 ・相次ぐ教職員の不祥事の発生に伴い，専門的な見地から対策の検討を行う「不祥

事根絶専門家会議」の設置（H21.6） 
 

○教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正

（H19.6）により指導が不適切である教諭等の

認定・研修等が法制化 

 

○各研修の更なる充実 

○人事評価のより一層の適正な実施 

○教職員の不祥事の根絶 

  

 

（新たな「教育県

ひろしま」の創造） 

○教育改革を支える基盤の強化 

・組織運営体制や指導体制の確立を図るため，主幹教諭・指導教諭の職を設置 

・｢県立高等学校再編整備基本計画｣の策定(H20.6) 

・学校施設の耐震化や老朽化が著しい建物の改築など安全・安心な学校環境の整備 

・地域全体で学校を支援するため，市町の学校支援地域本部の設置を支援 

（H20：８支援本部設置） 
 

 ○主幹教諭の配置に伴う効果等の検証とこれを踏まえた主幹教諭制

度の充実が必要 

○高等学校の適正規模化及び小規模校の学校間の連携を推進 

○県立学校施設の耐震化対策の一層の推進 

○地域と学校の連携体制の強化 

 

○高等教育機能の向上 

・県立３大学を統合し県立広島大学を設置（H17.4）⇒公立大学法人化（H19.4） 

 ・大学・短大進学に伴う県外流出人口は，差引き△2,674 人（H20） 
 

○少子化等による大学間競争の激化 ○県内大学の魅力向上に向けた取組の促進（教育力向上・地域連携

推進等に向けた大学等連携組織の取組支援） 
 

○青少年の健全育成と若者の自立支援 

 ・地域での「あいさつ・声かけ運動」や登下校の見守り活動等を実施 

 ・青少年育成情報ネット(ゆっぴーネット)の開設(H20.6) 

・スクールサポーター制度の導入 

・非行の低年齢化（非行少年のうち，小・中学生が全体の過半数）が進むとともに，

少年が被害者となる事犯も常態化 

 

○青少年インターネット環境整備法の施行 

（H21.4） 

○子ども・若者育成支援推進法の制定（H21.7）
 
 

○地域ぐるみの青少年育成活動などの育成支援施策の総合的推進と

支援のためのネットワーク整備 
 

 

活力ある社会をつ

くる人づくり 

○シニア世代が活躍する社会づくり 

 ・「ひろしま高齢者プラン」（H21.3 策定）に基づく，プラチナ世代（概ね 55 歳以上）の

社会参画の促進等 
 

 ○プラチナ世代の社会参画の促進（地域貢献活動のリーダー養成，

意識醸成等） 
 

指 標 H13.3 卒 H17.3 卒 

高校卒業後 3 年 
以内の離職率 47.5％（全国 48.9％） 47.4％（全国 47.9％） 

 

指 標 区 分 H17.3 卒 H20.3 卒 

広島県 11.3％（43 位） 19.9％（29 位） 特別支援学校高等部 
卒業者の就職率 全国 20.5% 24.4% 

 指 標 H17.3 H21.3 
最終学年生徒におけるインターン
シップ体験生徒の割合（県立高校） 

23.7％ 28.3％ 
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○産業を支える人材が活躍できる環境づくり 

・若者交流館の設置(H18.6） 

・ひろしましごと館，全世代型の求人･求職データベース｢ひろしまジョブサイト｣の

開設(H20.6) 。ひろしま若者しごと館において，キャリアコンサルティング等を

実施するとともに，ミニ企業交流会や就職ガイダンス等を開催 

・求職者総合支援センターを県内２か所に設置（H21.7） 

・雇用基金特別対策プロジェクト・チームの設置（H21.4） 

○昨年秋以降の世界経済の後退により，有効求

人倍率（雇用情勢）は著しく悪化 

  H21.9：0.53 倍〔全国第 9位〕 

 （H20.9：0.97 倍） 

 

○景気の急激な悪化に伴う雇用調整により離職した非正規労働者や

中高年齢者，日系外国人等の失業者その他求職者の早期就職の実

現 

 

産業を支える人づ

くり 

・「両立支援企業応援コーナー」（H18.6 開設）等により，企業の仕事と子育ての両立

のための取組を促進 

 

 

 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現にむけて」広島県四者宣

言（労使，国，県）（H20.6） 

○少子高齢化社会の進展による労働力不足 

～全国の労働力は，H29 年には H19 年比で 113

万人程度減少（H19 厚生労働省推計）。 

○女性の労働力を活用するとともに，多様な働き方を可能とするた

め，雇用労働環境の整備促進 

 

 

○高度な技術･技能を有する人材の育成･確保 

・広島テクノプラザ，広島ソフトウェアセンターでの高度な技術人材の育成，産学

官連携による研修プログラムの開発 

・理工系大学等と県内企業の交流会の開催(H20.7～)  

・県内理工系大学卒業者・大学院修了者の県内企業への就職は約３割（H20）で，大

多数が県外企業に就職 

・広島県立技術短期大学校の開校(H21.4) 
 

 

 

○次世代の成長を支える高度産業人材の育成 

○県内企業・大学等との連携等による県内理工系大学の卒業者の県

内企業への就職促進 

○人材の広域的確保のため，U・Iターン就職支援の促進 

 

○人として互いに尊重する社会づくり 

 ・ヒューマンフェスタひろしまの開催等 

～ 同フェスタの満足度向上 【H17】74.8% ⇒ 【H20】98.3% 
 

 ○総合的かつ効果的な人権啓発・人権教育の推進 

○男女共同参画社会づくり 

 ・男女共同参画計画策定市町の割合の上昇 【H17】45.8% ⇒ 【H20】78.3% 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」の策定（H18.6） 
 

 ○働く場や家庭生活などにおける男女共同参画の取組の促進 

 

だれもが主体的に

参画できる社会づ

くり 

○多文化共生社会づくり 

 ・ひろしま多文化共生連絡協議会の設置（H18.9） 

 ・全市町で，外国人相談窓口の設置（H20）及び日本語学習支援窓口の設置（H21） 
 

 ○留学生等の海外人材が活躍できる環境づくりの推進 

  

指 標 H17 H20 
一般事業主行動計画を策定し，次世代
育成支援に取り組む中小企業の割合 ３．３％ １４．８％ 
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Ⅱ 新たな「活力」を創るプログラム 
区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○支援機関の連携，コーディネート機能強化による更なるベンチャ

ー企業の創出促進 

○低炭素社会の実現に向けた新エネルギー関連技術分野などへの支

援 

○従来集積を進めてきた分野に加え,将来市場拡大が期待される次

世代産業分野に係る地域独自の取組 

○本県立地企業の流出防止対策の強化 

 

 

○昨年秋以降の世界経済の後退（輸出型産業を中心

に深刻な影響） 

 ＊実質経済成長率(対前年同期比)の推移  （単位：％）

 

 

 

 

 

 
  ※ 数値は年率換算したもの 

 

 

○世界経済の牽引役が欧米諸国からアジアを中心

とした新興国へ転換しつつある。 

 

 

○国連気候変動首脳会合で温暖化ガスの国内排

出量を 2020 年までに 1990 年比 25％削減する

中期目標を表明（H21.9） 

 

 

○大手企業（製造業）の生産拠点の統廃合及び

海外流出の動き 

 

 

 

 

 

○観光客及び観光消費額の増加に寄与するための観光産業の振興 

 

 

○観光立国を総合的かつ計画的に推進するた

め，国土交通省に観光庁を設置（H20.10） 

○産業支援サービス業と地域の企業との連携,サービス業のサービ

ス生産性向上や県内ＩＴ産業の振興 

○戦略的なものづくりの高度化支援への継続的取組による県内産業

の競争力強化 

 

 

新たな産業づくり 

 

基幹産業の持続的

発展 

○新規成長産業の集積とベンチャー企業の創出 

 ・ひろしま産業創生補助金（H17～）によるベンチャー企業等の商品開発に対する支

援 

 ・ひろしまチャレンジ基金造成（H19.8）～商品化・市場化の取組支援 

○企業立地の促進 

・県内への企業立地件数（H17 年～20 年）：214 件（277.8ha） 

・成長性の高い先端産業の更なる集積を図るため，「広島県産業集積促進戦略本部」

を設置（H18.5） 

・電子・電気機械など先端技術関連企業等の集積を図ってきたことにより，製造品

出荷額等に占める電気機械関連のシェアが拡大し，バランスのとれた産業構造へ

転換 

 

 

 

 

 

○観光産業の振興 

 ・「ひろしま観光立県推進基本条例」の制定（H18.12） 

・「ひろしま観光立県推進基本計画」の策定（H20.3） 

 ・総観光客数，宿泊者数及び観光消費額は微増 

 

 

 

 
 
○サービス産業の集積促進 

・産業支援サービス業の集積拠点「ビジネスベースひろしま」の開設（H21.3） 

○ものづくり産業の高付加価値化 

 ・「ひろしまカーエレクトロニクス戦略」の策定（H20.6） 

 ・「カーエレクトロニクス推進センター」の設置（H20.7） 

・「ひろしまＲＴイノベーションフォーラム」の設立（H20.9） 

・H20年製造業出荷額等(速報値)は，中国･四国･九州で５年連続第１位，全国第10位 

・H20年付加価値額(速報値)は，中国･四国･九州で６年連続第１位，全国第10位 

○企業の意欲ある取組の促進 

 ・経営革新計画の承認件数 1,978 件（H11.12～21.10） 

○国際ビジネスの振興 

 ・欧州への県内企業等調査団の派遣，ビジネスマッチングセミナーの開催等による

海外から県内への投資拡大 

 ・台湾・香港・バンコクでの物産展・商談会開催等による県内企業の海外取引の拡大

 

 

 

 

 

 

○緊急経済・雇用対策による県内企業等の支援 

 

○アジアをはじめとする新興国市場を視野に入れた企業の事業展開の

促進 

○県内企業のグローバル化を支援するための海外人材を活用する仕組

みづくり 

 H20.4~
6 月期

H20.7~
9 月期

H20.10
~12 月期

H21.1~
3 月期

H21.4~
6 月期

全
国 ▲2.8 ▲5.1 ▲12.8 ▲12.4 2.3 

広
島 ▲6.2 ▲1.9 ▲12.2 ▲12.4 ▲6.2

指 標 H7 年 H17 年 H20 年 

電気機械関連の製造品出
荷額等 

5,977 億円 １兆1,441億円 １兆4,538億円

製造品出荷額等に占める 
電気機械関連のシェア 

7.7％ 14.7％ 14.1％ 

指 標 H17 年 H20 年 

総観光客数 5,556 万人 5,632 万人 

宿泊者数 726 万人 736 万人 

観光消費額 2,825 億円 2,974 億円 



- 5 - 

 
区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○担い手が中心となった力強い農業構造の確立 

・農業における効率的で安定的な力強い経営体の育成等，構造改革を推進した結果，

集落農場型農業生産法人の設立（全国一：H21 年 10 月末までで 168 法人）や農業

外企業の参入（H21 年 10 月末までで 34 企業）が進んだ。 

・農家一戸当たりの農業産出額は，全国 41 位（H19:1,391 千円） 

・広島県農産物販路開拓協議会の設立（H21.7） 

○農業の規制緩和による企業参入促進（農地法

改正等） 
 
○農業の戸別所得補償の実施（H22 年度はコメで

先行実施（概算要求）。H23 年度予算から全面

実施） 
 

○集落農場型農業生産法人の設立加速化や収益性の高い作物の導入

などの経営の高度化，農業外企業の参入促進による農業構造の転

換 

○新規就農者の増加，定着に向けた取組の強化 

 

○効率的な木材の生産・流通体制の確立 

・効率的な林業経営を確立するため，H18～21 年 10 月末までで 47,457ha（県内の林

業として成り立ちうる人工林約 50,000ha のうち）の低コスト林業団地を設定 

・木材の生産拡大と安定供給を図るため，広島県原木流通協議会を設置（H20.7）  

 ・ひろしま木材事業協同組合による木材集出荷販売施設の整備を支援（H21.3 完成）
 

○新興国の需要増，原油高等による輸送コスト

増大等による外材価格の上昇 

 

○生産コスト低減，流通・加工の効率化等による産業として自立で

きる林業の確立 

○県産材の利用拡大に向けた取組みの推進 

 

産業として自立で

きる農林水産業の

確立 

○持続的かつ安定的な水産業の確立 

・漁協が中心となった流通体制の確立を支援するため，集出荷関連施設の整備を支援 

 ○漁業経営の安定化推進（合併による漁協機能の強化，流通構造改

善等収益性の高い漁業への転換） 
 

 

産業を支える基盤

の強化 

○研究開発・技術支援機能の強化 

・８技術センターを統合した｢広島県立総合技術研究所｣の設立（H19.4） 

・民間の視点から，戦略性をもった横断的・融合的な研究の確立や職員の意識啓発を

促進するため，外部から研究所長を登用 

・県立総合技術研究所での企業からの新規受託研究数【H17】42 件→【H20】82 件 

○研究開発拠点の形成 

・平成 20 年度に採択された「都市エリア産学官連携促進事業（文部科学省委託事業，

平成 20～22 年度）」や，財団法人ひろしま産業振興機構に造成した広島県科学技

術振興基金を活用し，大学等の研究成果を基にしたバイオ，ナノテク，環境分野

などの産学官共同研究開発を推進 

○産業支援インフラの整備 

・尾道流通団地３工区の完成（H19.4） 

・三次流通団地３期の完成（H21.5） 
 

 ○県内企業等のニーズをもとに，出口を見据えた研究開発に取り組

み，研究成果の技術移転を推進 

○炭素繊維複合材料の加工技術など，世界に通じる技術開発を推進

 

○新たな過疎対策 

 ・過疎対策課を H20 年 4 月に設置し，地域医療や，生活交通の確保，冬期生活の場

の提供など，生活者の視点に立ったソフト施策を中心とした緊急対策を実施 

 ・H21 年度は，「新たな過疎対策」を後期実施計画の元気重点施策に位置付け，緊急

対策事業の充実を図りながら，産業として自立できる農林水産業への構造転換等，

過疎地域を支える産業基盤の早期確立に向けた取組などを実施 
 
○新たな交流・定住の促進 

 ・県，市町，民間団体等で構成する広島県交流・定住促進協議会をＨ18 年 5 月に設

置し，交流・定住に関する地域情報の発信や，過疎地域等における交流定住の取

組を支援  

○現行過疎法が平成 21 年度末で期限切れ 

  第 173 回国会（臨時会）衆議院本会議に

おいて，鳩山総理大臣が過疎対策は切れ目

なく講じることが必須だと考えており，延

長したい旨答弁 
 
 
 
 
 

○医療，生活交通，産業振興など，各局にまたがる関係事業につい

て，市町の主体的な取組を基本に，地域総合対策としての過疎対

策の円滑な展開 

 

 

○身近に情報通信技術を活用できる仕組みづくり 

 ・県内ブロードバンド環境整備率の向上 【H17】75.1％ ⇒ 【H20】98.2％ 
 

 
 

○中山間地域等における情報通信格差の是正 

 

広域自立生活圏の

形成 

 

 

○圏域内の交流を支える交通基盤の強化 

 ・市町の生活交通の再編を支援することにより，市町の交通会議が設置されるなど，

交通再編の取組が進展 

 ・合併後の市町における地域連携に資する幹線道路等の整備（豊島大橋供用開始

（H20.11）など） 
 

 ○市町ごとの特色を活かした最適な交通体系の実現 
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

（広域自立生活圏

の形成） 

○農林地の公益的機能の維持・発揮 

・「第 30回全国育樹祭」開催（H18.10） 

・「ひろしまの森づくり県民税」導入（H19.4） 
 

  

○中枢・中核都市圏の高次都市機能の強化 

・広島高速 1号線全線供用開始（H18.10），広島高速道路ＥＴＣ導入（H20.4），広島

高速２号線全線・３号線（宇品～吉島間）完成予定（H21 年度） 

・「ボートパーク広島」開業（H19.10） 

・広島市新球場完成(H19・20 建設支援)（H21.3） 

 ・福山市東桜町地区等の市街地再開発事業を支援 
 

○道州制を巡る議論の進展などを背景とした，

ブロック間競争の一層激化 
 

○ブロック全体の発展を牽引する広島中枢都市圏及び福山中核都市

圏の拠点性向上（広島駅周辺，福山駅周辺等の市街地再開発事業

の支援など） 

 

広域・国際交流圏の

形成 

 
 
 
 
 
 
 

○県境を越えた広域的な交流・連携の強化 

 ・瀬戸内しまなみ海道全線開通（H18.4） 

・東広島呉自動車道「馬木 IC－上三永 IC 間」供用開始（H19.11），「上三永 IC－東

広島 JCT（仮称）間」完成予定（H21 年度） 

 ・平成２０年代後半には，中国横断自動車道尾道松江線などの主要な幹線道路網が

完成する予定 

 
 
 
 
 

○中国ブロック内の具体的な連携（広域観光連携等）の推進 

○グローバルゲートウェイ機能の強化（広島空港） 

・広島空港の広島～上海線のデイリー化（H18.10） 

・広島空港の国際路線の運休・減便の動き（広島～バンコク便の運休（H21.10）） 

 

 
 
 

・ＣＡＴ－Ⅲａ運用開始（H20.6） （⇒ ＣＡＴ－Ⅲｂ運用開始（H21.6）） 

 ～ 就航率の著しい改善： 非対応機及びパイロット無資格以外の欠航はゼロ（導入前の年平

均欠航便数： 75 便） 
 

○羽田空港の再拡張（平成 22 年度） 
 

○広島空港のアクセス交通の確保（高速道路の渋滞対策） 

○広島空港の路線の維持安定化・拡充に向けた取組（航空会社の不

採算路線廃止への対応等） 

 

○グローバルゲートウェイ機能の強化（港湾） 

 ・広島港の整備（出島地区の廃棄物埋立護岸の整備等の継続実施） 
・福山港の整備（H19.3 本航路の浚渫事業着手，H21.4 コンテナ第２バース現地工事着手）

・国際コンテナ航路の積極的な誘致等 

（H20.4 韓国路線，H21.10 韓国・台湾・東南アジア路線，台湾・東南アジア路線の開設） 

・広島港では，コンテナ貨物取扱量は，目標を上回っているが，平成 20 年は，景気

悪化の影響で微増に留まった。 

 
 
 

 

 ○広島港，福山港等の継続的な整備による機能強化 
○国際コンテナ航路の一層の拡充 

 

 

 

○広島県の新たな魅力の創出と発信 

 ・せら県民公園供用開始（H18.4） 

・「日本スポーツマスターズ 2006 広島大会」開催（H18.9） 

・県立文化芸術ホール（ＡＬＳＯＫホール）運営開始（H19.4） 

・教育委員会の文化芸術部門を知事部局(環境県民局)に一元化（H21.4） 

・「ひろしま夏の芸術祭」開催（H21.8） 
 

 ○文化芸術振興を通じた，新たな魅力の創出と発信 

 

 

 

○国際交流・平和貢献の推進 

・ユニタール広島事務所での人材育成を支援 

・カンボジアにおける復興支援活動を支援 

・「ひろしま平和貢献プラットフォーム」設立（H21.4） 

 

 ○「ひろしま平和貢献プラットフォーム」による，県内ＮＧＯ等を

中心とする国際貢献活動の促進 

区分 H17 年 H20 年 備考 

広島港 149 千 TEU 167 千 TEU ６航路／週１６便＋月１便 外貿コン 
テナ貨物 
取扱量 福山港 74 千 TEU 78 千 TEU ２航路／週９便 

区分 H17 H20 備考 

広島空港利用者数 3,279 千人 3,128 千人  

 国際線利用者数 312 千人 305 千人 ６路線／週 29便（H21.10 末）
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Ⅲ 暮らしの「安心」を守るプログラム 
区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○質が高く効率的な地域医療体制の確保 

・質が高く効率的な地域医療体制の確保に向けて推進方策や施策を示した「広島県

保健医療計画」の策定（H20.3） 

・「ふるさとドクターネット広島」開設（H19.12）等により医療従事者の確保を図っ

てきたが，中山間地域を中心に深刻な医師不足の状況※ 

 ※人口 10 万人当たりの従事医師数（H18）：全国で唯一減少〔222.6 人（第 19 位）〕

  無医地区数（H16.12）： 全国で２番目に多い（56 地区） 

・県立広島病院への臨床腫瘍科の開設（H18.7）や「広島県がん対策推進計画」（H20.3

策定）に基づく総合的ながん対策に取り組み，がん死亡率は改善 

 

 
 
・「乳がん対策日本一」を目指す宣言（H21.4） 

・「広島県医療費適正化計画」を策定し，県民の健康づくりや適正受診の推進等に取

り組んだが，医療費（被保険者一人当たり）は全国的にみて高い。 

  国民健康保険診療費（H19）：419,932 円〔第２位〕（全国：315,523 円） 

  政府管掌健康保険医療給付費（H19）：190,567 円〔第９位〕（全国：180,173 円）
 

○医師の地域偏在や，小児科や産科などの特定

の診療科における医師不足，看護師不足等が

顕在化 

 

 

 

○医師をはじめとする医療従事者の確保 

○救急医療情報ネットワークによる救急搬送システムの充実など，

救急医療体制の確保 

 

 

○がん診療連携拠点病院を中心とした医療ネットワークの充実な

ど，総合的ながん対策の推進 

○県立広島病院における，救急医療，母子・周産期医療，がん医療

の３分野を柱とした高度医療機能の強化 

 

○健康寿命の延伸 

・「ひろしま健康づくり県民運動」を開始（H20.7） 

  

○障害者の自立できる環境づくり 

 ・広島県高次脳機能センターの開設（H18.5）及び広島県脳機能地域センターの指定

・「広島県障害福祉計画」（H19.3，H21.3(第2期)策定）及び障害者プラン重点実施後期5

ヵ年計画（策定）に基づき，グループホーム・ケアホームなど障害者の地域生活を支える

環境づくりを促進 

 ・広島県発達障害者支援センターの設置（H17.10）。しかし，県東部地域においては

発達障害の診断機能，専門知識を有する人材が不足 

・県内企業の障害者就職件数は５年連続1,000人を超え，また，障害者雇用率は4年連続

で前年を上回ったものの，依然，中小企業の雇用率が低く，目標には至っていない。 

○「障害者自立支援法」の廃止（３党連立政権

合意）(H21.9) 
○障害者へのサービス提供体制確立や就労促進，雇用拡大の推進，

発達障害の支援体制の整備等 

 

 

健やかに暮らせる

環境づくり 

○福祉・介護サービスの提供体制の確保 

・「第 4期ひろしま高齢者プラン」（H21.3 策定）に基づき，福祉・介護サービスの提

供体制の整備や質の向上に向けた施策を推進 

・「広島県介護給付適正化計画」（H20.3 策定）に基づく，介護予防の一層の促進と介

護給付の適正化の推進 

・介護人材就業支援プロジェクト･チームを設置（H21.4）し，福祉・介護サービス

人材の確保・定着に向けた取組を実施 

○福祉・介護の現場では，高い離職率と相まっ

て，求人募集が常態化するなど，人材の確保・

定着が厳しい状況 

 

○福祉･介護サービスの提供体制の整備や質の向上に向けた施策の

継続実施（介護給付適正化，従事者の確保） 

○認知症に係る医療と介護の連携による適切なサービスの提供 

 

○地球温暖化の防止 

・「広島発・ストップ地球温暖化県民運動」を開始（H20.7）するなど，温室効果ガ

スの排出削減の取組を進めてきたが，排出量は増加 

 

 

 

○H20.4 から，京都議定書で定める温室効果ガス

の排出量削減目標を達成すべき約束期間 

○国連気候変動首脳会合で温暖化ガスの国内排

出量を 2020 年までに 1990 年比 25％削減する

中期目標を表明 
 

○「広島県地球温暖化防止地域計画」に基づく，温室効果ガスの排

出削減の実効性のある取組促進 

○新エネルギー（太陽光発電やバイオマス等）の普及促進 

 

地球・地域環境の

保全 

○自然環境の保全と活用 

・八幡湿原自然再生工事の実施（H19～） 

・「瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画」（H20.6）に基づいて取組を進めてい

るが，海域ＣＯＤ環境基準達成率は低下 

 

 

・瀬戸内海の水質改善に向けた新技術の導入促進を図るため，産学官で共同して，

取組みを推進 

○生物多様性基本法の施行（H20.6） ○生物多様性の保全の推進 
○第７次水質総量削減計画に基づくＣＯＤ発生負荷量削減 

 

指 標 H15 年 H19 年 

年齢調整がん死亡率（人口 10万人当たり） 141.6 134.0 

指 標 H2（1990） H18（2006） 増加率（対 H2） 

広島県 3,699 万 t-CO2 4,335 万 t-CO2 17％増加 二酸化炭素 
排出量 全 国 1,144 百万 t-CO2 1,274 百万 t-CO2 11％増加 

指 標 H17 H20 

海域ＣＯＤ環境基準達成率 28.6％ 21.4％ 
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○廃棄物の減量化・資源化 

・「第 2次廃棄物処理計画」（H19.12 策定）に基づき，市町を含めた廃棄物の減量化・

資源化に向けた取組を推進 

・産業廃棄物埋立税（H20.4 延長）を活用した，産業廃棄物の排出抑制，減量化，リ

サイクル等の推進 

・「びんごエコ団地」（福山市箕沖地区）の完成（H20.6） 

・廃棄物の総排出量は概ね横ばいで推移しているが，一般廃棄物や産業廃棄物の再

生利用率は上昇 

 

 
 

 ○第 2 次廃棄物処理計画に基づき，市町を含めた廃棄物の減量化・資

源化に向けた取組の計画的・効果的な推進 
○「びんごエコ団地」の分譲等によるリサイクル産業の集積促進 
 

 

循環型社会の構築 

○廃棄物の適正処理 

 ・市町等の関係機関と連携した廃棄物の不法投棄対策の推進 
 

 ○不法投棄監視の強化 
 

○食の安全・安心の確保 

・「第 3期食品の安全に関する推進プラン」策定（H21.3） 
 

○食の安全性・信頼性を揺るがす様々な問題の

発生 
 

○食品表示の監視・指導の強化 

○健康危機管理体制の確保 

 ・新型インフルエンザの流行に備えた医療体制の整備 

○新型インフルエンザなど新興感染症の発生 
 

○新型インフルエンザなど，多様化・広域化する健康危機に対し，

迅速かつ・的確に対応する体制の確立 
 

 

暮らしの安全・安

心の確保 

○暮らしの安心の確保 

・市町消費生活相談窓口支援ヘルプデスクの開設（H20.4） 

・交通事故発生件数・死者数の減少 

【H17 年】21,092 件・187 人  ⇒【H20 年】17,705 件・128 人 

 

○消費者庁の設置及び消費者安全法の施行

（H21.9） 

 

○県及び市町の消費生活相談窓口の機能強化及び消費者事故等への

迅速な対応 

○高齢者の交通事故防止対策の推進 

 

総合的な防災危機

管理体制の確立 

○防災・危機管理体制の確保 

・｢広島県防災対策基本条例」を制定（H21.3）し，自助・共助・公助の役割分担と

相互の連携のもと，社会全体で防災対策に取り組み，想定される被害を減災して

いく「防災協働社会」の構築に向けた取組を実施 

・「広島県危機管理基本指針」（H21.3 策定）に基づく防災・危機管理体制の強化 
・「広島県営水道の送水のあり方基本計画」策定（H21.3） 

 
○災害に強い県土づくり 

・山田川ダム完成（H18.5），灰塚ダム完成（H18.11），梶毛ダム完成（H20.6），福富

ダム完成（H21.10） 

 ○社会全体で減災に取り組む「防災協働社会」の構築（自主防災組

織の育成・活性化，県民の防災意識の醸成） 

○防災・危機管理体制の強化（「基本指針」に基づく危機事案ごとの

「危機対策要領」や「行動マニュアル」の整備等） 

 

 

 

○送水ルートの強化整備等による，災害・事故等に強い水供給体制

の構築 

 

総合的な治安体制

の確立 

○安全・安心なまちづくり，組織犯罪・悪質重要犯罪対策の強化，安全を支える基盤

の強化 

・「『減らそう犯罪』ひろしまアクション･プラン」（H18.11）を策定するなど，「減ら

そう犯罪」県民総ぐるみ運動を推進（H15 年～） 

・暴力団組織の壊滅を目指した取組や振り込め詐欺の未然防止・実行犯の検挙など，

組織犯罪・悪質重要犯罪の抑止・検挙 

・「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の展開により，刑法犯認知件数はピーク時の H14

年の 59,330 件から H20 年には 30,129 件にほぼ半減 

 ・検挙率は上昇しているが，重要犯罪検挙率は６割強，身近な犯罪の検挙率は３割弱 

 

 

 

 

 
 
 

○「振り込め詐欺」等が後を絶たず，全国的に

は，子どもを狙った犯罪や殺人事件などの凶

悪犯罪も多発 

○「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の取組の一層の推進 

 

 

 

○暴力団組織の壊滅を目指した取組の推進 

 

 

 

○悪質重要犯罪の徹底検挙 

 

指 標 H17 H19 

一般廃棄物の再生利用率 20.1％ 21.7％（全国 14.6％）

指 標 H17 年 H20 年 備考 
身近な犯罪の検挙率 22.7％ 26.3％ 

乗り物盗，街頭犯罪，侵入
強盗・窃盗，性犯罪 

重要犯罪検挙率 54.6％ 62.1％ 
殺人，強盗，放火，略取・
誘拐及び強制わいせつ 
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Ⅳ 新しい「自治」を築くプログラム 
区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○地域協働活動の促進 

 ・「ＮＰＯ・ボランティア団体との協働指針」（H17 策定）による連携・協働事業の実施

 ・ＮＰＯ法人認証数（10万人当たり）は全国 41 位（本県 20.0 法人，全国 26.8 法人）

・事業協力等を含めた協働事業数全体は，平成 17 年度から倍増（15→32 事業） 

・市町と住民の協働・連携によるまちづくりの実現に向けて，住民自治組織の再編

や地域づくりリーダーの育成など，住民自治活動の促進に取組む市町を支援 
 

 ○ＮＰＯやボランティア，企業等との連携や協働の更なる推進 
○地域の課題解決に向けた住民自治組織による自主的な活動の促進

 

地域協働の仕組み

づくり 

○双方向のコミュニケーションの確保 

 ・県政インターネットモニター，県政懇談会，県政世論調査，パブリックコメント

等県民ニーズを適切に県政に反映するための広聴機能の充実 
 

 
 

○積極的な行政情報の提供や公開 

○自己決定の枠組みづくり（分権改革推進計画期間：H17～21 年度） 

・県から基礎自治体への事務・権限移譲は，県と各市町で構成する「事務移譲具体

化協議会」で協議し，市町ごとに策定した「事務移譲具体化プログラム」に沿っ

て，市町の実情に応じて推進 

・平成 21 年度までには移譲対象延べ 2,446 事務のうち，1,766 事務（72.2％）を移

譲済，680 事務（27.8％）未移譲 

・国の制度による制約が解消されないため，移譲協議が進展しない事務が 938 事務

残っている。（保健所設置，保安林の指定・解除，農地転用許可等） 

 ・国からの事務・権限・税財源の移譲に向けて，「施策提案」による提案等を行った

ものの，国の消極的な姿勢により，多くは対応不可 

○第二期地方分権改革の進展 
 ・地方分権推進委員会勧告 

～中間とりまとめ（H19.11） 

第 1 次勧告（H20.5） 

第 2 次勧告（H20.12） 

第 3 次勧告（H21.10） 

第 4 次勧告（H21.11） 

 
○地方制度改革 
 ・地方制度調査会答申（H21.6） 
 
○地域主権の推進（民主党政権公約） 
 

○県から市町への未移譲事務の移譲の推進 
 ・移譲の進んでいない分野や市町について，理由や支障課題を検

証の上，円滑な移譲に向けた具体的方策や対応を検討 
○更なる権限移譲の推進 
 ・基礎自治体優先の原則に沿った更なる権限移譲 
 ・制度的制約により移譲が進まないものに係る制度改正提案につ

いて，より現状を踏まえたものとなるよう見直し検討 等 
○第二期地方分権改革をはじめとする国の分権施策への適切な対応

 ・真の分権型社会の構築に向けた施策の早期実現への働きかけ 
 ・新たな施策の本県における早期・効果的活用 
 

○基礎自治体の自立へ向けた取組への支援 

 ・全市町において行財政改革の具体的計画（集中改革プラン）を策定・公表(H19)。

県は市町のニーズに応じて必要な助言，情報提供を実施 

 ・行政環境や市町のニーズ等に応じてひろしま自治人材開発機構（H14 年設置）が行

う研修事業の新設・見直しを実施 
 

 
 
 

○市町において歳出削減等財政健全化に向けた一層の取組が必要 
○合併建設計画に基づく広域的なまちづくりについて，事業の集中

と選択による効率的かつ効果的な事業執行に向けた検討が必要 

○新たな広域自治体への転換 

・国の制度改正に向けた県の「施策に関する提案」による分権改革等の提案を実施 

・知事会や経済界を含む組織による広域的課題の協議等，中国地方内の連携を推進 

・道州制の導入に向けた調査研究，シンポジウムや広報媒体による気運醸成を実施 

 ○新たな広域自治体としての県の役割の検討 
 ・新たな広域自治体としての県の役割・機能を具体的に明らかに

する 
 ・行政の守備範囲については，必要性や効率性の観点から，より

精査 
○地方分権・道州制に向けた気運醸成 
○道州制移行に向けた取組の推進 
○広域的な視点から，率先して他県との連携を強化 
 

 

広島型分権改革の

推進 

○民間開放の推進 

 ・現業業務（電話交換，道路巡視，守衛，給食調理等）の民間委託を推進 

 ・県営住宅，警察施設，高等学校，ボート係留保管施設で PFI 7 事業を実施 

 ・管理委託を行っている公の施設について，サービス向上等の効果が見込まれる152

施設に指定管理者制度を導入 

・構造改革特区計画 20 件，地域再生計画 16 件の認定を受けて規制緩和を推進 
 

 ○サービスの質やコスト管理に留意した上での民間活力の活用や，

ＮＰＯ等との連携・協働の可能性の検討等，官民協働の推進 
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

○成果重視の行政運営の確立 

・事務事業総点検の結果に基づき見直しを実施（H19～21） 

⇒全事務事業(2,610 事業)について，｢必要性」，「有効性」，「効率性」の視点から

抜本見直し 

 ・より分かりやすい成果指標に見直すなど施策点検システムの充実 

 
 

○業務改善による公務能率の一層の向上と行政サービスの質的向上

の推進 

 
 
○県民ニーズを的確に把握し施策に迅速に反映させる，県民起点の

行政運営 
○電子自治体の推進 

 ・電子申請システム等運用による県民の行政手続きの利便性の向上 

・行政運営の効率化（情報システムの最適化，総務事務システムの導入（H20.4）） 

 

 ○ＩＴ革新を踏まえた電子自治体の更なる推進 
 
 

○組織の総合力と生産性を高める人づくり 

 ・民間実務経験者，任期付職員の任用等多様な人材の確保 

 ・国への派遣，他県との人事交流，市町との人事交流等の実施 

 ・勤勉手当，査定昇給への人事評価結果の反映等人事評価の充実 

 

 

○公務員制度改革の進展（国家公務員法の改正

による能力・実績主義の人事制度の再構築） 
 
 

○能力開発型人事管理の推進 
○教職員の人材育成と学校経営基盤の強化 

○スリムで効率的な県政の構築 

 ・職員の削減（第二次行政システム改革推進計画期間：H17～21） 

  ⇒知事部局は目標を上回る削減数となっているが，教育委員会では目標数を下回

っており，目標達成に向けて，引き続き県立高等学校の再編等の取組を推進 

 

 削減目標 実績（H20） H21 職員数 

知事部局等（※） ▲1,200 人 ▲1,206 人 6,559 人

教育委員会 ▲1,600 人 ▲1,232 人 20,706 人

※知事部局等：知事部局，行政委員会，議会，企業局，病院，大学，警察事務 

 ○職員の年齢構成の長期的・段階的な是正の検討及び業務の増減

に機動的に対応したメリハリのある定員管理 

○教育委員会においては，教育環境に留意した適正な定員管理が必

要 
 

 

新しい行政運営体

制の確立 

 

 

 

 

 

 ・本庁及び地方機関の組織再編 

   

取組
項目 

主な取組 

本庁 

① 部局統合と局部課制の導入（H20） 

○「政策企画部」と「地域振興部」を統合し，「企画振興局」を設置

○「県民生活部」と「環境部」を統合し，「環境県民局」を設置 

○「土木部」と「空港港湾部」を統合し，「土木局」を設置 

② 部局を横断した類似業務の一元化 

○ 庁舎営繕部門（H18），文化芸術振興部門（H21） 

③ 部局横断型プロジェクトチームの活用 

○ 雇用基金特別対策ＰＴ(H21)，介護人材就業支援ＰＴ(H21) 

④ 重点施策等に対応した組織づくり 

○ 新たな過疎対策：「新過疎対策課」の設置（H20） 

○ 総合的危機管理体制：「危機管理監」の設置（H20） 

○ 病院経営の強化：「病院事業管理者」の設置（H21） 

地方

機関 

① 分権型社会に対応した地域事務所の再編（H21） 

○ ７地域事務所を本庁直轄の部門別事務所に再編 

② 国の教育改革等を踏まえた教育事務所の再編（H21） 

○ ６教育事務所を３教育事務所・１支所に再編 

 《本庁組織》 

○行政需要の多様化に対応した重点施策の効果的な推進という観点

から，国の省庁に沿った縦割り組織を県民ニーズや施策の目的に

沿って再編することが必要 

○再編に当たっては，組織の名称や配置，分掌など，全体が県民

から見てわかりやすいものとなるよう留意が必要 

《地方機関》 

○支所や分室等は，県から市町への権限移譲の状況に応じ，住民にと

っての一定の利便性，安全性に留意しながら，段階的に集約が必要
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区 分 「元気挑戦プラン」の主な取組と成果等 環境変化等 主な今後の課題 

 

（新しい行政運営

体制の確立） 

 

 
・財政健全化（第二次中期財政運営方針計画期間：H17～21 年度） 

 ⇒人件費の抑制や公共事業費の計画的削減など，すべての分野における歳出削減

や歳入確保に取り組むなど，財政健全化の取組を推進 

 ⇒18 年度から 3年連続で当初予算ベースのプライマリーバランスの黒字化を達成

20 年度は，決算ベースのプライマリーバランスの黒字化を達成 

                                     〔単位：億円〕

具体化方策 新たな具体化方策 ※ 
区 分 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

財源不足額 ▲631 ▲720 ▲840 ▲632 ▲652 ▲662

健全化対策 
・内部努力の徹底（人件費の抑制，

内部管理経費の削減） 
・施策の見直し（普通建設事業費
等の削減，事務事業の見直し） 

・歳入の確保 

180 300 393 156 320 409

財源対策 451 420 447 476 332 253

 行財政改革推進債等の発行 50 50 120 226 199 184

 財源調整的基金取崩し 281 220 207 133 19 13

 公債費の平準化 74 117 100 50 56 50

対
応
状
況 

 特定目的基金の活用 46 33 20 67 58 6

 ※当初予算ベースの効果額 

 

 
○今後の財政収支見通し（H21.8） 

 ・急速な景気悪化の影響により，H21 の県税収

入見込みは，H20 当初に比べて約 700 億円減

少 

 ・加えて，公債費負担の高止まりなどにより，

H22 以降も，財源不足額が 400 億円台で推移

する見込み 

 ・今後の経済情勢如何では，更なる財源不足

額の拡大が懸念 
 

 
○財政健全化に向けた目標を設定した上で，あらゆる手段を通じて

歳出・歳入の徹底した見直しを行うなどの財政健全化の取組を着

実に実施し，計画的かつ着実に持続可能な財政構造の確立に向け

た取組を進めていくことが必要 
・弾力的な財政構造の確立に向けた，人件費などの義務的経費や

投資的経費の抑制 
・持続可能な財政構造の構築に向けた，プライマリーバランスの

黒字の継続による県債残高の縮減 
・市町と連携した徴収体制の強化など収入未済額の縮減や，新た

な収入確保策の検討 
○財政健全化の取組を進める一方で，より選択と集中を徹底するな

どして，必要な施策の展開 
○地方税の充実や地方交付税の確保等がなされるよう，国へ要請す

るなど，地方が担うべき役割に見合った税財源の確保・充実 

 
 


