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今後取り組むべき課題 
分野 これまでの取組・成果 現状・問題点 

取り組むべき方向 取り組むべき内容 

○本県の「強み」を生かし，イノベーションを通じた，
新たな産業の芽や新たな企業の育成 

 ・社会的ニーズが大きく，市場の成長性が高く地域経
済への波及効果が期待できる産業の育成 

 ・国際競争力のある産業の育成 
 
 
 

・広島版「産業革新機構」により，将来の成長の芽となる企
業の新たな取組を，資金や技術・人材，マーケティング等
の面から多角的に支援 

・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産業への支援 

・環境・資源・エネルギー関連産業のうち，県内に関連技術
の集積が多数見られる分野など，特に優位性を持っている
領域について，積極的に取り組む必要 

・機械，電子などの多彩な産業，ものづくり技術，人材，高
等教育機関・研究開発機能の集積など，広島県の強みを活
かした新しい産業クラスターの形成 

・特許の移転による新製品開発など，知的財産の活用支援 
・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

業展開支援など，国際ビジネスの促進 
 

■新たな産業づくりに向けた取組 
○情報通信，環境，バイオテクノロジーなど成
長性の高い分野への重点的な研究開発支援 

○新産業分野に挑戦する中小･ベンチャー企業
への総合的な支援 

○積極的な企業誘致による，電子・電気機械な
ど先端技術関連企業等の集積促進 

○産業支援サービス業の振興  
○国際ビジネスの振興 など 
 
・電子・電気機械など先端技術関連企業の集

積を図り，製造品出荷額等は，中四国九州
で５年連続１位となった。 

 
《企業立地の推移》 

   
   
   
   
     
 
 
■基幹産業の持続的な発展に向けた取組 

○カーエレクトロニクスの推進など，ものづく
り産業の高付加価値化 

▼輸出型産業に大きく依存しており，経済のグローバル化に
よる国際競争の激化や，世界的大不況など，急激な経済環
境の変化に，大きな影響を受けた。 
（参考）広島県の鉱工業生産指数の推移（Ｈ17 年＝100） 

 
 
 

 
 
■本県の「強み」である「ものづくり技術」をめぐる競争の
激化 

 
■環境問題の深刻化や，アジアをはじめとする新興国の台頭
により市場ニーズが変化 

 

○基幹産業の中長期的な競争力の向上 
 ・国際競争力のある産業の育成 
 

・自動車，電気機械，一般機械等の基幹産業について，環境
の変化に対応した生産性の向上や製品の高付加価値化に向
けた取組を促進 

・自動車産業のエレクトロニクス化に向けた取組を加速 
・基盤技術の高度化と成長分野への活用 
 

 ○中小企業の経営革新への支援等 
 
 

 ・意欲のある中小企業の支援 ・新産業分野に挑戦する中小企業やベンチャー企業について，
販路開拓などの経営支援，新商品開発支援などの総合的な
支援を実施 

 

■企業ニーズに応じた高度な技術人材の育成・確
保 
○産学官連携による，カーエレクトロニクスや
新エネルギー・新素材分野の研修プログラム
の開発 

 ○理工系大学と県内企業の交流会の開催 
 ○県立技術短期大学校の開校 
 

○県内理工系大学生の約７割が県外に流出 ○次世代産業を支える高度産業人材の育成・確保 ・成長産業分野の次世代技術の開発や生産性向上等を担う高
度な技術・技能人材の育成・確保  

・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
生の県内企業への就職促進 

・県内企業のグローバル化支援するための海外人材や，高度
な技術を有する海外人材を活用する仕組みづくり 
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■産業を支える人材が活躍できる環境づくり 
○離職者を始め，若年者・女性・高年齢者・障
害者などの就業支援を実施 

 ○ひろしましごと館における就業支援 
 

▼子育て世代（25～44 歳とする）の女性の有業者の割合は，
ほぼ全国平均並みで推移        

     
  

  
 

 
 

○多様な働き方を可能とする雇用労働環境の整備 ・労働力人口の減少が予測される中で，女性や元気な高齢者

など潜在的な労働力の活用 
 
 

  

Ｈ４年 Ｈ９年 Ｈ１４年 Ｈ１９年
広島県 64.2% 65.2% 64.4% 67.2%
全国 63.3% 62.8% 63.8% 67.8%

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12

鉱工業
総合

110.9 108.9 94.3 67.8 72.8 86.8 88.8

Ｈ20年 Ｈ21年

区分 H17年 H18年 H19年 H20年

企業立地件数(件) 59 63 49 43
企業立地面積(ha) 55.2 88.2 52.2 82.2
うち工場立地(件) 40 50 38 29
うち工場立地(ha) 34.4 65.4 36.6 38.3
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今後取り組むべき課題 
分野 これまでの取組・成果 現状・問題点 

取り組むべき方向 取り組むべき内容 

■産業として自立できる農林水産業の確立に向
けた取組 

 
■農業の構造改革の推進 
 ○企業的経営体の育成等 
 ○園芸作物や畜産の導入による経営高度化 
 
 

・集落農場型農業生産法人の設立数が全国一 
【H18～20】157 法人（H22.2 末：175 法人は

全国一） 
・農業外企業の参入 
【H18～20】31 企業（H22.2 末：35 企業） 

 
 
 

▼農業従事者の減少と高齢化が進み，農業産出額も減少し
ている。 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

○担い手が中心となった力強い農業構造の確立 
 
・経営能力を持つ力強い経営体の育成 

 
 
・集落法人等の経営高度化と販売力強化による経営の安定化
・集落法人等の担い手として，経営感覚に優れた人材の育成
確保 

 
 

▼県内産の野菜等の供給量が十分ではないことから，流
通・加工・販売業者の需要にこたえられていない。 

 
 

・流通・加工・販売業者等との連携 
・地域や県域レベルにおいて集落法人等が連携した，需要に

こたえられる農産物を十分に供給できる体制の確立 
 

○「広島県農産物販路開拓協議会」での生産者
と流通・食品関連事業者等との連携の仕組み
づくりによる，集落法人等の販路拡大 

 
 ▼東アジアの富裕層の拡大等に伴い，日本の農林水産物及び

加工品の海外輸出は増加傾向にあるが，広島県の輸出実績
は，ほとんどない状況 

 《日本の農林水産物及び加工品の輸出額の推移》 
   H16:3,609 億円⇒H21:4,463 億円 
 《広島県の農産物の輸出状況（Ｈ20年度）》 
   ぶどう 362kg 梨 2,060kg 柑橘類 600kg 
 
 

・販売戦略を踏まえた生産・流通・加工・販売体制の
構築 

・県内産の品質に優れた農水産物のブランド化等による販売
力の強化と東アジアへの販路拡大 

 
 

■林業の構造改革の推進 
○低コスト林業団地の形成や，木材加工流通体
制の整備などを実施  

 
 
 
 

▼スギ・ヒノキを中心に，森林資源は充実しつつあるが，
生産・流通体制が確立されておらず，需要も減少している
ため，利用が不十分 
《広島県のスギ・ヒノキの蓄積量と利用量》 

   蓄積量：3,646 万㎥（年間成長量：約 84 万㎥） 
   利用量：  9.0 万㎥ 
  ※農林整備部まとめ（Ｈ20） 

 

○効率的な木材の生産・流通体制の確立と需要の拡大 ・高性能林業機械の導入等により生産性を向上させるなど，
林業経営の新たなビジネスモデルの普及 

・生産意欲と技術を有する民間事業者の参入促進 
・木材需要の多くを占める住宅建築の分野における，県産材

の利用の促進（県産材の利用拡大） 
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■水産業の構造改革の推進 
 ○地先の海域に定着し販売価格の高い魚種の種

苗放流等による水産資源の維持増大 
 ○漁協自らが行う新たな流通体制構築など，水

産物の流通改善 
 
 
 

▼漁業就業者数は減少傾向で，高齢化も進んでいる。  
  
 
  

 
 
▼漁獲量，生産額(海面漁業)も減少が続いている。 
 
 
 
 

 
 

○収益性の高い漁業への転換 
 ・経営能力を持つ力強い経営体の育成 
 

・合併による漁協機能の強化 
・漁協が主体となった，水産資源の効果的な維持増大や流通

改善 
・担い手育成対策の充実（新規就業者相談窓口開設，研修制
度充実等） 

H2 H7 H12 H17 H19

海面漁業の漁獲量 27,748 24,536 21,102 21,410 18,613

海面漁業の生産額 16,595 15,350 11,291 10,903 11,170

(単位：ｔ，百万円）

区分 H2年 H12年 H20年
漁業就業者数(人) 8,790 6,010 4,772
うち60歳未満男性(％) 41.4 29.8 33.2

単位:億円 H2年 H12年 H20年
農業産出額 1,384 1,160 1,073

区分 H7年 H12年 H17年 備考
農業就業人口

(人)
84,039 78,000 63,028 -25.0%

平均年齢(歳) 63.2 64.7 66.8 全国第3位

65歳以上割合

(％)
57.6 65.0 69.6 全国第2位
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今後取り組むべき課題 

分野 これまでの取組・成果 現状・問題点 
取り組むべき方向 取り組むべき内容 

▼宿泊を伴う観光客が少ない。 
・延べ宿泊者数は全国 20 位（全国シェア 1.7％） 
・そのうち，観光客が約 30％（全国 55％），ビジネス客
が約 70％（全国 45％）と観光客が少ない。 

 

・「瀬戸内 海の道一兆円構想」の推進 
・瀬戸内の観光拠点機能の向上と周遊ルートの確立を図る取

組 
・国内外からの観光客誘致のため，全世界に向けた戦略的な

情報発信の実施 
 

■観光産業の振興 
○情報発信の強化による「ひろしま」ブランド
確立 

○地域の特色を活かした魅力ある観光地づくり 
○おもてなしの充実等による受入体制の整備促

進 
○国際観光の推進 など 

 
・本県の観光客数の増加 

 
 
 

 

▼欧米からの外国人観光客が多く，韓国・中国・台湾から
の割合が２割弱と全国と比較して低い（全国は６割強）。 
《国籍・地域別外国人観光客のベスト３》 

 
 
 
 
 

 
 

○新たな地域資源を発掘するとともに，県内に点在する
豊かで多彩な観光資源を相互に連携させ，ネットワー
ク化することによる，観光振興の推進 
 

○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 

・中国地域が一体となった外国人観光客の誘致 
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長 ■広域的な交通・物流基盤の整備の促進やグロー
バルゲートウェイ機能の強化などの基盤整備 
○都市間・都市内幹線道路網，広域的な高速道

路網の整備 
中国横断自動車道尾道松江線や東広島・呉
自動車道の高規格幹線道路 
広島高速道路等の地域高規格道路 など 

○広島港･福山港の国際コンテナターミナルの
整備 

○広島空港の機能強化（ＣＡＴ－Ⅲｂ運用開始）
や国際航空ネットワークの拡充 

 

▼広島空港アクセスの不確実性（高速道路の渋滞対応等） 
 
▼広島港や福山港へのアクセス利便性の向上が必要 

○中四国地方発展の先導役として，中枢拠点性を高めて
いくための広域的な交流・連携基盤の強化 

・道路等の交通ネットワークの形成など，必要なインフラ整
備 

・広島港，福山港のコンテナ貨物の取扱増加に向けたポート
セールスの展開と港湾機能の強化 

経済成長著しいアジア圏との航路網の充実等 
コンテナターミナルと一体に機能する臨海部の物流拠
点の形成 

・広島空港について，中四国地方の地域拠点空港にふさわし
い機能強化 
国内線：東京線の増便によるシャトル便化 
国際線：東アジアとの直行便や近隣の国際ハブ空港との
路線網の充実など，多様な航空ネットワークの形成 

空港アクセス利便性の向上：高速道路網の整備，バス路
線網の拡充（リムジンバスのダイヤ改善等） など 

   

順位
１位 アメリカ 18.1% 韓国 28.5%
２位 中国 9.2% 中国 18.6%
３位 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 8.2% 台湾 16.6%

広島県 全　国単位：万人 H5年 H10年 H15年 H20年

観光客数 4,022 4,520 4,976 5,632

外国人観光客数 26.9 30.4 34.9 55.9


