
 

－1－ 

重点分野別の現状・課題と今後の取組方向（たたき台） 

人づくり 

【基本認識（目指す姿・目標）】 

あらゆる分野での力の源泉は「人」であるという認識の下，本県の発展を支える人材の育成，人材を引き付ける就業機会の創出などすべての県民が輝く環境を整備し， 

人が集まり，育ち，生き生きと活躍する県をつくる。 

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 (事業局案) 

○家庭・地域の教育力の低下 

○教育基本法改正(H18)～生涯学習，家庭教育，幼児期の教

育，学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力について

規定 

・放課後子ども教室実施市町・箇所数 

(H19)13市町・97箇所 

(H20)17市町・142箇所 

(H21)17市町・150箇所 

○子育て世代が，子育てに夢を持

ち，次代の社会を担う子どもたち

を健やかに生み育てられるよう

な社会の実現 

○県内すべての市町において「幼児教育振

興計画」が策定済(H20) 

○家庭教育応援プロジェクト事業で開発した，

子どもの発達段階に応じた24の学習プログ

ラム（教材は著作権フリーとし，ファシリテ

ーター等が活用しやすいよう工夫）は，家庭

教育の支援ツールとして大きな効果 

○養成講座を実施する生涯学習センターにおい

て，講座の開催希望とファシリテーターとのマ

ッチングやファシリテーターの実情に応じた

活動支援を行う等，人的ネットワークが構築 

○子どもたちの様々な活動を支えるコー

ディネーターやボランティア，学習アド

バイザー等の人材が蓄積 

○市町教育委員会が策定した振興計画に基づいた

教育内容の充実が図られるよう支援 

○各幼稚園における取組の情報発信の推進 

○幼稚園・保育所等から小学校への系統的な教

育・保育内容等の研究，その成果の全県普及 

○ファシリテーターのネットワーク化により収集

した講座受講者の反応や意見をフィードバック

し学習プログラムの改訂・追加に反映 

○子どもたちが放課後や週末に地域において安全

で安心して活動できる居場所づくり 

・全国・県内の先行事例や好事例を積極的なＰＲ

・コーディネーターやボランティア，学習アドバ

イザー等指導者の養成，質の向上 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・子育てや就学前教育に

関する家庭，地域等へ

の支援 

 

○働く母親（共働き世帯）の増加 

○雇用形態の多様化 

○児童虐待（育児ストレス）の増加 

○ひとり親家庭の経済困窮 

○待機児童の増加 

○国において，幼児教育・保育の一体的提供(こども園(仮称)

の設置)や待機児童の解消など，新たな次世代育成制度の検

討のため，「子ども・子育て新システム検討会議」を設置 

・私立幼稚園の園数，園児数及びその割合（H21.5.1 現在） 

 211 園，29,534 人，86.4％ 

・教育と保育の機能を兼ね備えた「認定こども園」の設置 
（H19～現在，14施設） 

○子育て世代が，子育てに夢を持

ち，次代の社会を担う子どもたち

を健やかに生み育てられるよう

な社会の実現 

 ○幼稚園の担っている教育機能，地域の子育てセ

ンター機能の支援 

○認定こども園の設置促進 

 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・児童生徒の学力・体力

向上に向けた更なる

取組 

 

○基礎的・基本的な学力は概ね定着 

・大学入試センター試験受験者数（県立現役） 

  H12：2,994 人⇒H22：4,892 人 

・国公立大学合格者数（県立現役） 

 H12：1,556 人⇒H22：2,366 人 

○日常的に身体を動かすことや，スポーツ・外遊びに不可

欠な「時間」「空間」「仲間」などの要素が減少し，体力・

運動能力が低下傾向(ただし，現在の目標に向けては順調に推移) 

・体力・運動能力調査の全国平均値以上の種目の割合 

 H17：51.5％⇒H21：71.1％ 

※県児童生徒の体力・運動能力調査 

○将来の夢や目標を実現するため

に必要な学力の定着・向上 

○健やかな体の育成 

 ○調査結果の分析支援ツールを各学校に配付，校

内研修等に活用し，早期の分析・考察により，

指導改善に反映 

○中学校の学力向上に向け，地域及び中学校を指

定し，学習指導の内容及び方法に係る実践的な

研究を進め，成果を検証・普及 

○指定校において先導的な取組を行い，その成果

を全県立高等学校に普及 

○小学校の時期から運動に親しむ習慣を身に付け

させるための取組 

○各学校の体力づくりの取組につなげるための効

果的な実践例，取組事例の情報提供等 

資 料 ２
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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 (事業局案) 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・子どもたちの複眼的思

考や豊かな心の成長

を助ける機会の創出 

 

○少子化・核家族化，社会の成熟化の中で，子どもたちの

社会性の低下，規範意識の希薄化，自ら学ぼうとする意

欲の低下，自然体験や社会奉仕活動の不足などが懸念 

・「学校のきまり(規則)を守っていますか」 

  小:88.5％，中:91.1％ 

※H21全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙 

・「朝食を摂らない児童生徒の割合」小：3.0％，中：6.2％ 

※H21「基礎・基本」定着状況調査 

 

・暴力行為発生件数（公立小中高千人当たり） 

 H20：4.4 件 ／全国平均 4.4 件 

・いじめ認知件数（公立小中高特支千人当たり） 

 H20：2.0 件 ／全国平均 6.4 件 

・不登校児童生徒の割合（国公私立小中） 

 H20：1.27％ ／全国平均 1.18％ 

・中途退学率（国公私立高校） 

 H20：2.0％ ／全国平均 2.0％ 

※H21文部科学省調査 

・３泊４日以上の長期集団宿泊活動実施校(小 5) 

 県内全小学校の２％ ※H19 文部科学省調査 

 ・１か月に１冊も本を読まない児童生徒の割合(H21) 

  小：7.6％，中：16.1％ 

・「道徳の授業公開」 

小：100％ 中：77.5％ 

 

○生命を大切にし，他人を思いやる

などの豊かな人間性を養う 

○社会の一員としての役割意識や

規範意識に基づき行動する心身

ともに健やかな子どもの育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「子どもの読書活動ボランティア」養成

によるボランティアの増加 

○公立図書館(類似施設を含む)が，県内全 

23 市町に設置 

○不登校児童生徒を支援するための取組を県内全

域に広める 

○県内小中学生を対象とした自然体験活動の内容

の充実 

○教員等を対象とした体験活動指導者研修への参

加者の増加や，研修成果を学校現場に広めるた

めの取組 

○地域に根ざした道徳教育の推進 

○学校・家庭・地域が連携した食育の推進 

○集団宿泊活動の実施状況を調査し，長期集団宿

泊活動の普及方策を明確にする。 

○効果的な長期集団宿泊活動のプログラムを開発

し，県内各学校への周知を図る。 

○暴力行為，いじめ，不登校，中途退学対策の推進

○夢や目標の実現に向けた実践力の育成 

○パイオニアスピリット実践セミナー・地域版セ

ミナーの修了生の活動・活躍の場の確保や，実

践発表や意見交換等を行う機会の設定など，更

なる意欲を引き出す取組の検討 

○「子どもの読書活動ボランティア」の養成とネ

ットワーク化 

○公立図書館，学校及び「子どもの読書活動ボラ

ンティア」の連携・協力の促進 

○「子ども司書」養成講座の実施等による児童の

読書活動の充実 

○司書教諭等の教職員の指導力の向上による学校

図書館の充実 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・子どもたちの複眼的思

考や豊かな心の成長

を助ける機会の創出 

 

 

 

○都市化・情報化の進展などによる 

・連帯意識の希薄化 

・地域行事への不参加 

・文化・スポーツ等の体験活動の不足 

○次の自然体験について「ほとんどしたことがない」割合 

・ロープウエイやリフトを使わずに高い山を登ったこと 

H10：53.1％⇒H17：68.7％ 

・海や川で泳いだこと 

H10：9.8％⇒H17：26.0％ 

※平成21年版青少年白書 

○将来の夢や目標を持っている子どもの割合 

H17：小学校 88.1％，中学校 73.8％ 

⇒H20：小学校 89.0％，中学校 73.0％ 

※H21「基礎・基本」定着状況調査 

○能力や個性を最大限に発揮し，自

ら学び考える力を身につけた子

ども(青少年)を育む環境づくり 

○日ごろ地域で活動している子ど

もたちが，発表への取組を通じ

て，社会性を育み，主体的に行動

する姿勢を身に付けている 

○神楽・和太鼓など伝統芸能に取り

組んでいる子どもたちが一堂に

会することで，団体間での新たな

交流が生まれている 

○子どもたちが気軽に美術やクラ

シック音楽に触れる機会が増え

ている 

○海・川や山，夏の海水浴から冬のスキー

まで，体験活動に活用できる豊かな自然

環境 

○｢平和｣という広島ならではの資源 

○地域ぐるみの青少年健全育成を推進す

る民間団体の㈳青少年育成広島県民会

議の存在 

○伝統芸能の保存・継承について，積極的

に活動している地域がある。 

○広島交響楽団やエリザベト音楽大学な

ど，県内には芸術関係の人材が豊富 

 

○家庭，学校，地域社会が一体となった地域ぐる

みの青少年育成活動の推進 

○豊かな人間性や自ら学び考える力を身につけ，

自立心・社会性・規範意識を醸成する社会体験

活動等の推進 

○けんみん文化祭ひろしまにおける子どもたちが

発表できる場の提供 

○ひろしま夏の芸術祭の事業が県内市町等の自主 

的な取組としてが継続するような働きかけ 
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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 (事業局案) 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・青少年の健全育成 

○少子化・核家族化，社会の成熟化の進展とともに 

・家庭・地域の教育力の低下 

・子どもたちの社会性の低下や規範意識の希薄化 

・自ら学ぼうとする意欲の低下 

・自然体験や社会奉仕活動の不足 

○パソコンや携帯電話の急速な普及により 

・青少年が有害な情報に接触する機会が増加した反面，親

は子どものインターネット活用について認識不足 

・H21 年中，出会い系サイトを利用し被害にあった 548 人の

うち，18歳未満の児童が 453 人（82.7％） 

被害児童の出会い系サイトへのアクセス手段は 99.3％が

携帯電話から 

※警察庁広報資料 

・高２では自分のプロフ公開について，44.3％がしたこと

があるとの回答に対し，自分の子どもがしたことがある

と思う保護者は 16.5％にとどまる 

※H20文部科学省調査 

○少年非行の低年齢化 

・非行少年の過半数が小・中学生 

 H19：46.2％⇒H20：50.3％⇒H21：53.5％ 

※県少年対策課発表資料 

○地域の子どもを見守り・育てるこ

とは，大人一人ひとりの問題であ

ることを県民が認識し，家庭・学

校・地域が一体となって青少年を

地域ぐるみで育成している社会

の実現 

○青少年が安全に安心してインター

ネットを利用できる環境が整っ

た社会の実現 

○市町の職員を立入調査員に任命するこ

とで，県と市町が連携して青少年を有害

環境から守るための体制が整備 

○家庭，学校，地域社会が一体となった地域ぐる

みの青少年育成活動の推進 

○青少年を取り巻く有害環境の改善のための，市

町，関係業界，青少年育成団体等と連携をとりな

がら，直接地域に働きかけるような取組の実施等

 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・障害のある子どもの自

立や社会参加に向け

た取組を支援 

○従来障害種別ごとに設置されていた盲・ろう・養護学校

から特別支援学校に移行(H19) 

・特別支援学校幼児児童生徒数，入学者数の推移 

 幼児児童生徒数    H13:1,263 人 ⇒ H22:2,026 人 

 入学者数（小・中・高） H13:355 人  ⇒ H22:659 人 

・高等部卒業生の就職率（公立特別支援学校） 

H18.3 卒 9.8％ ⇒ H22.3 卒 24.2％ 

○障害のある幼児児童生徒一人一

人が自立し，社会参加することを

可能とする力の定着 

○知的障害を対象とする特別支援学校２ 

校に職業コースを設置(H21.4) 

○複数の障害種別を対象とする特別支援

学校への再編（H22.4 尾道特支 聴覚障

害，知的障害） 

 

○免許法認定講習の継続実施（必要性の高い講座

の開設） 

○特別支援学校における職業教育の更なる充実 

○高等特別支援学校の設置に向けた検討 

○高等学校における特別支援教育の充実 

○経済・社会のグローバル化の進展 

○ＩＣＴの進展に伴い情報のデジタル化やネットワーク化

が急速かつ著しく進展 

○情報モラルの育成や情報セキュリティ対策の重要性が指摘 

・授業中にＩＣＴを活用して指導できる教員の割合 

48.8％ （県内公立高校 20 年度末現在）(全国平均 58.8％) 

・普通教室での校内ＬＡＮ整備率 

21.5％ （県立学校 20 年度末現在）(全国平均 87.2％) 

○自己表現やコミュニケーション

のツールとしてＩＣＴを活用で

きる能力と情報モラルを育成 

 

 

 

○全県立学校で教職員用パソコンが１人

１台整備されており，日常的にＩＣＴ機

器を活用することで高度な授業を実現

しやすい環境にある 

○生徒の情報活用能力の育成 

○普通教室での校内ＬＡＮ整備を進め，ＩＣＴ活

用を日常化するための環境を整備 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・グローバル社会に生き

る力の育成 

 

・英語を「聞く力」が定着している生徒が６割を超える学

校の割合（県立高校） H20：71.3％⇒H21：82.4％ 

○広い視野を持ち異文化を理解し

尊重する態度や，自分の考えを外

国語で表現することができるな

どの実践的コミュニケーション

能力の育成 

 ○ＡＬＴを活用した取組の充実を支援 

○校内外の英語活動を実施する学校割合(県立高

校)の増加に向けた取組 
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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 (事業局案) 

＊将来にわたって広島

県の発展を支える人

材を育むための教育

の充実 

・信頼される公教育の確

立と教育改革を支え

る基盤の強化 

 

○教職員の資質・能力の向上が強く求められている 

○教職員による相次ぐ不祥事の発生 

 本県の懲戒処分発生率は全国平均の２倍を超えている 

・本県の懲戒処分件数H19：44件⇒H20：46件⇒H21：68件 

・在職者数に対する懲戒処分発生率 

   H19：広島県 0.28％／全国 0.11％ 

○学校教育法の一部改正(H19)～副校長，主幹教諭等の職の

設置が可能 

・主幹教諭配置数 H21：228 人⇒H22：243 人 

・指導教諭配置数 H21：33 人⇒H22：38 人 

○｢第二次行政システム改革推進計画｣に基づき教職員定数

の削減により，本県の１学級当たりの常勤教員数は全国

水準を下回っている 

・１学級当たり常勤教員数(H21)（単位：人） 

広島県 1.75／全国 1.87（H11：広島県 1.88／全国 1.85） 

○学校関係者評価導入校の割合（H20 年度間） 

 小学校 83.4％，中学校 81.2％，県立学校 100％ 

○防犯教室等実施校の割合（公立幼・小・中・高・特別支援学校） 

 97.9％（H21 県教委調査） 

○学校支援地域本部において学校と地域のモデル的な連携

システムを構築 

 （県内本部数） 

H20：8 本部⇒H21：13 本部⇒H22：11 本部 

○各地で地震が多発しており，これまで以上に学校施設の

耐震化対策等の「安全・安心な施設環境の整備」が求め 

られている 

・県立学校施設の耐震化率 

H22.4.1 現在：56.3％（見込み） 

○「求められる教職員像」の実現(普

遍的な事項) 

・高い倫理観と豊かな人間性をもっ

ている 

・子どもに対する教育的愛情と教育

に対する使命感をもっている 

・専門性を発揮し，的確に職務を遂

行できる 

・社会や子どもの変化に柔軟に対応

できる 

○新たな「教育県ひろしま」の創造

・確かな授業力を身に付けている 

・豊かなコミュニケーション能力を

有している 

・新たなものに積極的に挑戦する意欲

をもっている 

・他の教職員と連携・協働し，組織的

に職務を遂行する 

○教職員による不祥事の根絶 

○教職員が一丸となった教育活動

を展開する組織的かつ自律的な

学校経営基盤の確立 

○教育課題や社会環境の変化を踏

まえた適切な教職員の配置 

○安全・安心な学習環境の確保 

○多くの学校において学校関係者評価を

実施 

 

○不祥事の未然防止 

・体験的な研修を通じた規範意識の定着や研修資

料の改善・充実，相談窓口の充実 

・各学校における不祥事防止委員会の取組を支援 

○主幹教諭，指導教諭の配置による効果等を検証

し，より効果的な配置等に反映 

○児童生徒の危険予測・危険回避能力の育成，危

機管理・危険対処能力の向上 

○地域が学校を支援する仕組みづくり 

・地域住民のボランティア活動等による学校支援

の取組の好事例について，市町に情報提供し，

その効果を周知 

○県立学校の緊急課題である学校施設の耐震化対

策等，安全面の取組を計画的かつ着実に推進 

＊社会で活躍できる実

践的なスキルの育成 

・社会の様々な分野にお

けるマネジメント人

材の育成 

・キャリア教育の取組 

 

○フリーター，ニートの増加や若者の早期離職率が悪化 

・広島県新規高等学校卒業者の３年以内の離職状況 

 H16.3 卒 45.9％⇒H17.3 卒：47.4％⇒H18.3 卒：42.3％ 

※広島労働局資料：H22.3.10 作成 

○景気低迷による雇用環境悪化 

・広島県国･公･私立高等学校卒業者の就職状況等 

  就職率 93.7％，未就職者 202 人 

※県教育委員会調査：H22.3.31 現在 

・広島県新規高等学校卒業者の求人状況 

 H21.3：7,912人⇒H22.3：4,448人（▲3,464人〔▲43.8％〕） 

※広島労働局調査：H22.3.31 現在 

○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 

 ・中学校職場体験実施校の割合 H21：93.1％ 

・５日間以上の長期職場体験実施校の割合 H21：79.6％ 

○望ましい勤労観・職業観など社会

人・職業人として自立していくた

めに必要な資質・能力の育成 

 ○「わたしのキャリアノート」を発達段階に応じ

て児童生徒が活用し，上級学校へ確実に持ち上

がることができるよう，校長会，進路指導主事

研修会等を通じて，継続して指導 

○インターンシップ等の充実，キャリア教育の一

層の推進 

○就職指導体制の一層の充実 

○自立心，創造力及びチャレンジ精神などの起業

家精神を持ち，地域社会や産業の活性化に貢献

できる実践力のある人材の育成 
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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 (事業局案) 

＊社会で活躍できる実

践的なスキルの育成 

・キャリア教育の取組 

 

○企業の即戦力訴求の高まり 

○有資格者の重用 

○若者の早期離職率の高さ 

○フリーター，ニートの増加 

○引きこもりの増加  

○私立高等学校，専修学校，各種学校の学校数，生徒数及

びその割合(H21.5.1) 

高校 41校，22,290 人，29.5％ 

専修 82校，11,735 人，94.9％ 

各種 32校，2,599 人，100％ 

○若者の望ましい勤労観・職業観な

ど社会人・職業人として自立して

いくために必要な資質・能力を育

成するためのキャリア教育の充

実により，本県の魅力を増進さ

せ，地域の活力が向上 

○職業教育で実績のある私立高等学校が

多い 

○専修学校，各種学校の人材育成能力を活用する

ため，高等学校や産業界との連携を支援 

 

＊社会で活躍できる実

践的なスキルの育成 

・社会の様々な分野にお

けるマネジメント人

材の育成 

 

○少子高齢化に伴う社会の活力・競争力の低下の懸念 

○社会の成長を支える成人層の能力向上に対する期待 

○知識・技術の高度化による社会人の学び直しニーズの増大 

○大学への社会人入学者の割合は低水準 

・我が国の大学入学者の 25 歳以上の割合は２％ 

(ＯＥＣＤ平均 21％)   

 

○企業等のニーズに基づく人材育 

成教育を県内大学等で実施する

ことにより，県内企業等の活力を

創出するとともに，本県大学等の

魅力を増進し，人材が集まること

により地域の活力が増進 

○高等教育機関が比較的充実（大学 21，

短大７，高専２），人口当たりの大学数も

全国第７位(H20) 

○中四国の中核都市として優れた地元企

業や大企業の地方支店等が立地 

 

○県立広島大学における企業等のニーズに基づく

人材育成のための教育を推進 

H22～ 実施又は検討中 

・観光経営人材育成セミナー 

・ＩＴ･サービス人材育成セミナー 

（参考） 

〔広島国際大学〕 

・23年度から広島市に医療経営学部を新設 

〔府中商工会議所〕 

・大学教授等を招いて「経営塾」を開き若手経営

者を育成 

○県内大学等と企業等のニーズをマッチさせるた 

めの総合的な調整組織の検討 

＊社会で活躍できる実

践的なスキルの育成 

・産業を担う人材の育成 

 

○労働力人口の減少（労働市場の縮小） 

 H19：147.8 万人⇒H29 推計 144.4 万人 

○県内理工系大学卒業者の県外流出 

H21.3 卒業者県外就職率 71.3％ 

○高度産業人材（優秀な技術・技能人材，グローバル人材）

の不足 

○企業における産業人材確保の競争の激化 

○（産業人材育成面での）産学連携の進展 

○ポストドクター（博士号取得研究者）の増加 

・ポストドクター数(全国) 

H16：14,854 人⇒H20：17,945 人 

・広島大学における理工系ポストドクター数 92人 

（要因） 

・人口減少，少子高齢化 

・若年層の技術・技能離れ，団塊世代の大量退職 

・経済の成熟化，価値観の多様化 

・大学における地域貢献意識の高揚 

 

○産業拠点における新たな知識創

造とイノベーションを担う高度

な人材が集積 

 

○ものづくり技術・ノウハウ，人材，研究

開発機関等の集積 

 

 

○専門技術の高度化・多様化の支援 

・産学官連携による高度産業人材の育成・確保 

○潜在的な労働力(女性，高齢者等)，海外人材を

活用する仕組みづくり 

○技術・技能の継承の推進 
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＊自己実現を図り，個々

の能力や技能を存分

に発揮できる活躍の

場の確保 

・男女がともに輝く環境

の整備 

 

○政策・方針決定過程における女性の参画が未だ不十分 

○労働力人口の減少 

○男女の賃金格差が未解消 

○単身世帯や共働き世帯の増加 

（要因） 

・固定的性別役割分担意識 

・人口減少・少子高齢化 

・企業収益の低迷 

・未婚・離婚の増加等 

○広島県の女性の年齢別配偶関係別労働力率(30～34 歳) 

※国勢調査 

 H12：女性総数 57.2％，配偶者有 45.1％，配偶者無 86.3％ 

H17：女性総数 63.9％，配偶者有 50.0％，配偶者無 91.0％ 

○非正規就業者の割合 ※就業構造基本調査（総務省） 

H14：男性 13.8％，女性 50.2％ 

⇒H19：男性 17.5％，女性 52.6％ 

○男女が社会のあらゆる分野にお

いて共に参画し，責任も分かち合

うことができる男女共同参画社

会を実現 

○県内市町の男女共同参画計画策定状況

は 19 市町(H22.4.1 現在，予定も含むと

21市町)で 82.6%（参考：H21.4.1 現在全

国平均 60.1%）であり，地域の具体的施

策を進める体制は整いつつある 

○広島県女性総合センター「エソール広 

島」において，これまで行ってきた男女

共同参画推進のための人材養成，情報提

供などにより育まれてきた人材，ネット

ワーク 

○先進的取組事例の情報提供や機運醸成につなが

る啓発事業の実施（特に男性や若い世代に関心

を持ってもらえるもの） 

○男女共同参画社会づくりを担う人材の養成 

・「エソール広島」の機能充実 

＊自己実現を図り，個々 

の能力や技能を存分

に発揮できる活躍の

場の確保 

・女性，シニアなどすべ

ての人が輝く環境の

整備 

 

○厳しい雇用・労働情勢 

○女性の約７割が妊娠・出産を機に離職 

（要因） 

・世界的な景気後退 

・少子高齢化の進展と将来の労働力人口の減少 

・仕事と家庭を両立することができる環境の不備 

（妊娠・出産を機に離職した女性のうち３割は，仕事と家庭を両

立することができる環境が整わないことを理由としている） 

○一般事業主行動計画策定率 H22.3 月末現在 2.9％ 

○子育て世代の男性の状況 

・週 60時間以上働く者の割合が２割以上 

・低い育児休業取得率～男性 0.8％（全国 1.23％） 

・家事・育児にかける時間 

１日平均１時間程度（先進国では３時間程度） 

 

○労働力人口確保のため，期待される高年齢者の就労 

○H22.3 有効求人倍率 県全体 0.61 倍 

・職業別（常用（パート除く）） 

福祉関連職業 1.38 倍（うち介護関係 0.95 倍） 

・H21.10～12月の年齢別常用職業紹介状況 

45歳以上就職率4.0％，55歳以上就職率3.1％ 

（※全年齢計5.6％） 

○H21.6.1 高年齢者の雇用状況 

・高年齢者雇用確保措置導入企業 97.3％  

・うち 65 歳まで働ける場が確保されている企業 50.7％ 

○本県産業の持続的発展を支える

人材の育成 

○必要十分な雇用のセーフティネ

ットの形成 

○男女がともに子育てをしながら

働き続けることができる職場環

境 

○就業や社会貢献活動など，高年齢

者が多様に働くことができる社会

 ○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 

○離転職者の再就職のための環境整備 

○高年齢者の就労の場の確保 

・求人企業の開拓等 

○高年齢者のニーズに合った多様な就業機会の提供

・就職ガイダンス等の開催 

・企業等の雇用情報の提供 
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＊自己実現を図り，個々 

 の能力や技能を存分

に発揮できる活躍の

場の確保 

・プラチナ世代が活躍し，

地域や社会をともに支

え合う仕組みづくり 

 

○超高齢社会の進展 

区分 H21.3 末 H32 見込 

県総人口 2,860 千人 2,706 千人 

うち 65歳以上 656 千人 828 千人  

うち 15～64歳 1,807 千人 1,585 千人 

県高齢化率 22.9％ 30.6％ 

○平均寿命の延伸(全国状況) 

歳 S63 H10 H20 

男 75.54 77.16 79.29

女 81.30 84.01 86.05

○社会の支え手（生産年齢人口）の減少 

○団塊世代の退職 

・改正高年齢者雇用安定法 H18 施行～定年者の半数強が再 

雇用 

・団塊世代が 65 歳に到達する H24 年度以降，団塊世代の 

大量退職が予想 

○高齢者も社会の担い手という意識の浸透 

・そう思う 89.0％ ※内閣府 H17調査結果 

○プラチナ世代が，新たなスキルの

獲得や，これまで培ってきた技能

等の向上を図るため，学ぶことの

できる環境の整備 

○プラチナ世代が，その希望や能力

に応じ活動の場を選択し，やりが

いを持って活動を継続することが

でき，社会全体がその活動価値を

認め，活動の場を提供する社会の

実現 

○潜在的に活動意欲のある人は多い 

○老人クラブにおける活動内容の地域貢

献活動へのシフト 

○企業の協力を得て，その従業員等を含めた現役

及び団塊世代を対象に，興味を引きやすい事項

(健康づくり，資産運用，趣味等)に関する情報

提供も交えながら，高齢期における地域や社会

での自分の役割を考え準備するためのきっかけ

づくりや情報提供を実施 

○地域活動のリーダーや，活動意欲のある人と実

際の活動を結びつけるコーディネート役の育成 

○育成した人材のその後の実践活動を支援 

○社会全体に高齢者の地域活動の有効性を周知

し，その活動の場や仲間の拡大を支援 

・老人クラブやボランティア団体等地域で活躍し

ている既存組織が，自分たちの活動成果のＰＲ

や，情報交換できる場づくりを推進 

＊自己実現を図り，個々

の能力や技能を存分

に発揮できる活躍の

場の確保 

・様々な分野で活躍でき 

るＮＰＯの育成 

 

○社会経済の変化や少子高齢化の進展，価値観の多様化・ 

個性化に伴い，公共サービスに対する県民ニーズが多様化 

○公共サービスを担う新たな原動力としてのＮＰＯ法人へ

の期待 

○行政の経営資源も限られ，個別の実情に応じたきめ細か

な対応が難しく，公共サービスを行政だけで担っていく

ことが困難な状況 

・ＮＰＯ法人の課題 ※中国電力㈱エネルギア総合研究所 

資金不足 28.9％，人材不足 19.1％， 

スタッフの能力不足 9.4％ 

・ＮＰＯ法人数（人口 10万人当たり）は増加しているが，

全国では第 41位（全国平均 28.6）※内閣府調査 

H16：11.3⇒H21：21.0 

・県とＮＰＯとの協働事業数は増加しているが，まだ十 

 分ではない ※県民活動課調査 

H17：15⇒H21：36 

○国は，「新しい公共」円卓会議において，これからの日本

社会の目指すべき方向性やそれを実現させる制度・政策

のあり方について議論 

○市民公益税制プロジェクトチームから政府税制調査会

に，寄附優遇税制の拡充や認定ＮＰＯ法人の認定基準の

見直し等について４月８日に中間報告がなされ，年末の

23年で税制改正の議論の際に詳細が詰められる見込み 

○ＮＰＯ法人が地域を支える主体

の一つとして，それぞれの資源や

特性を持ち寄り，様々な分野にお

いて協働・連携できる環境づくり

○県内のほぼ全ての市町においてＮＰＯ

法人が設立され，活動している（H22.4

月末現在で安芸太田町を除く 22 市町に

607 のＮＰＯ法人がある） 

 

○県民等に信頼され，健全で，自立したＮＰＯ法

人の育成 

○ＮＰＯ法人の活動状況等の積極的な情報提供な

どを通じて，法人が地域住民等に理解され，信

頼度を上げることで，法人の健全な活動を促進 

○より一層のパートナーシップが図られるよう，

県や市町の施策展開の中でのＮＰＯ法人との効

果的な協働のあり方や支援策等を検討 



 

－8－ 

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 (事業局案) 

＊自己実現を図り，個々

の能力や技能を存分

に発揮できる活躍の

場の確保 

・外国籍県民が社会に参

画し活躍できる環境

の整備 

○社会経済のグローバル化 

○少子高齢・人口減少社会 

○世界的な人材獲得競争の展開 

・県内外国人登録者の状況 

 H 元年末 19,672 人⇒H20 年末 42,226 人 

※法務省入国管理局調査 

○外国籍県民が安心して暮らし，社

会参加し，活躍できる環境づくり

○全市町に外国人相談窓口設置(H20) 

○全市町に日本語学習支援窓口設置(H21) 

○市町等関係機関と連携した，多文化共生施策の

一層の推進 

・行政情報の多言語化 

・外国人相談窓口の充実 

・日本語学習支援の充実 

＊人を育てるだけでは

なく，外部からも人が

集まり，集まった人が

広島県に定着する環

境の整備 

・魅力あふれる高等教

育・社会人教育の場

の創出・提供 

○18歳人口の減少等による大学間競争の激化 

(全国)H10：162 万人→H20：124 万人 

○大学志願者の大都市・大規模校への集中化傾向 

・全国４年制私大の 46.5％が定員割れ(広島 15大学中 10

校)(H20） 

・大学進学時の県外転出超過～差引 2,161 人(H21) 

○県内理工系大学の新卒者の約７割が県外に就職 

○経済低迷による家計の教育費負担の困難増加 

○高等教育に対する公的支援は，ＯＥＣＤ諸国中最下位 

○高等教育の魅力アップを通じて，

県内の高等教育機関の向上が図

られ，本県の活力が維持・増進 

○高等教育機関が比較的充実（大学21，短 

大７，高専２），人口当たりの大学数も全 

国第７位(H20) 

○古くからの教育先進地として高等教育指 

向が高く，大学進学率は全国第４位，県 

内に進学する学生の割合も第８位(H20) 

○直近の経済状況を反映し，一部，進学先 

の地元志向も 

○大学連携の強化により県内高等教育の魅力アップ

の取組を支援 

・教育内容の改善の取組 

・地域と連携した実践的な人材育成の取組 

・高校との連携の取組 

・社会人向け公開講座の開催 等 

○県立大学のあり方の見直しの中で他大学との連

携について検討 

＊人を育てるだけでは

なく，外部からも人が

集まり，集まった人が

広島県に定着する環

境の整備 

・就業支援 

○地域間競争，国際競争に打ち勝つための人材や即戦力人

材を求めている企業の存在 

○ものづくり企業の将来の担い手不足（理工系の新規高

卒，大卒人材） 

○ポストドクター（博士号取得研究者）の増加 

（要因） 

・若者の理工系離れ 

・理工系大学生の県外就職率が高い 

H21.３月卒県内理工系大学生の県内就職率 28.7％ 

※雇用人材確保課調査 

・少子・高齢化の進展 

・ものづくり現場における，団塊世代の大量退職 

・企業現場において，人材を育成する余裕がない 

○H22.３月末現在高卒求人倍率 1.67 倍 

・H21.３月末現在の新卒高校生有効求人倍率 

広島県 2.51 倍(全国第５位) 

○H21Ｕ・Iターン就職相談件数 3,955 件，H22.3 企業登録

件数 156 件 

○新規学卒労働者の３年以内での離職割合(H18.3卒，全国) 

・中学卒 67.3％，高校卒 44.4％，大学卒 34.2％ 

（いわゆる「７・５・３」現象） 

○県内の理工系新規高卒，大卒人材

が，ものづくり企業の将来の担い

手となる環境 

○企業が地域間競争，国際競争に打

ち勝つため，県内外から優れた人

材を確保できる環境 

○若年労働者の職場定着率向上 

○魅力ある企業が多数集積（オンリーワ

ン，ナンバーワン企業や研究開発部門を

有する企業が多数） 

○九州地方からの新規高卒人材確保ルート

の確立 

○産業人材育成面での産学連携の進展 

  

○県内理工系の大学生，教員と県内企業との交流

促進 

・交流会の開催 

・インターンシップの促進 

・企業による学内出前講座の実施 

○県外・国外からの人材確保 

・東京，大阪での「Ｕ･Ｉターン無料職業紹介コー

ナー」を活用した，優れた人材の確保 

・ポストドクター等の企業研究開発分野への活用

・優れた国際人材の活用 

○若年労働者の職場定着の促進 

・企業におけるキャリア形成の可視化に向けた，

産学連携の取組 



 

－9－ 

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 (事業局案) 

○西部地域(広島市)に美術館，東部地域(福

山市)に歴史博物館，北部地域(三次市)

に歴史民俗資料館を設置するなど，県内

にバランスよく県立文化施設が配置 

○厳島神社(宮島)及び原爆ドームの２つ

の世界遺産を有する 

○壬生の花田植や備後荒神神楽を始めと

する，独自の民俗芸能を有する 

（壬生の花田植は 23 年度以降に世界無形

文化遺産に掲載される予定） 

○文化施設における，企画展示の内容の充実や効

果的な広報活動 

○所蔵資料を市町の施設等において公開展示 

○国及び県の文化財指定に向けた，市町教育委員

会との連携 

○既に指定されている国及び県指定文化財の計画

的な保存修理 

 

○広島カープ，サンフレッチェ広島を始

め，トップレベルチームが集積 

○総合型地域スポーツクラブの設立・育成支援 

○ジュニア指導者の研修，未来のトップアスリー

トの育成 

＊人を育てるだけでは

なく，外部からも人が

集まり，集まった人が

広島県に定着する環

境の整備 

・芸術・文化・スポーツ

の振興（３大プロの活

用など） 

・若年層を引き付けるに

ぎわいの創出 

○少子高齢化・人口減少社会への移行 

○ライフスタイルの多様化 

・県立文化施設の入館者の減少 

 H18:112,812 人⇒H21：69,197 人 

・総合型地域スポーツクラブ育成市町数 

 H17：14 市町⇒H21：19 市町 

・国民体育大会総合順位 

 H17：９位⇒H21：11 位 

○若年層向けのコンサートなどイベントが少ない 

○県民が，文化・芸術活動等を通し

て，生涯にわたって豊かな感性と

教養を磨き，県内各地の文化遺産

や伝統文化に接することのでき

る社会の実現 

○一人ひとりの年齢，体力，好みな

どに応じて様々なスポーツ活動

が楽しめる「スポーツ県ひろし

ま」の実現 

○子どもたちが，フルオーケストラ

の生演奏などの芸術に親しみ体

感できる機会を提供 

○若年層が気軽に楽しめる音楽イ

ベントなどが県内各地で多く開

催 
○中・四国唯一の常設プロオーケストラに

よるレベルの高い演奏を，身近に鑑賞で

きる機会がある 

○小・中学生に対する鑑賞機会の拡充 

○ひろしま夏の芸術祭街角コンサートなどでの，

若年層に人気の高いジャンルの拡充等の検討 

＊人を育てるだけでは

なく，外部からも人が

集まり，集まった人が

広島県に定着する環

境の整備 

・優秀な留学生の受入と

県内企業等への定着

促進 

○社会経済のグローバル化 

○少子高齢・人口減少社会 

○世界的な人材獲得競争の展開 

・県内留学生数の推移 

H10：915 人⇒H21：2,301 人 

※日本学生支援機構調べ 

○国内外から優秀な人材が集まる

広島県づくり 

○発展著しい中国など，アジア諸国と近接

する日本の地理的優位性 

○日本国内でも有数の「広島」の知名度 

○優秀な留学生の受入や県内における勉学・生活，

就職支援などを一元的に行う「広島県留学生活

躍支援センター(仮称)」の設立検討(H23.4 目途)

＊人として互いに尊重

する社会づくり 

・人権教育・啓発の推進 

 

○人権尊重の理念についての正しい理解やこれを実践する

態度の定着が不十分 

○教育の中立性を確保した適正な人権教育についての理解は進捗 

○子どもや高齢者に対する虐待，インターネットを使用し

た名誉毀損やプライバシーの侵害等人権を軽視・侵害し

た事案の続発 

○企業の社会的責任や職場におけるパワーハラスメントな

ど新たな対応を要する課題の顕在化 

○県民が人権尊重の意識を高め，互

いに人として尊重し合い，だれも

が生き生きと生活できる社会の

実現 

 

○県内 16 市町(約 70％)において，人権教

育や人権啓発のための計画・プラン等が

作成されている 

○法務局，人権擁護委員連合会，市町等と

の人権啓発推進のためのネットワーク

が形成 

 

○効果的な学習プログラムの作成・普及 

○教職員や市町教育行政担当者のファシリテーショ

ン能力や指導力の向上 

○庁内各局や国，市町等関係機関との連携の下，

人権啓発の総合的かつ効果的な推進 

 


