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重点分野別の現状・課題と今後の取組方向（たたき台） 

安心な暮らしづくり 

区分 論    点   （ 項 目 ） ページ  区分 論    点   （ 項 目 ） ページ

新エネルギーの導入など本県の自

然的・社会的な特性に応じた実効性

ある地球温暖化防止に向けた取組 

・地球温暖化防止 

・環境関連技術・新エネルギー 

・人と地球に優しい住まいづくり 

p.9

 

 

循環型社会の構築 ・廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

の推進 

・廃棄物の適正処理の推進 

p.10

「日本一安心できる医療サービス」

の実現に向けた地域医療体制の確保 

・医療従事者の確保 

・へき地医療の推進 

・医療機関の連携の促進 

・小児救急・周産期医療の確保 

・広域的な救急医療や災害医療体制の確保 

・医療安全を含む医療サービスの質の向上と医療費の適正

化 

p.2

 

 

p.3
医
療 

「がん対策日本一」の実現 ・広島県がん対策推進計画アクションプランの着実な推進

・高精度放射線治療センター（仮称）の整備 

p.4

地域環境の保全 ・良好な大気・水環境の確保 

・地域の実情に応じた合理的手法による効率的な汚水処

理 

・土壌環境の保全 

p.10

 

 

p.11

自然環境と生物多様性の保全 ・優れた自然環境の保護と利用の推進 

・いのちと暮らしを支える生物多様性の保全 

p.11

環
境
保
全 

環境教育の推進と環境保全に取り

組む団体等の活動支援 

・環境教育の推進 

・環境保全団体の活動支援 

p.11

支援や介護が必要となっても住み慣

れた地域で安心して生活ができる環

境づくり 

・高齢者の尊厳を尊重し，自立を支えるサービスを包括的

に提供する基盤整備と仕組みづくり 

・安心できる住まい・生活の場の確保 

・認知症対策の推進 

・障害者の就労支援対策の充実及び雇用対策の推進 

・住民主体の支え合いの促進 

・専門的な相談支援体制の整備 

・難病対策の推進 

p.4

 

 

 

p.5

医療・福祉・介護人材の確保・養成 ・福祉・介護人材の確保と定着の促進 

・潜在的有資格者の就業促進と幅広い人材の参入・参画の

促進 

・福祉・介護の仕事のやりがい・魅力の発信 

p.6

大規模災害などに対する危機管理

体制の充実・強化 

・地域での災害対処能力の向上及び県・市町の危機管理

体制の充実・強化 

（防災対策のためのインフラ整備） 

・安全・安心な県土づくり 

・緊急輸送道路の整備 

・建築物の耐震化 

・ライフラインの強化 

P.12

健康危機管理体制の確保 ・感染症対策の推進 p.13

食の安全・安心の確保 ・食品の安全・安心対策の推進 

・食中毒拡大防止対策の推進 

p.13

県民の健康づくり（健康寿命の延伸） ・生活習慣病予防の推進と健康増進対策 

・たばこ対策の推進 

・介護予防対策の推進 

・自殺対策の推進とこころの健康づくり 

p.6

福
祉
・
保
健 

ニート・フリーター・ワーキングプ

アの増加や若年層の雇用問題に対す

る取組 

・ニート・フリーター対策 

・若年層の雇用問題への対応 

・若年・低所得者層の住まいの確保 

p.7

 

防
災
・
防
犯 

治安の向上と防犯体制の充実・強化 ・犯罪が起こりにくい社会づくり 

・県民が安全・安心を実感できる社会の実現 

・安全・安心なまちづくりの推進 

・総合的な交通安全対策の推進 

・組織犯罪・悪質重要犯罪対策の強化 

・テロ対策の推進 

・警察力の強化 

p.13

p.14

子
育
て 

安心できる子育ての実現 ・みんなで子どもと子育てを応援 

・男女が仕事と子育てを両立できる環境づくり 

・働く人が子育てしやすい環境づくりの促進 

・子育て不安や負担を軽減する仕組みづくり 

・配慮が必要な子どもと家庭を支援 

・子どもを守りはぐくむ地域を応援 

・学校や家庭における食育の推進 

・母子保健体制の充実 

・乳幼児の健康管理 

p.8

 

 

 

 

 

 

p.9

     

資 料 ２
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重点分野別の現状・課題と今後の取組方向（たたき台） 

安心な暮らしづくり 

 

 

 

 

○「日本一安心できる医療サービス」の実現に向けた地域医療体制の確保 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・医療従事者の確保 

・へき地医療の推進 

○医師の地域偏在や特定診療科における医師不足 

・医師数 

(H18)6,740 人⇒(H20)6,864 人 

・人口 10万対医師数 

(H18)234.4 人⇒(H20)239.2 人 

○中山間地域を多く抱える本県では，無医地区が多く，医

療に恵まれない地域が存在 

・県内の無医地区数 53 （全国２位／H21 年無医地区等調査結果） 

○本県医師数は，H20 調査において，H18 調査から増加した

ものの都市部を中心とした増であり地域偏在が見られる。 

○医師不足問題を受けた医学部入学定員の増員（H22：過去

最大 8,846 名） 

○広島県地域医療再生計画の策定(H22.1 月) 

○医療技術の高度化，多様化する人々の価値観に対応でき

る看護職員の確保が必要 

・看護職員の需要に対する充足率(H20) 94.8％  

・看護職員離職率（H18） 

  常勤看護職員：10.6 (全国 12.6) 

 新卒看護職員： 9.8 (全国 9.2) 

○医師の確保・人材育成 

○医師の適正配置による地域住民に

対する必要な医療の確保 

○広島の魅力ある地域医療を発信し

医師等の定着，県外医師の流入に

向けた環境整備 

○看護職員数の確保（充足率の向上，

離職率の低下） 

○看護職員の資質向上 

 

○広島県，広島市，広島県医師会，

広島大学により地域保健対策協議

会を組織し，県内の保健・医療・

福祉に関する事項について，総合

的な調査・協議を行っており,協議

を踏まえた施策展開が可能。 

○医師人材育成等について，広島大

学医学部「地域医療システム学講

座」と連携した施策立案が可能。

○広域的な調整を行うへき地医療支

援機構（県立広島病院）の設置及

び代診医派遣や巡回診療等を行う

へき地医療拠点病院（７病院）の

指定 

○認定看護師の育成 

・「摂食・嚥下障害認定看護師」(全

国で 3ヶ所)等の育成を日本赤十

字広島看護大学等において実施 

○県，市町，大学，県医師会等が参画する「広島県地域医療推進

機構（仮称）」を設立し，医師・看護職員確保，人材育成等を総

合的に行う。 

○広島大学医学部に設置した「地域医療システム学講座」におい

て地域医療体制の確保と地域医療に携わる医師の養成を図る。 

○広大医学部ふるさと枠，岡大医学部広島県地域枠の設置等によ

り，中長期的な観点から地域医療を担う医師の養成・確保を図る。

○「ふるさとドクターネット広島」登録者増加の取組や本県の医

療情報発信などにより，本県出身医師・医学生等とのネットワ

ークづくりを通じた医師確保対策を推進する。 

○ H22 年度中に，国の指針や，へき地勤務医等が安心して勤務で

きるような医師派遣の枠組みづくりや巡回診療体制の検討を踏

まえ，「第 11 次へき地保健医療計画」を策定する。計画に基づ

き，へき地医療支援機構やへき地医療拠点病院を中心に，地域

の実情に応じたきめ細かな施策を展開し，へき地医療の充実・

強化に取り組む。 

○看護職員の養成及び離職防止，再就業推進などの対策の充実を

図るとともに，最新の知識・技術に係る研修の充実により看護

職員の資質向上を図る。 

福祉 ・医療機関の連携の促進 ○医師不足による医療機能の確保が困難 

○中山間地域の医療体制のみならず，都市部の救急医療体

制の確保も困難 

○治療開始から日常生活への復帰に向けた取組を患者と共

同して行うため，治療計画（地域連携クリティカルパス）

の共有などによる医療提供者の連携体制の構築が求めら

れている。 

○医療機能の連携・再編による医師

の効率的な配置 

○地域連携クリティカルパスの普及

による医療連携体制の構築 

○県地対協や圏域地対協で地域医療

の確保について取組んでいる 

○医療ネットワーク（再掲） 

検診からフォローアップまでの各

段階において，一定基準の機能を

満たす専門機関が参画・連携して

治療に当たる本県独自の医療連携

体制を整備済（乳がん・肺がん）

 

○地域医療再生計画の着実な推進 

・世羅中央病院と三原市立くい市民病院の再編 

・府中北市民病院とJA府中総合病院の連携強化 

・広島市内４基幹病院の放射線治療機能の再編・集約化 など 

○保健医療計画における医療連携体制（４疾病５事業）の構築及

び推進，地域連携クリティカルパスの策定，普及 

・４疾病…がん，脳卒中，心筋梗塞，糖尿病 

・５事業…救急医療，災害医療，小児（救急）医療，周産期医療，

へき地医療 

○脳卒中地域クリティカルパスの運用推進 

地域連携クリティカルパスの運用を開始による医療連携体制の

構築 

【基本認識（目指す姿・目標）】 

医療・福祉・子育てや環境保全，防災・防犯など，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，すべての県民が安心して生活し，幸せを実感できる環境を実現する。 
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 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・小児救急・周産期医療の確

保 

○地域の小児科，産科医師の減少 

・県内の小児科医師数 

(H16)349 人⇒(H20)332 人（▲17人） 

・県内の産科・産婦人科医師数 

 (H16)246 人⇒(H20)237 人（▲9人） 

※「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年 12月末現在） 

○分娩取扱医療機関の減少 

・県内分娩取扱医療機関数 

  (H18)75 施設⇒(H20)67 施設（▲８） 

○呉地域における産科医療確保のための集約化（呉共済病

院，呉医療センター，中国労災病院の３病院の分娩体制

を呉医療センターと中国労災病院の２病院に集約） 

○県内どこに住んでいても，子ども

の健やかな成長に必要な医療を受

ける環境づくり 

○安全に安心して妊娠・出産ができ，

子どもを生み育てることができる

環境づくり 

【指標】 

・すべての二次保健医療圏域で 24

時間小児救急医療体制及び周産期

母子医療センターを整備 

（現在） 

７圏域中，小児救急医療体制は６

圏域，周産期母子医療センターは

５圏域で整備済み 

○子どもの急病時に保護者に適切に

アドバイスを行う「小児救急医療電

話相談」を実施 

○「庄原の小児医療を考えるひだまり

の会」など，地域住民が中心となっ

た小児医療を守る取組 

○「周産期医療情報ネットワーク」に

よる母体・新生児搬送の受入支援体

制及び分娩医療機関と周産期母子

医療センターの連携体制の構築 

○妊娠，出産，新生児，小児，思春期，

成人に至るライフステージで，安心・

安全な継続したチーム医療を提供す

る成育医療センター(県立広島病院)

○「小児救急医療電話相談」の充実 

○かかりつけ医（初期救急医療）と地域の小児科を有する中核的

病院（二次救急医療）との連携及び役割分担の明確化 

○各地域における住民が主体となった小児医療を守る取組の推進 

○地域の周産期母子医療センターと病院・診療所等の連携システ

ムの構築 

○産科医師と助産師の役割に応じて連携する助産師外来などの導

入の推進 

福祉 ・広域的な救急医療や災害医

療体制の確保 

○救急勤務医の疲弊，救急医療機関（救急告示）の減少 

・県内救急告示医療機関数 

 (H19)163 施設⇒(H22)148 施設 

○県内救急出動件数 

(H10)78,019 件⇒(H20)111,479 件 

○消防法の改正による「傷病者の搬送及び受入れの実施基

準」策定の義務化 

○県内の災害派遣医療チーム（DMAT）の増加 

・ＤＭＡＴの編成状況 

 (H18)６チーム(６病院)⇒(H22)17 チーム(11 病院)   

○「広島県地域医療再生計画」の策定 

○県内の各地域で安心して救急医療

が受けられるとともに，災害時に

おける医療救護体制を確保する 

○ヘリコプターを活用した効率的・

効果的な救急医療体制の強化によ

る救命率の向上 

○大規模災害時における災害拠点病

院を中心とした災害医療救護体制

の確立 

 ・すべての災害拠点病院にＤＭＡ

Ｔを編成（18病院） 

○ドクターヘリ的事業は，一元化され

た指令系統の下で，２機の消防・防

災ヘリを運航し，複数医療機関で実

施するなど,機動性と効率性を確保

した本県独自の方法 

○県内で毎年，災害時医療救護活動訓

練が実施され，ＤＭＡＴも訓練に参

加 

 

○一次，二次，三次救急医療それぞれの機能に応じた救急医療体

制の再構築 

○各地域における住民が主体となった救急医療を守る取組の推進 

○現行のドクターヘリ的事業の検証を踏まえた新たな施策の推進 

○災害時医療救護活動訓練の継続実施及びＤＭＡＴ隊員の養成 

○災害拠点病院等の耐震化の推進 

福祉 ○医療の安全確保に対する機運の高揚 

○医療機関に係る苦情の増加 

・県医療安全支援センターが受けた苦情件数 

  (H20)321 件→(H21)348 件 

（要因） 

・医療技術の高度化・専門化 

・医療への過度の期待 

・医事関係訴訟の増加 

○各医療機関の医療安全確保に係る

体制整備 

○医療機関と患者・家族との信頼関

係の構築 

○県内のほぼすべての病院において，

医療安全管理の指針整備，委員会の

開催，職員研修の実施等，医療法に

定める体制が確保されている。 

○立入検査等を通じて医療安全確保体制の整備及び取組の充実を

働きかける。 

○県医療安全支援センターでの苦情・相談の受付，その内容の医

療機関への情報提供を通じて医療機関と患者・家族間の信頼関

係構築と医療サービスの質の向上を図る。 

 

福祉 

・医療安全を含む医療サービ

スの質の向上と医療費の

適正化 

○持続可能な医療保険制度を構築するため，平成 18 年 6

月に医療制度改革関連法が成立し，安心・信頼の医療の

確保や医療費の適正化が推進されている。 

○県，市町とも厳しい財政環境にある中で医療費負担が増

嵩する状況にあり，効率的な医療提供体制を確立し，医

療費の適正化を推進していく必要がある。 

・特定健康診査実施率(市町国保・Ｈ20) 

 17.6％(全国 30.8％)  

・特定保健指導終了率(市町国保・Ｈ20) 

  18.2％(全国 14.8％) 

・平均在院日数(H20) 33.8 日(全国 31.6 日) 

○住民の健康づくり，効率的な保健

医療福祉提供体制，適正受診等の

推進を通じた医療費の適正化と持

続可能な医療保険制度の確保 

 ○特定健康診査や特定保健指導に関する県民への普及啓発 

○がん検診に関する普及啓発や精度管理の推進 

○市町，地域，団体等が連携・協力した県民健康づくり運動の積

極的展開 

○療養病床の介護保険施設等への転換に対する国，県の財政支援

の確保 

○関係機関が連携した在宅緩和ケア体制の整備 

○病病連携，病診連携等の医療連携体制の確保 

○市町保健師による頻回・重複受診者に対する保健指導体制の確保

○レセプト点検員の資質向上と確保 

○後発医薬品に対する正しい知識の普及 
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○「がん対策日本一」の実現 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・広島県がん対策推進計画ア

クションプランの着実な

推進 

・高精度放射線治療センター

（仮称）の整備 

○高齢化の進展に伴うがんによる死亡率の増加 

 ・(粗)死亡率（人口 10万人当たり） 

  (H15)253.7→(H18)266.3→(H20)281.9 

注）高齢化の要素を取り除いた年齢調整死亡率は減少傾向 

○低いがん検診受診率 

・がん検診受診率 

19.8％ 全国 27位（乳がん） 

30.1％ 全国 21位（胃がん）など  (H19) 

○広島県がん対策推進計画の策定(H20.3) 

アクションプランの策定(H21.3) 

  ・６つの柱 

   がん予防，がん検診，がん医療， 

緩和ケア，情報提供・相談支援，がん登録 

○県内における放射線治療患者数の増 

 （H15）3,420 件→（H20）5,115 件 50％増 

○がんによる死亡者の減少（75歳未

満の年齢調整死亡率の１０％削減

(基準年 H18)）  

○すべてのがん患者及び家族の苦痛

の軽減並びに療養生活の質の維持

向上 

〔指標等〕 

○がん検診の受診率・精度の向上 

○がん診療連携拠点病院における 5

大がん地域連携クリティカルパス

の整備 

○地域がん登録の精度の向上 

○行政や医療機関のほか，患者団体・

企業等も参加した「がん検診へ行こ

うよ」推進会議を設置 

○基本的医療機能の存在 

・県内各圏域において，６０程度の

病院で手術によるがん医療を提供

・すべての二次保健医療圏にがん診

療連携拠点病院整備 

○検診からフォローアップまでの各

段階において，一定基準の機能を満

たす専門機関が参画・連携して治療

に当たる本県独自の医療連携体制

を整備済（乳がん・肺がん） 

○県緩和ケア支援センターを中心に，

専門人材の育成に取り組むなど，地

域の拠点病院と連携した緩和ケア

支援体制を構築 

○全国でも上位となる登録精度を誇

る地域がん登録の推進体制整備済 

○総合的ながん対策の推進 

・「広島県がん対策推進計画」及び「アクションプラン」に基づ

き，総合的ながん対策を着実に推進（がん予防，がん検診，が

ん医療，緩和ケア，情報提供・相談支援，がん登録） 

○がん対策日本一の実現 

・行政や医療機関のほか，県民や企業等も巻き込んだ受診率向上

などがん対策の一層の推進 

○がん医療ネットワークの構築 

・がん診療連携拠点病院の機能強化 

・５大がん （乳，肺，肝，胃，大腸）に係る医療連携体制の整

備・運用 

○高精度放射線治療センター（仮称）の整備 

・今後増加が予想されるがん患者に対し，高精度放射線治療機器

の設置や専門医の集中配置により，高度な放射線治療を受ける

環境を整備 

 

○支援や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活ができる環境づくり 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 

 

高齢

者支

援課 

・高齢者の尊厳を尊重し，自

立を支えるサービスを包

括的に提供する基盤整備

と仕組みづくり 

・安心できる住まい・生活の

場の確保 

・認知症対策の推進 

・住民主体の支え合いの促進 

・専門的な相談体制の整備 

○高齢化の進展（平成 47年には県民の３人に1人が 65歳

以上（推計割合 34.5%）） 

○要支援・要介護者の増加 

○認知症高齢者の増加 

・推計値  (H17)39,800 人→(H37)73.100 人 

○一人暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者の増加 

・高齢者単独世帯の推計割合 

(H17)9.1%→(H37)13.4% 

・高齢夫婦のみ世帯の推計割合 

(H17)10.8%→(H37)13.4% 

○地域社会における人間関係の希薄化 

○貧困層の高齢者の増加 

・ホームレスの年齢分布（全国） 

65 歳以上の割合 (H15)15.1%→(H19)21.0% 

○支援や介護が必要な状態になって

も，住み慣れた地域で尊厳を保持

し，自立した生活ができる広島県

の実現 

○自宅での生活が困難な高齢者が安

心して生活できる住まいの確保 

○認知症の進行の緩和や周辺症状の

改善とともに，認知症患者やその

家族を地域全体で支援 

○一人暮らし等の高齢者を地域で支

える仕組みの構築 

○市町，職能団体，民間団体，事業者

団体等による「高齢者対策総合推進

会議」を設置 

 

○支援や介護が必要な高齢者の尊厳を尊重し，自立を支えるサー

ビスを包括的に提供する基盤整備と仕組みづくりを推進する。 

 ・権利擁護，虐待防止対策 

 ・貧困や孤立を抱える高齢者への支援 

 ・介護サービス基盤の整備 

 ・医療・介護・福祉の連携体制の構築 

 ・介護・福祉サービスの質の向上 

○一人暮らし等で自宅で生活することが困難な高齢者が，安心し

て生活できるグループホームや介護付き住宅などの住まいの確

保を図る。 

○若年性を含む認知症の早期診断，状態に応じた適切な医療・介

護サービスの提供，地域における支援体制の整備など，総合的

な認知症対策を推進する。 

○一人暮らし等の高齢者に，地域住民が主体となって，見守りや

声かけ，生活上の簡単な援助を行う仕組みづくりを支援する。 

○市町等では対応が困難な相談，専門的な相談に対する対応・研

修体制の充実に努める。 

都市 ・安心できる住まいの確保 ○急激な高齢社会の進展に伴う在宅介護の重要性の高ま

り 

○住宅のバリアフリー化の推進 

○高齢者，障害者，外国人，子育て

世帯等，誰もが借りる事が可能な

民間賃貸住宅の普及及び確保 

 ○民間住宅のバリアフリー化の啓発促進に努めるとともに，県営

住宅の建替えや既設住戸の改善により，先導的にバリアフリー

化等を推進し，誰もが暮らしやすい住宅の供給を推進する。 

○５年間で，高齢者円滑入居賃貸住宅及びあんしん賃貸住宅の登

録戸数を倍増させるように努める。 
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 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 

 

介護

保険

課 

・高齢者の尊厳を尊重し，自

立を支えるサービスを包

括的に提供する基盤整備

と仕組みづくり 

（サービス基盤の整備） 

（サービスの質の向上） 

○介護給付費の上昇 

・第１号被保険者１人当たり給付費は全国平均の約1.1倍 

H19 年度：239.1 千円（全国平均：212.2 千円） 

○介護サービス事業者による不正・不当請求などの不祥事

が社会問題 

○介護サービスに対する県民ニーズの多様化 

・苦情件数（国保連受付）は近年増加傾向 

(H19)128 件 (H20)167 件 (H21)164 件 

・ユニット化の割合 

介護老人福祉施設 13.0％，介護老人保健施設 4.1％

（H20 年度着工ベース） 

  ○第 4 期介護保険事業（支援）計画において，介護サービス基盤

（居宅及び施設系介護サービス）の整備を進める。 

○平成21年3月に策定した「第4期ひろしま高齢者プラン」に基づ

き，介護サービスの質の向上に向けて以下の諸施策を推進する。 

(1)介護サービス情報の公表・第三者評価の推進 

(2)苦情対応体制の整備 

(3)介護保険施設の居住環境の向上 

(4)介護サービス事業者の適正な事業運営の確保 

(5)介護給付の適正化の推進 

福祉 

 

障害

者支

援課 

・障害者の尊厳を尊重し，自

立を支えるサービスを包

括的に提供する基盤整備

と仕組みづくり 

・障害者の就労支援対策の充

実 

・重度障害者療育体制の整備 

・専門的な相談体制の整備 

○国において，障害者に係る制度の集中的な改革を推進す

るための検討が進められている。 

○障害者の増加と障害の重度化が進んでいる。 

・グループホーム・ケアホームサービス量(1 か月分) 

(H18)737 人 → (H20)897 人 

○情報化社会の中で弱視者，中途失明者等への相談支援

等，視覚障害者への新たな対応が求められている。 

○発達障害は，医療，母子保健，福祉などの分野で専門的

知識を有する人材が不足している。 

○障害者が自ら選択した職業生活を実現することが可能

となるよう福祉施設から一般就労に向けた取組が進ん

でいる。 

・就労移行支援事業サービス量(1か月分) 

(H18)1,694 人日 → (H20)5,197 人日 

・就労継続支援事業サービス量(1か月分) 

(H18)4,794 人日 → (H20)19,936 人日 

○障害者が身近で必要なサービスを

自らの意思で選択し，自立した地

域生活を送れる環境づくり 

○高次脳機能センター（県立障害者リ

ハビリテーションセンター内）の設

置及び地域の支援窓口となる高次

脳機能地域支援センター（６医療機

関）の指定 

○広島県発達障害者支援センターを

設置 

 

○ 平成 20 年度に策定した広島県障害者プランの重点実施事業後

期５か年計画及び第２期広島県障害福祉計画に基づき計画的に

進めていく。 

○小規模作業所等の新体系事業への移行を促進し，サービス提供

体制の計画的な整備を進めていく。 

○地域で自立した生活を支えるため，就労支援ネットワークの構

築に向け関係機関の連携強化等について検討を行うとともに，

多様な就労の場の確保及び工賃の向上に向けた取組を進める。 

○視覚障害者のニーズに対応した点字図書館の機能の一層の強化を図る。

○発達障害について，早期発見，早期治療の支援体制を担う人材の

育成を図り，身近な地域において一貫した支援体制が受けられる

ように既存の社会資源を生かした地域連携を仕組みを構築する。

○高次脳機能障害者の社会復帰に向けて，すべての圏域において

地域支援センターの指定を進め，相談支援体制の構築を進める。

○障害者の雇用訓練については，企業の要望や障害の重度化に応じて知

識・技能を身につけられるよう訓練内容の充実や改編に取り組む。

商工 ・障害者の雇用対策の推進 

 

○依然として進まない障害者雇用 

・県内の民間企業における障害者雇用状況（21.6.1 現在） 

実雇用率 1.77％ 全国 16位 

法定雇用率達成企業割合 49.1％ 全国 33位 

・県内の障害者就職状況（21年度） 

就職件数 1,236 件（前年比＋46件） 

解雇者数 32人（前年比▲30件）   

（厚生労働省，広島労働局公表資料） 

○障害者雇用促進法の改正（H22.7） 

・障害者雇用納付金制度適用事業所の拡大 

～常時雇用労働者 201人以上の事業所に拡大 

・短時間労働者の雇用率制度への算入 

・除外率（法定雇用者数計算の際控除できる割合）の引下げ 

（要因） ・事業者の意識不足 

 ・障害者雇用のハードルの高さ 

 ・障害者の職場定着率の低さ 

○障害者雇用の拡大 

・実雇用率 1.8％（法定雇用率）

以上の達成 

○障害者の職場定着 

 

○障害者雇用に対する，企業の社会的

責任意識の高まり 

○事業主に対する意識啓発 

○障害者雇用促進支援融資 

○障害者の就職促進支援 

・合同就職面接会の開催 

・就職・実習先企業の開拓 

・障害者就業・生活支援センターによる就業支援 

・職場適応訓練 

○障害者の職場定着支援 

・企業内における支援体制構築支援（企業内サポートリーダー

養成研修） 

・ジョブサポーターの派遣による定着支援 

○障害者の態様に応じた多様な職業訓練 

福祉 ・難病対策の推進 ○特定疾患承認件数の増加 

(H19)13,520 件⇒(H21)15,181 件 

※特定疾患～国が定める130の難治性疾患のうち，56疾患が

特定疾患治療研究事業として医療費の補助を行っている。 

○難病患者等の療養上の不安の解消

及びその自立と社会参加を促進 

 

 ○難病患者等が地域で安心して暮らせるよう，医療費支援や難病

対策センター（広島大学病院内に設置済）での相談や難病団体

との連携などの取組を通じて支援体制を構築する。 

○予算確保，対象疾患の拡大を国に要望していく。 
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○医療・福祉・介護人材の確保・養成 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 

 

・福祉・介護人材の確保と定

着の促進 

・潜在的有資格者の就業促進

と幅広い人材の参入・参画

の促進 

・福祉・介護の仕事のやりが

い・魅力の発信 

○福祉・介護サービスへのニーズの増大 

○多様なサービス，高度なサービスへのニーズの高まり 

○福祉・介護従事者の確保・定着が厳しい状況 

（要因) ・少子高齢化の進展 

 ・世帯構成の変化 

 ・ライフスタイルの多様化 

 ・認知症等より複雑で専門的な対応を必要とする

状況の顕在化 

 ・労働力人口の減少 

 ・福祉・介護サービス分野に対するマイナスイメージ 等 

有効求人倍率（H22.2） 

（介護関係・常用）1.03，（全産業・常用）0.49 

離職率（H20.10 調査） 

（介護関係）21.6％，（全産業平均）14.6％ 

○県民が安心して暮らし続けられる

質の高い福祉・介護サービス体制

の確保 

○超高齢社会を支える福祉・介護従

事者が働き続けられる生涯職業と

しての確立 

○H21.5 に福祉・介護サービス従事者

の確保と定着を図るため，関係団体

と行政で組織する「広島県福祉・介

護人材就業支援会議」を設置し，こ

の会議が協議・検討し，今後，それ

ぞれが主体的かつ連携して取り組

む具体的な行動計画を取りまとめ

た。（H22.3）  

○関係団体等が行動計画に基づき，主体的な取組を進めるが，「広

島県福祉・介護人材就業支援会議」が連携の中心として，関係

団体間の情報共有，プランの実施状況の検証などを行う。 

 

 

○県民の健康づくり（健康寿命の延伸） 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・生活習慣病予防の推進と 

健康増進対策 

・たばこ対策の推進 

○平成 20 年度から，医療保険者が実施主体のメタボリッ

クシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導

（40 歳～74 歳までの者を対象）が導入されたが，県内

の受診率は全国最低レベルと極めて低い状況 

・Ｈ20市町国保特定健診受診率 17.6％ 

 ※厚生労働省速報値 

○たばこの健康への影響に係る研究の進展や国民の問題

意識の高まりから，喫煙率の引下げや受動喫煙の防止の

取組みが求められている。 

・喫煙率(H18)～成人男性 32.9％，成人女性5.4％ 

※男性は減少しているが依然として高く，女性は出産・

子育て世代で高くなっている。 

○県民が生涯にわたり健康で暮らせ

る健康長寿社会の構築 

○特定健康診査・特定保健指導の実

施体制の整備，対象者が検査結果

や指導を生かした生活習慣病予防

の取組推進 

【指標】 

・平均自立期間（日常生活が要介護

でなく,自立して暮らせる生存期

間の平均）の延伸 

・特定健康診査・特定保健指導の受

診率の向上 

・喫煙率の低下 

○県内の医療保険者の連携体制を構

築している。 

○「ひろしま健康づくり県民運動推進

会議」の設立及び「げんき！健康！

ひろしま県キャンペーン」による

「ひろしま健康づくり県民運動（ひ

ろしま健民運動）」の展開 

○健康ひろしま 21による禁煙，分煙，

防煙活動を推進する広島県禁煙支

援ネットワークの設置 

○各協議会の場において，特定健康診査・特定保健指導の受診率

の向上を図るため，課題となっている事項の解決に向けた検討

を行う。 

○広島健康づくり県民運動等により，健診等の必要性を積極的な広

報や市町国民健康保険が行う受診勧奨等の取組みを支援する。 

○「健康ひろしま２１」に基づいて，引き続き，ひろしま健康づく

り県民運動を展開し，生活習慣病予防の基本的な考え方の普及啓

発や生活習慣改善を支援するための環境の整備を推進する。 

○ひろしま健康づくり県民運動の推進により，たばこに対する正

しい知識の啓発と企業・団体等の関係機関の取組の促進を図る。

○健康生活応援店事業の活用により，禁煙支援と受動喫煙防止対

策を推進する。 

福祉 ・介護予防対策の推進 ○全国に比べて少ない元気高齢者 

・元気高齢者（要介護・要支援認定を受けていない高齢

者）の割合   (H20)81.6％（全国平均 83.9％） 

○特定高齢者（地域支援事業の対象となる虚弱な高齢者）

の決定には，高齢者が医療機関等で生活機能評価を受け

なれればならないため，特定高齢者数は伸び悩んでい

る。 

○運動習慣の徹底と食生活の改善を

中心とした生活習慣の改善やここ

ろの健康づくりによる，県民一人

ひとりが心身ともに健康な生活を

送る社会の実現 

【指標】元気高齢者（要介護・要支援

認定を受けていない高齢者）の割合

 ○介護予防関連事業の効果的な実施を支援するため，職員研修や

広報の充実を図る。 

福祉 ・自殺対策の推進とこころの

健康づくり 

○Ｈ10年に急増以降，自殺者数が高い水準で推移 

・自殺死亡率（人口10万人対） 
   広島県  全国 
Ｈ9  17.1   18.8 
Ｈ10  24.5   25.4 
Ｈ20  22.3   24.0     ※人口動態統計 

○うつ病患者数の増加 

(H8) 433 千人 → (H20)1,041 千人（全国）※患者調査 

○自殺者の大半が，自殺の直前にうつ病等の精神疾患を発症

している一方，精神障害者の医療機関受診率は低い（約25%） 

○自殺死亡率の減少 

【指標】 

・自殺死亡率を，自殺急増（平成

10年）より前の水準に減少させる

（H27 年度末までに 16.8 に減少）

○うつ病やメンタルヘルスに関する

知識の普及や，早期適切な受診の

促進に向けた取組の推進 

 

○保健所ごとに，自殺対策の関係者で

構成する地域自殺対策連絡会議が

設置され，地域の実情に応じたきめ

細かい対策の検討が行われている。

 

○広島県自殺対策推進計画～いきる・ささえる広島プラン～に沿

って，関係機関と連携し，総合的な対策を推進する。 

 ・正しい知識の普及などを通じた，県民一人ひとりの気付きと

見守りの促進 

 ・地域で活動するリーダーなどに対する人材養成 

 ・各種の相談の実施などを通じた，自殺の社会的要因への取組 

 ・自殺未遂者の再度の自殺防止のための取組 など 

○うつ病対策など，こころの健康づくりに向けた取組を推進する。
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○ニート・フリーター・ワーキングプアの増加や若年層の雇用問題に対する取組 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

商工 ・ニート・フリーター対策 

・若年層の雇用問題への対応 

○依然として多いフリーター，ニート 

・県内フリーター 3.3 万人（H21 推計） 

・県内ニート 1万人（H21 推計） 

○若年者フリーターの長期化（年長フリーター化） 

（要因） 

・企業における雇用形態の変化（非正規労働者の割合の増加） 

・フリーターは，経験及びスキルの不足から正社員とし

ての就職が困難 

・他者や社会とコミュニケーションを不得手とする若者

の増加 

平成 21年完全失業率（全国）（総務省統計局） 

15～24 歳 9.1％（前年比＋1.9ポイント） 

25～34 歳 6.4％（前年比＋1.2ポイント） 

全年齢計 5.1％（前年比＋1.1ポイント） 

○ フリーター・ニートの減少  ○ フリーター等の就業支援 

・関係機関（国等）と連携した支援体制の強化（「ひろしま若者

しごと館」の運営等） 

・企業との交流会の開催 

・就職力向上につながる取組 

○ ニートの職業的自立支援 

・関係機関（各種相談機関・教育機関）と連携した支援体制の

強化（「若者交流館」の運営等） 

○ 新卒未就職者（高校生・大学生）の早期就職支援 

・人材育成型の短期雇用・就業機会の創出 

・高校，大学の教育現場における，就業に関するサポート体制

の強化 

  

教委  ○景気低迷による雇用環境の悪化 

・広島県国・公・私立高等学校卒業者の就職状況等（県教

育委員会調査:H22.3.31 現在） 

  就職率：93.7％， 未就職者：202 人 

○将来社会人・職業人として自立していくために必要な意

欲・態度や能力を身に付けさせる教育の充実を図ること

への要請 

・新規高等学校卒業者（広島県）の 3 年以内の離職状況

（広島労働局資料：H22.3.10 作成） 

 H16.3 卒：42.3％ 

 H17.3 卒：47.4％ 

 H18.3 卒：45.9％ 

○県民が生涯にわたる学習を通し，

豊かで生きがいを持って生活がで

きる社会の実現 

○高校卒業者の就職状況について県

内就職希望者及び県内就職者の割

合が高い。（県内就職率：全国５位）

○「専門高校応援ネットワーク事業」により，インターンシップ

等の充実を図るなど，キャリア教育の一層の推進を図る。 

○「高等学校就職支援教員（ジョブ・サポート・ティーチャー）」，

「高等学校就職支援専門員」及び「就職促進業務補助員」の配

置により，就職指導体制の一層の充実を図る。 

都市 ・若年・低所得者層の住まい

の確保 

○非正規雇用・低所得の若者や外国人の増加に伴う新たな

住宅セーフティネットの必要性 

○住居費に対する高負担感などが障害となり，低所得層の

婚姻率が低い状況にある 

○県営住宅の円滑な提供による若年

者の就労支援の推進 

○平成ヶ浜住宅（H18 管理開始／安芸

郡坂町）での子育て世帯を支援する

県営住宅の整備実績 

○県営住宅への若年単身者の受入れの取組を進める。 

○平成ヶ浜住宅の手法を既存県営住宅などに活用することについ

て，市町の福祉部門と連携して検討を進める。 
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○安心できる子育ての実現 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・みんなで子どもと子育てを

応援 

・男女が仕事と子育てを両立

できる環境づくり 

・子育て不安や負担を軽減す

る仕組みづくり 

・配慮が必要な子どもと家庭

を支援 

・子どもを守りはぐくむ地域

を応援 

○少子化の進行 

合計特殊出生率（県）  

(H17)1.34 →(H20)1.45 

出生数（県） 

(H17)24,740 人 → (H20)25,560 人 

（要因） 

晩婚化（非婚化），晩産化 

・若者の非正規雇用増 

・子育て世代の男性の長時間労働 

・厳しい女性の就業継続 

○子育て不安や負担感の増大 

母親の意識（国） 

孤立していると感じる割合：H16：48.8％ 

（要因） 

核家族化，地域コミュニティの希薄化 

○仕事と子育ての両立支援へのニーズが増大 

○児童虐待の増加 

○社会全体で子育てを応援する意識が浸透しつつある 

○「子育てするならわがまちで！」

とみんなが誇れる広島県 

・いきいきとした子ども 

・安心して子育てしている家庭 

・みんなで子育てを応援する地域・

社会 

【指標】 

 子育てに楽しみや喜び・生きがい

を感じる人の割合（H20：45.6⇒

H26：60.0％） 

 

○広島県方式“みんなで子育て応援”

の浸透 

・企業やＮＰＯ，子育て支援者など

あらゆる主体が理念を共通し，そ

れぞれの強みを発揮して子育て当

事者の目線に立って応援 

・子育て応援イクちゃんサービス登

録店舗 3,060 店（22.5.10 現在）

○ 県民みんなで広島県の子どもを育てる機運醸成，実践の推進 

○ 男女ともに仕事も子育ても充実できる環境づくり 

○ 次代の親となる若者への支援 

 

商工 ・働く人が子育てしやすい環

境づくりの促進 

○ 出産後の継続就業を望んでも，保育所等の不足により

継続就業できない女性労働者の存在 

・県内の待機児童数        113 人 

・県内の認可外保育施設数  117 か所 

○ 延長保育，休日保育，夜間保育，病児保育が可能な，

女性労働者のニーズに合った保育施設の不足 

・県内の延長保育実施箇所数 386か所 

・県内の病児保育実施箇所数 29か所 

・男女がともに働きやすい環境を整備するための行政へ

の要望として，最も高いのは「保育所，学童保育の充

実 66.6％」 

○託児施設の充実のため，労働者向けの事業所内保育施設

の整備について，高まる必要性（一方で，整備には過大

な企業負担を要する） 

○子どもを安心して預け，男女とも

継続して働くことができる環境 

 ○出産・育児を行う女性の継続就業に向けた，働きやすい職場環

境づくりの促進 

○事業所内保育施設の設置・運営に対する支援を行う。 

・事業所内保育施設整備推進補助金 

・仕事と家庭の両立支援資金（融資） 

○男女がともに働きやすい環境を整備するための，総合的な施策

の積極的な展開 

・事業主や男性労働者の意識啓発 

・仕事と家庭の両立支援の推進 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

福祉 ・ 学校や家庭における食育

の推進 

 

○食生活に起因する生活習慣病や肥満の増加 

○個食や孤食など，食を通じたコミュニケーションの減少 

・朝食を欠食する県民の割合 小学生 3.0％，中学生

6.2％（H21｢基礎･基本｣定着状況調査） 

○食に関する適切な判断力を養い，

生涯にわたって健全な食生活を

実現することによる県民の心身

の健康増進と豊かな人間形成 

 ○食育推進圏域連絡会議の取組について，「ひろしま食育・健康づ

くり実行委員会」の構成団体の事業協力などによって支援する。
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 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・ 母子保健体制の充実 

・乳幼児の健康管理 

○晩婚化・晩産化の傾向により，不妊治療や不妊相談件数

が増加 

・特定不妊治療助成件数（県内） 

(H16)169 件 → (H21)199 件 

・広島県不妊専門相談センター相談件数 

(H16)172 件 → (H21)613 件 

○出産年齢の上昇等により健康管理が重要となる妊婦の

増加。 

 

 

 

 

 

○出生児に占める低体重児，極小未熟児の増加 

○未熟児養育医療の給付件数の増加 

○不妊に悩む夫婦の負担軽減 

○安心・安全な妊娠・出産のための

体制充実により，妊産婦・出生児

の健康管理の充実と妊産婦死亡

率及び周産期死亡率を低下 

○乳幼児の健全な発育・発達を促す

ため，ハイリスク児の早期発見・

治療を行う。 

○乳幼児の健康管理体制を確立す

る。 

 ○「みんなで育てるこども夢プラン」「健やか親子 21・ひろしま」

に基づき母子保健体制の充実を図る。 

○経済的負担軽減のための特定不妊治療費助成事業制度の周知に

努める。また，不妊に悩む夫婦のみならず家族などに不妊の原

因や治療などの理解を深める。 

○「広島県不妊専門相談センター」の周知と相談しやすい体制の

充実を図る。 

○妊娠期からの健康管理の推進（市町の妊婦健診への支援や母体

や胎児の健康管理情報の提供） 

○安心して妊娠･出産できるよう医師会と連携し，思春期から女性

の健康支援のための環境づくりに努める。 

○働きながら妊娠・出産を迎える女性に対し，一貫した健康管理

や支援ができるよう市町・関係機関と連携して，｢母性健康管理

指導事項連絡カード｣の活用と普及に努める。 

○乳幼児健診の確実な受診を図る（市町の支援，県内に暮らす外

国人への支援を図り，乳幼児健診を受けやすくする）。 

○乳幼児の事故を防ぐため，乳幼児健診などの機会に保護者･地域

関係者への普及啓発に努めるとともに，毎年 11月「乳幼児突然

死症候群（SIDS）対策強化月間」の周知を行う。 

○疾病及び発達障害などの早期発見，早期支援に努める。（先天性

代謝異常等検査，乳幼児健診及び新生児聴覚検査） 

 

○新エネルギーの導入など本県の自然的・社会的な特性に応じた実効性のある地球温暖化防止に向けた取組 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

環境 ＊地球温暖化防止 ○県内の二酸化炭素排出量の増加 

(H2)3,699 万ｔ ⇒ (H18)4,335 万ｔ（広島県調べ) 

※全国と比べ二酸化炭素の排出量に占める産業部門の

割合が高い（約７割）。産業分野については，国による

全国一律の取組が不可欠。 

○新エネルギーの導入量（原油換算） 

(H15)330 千 kℓ ⇒ (H20)465 千 kℓ（広島県調べ) 

○国は，2020 年までに温室効果ガスの排出量を 1990 年に

比べ， 25％削減するという中期目標を表明 

○社会を構成するあらゆる主体が，

その選択や意志決定において，二

酸化炭素の排出を最小化する配慮

を徹底した低炭素社会の構築。 

 

○降雨量が少なく，日射量が多い地域

特性から,太陽光発電の導入に適し

ている。 

○自然的な地域特性から，様々な新エ

ネルギー（バイオマス，小水力等）

への取組が可能。 

 

○国内外の情勢に対応した，新たな削減目標を盛り込んだ次期温

暖化対策地域計画を策定する。 

○普及啓発の強化と太陽光発電やバイオマス利用の導入促進など

実効性のある温暖化防止対策の強化を図る。 

○県民・事業者・関係団体の一体的な連携のもと，温暖化防止の

ための県民運動を一層推進する。 

○吸収源対策として，多様な主体の参加による森林整備・保全活

動を推進する。 

商工 ・環境関連技術・新エネルギ

ー 

○低炭素社会へ向けて，環境・エネルギー関連市場の需要

拡大 

○地球温暖化対策としてのＣＯ２削減に向けた世界レベ

ルでの取組の産業界への波及 

（要因） 

・環境制約（地球温暖化・エネルギー問題への対応） 

○環境制約をチャンスに変える環境

関連産業拠点の形成 

○環境制約に対応しながら，成長を

続ける県内産業 

○多彩な産業，ものづくり技術，人材，

高等教育機関，研究開発機関等の集

積 

○環境・資源・エネルギーに関する多

様な技術の集積，企業や地域におけ

る取組 

○ 環境・資源・エネルギー関連産業分野への挑戦 

・最先端の環境関連産業の創出 

・地域特性に応じた環境・エネルギー産業の展開 

・ものづくり産業における低炭素化の推進 

 

都市 ・人と地球に優しい住まいづ

くり 

○住宅の量的ストックは充実 

○環境，資源・エネルギー制約が高まる中で，これまでの

「住宅を作っては壊す」社会から，「いいものを作って，

きちんと手入れして，長く使う」社会へと移行 

○国の施策等により，環境負荷の少ない住宅へ建替え・改

修することに対する意識が高揚 

○住宅の長寿命化の推進等によるラ

イフサイクルコストの低減 

○環境に優しい住宅の普及 

 ○「長寿命化計画」の策定により，民間に率先し，既存県営住宅

の長寿命化，ライフサイクルコストの縮減を行う。 

○住宅版エコポイントや長期優良住宅認定制度など，環境負荷の

少ない住宅取得に係る各種支援制度の情報を，県民及び住宅産

業界に広く周知することで，普及促進に取り組む。 

(S60)  (H16)  (H20) 

妊産婦死亡率（出産 10万対） 

19.9 → 0 → 3.8 

周産期死亡率(出生１千対) 

7 8 → 4 4→ 4 1
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○循環型社会の構築 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

環境 ・廃棄物の３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰ

ｽ･ﾘｻｲｸﾙ）の推進 

○景気低迷によるリサイクル施設等への投資控え 

○一般廃棄物(単位：万トン)   ○産業廃棄物(単位：万トン) 

項 目 H17 H20  項 目 H17 

排出量 107 95  排出量 1,357 

再生利用量 21 20  再生利用量 924 

最終処分量 16 11  最終処分量 60 

（H20年度実績は取りまとめ中）

○廃棄物排出抑制，再生利用，リサ

イクルのそれぞれの段階で取り組

むことによる循環型社会の構築 

○自動車，紙・パルプ，鉄鋼などの産

業の集積 

○オンリーワンとしてのものづくり

技術の集積 

○研究開発拠点としての広島中央サ

イエンスパーク 

○「びんごエコ団地」の整備 

○次期廃棄物処理計画策定に当たって,更なる３Ｒ（減量化，資源

化等）の推進・エコビジネスの振興を図る。 

・リサイクル企業向け団地「びんごエコ団地」への立地促進によ

るリサイクル産業の振興 

・産業廃棄物埋立税を活用した３Ｒ促進事業の実施（リサイクル

等施設整備・研究開発等） 

・産業廃棄物埋立税を活用した新たな３Ｒ促進事業の実施（リサ

イクル製品の販路拡大等） 

環境 ・廃棄物の適正処理の推進 

 

 

○廃棄物の不法投棄等の不適正処理は悪質，巧妙化の傾向 

○広域移動される廃棄物による不適正処理 

○事業者の倒産等による廃棄物の放置 

○排出事業者責任の欠如や有害廃棄物の不適正処理のお

それが拡大 

・産業廃棄物の不法投棄の発生状況（1件 10ｔ以上） 

 H17 年度 H20 年度

件数 8 5 

量(t) 1,598 725 

・県内の産業廃棄物最終処分場の残余年数は平成 18年度
末現在で，6.9 年しかない。 

○不法投棄の根絶 

○不適正処理の防止 

○適正処理できる施設の確保 

 

 

○アスベスト等の有害な廃棄物を無

害化処理できる国認定施設を県内

業者が整備 

○市町職員の併任制度，民間団体との

不法投棄通報協定等により関係者

が連携した監視体制を構築 

○次期廃棄物処理計画策定に当たって,次のような廃棄物の適正

処理の推進を図る。 

・監視，指導の強化 

・排出事業者責任の徹底 

・有害廃棄物の適正処理の推進 

・優良な処理業者の育成 

・廃棄物処理施設の確保 

 

○地域環境の保全 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

環境 ・良好な大気・水環境の確保 

 

○ オキシダント原因物質など大気汚染物質の越境による

大気汚染の広域化 

県内のオキシダント環境基準達成率 

   H14 0％→ H20 0％ 

○ 地球温暖化等による少雨など水資源への影響 

○ 瀬戸内海の良好な資源を活用するための水質保全対策

の進展 

  県内海域における COD 環境基準達成率 

   H14 21％→ H20 21％ 

○県内の水質汚染事故は年間200件程度と依然として多い。 

○欧米における PM2.5 の規制など世界的な取組の動きを

受け，国内においても環境基準が設定 

○安全で安心で，さらに親しみ，安

らぎをもたらす大気・水環境の確

保 

○環境基準の達成 

○大気汚染予報制度による汚染予測

と未然防止が図られている（大気汚

染予報制度を行っているのは，西日

本では本県と長崎県のみ）。 

○瀬戸内海知事・市長会議等による広

域的連携や，広島湾再生推進会議な

ど国・県・市・団体による連携体制

の構築 

○良好な水資源確保のための水循環系の構築，森林・河川・海域

までの総合的施策を推進する。 

○大気汚染物質の越境移動に対し，中国各県の広域連携による施

策を推進する。 

○瀬戸内海各府県との連携を一層密にし，保全対策を推進する。 

○県内の化学物質の適切な管理とリスクコミュニケーションによ

る化学物質対策を推進する。 

○事故発生や被害の未然防止に一層努め，安全安心の確保に向け

た広報・啓発を実施する。 

都市 ・地域の実情に応じた合理的

手法による効率的な汚水処

理 

○公共用水域への生活排水等の流入により，窒素・りん濃

度が上昇 

・汚水処理人口普及率 

（H16 年度末 76.0% ⇒ H20 年度末 80.1%） 

・汚水処理人口普及の状況 

 

 

 

○少子高齢，人口減少に伴い，下水の一人当たり処理コス

トが増加するなど，日常生活や社会活動に欠くことので

きない社会インフラとしての機能維持が困難になる恐

れがある。 

○環境，資源・エネルギー制約が高まっている。 

○生活排水等による公共用水域の環

境負荷の低減を図るとともに，住

民の生活環境を改善 

○地域特性を考慮した合理的かつ効

率的な汚水処理により，社会イン

フラとしての機能を維持 

○下水汚泥等を資源・エネルギーと

して活用し，環境負荷の低減に寄

与 

 

目標：汚水処理人口普及率 

概ね９割（平成 25年度末）

○下水処理から発生する汚泥等を新

たな資源エネルギーとして活用す

る技術等の開発が進んである。 

○下水道の高度処理の導入を推進する。 

○地域の実情に合った処理手法及び区域の設定により，中長期的

な下水道経営の安定化，汚水処理の全体の最適化を図る。（「広

島県汚水適正処理構想」の改訂） 

○下水を資源・エネルギーとして活用・再生する消化ガス発電の

推進や汚泥燃料化等への検討を行う。 平成 20 年度末 80.1% 

内訳 下水道 67.0%，農集漁集 2.0% 

合併浄化槽 11.1%
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 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

環境 ・土壌環境の保全 ○県内に土壌汚染の指定区域はないが，土壌汚染対策法の

改正(22.4)による土壌汚染状況への関心の高まりや会

計処理上の必要性から，企業からの土壌汚染対策に係る

相談件数が増加 

○処理費負担による土壌汚染対策の遅れと潜在的ブラウ

ンフィールド（土壌汚染の存在やその懸念から，本来そ

の土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途や

未利用となった土地）の増加 

○事業所等による土壌汚染の未然防

止 

○土壌汚染の拡散防止 

 

○汚染土壌処理に係る処理ビジネス

の可能性 

○土壌汚染が確認された土地についての適正な処理を推進する。 

○土地履歴調査の実施の徹底を図る。 

○土地所有者等による土壌汚染調査や指定申請等が，適正に行わ

れるよう支援する。 

○中小企業等における対策が進むよう，関係機関との連携を図っ

ていく。 

 

○自然環境と生物多様性の保全 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

環境 

土木 

・優れた自然環境の保護と利

用の推進 

 

  

○自然志向，健康志向による自然公園等へのニーズが高ま

っている。（県内自然公園等の利用者は年間 800 万人超

で近年増加傾向） 

・高齢者の増加(余暇時間の増) 

・中高年層の山歩きブーム 

・子どもの自然体験の不足 

・道路整備による移動時間の短縮(活動範囲の拡大) 

・環境問題への意識の向上 

○臨海部の埋立てにより，藻場・干潟が劣化・喪失している。 

○自然環境の保護と利用の調和 

・優れた自然環境を県民共有財産と

して次世代へ継承 

・利用者に愛され，気軽に自然とふ

れあえる場の確保 

○失われた藻場・干潟の再生 

○瀬戸内海や中国山地をはじめとす

る豊かな自然がある。 

○特に，瀬戸内海には世界遺産である

「宮島」を有している。 

○生物多様性を守り・育む自然公園等の保護の推進 

○より利活用される公園づくり 

・情報発信の充実･強化 

・環境学習の場としての活用 

・利用者ニーズに対応した自然公園等施設の維持修繕や整備 

○瀬戸内海の環境を守るため，浅海域の環境の保全や創造を図る。

環境 ・いのちと暮らしを支える生

物多様性の保全 

○里地里山などの手入れ不足，開発や乱獲による種の減

少・絶滅，外来種の持込や化学物質の散布等による生態

系のかく乱，地球温暖化の影響から，生物多様性を脅か

す危機の進行が指摘されている。 

・県内に生育する野生生物(海域等を除く)15,314 種のう

ち，751種が絶滅の危機 

・162 の植物群落が消失のおそれがあり，６の群落が伐

採や環境変化により消失 

○生物多様性の保全の重要性についての認識が高まって

いる。 

○様々の生態系や野生生物の種等

を保全するとともに，持続的な方

法で利用する共生社会の構築を

通じて，生物多様性を県民共有の

財産として次世代に継承する。 

○ 北部の積雪地帯，内陸部の台地，

温暖な沿岸部など，変化に富んだ

自然環境に恵まれているため，多

様かつ豊富な生物相を有してい

る。 

○ 生物多様性について普及啓発を行い県民の理解を深める。 

・生物多様性の保全を確保するため，生態系や生息・生育環境の

保全，地域における保護活動の推進を図る。野生生物の種の保

護に関する条例の改正を行い，保護区制度の充実を図る。 

・多様な主体による生息・生育地の保護・保全のための活動の推

進体制を整備する。 

 

○環境教育の推進と環境保全に取り組む団体等の活動支援 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

教委 ○経済・社会のグローバル化の進展。 

○環境問題や資源・エネルギー問題など，地球的規模でも

のごとを考え，身近なところから環境に配慮した行動を

実践する態度や視点の育成を図ることへの要請。 

○環境問題や資源・エネルギー問題

など，地球的規模での課題を自ら

の問題として捉える広い視野を持

つ人材を育成 

 ○各教科等の指導において新学習指導要領で求められている「環

境の保全」に係る指導の充実を図るよう教育資料等を通じて学

校を指導。 

環境 

・環境教育の推進 

・環境保全団体の活動支援 

○住民の環境への関心の高まり 

○事業者，団体等における環境保全活動の活発化 

・地球温暖化対策地域協議会団体数 

(H17)10 団体 → (H21)22 団体 

・地球温暖化防止活動推進員 

(H17)98 人 → (H21)280 人 

○環境について考え行動できる人や

組織が自主的に活動できる社会の

実現 

○特色のある取組をしている民間団

体の存在 

・ひろしま地球環境フォーラム 

・脱温暖化センターひろしま 

・せとうち海援隊 等 

○企業のＣＳＲ活動における環境保

全の活発化 

○住民参加による瀬戸内海の環境保

全に関する活動の活発化 

○学校や地域における環境学習指導者の育成 

○情報提供やネットワークづくりを通じた環境保全団体の活動支

援 

○環境問題の解決に向けて家庭や地域での「実践行動」を促す取

組の支援 

○事業者における環境配慮の取組の促進 
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○大規模災害などに対する危機管理体制の充実・強化 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

危機 ・地域での災害対処能力の向

上及び県・市町の危機管理体

制の充実・強化 

○大規模地震発生の切迫性の高まりや異常気象による局地

的豪雨の頻発，台風の大型化による大規模災害の発生が危

惧される中，地域防災力の向上が求められている。 

○住民の防災意識の低さと地域のつながりの希薄化や防

災の担い手の高齢化の進展に伴って，地域での「自助」

「共助」による対処能力の低下が懸念される。 

○県・市町においては，更なる「公助」の対処能力の向上

が課題となっている。さらに，市町において，専門的職

員の大量退職を迎え，防災知識や技能の伝承が急務とな

っている。 

【自助】 

・家具固定化率 (H18)21.3％ 

・住宅耐震化率 (H20)74％ 

【共助】 

・自主防災組織の組織率 

 (H11)51.0％→(H21)70.5％（全国 25位） 

【公助】 

・危機管理専任組織設置市町数 14 市町／全 23市町 

・消防団員数  (H11)24,434 人→(H21)23,807 人 

○自ら身を守る「自助」， 

 地域で助け合う「共助」， 

 県・市町が行う「公助」 

 の役割分担と連携をすすめ，社会

全体で防災対策に取り組むことに

より，想定される被害を減災して

いく防災協働社会を実現する。 

 ►こどもからお年寄りまであらゆる

世代の県民一人ひとりが，日ごろ

から減災に取組み，災害発生時に

はお互いに助け合う地域づくりを

構築する 

 ►災害発生時における県・市町の応

急体制の充実・強化を図る。 

 

○潜在的に地域防災力の担い手とな

る能力を有する団体等 

 ・おやじの会などの地域団体 

 ・地域貢献に取り組む企業 

【自助・共助】 

○県民の防災意識の醸成のための普及啓発及び防災教育を推進す

る。 

【共助】 

○地域の対処能力の向上のため，町内会をはじめ，おやじの会な

どの地域団体を活用した自主防災組織の設立促進及び活動の活

発化を図る。 

【公助】 

○大規模災害に対する県・市町の対処能力の向上のため，継続的

な実践的訓練や危機管理研修を実施する。 

○市町における消防力強化のため，消防の広域化の推進及び消防

団の加入促進・活性化を図る。 

○災害救助用装備資機材の整備を進めるとともに，取扱要領の習

熟訓練を実施する。 

土木 

都市 

（防災対策のためのインフラ整備）

・安全・安心な県土づくり 

・緊急輸送道路の整備 

・建築物の耐震化 

○集中豪雨，高潮及び渇水の発生リスクの増大 

・洪水，土砂災害の発生…H11,H17,H18,H20,H21 

・高潮災害の発生…H3，H16 

○狭い平野部への人口集中，都市機能が集積する広島都市

圏の周辺に多くの活断層が存在 

・土砂災害警戒区域の指定率 

(H17)5.8%→(H20)19.0 % 

・緊急輸送道路における橋梁耐震補強の整備率 

  (H17) 67% →(H21)75.5％ 

・住宅の耐震化率   (H15)72％→(H20)74％ 

・建築物の耐震化率 (H18)80％ 

・県営住宅耐震化率  98％ 

○洪水，高潮，土砂災害等による自

然災害時に被害を最小限にするた

めの県土の構築を目指す。 

○地震発生直後から発生する人命救

助，被害拡大防止，災害応急対策

等の円滑な実施を図るための緊急

輸送道路の整備 

○住宅，建築物の耐震化促進 

 ○過去の災害の発生状況や事業効果等を考慮して計画的なハード

対策を進めるとともに，ハザードマップ作成支援，土砂災害警

戒区域等の指定や災害関連情報提供の拡充等のソフト対策も併

せた総合的な対策を推進する。 

○兵庫県南部地震で被害の著しかった昭和55年以前の耐震基準で

建設された橋梁を優先的に整備し，緊急時の輸送道路の確保を

図る。 

○安心して耐震診断・改修が行える環境を整備するため，総合的

な地震防災対策を実施する。 

○耐震化されていない県営住宅の住棟を速やかに統廃合し，早急

に耐震化率 100％を達成する。 

企業 （防災対策のためのインフラ整備）

・ライフラインの強化 

○地震などの災害や，水道施設事故，水質汚染事故時のラ

イフラインの確保が重要 

○水道の安定供給に対する受水市町・企業の要請 

（参考） 

戸坂系 6号トンネル崩落事故時（平成 18 年 8 月）の断

水被害 

【復旧までの期間：18日間】（呉市・江田島市） 

・水道用水  72,100 人，32,050 世帯 

・工業用水  5 社，167,500m3/日 

○災害及び事故時の減・断水の最小

化による安定的な水の供給 

 

 ○緊急時連絡管等の「送水ルート強化整備事業」を着実に推進 

○受水市町との応援協定の締結による事故時の円滑な水運用の確

保 

○事故からの早期復旧を目指した危機管理体制の充実 

○水道施設の計画的・効率的な維持管理及び更新 
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○健康危機管理体制の確保 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 ・感染症対策の推進 ○世界保健機関（WHO）による地球規模での感染症危機の

警告 

○毎年のように新しい病原体による新興感染症が出現 

○人や物の移動が高速化，大量化していることから，病原

体が短期間で広範囲にまん延 

○感染症発生に係る監視体制の強化

○発生時の危機管理体制の強化 

○医療提供体制の整備 

 

○感染症対策連絡会議や新型インフ

ルエンザ対策専門家委員会等を定

期的に開催 

○保健所を中心に関係機関が横断的

に連携するための協議会の設置 

○強毒性の新型インフルエンザ発生時における医療提供体制の確

保，ワクチン接種体制の確立及び全庁的な対応体制の確立 

○抗インフルエンザウイルス薬の計画的な備蓄 

○感染症危機管理に関する職員研修，防疫訓練及び医療従事者へ

の感染症講習会等による人材の育成 

○感染症発生動向の把握に基づく適時適切な県民への広報 

  ○結核等の再興感染症の脅威が高まるとともに，エイズ患

者・ＨＩＶ感染者の増加，国内最大の感染症である肝炎

への対策などが求められている。 

○感染者（感染不安のある者）が早

期に検査を受けるための環境づく

りと医療体制の充実 

○中四国ブロックエイズ治療拠点病

院が全て広島県内にある。 

○患者・かかりつけ医・専門医の連携

による，全国的にも誇れる「肝疾患

診療支援ネットワーク」を構築し，

検査から治療まで継ぎ目のない，肝

炎対策を実施している。 

○結核対策として，高齢者福祉施設等における講習会や地域組織

と連携した広報活動等の充実 

○エイズ対策推進体制の整備，相談事業・啓発活動の推進 

○保健所で実施するエイズ無料検査体制の充実 

○エイズ治療中核拠点病院，エイズ治療拠点病院を中心とした医

療体制の充実及び水準の向上 

○肝炎及び肝炎治療についての正しい知識の普及及び肝炎ウイル

ス検査陽性者への保健指導の徹底 

○肝炎診療連携体制の充実・強化 

 

○食の安全・安心の確保 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

福祉 

農林 

・食品の安全・安心対策の推

進 

・食中毒拡大防止対策の推進 

○中国産冷凍餃子による薬物中毒事件（H20.1）や産地や

期限の不適正表示事件など，食の安全性・信頼性を揺る

がす様々な問題が発生し，食の安全・安心に対する対応

が強く求められている。 

○消費者庁の設置（H21.9） 

（要因） 

・食生活の多様化 

・輸入食品，広域流通食品等の増加 

食中毒の人口 10万人当たりの患者数 

(厚生労働省食中毒統計) 

   H17-H21 平均 38.8（全国 22.6） 

○食に対する不信感の高まり 

 

 

 

 

○安全・安心な農産物へのニーズの高まり 

○生産から消費までの県民の総合的

な食の安全・安心の確保 

 

○HACCP の考え方に基づき本県独自

の広島県食品自主衛生管理認証制

度を創設 

○「広島県食品安全推進協議会」等を

開催し，生産者・事業者・消費者等

の意見を行政施策へ反映 

○県産農林水産物の安心を提供する

本県独自の認証制度「広島！安心ブ

ランド」 

 認証件数：(H16)23 件→(H21)208 件 

○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する。 

○リスクコミュニケーションを推進し,県民ニーズの把握，行政施

策への反映等を図る。 

○重点的・効果的な監視指導，試験検査及びＨＡＣＣＰの考え方

に基づく食品等事業者の自主衛生管理の推進等により，食品に

起因する健康被害の防止を図る。 

○食品自主衛生管理認証制度及び「安心!広島ブランド」認証制度

の拡大，積極的な広報等により，制度の普及促進を図る。 

○食品表示の監視指導の強化，食品等事業者の自主管理を推進し，

食品表示の適正化を図る。 

○農産物の生産段階におけるリスク管理手法である農業生産工程

管理（ＧＡＰ）の導入を推進する。 

○食中毒等食品事故発生時の危機管理体制，検査体制の充実を図

るとともに，食中毒事件や自主回収食品等について，速やかな

県民への情報提供に努める。 

 

○治安の向上と防犯体制の充実・強化 

 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

警察 ・犯罪が起こりにくい社会づ

くり 

○平成 14年をピークに犯罪が減少している。 

・刑法犯認知件数 

(H14) 59,330 件 → (H21) 28,853 件 

○インターネットを利用した詐欺など，日常を脅かす新た

な犯罪が発生している。 

○子どもや女性を狙った凶悪犯罪が全国的に発生し，治安

に対する不安感が払拭されていない。 

○日本一安全・安心な広島県の実現

を目指す。 

・刑法犯認知件数の減少 

・子ども，女性及び高齢者の犯罪被

害の防止 

○全国に先駆けて，平成15年から「減

らそう犯罪」県民総ぐるみ運動を推

進 

○「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，多様な主体が協働かつ連携した取組を推進

する。 

食品に対する不安（H20年度：県政世論調査） 
１位：輸入食品の安全性（61.3％） 
２位：農薬の使用，農薬が残留する 
   農作物の安全性（40.6％） 
３位：食品の偽装表示（35.2％）（複数回答） 
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 論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿（指標（数値目標等）） 強みとなるもの 今後の施策の方向，具体の取組方針（事業局案） 

警察 ・県民が安全・安心を実感で

きる社会の実現 

○犯罪の認知件数は確実に減少しているものの， 

・景気の悪化による凶悪犯罪発生の懸念 

・女性・子どもが被害者となる犯罪の発生等  により， 

県民は未だに安全・安心を実感するに至っていない。 

県民アンケート(H21.11) 

安心をもたらす警察活動 

・強化してほしい警察活動 

警察官によるパトロール活動や巡回連絡 55.1% 

・強化してほしい警察基盤 

警察署，交番及び駐在所の増設26.4% 

○警察官の街頭警察活動を強化する

ことにより，県民の安全・安心感

を向上させる。 

・制服警察官によるパトロールや，

犯罪多発地点における駐留警戒 

・高齢者世帯を中心とした巡回連絡

○全交番への交番相談員の配置 ○制服警察官による街頭警察活動を更に強化して，県民の切望す

る安全・安心の確保に努めるとともに，交番相談員の弾力的な

運用によって空き交番時間を減少させ，交番への各種届出や相

談等に的確に対応するなど，住民サービスの低下を防止する。 

環境 ・安全・安心なまちづくりの

推進 

○地域の安全・安心なまちづくりにかかる活動は活発に行

われているが，活動者の高齢化・固定化や活動がマンネ

リ化している。 

・防犯ボランティア団体・構成員数の増加 

(H14)49 団体 2,632 人→(H21)831 団体 51,688 人 

○犯罪の少ない社会の実現に向けた

地域ぐるみの協働・連携による安

全・安心なまちづくりの実現 

 ○子どもの安全をはじめ，地域の安全を確保するため，県民，事

業者，市町等多様な主体の取組を支援し，協働・連携して安全・

安心なまちづくりの自主的活動の定着と更なる発展に向けた取

組を推進する。 

警察 

環境 

土木 

・総合的な交通安全対策の推

進 

○交通事故死者数及び発生件数が減少している。 

○高齢社会の進展に伴い，高齢者の運転免許保有者及び高

齢者が関係する交通事故が増加している。 

・死者数 (H12)約 270 人 → (H21)約 142 人 

  ※うち高齢者数 (H12)約 102 人→ (H21)約 69人 

 ・発生件数 (H12)21,212 件 → (H21)17,303 件 

・高齢者の運転免許保有者数 

(H12)170,619 人 → (H21)301,345 人 

・高齢者の関係する交通事故 

    (H12)3,827 件 → (H21)4,862 件 

○平成 30年を目途に，交通事故死者

数のさらなる半減を目指す。 

 

 

○交通事故のない安全で安心な社会

の実現 

 ○高齢者に対するきめ細かな交通安全教育，広報啓発や飲酒運転

など重大事故に直結する悪質かつ危険な交通違反に対する取締

り及び安全・安心な交通環境の整備等総合的な交通安全対策を

推進する。 

○県民の交通事故を防止するため，関係機関，団体と協力し，交

通安全思想の普及や交通安全施設の整備など各種施策を推進す

る。 

○通学路における歩道整備等（選択と集中の下，優先度の高い箇

所から順に早期完成を目指して整備を推進） 

警察 ・組織犯罪・悪質重要犯罪対

策の強化 

○薬物及びけん銃の密輸・密売，暴力団による犯罪等，組

織を背景として行われる犯罪が増加傾向にある。 

○犯罪のグローバル化や高度情報化等の急激な社会情勢

の変化を背景に，犯罪は多様化するとともに，悪質・巧

妙化の傾向を強めている。 

○「みかじめ料」等暴力団員による不当要求が潜在化して

いる。 

○組織犯罪・悪質重要犯罪の抑止及

び検挙による安全・安心を実感で

きる社会の実現を目指す。 

○全国に先駆け，公共工事・公営住

宅・生活保護からの暴力団排除を実

施するなど，暴排気運の盛り上がり

が顕著である。 

○暴力団等の組織犯罪対策を推進する。 

・取締りの強化と平行して「社会対暴力団」の構図 

を確立することで，社会全体で暴力団の排除，壊滅を図る。 

○悪質重要犯罪を徹底検挙する。 

・凶悪犯罪等を徹底検挙する。 

・振り込め詐欺の撲滅に向けた諸対策を推進する。 

警察 ・テロ対策の推進 ○アル・カーイダ等による国外での無差別テロの頻発によ

る全世界的なテロの脅威が増大している。 

○日本もイスラム過激派からテロの標的として名指しさ

れている。 

○不法在留者の手口が，悪質巧妙化している。 

○テロの未然防止  ○テロ関連情報を収集分析する。 

○関係機関と連携した水際対策を実施する。 

○重要施設の警戒警備を徹底する。 

○テロの温床となり得る不法入国・不法滞在関連事犯等を検挙する。

○爆発物原材料となる化学物質取扱事業所に対して協力を要請する。

警察 ・警察力の強化 ○今後も多様化する犯罪や，司法制度改革等の捜査環境の

変化への的確な対応が求められている。 

○都市部と中山間・島しょ部の警察署間において生じてい

る業務量の格差，また小規模警察署の体制が脆弱かつ非

効率的な側面があるため，より効果的かつ効率的な人員

の運用が必要である。 

○広島市は８つの行政区を７つの警察署が管轄している

ことから，４つの警察署の管轄区域と行政区が一致して

おらず，警察署と住民・行政機関との連携が十分発揮で

きない。 

○治安向上のため，警察官の増員や

優秀な人材の確保，警察官個々の

資質・能力の向上及び警察事務の

省力化に努め，更なる警察力の強

化を目指す。 

○14年度から22年度までに，合計619

人の警察官の増員 

○警察官の増員や優秀な人材の確保，警察官個々の資質・能力の

向上，また業務の効率化等により，警察力の強化を図る。 

○治安情勢の変化を見据えつつ，地域の実情に沿った警察署の統

合に努める。 

○（仮称）佐伯警察署の整備の推進及び広島市内における一行政

区一警察署体制の確立を図る。 

 


