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1１ 施策マネジメントの展開状況及び全体像



ビジョン

事業戦略の立案
①現状分析（内部・外部環境）
②問題の構造化
③解決策の仮説構築
④実行計画の策定

P

実行
D

検証
C

A

重点事業の執行モニタリン
グ（H24.4～）

施策の点検・評価
（ワーク別管理シート）
（H23年度導入）

経営理念

『広島県職員の行動理念』
（H22.3 策定）

『ひろしま未来チャレンジ
ビジョン』（H22.10 策定）

点検・評価
（Check）

実行・進行管理
（Do） （Do’）Check

事業の再構築
（Action/P’）

施策の詳細化
（Plan）

ビ
ジ
ョ
ン
構
成
事
業

(約600)

【年間サイクル】

実施時期 第４四半期
（執行前年度）

第１～第４四半期
（通年）

第３四半期 第３～第４四半期

現年度の
基本方針

次年度の
基本方針

反映 反映
反映

ﾏｲﾙｽﾄﾝ 事業進捗管理
中間評価
（定量視点）

体系・指標
の更新

事業計画 予算要求・査定

[重要度の高い事業]約70

●事業計画の具体化

・ｶﾞﾝﾄﾁｬｰﾄの作成

・月次成果管理表

[その他事業]

●上記を踏まえ，事業所管

部門で計画管理

[特に重要度の高い事業]約40

●個々の事業毎に経営戦略

会議で進捗状況の確認

[構成事業全体]

●各四半期末に，全事業の

進捗状況を確認

[構成事業全体]

●第2四半期末の事業進捗状況

を踏まえ，次年度の取組の

方向性を整理

[次年度事業計画]

●事業所管部門において，

方向性に沿った事業計画の

見直し。(予算)

[目標管理の体系の更新]

●目標の体系の更新

執行モニタリング

【全体像】

【年間の実施スキーム】

●施策マネジメント

施策マネジメントの展開状況及び全体像

ひ
ろ
し
ま
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン

基本方針

目標の設定，効果予測，損益計算，
体制・スケジュール，モニタリング方法など
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中期財政健全化計画及び行政経営刷新計画の概要
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県政運営の基本方針 H23～H25 抜粋

17





��������	
����

��������

� � �

�� ��

�������� �������������������	
����	
����	
����	
��������������������������������������������������������	
����	
����	
����	
�������������������������������������

��������

� �������	

���������	��������������� !"#$%&

'&(%)*+��,-./����*01234567�8029:�.2�	���;<

�.=>?@*ABC�DE�5F,	��GH*IJ*K3�LMN2��	O��PQ*

�R2STUVWXYZ�-./

� [*5\	������*��]^_*`�Ka),�	bcdefghib=>*:�	j�

W?@fklmnC�o5p�qr�spt2�.HHo2	�guXv)�w5T?@�x)�yz

T{p�uXv)�|tT}~uXv)*�S*]J��*�,	������2�2��N26v

7�����HIJ2SWV	���*`�K3���	������5��IJ��U./

� ��V	���*`�K3����5	������*����KaH�]?_Ka���/

18



��������

� �������	
���������������������	
��� �	
!"#$%�&�	
'(#)*��

 �	
+,#-.�� ��/0�12345	67�8�9:;<=>,?�@A=BCDEFGHIJKGL

� ���������	MN5�OPQRST�U�VW#X=Y 	
��������������5KGL

Z*=	[8	-.�\]=^_`	���������� �	!"#�$%&'�()�$*	+,$�'

�-.)�/%0��JaF*bGL

� �1�23��,4�'��5*	�6/#78��9:�$�;<=5K 	Xc#=db"efJK?�g

�hJP#ibjkDlmn;o��5m#PL

� �"	> �?@�-.)�;ABCD=��'�-.)�EFGF�pqri	
��� � �KP�?�
'(

#)*��
+,#-.�� �DAs;GL

� tu	vw5�[8	�xyz{z|}~���$%�����T���#X�����J�=E�	��k�

���I�yz=��$%�����	����������=YG ¡¢n��£	¤T¥�U��=¦iG§¨

D©_#P-.Nª«�¬�#X	wM��®¯#°±5²³´#µ¶J·¸ZbGL

� vwJ¹±�PGo�"º»=¼½#¾¿�DÀÁG"F=�	<HIJ	K�%ABL> MN	OP��Q

�RST�UV*WX5KG�ÂÃ*bGL

�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

� o�"F	 
��� �	
!"#$%�&�	
'(#)*�� �	
+,#-.�� ��/0�1234�Ä5g	��

�����	;<Y0Z=�;+,$ABCD=�[\]#^_`#aZbco��;GL

� �"	;��$��Y0Z=	;d"$��Y0Z==¦P�g	eC[[fg#hi�Vj�klmT�no.	

9:Y0Z#pq"g�#X=0P�	ÅA=ÆÇ=È`	�ÉDÊAZ`G"F	�#^r$sV#t%/	^_

m�6ukl#p2#aZbvwP�L

������	
��	
��	
��	
����

� ������Ë�ÌÍ�Î�=Ë"?��	

^_sV�xyz#9Y0{|`$ab DEFG��g=	

eC[[fg}~���`w�1�$%;�WABL> UV=�ab DEFGL

� �"	!"#�kDÏn;G"F�ÐÑD¢ÃGÒ1±�
ÓÔ�� ���	

;|�Q���mhi=#9Y0Q���m#��,ab DEFGL

��������������������

� �������Õ1$Ö=Ë"?��	

$Ö×ØDÓv=	�É�ÙÚAs=>i	+,$�'�()��,4�������� DEFGL

� ÛÜ=
Ýz$�5Ý£½É�D9:	
��������#��,������� DEFGL

� �"	Þß�àkáâã�Ñä�å^k�æç=>i	���'��u)�<���G�F� DEFGL

19



� ������=¦P��	/0�1234�Ä5g	;<Y0Z=�;+,$ABCD=�^_\]��	ÄÚè��

é�êD9ë=	ìí�ÐÑDîÄ´=EFGL

L ��'<H�IJ� ¡¢£`��'�� 

L ¤¥�¦§
�¨y�<��©C

L ª«I#¬4�"��UV�2s

L AB®¯°±�> ()°±�²��³3m

L 
´µl�¶·'¸m#��,¹º»¼�

½¾¿À�ÁÂF'�ÃÄ¸m	CDklT�{|`¨Å	ÆÇÈÉ�Ê�ËÌ���,ÍÎÏ

L +,$CD�Ð�µl<��©CL��

� ìí�ïð=@9	ñ2�Z*#Gòó�îÄDEFGL

Ñ ²�#°±*Ò�sV

{ ô	��5½ÉDn;õmñ2{ö÷

Ó ¹º»T�¼�

{ ½É�æs=ÜNDI;Gg��	øùúû�üe��ÙÚ=@¾;õmñ2{ö÷

{ ý�ñ2{ö÷Dþ�;Gg�	!"#ö÷û���]J���bGñ2{ö÷

� #¦	o�ÐÑ=K"?��ÙÚ=ö÷@¾D;Gg��	

�=0P��	������=�à#� �ÉD�Go�D9:;��g=	

	=0P�g
�����9�D¸F���ÉD��	HI=�Á���#J*è����S���ê	t¸�U��

5�ÉD�Go�D9:;L

�������� ��������������������������������������������������������������������������������

���� ��������������������������������	
	
	
	
��������

��������

20





県政運営の基本方針２０１２

平成２３年１２月 広島県

挑戦そして実現！

（抜 粋）
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【人口の将来推計】
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インドネシア（4.3倍）

【アジア各国のＧＤＰの推移】

Ⅰ 県政を取り巻く背景と課題

平成２２（２０１０）年１０月に「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定し，概ね

１０年後を展望した本県の将来像を示すとともに，この実現に向けて，これまでの

発想や手法にとらわれることなく，イノベーションによって新たな価値を創造して

いくことを基本として掲げている。

また，取り組むべき方向を４つの政策分野《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》に分類し，各分野を相互に関連するシステムと

してとらえた上で，好循環を形成するため，その推進力となる《経済成長》と共通

基盤となる《人づくり》への重点的取組の道筋を明示している。

このビジョンに基づき，平成２３（２０１１）年度は「仕込みと基盤づくり」から新たな

政策「実行」の初年度として，ビジョン実現に向けた重点施策への集中的な取組を

スタートさせたところであり，今後はこの流れを引き継ぎ，さらに「加速」させるべく，

成果を念頭に置いた取組ときめ細かいモニタリングを実施していく必要がある。

併せて，人口減少や少子高齢化，グローバル化の進展，先の「東日本大震災」

などにより，顕在化した構造的な課題について，中長期的な観点から時代の潮流

変化を踏まえた上で適切に対応していく必要がある。

※ 総務省「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」 出所） 総務省統計局 「世界の統計」

22



◇ 行政の第一の役割は，民間では難しい公共

サービスの提供などにより，県民の暮らしの安心を

確保することです。

安心な暮らしづくり

防災・防疫

環境

治安

医療

子育て

健康

福祉・介護 消費生活

経済
（活力のエンジン）

地域
（豊かさの創出）

人
（力の源泉）

暮らし
（安心の確保）

■ひろしま未来チャレンジビジョン （２０１０年１０月策定）
～県民の力とイノベーションで

未来をつくる

課題

中国のＧＤＰは世界第２位に

東アジア域内での生産ネットワークの構築

労働力人口の減少が一層加速

国内市場（需要）の縮小

危機管理（想定外の災害への備えが必要）

復興，復旧支援
エネルギー戦略の再構築

■ 東日本大震災

■ 人口減少，高齢化の加速

■ 成長するアジア市場

◇ 防災体制の強化（インフラ，ＢＣＰ）

◇ 機能の移転・分散

◇ 再生可能エネルギーの普及促進

◇ 成長を支える産業人材の育成

◇ 女性の社会進出や子育て支援

◇ イノベーションの創出を視野に入れた
海外高度人材の受け入れ促進

◇ イノベーションによる需要の創出

◇ アジアとの協働

◇ 対中ビジネス戦略の強化
（アジアの成長の取り込み）

■現状の背景と課題

４つの政策分野の４つの政策分野の

好循環メカニズム好循環メカニズム

◇ 地域の特性や資源を活用し，ほかにはない

魅力を創出しながら，新たな活力を生み出して

いくことが求められます。

豊かな地域づくり

県民主役型地域社会

地域資源活用・地域情報化

都市地域

中山間地域

平和貢献

◇ 経済，医療，福祉，教育など，あらゆる分野での力の

源泉は「人」であり，経済活動を始めとするグローバル化

が進展する中にあっては，グローバル化に対応した人材

育成という視点も必要です。

人づくり

多様な主体の社会参画

人が集まり定着する環境整備

教育

◇ 人口減少の中で社会を維持していくには，

イノベーションを通じて強い経済をつくり，魅力ある

雇用を創出する必要があります。

新たな経済成長

新たな産業・基幹産業

農林水産業

観光

産業人材・就労

交流・連携基盤
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「ひろしま未来チャレンジビジョン」で目指す姿をスピード感をもって

着実に実現していくためには，進展しつつある環境変化や中長期的な

構造変化を見据えた上で，変革への対応力と政策の実行力を高めて

いくことが必要。

平成２４（２０１２）年度の広島県政は，直面する課題に柔軟かつ果断

に対応しつつ，成長の原動力となる取組を一段と「加速」する年と位置

づけ，組織力を最大限に発揮しつつ，広島県の可能性を最大級に引き

出しながら，より高い次元での成長を目指していく。

～ 未来に向かって「加速」する ～

Ⅱ 県政運営の基本姿勢
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《《経済成長経済成長》》とと《《人づくり人づくり》》への重点化への重点化

県全体の成長エンジンを最大限に加速させるため，引き続き，雇用や

所得を生み出す《経済成長》とあらゆる分野の力の源泉となる《人づくり》

を重点分野として，内外から“多様な人材”を集め，“グローバル”な視点

と新しい価値を創造する“イノベーション”を通じて，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と生き生きと活躍できる環境を整備

する。

４つの政策分野の好循環４つの政策分野の好循環

新しいアイデアや創意工夫により新たな価値を創造していくためには，

内外から人や情報などが集まることが必要である。そのためには，産業面

における取組に加え，多くの人々が行ってみたい，住んでみたいと思える

質の高い生活基盤や地域の魅力づくりなど，環境面からの効果的な取組

を強化することが重要である。このような形で，４つの政策分野が相乗効果

をもたらしながら好循環する流れを生み出すことが求められる。

このため，《暮らし》と《地域》の分野においては，本県の強みや資源を

活かし，生活環境面での総合的な魅力を高める観点に立って，暮らしに

直結した医療を支える仕組みづくりや，都市の魅力づくり，中山間地域の

魅力づくり，都市と中山間地域の交流・連携による魅力づくりなど，重点

分野の後押し効果を最大限に発現させるための取組に重点化を図る。

さらに，東日本大震災を踏まえ，エネルギーや防災対策などの構造的

な課題等に対応する取組を強化するとともに，本県が果たすべき新しい

平和貢献の形として，また，広島の特徴を強化する取組として，国際平和

拠点構想の具体化に向けた取組を着実に推進する。

基本的な考え方

Ⅲ 特に注力する重点施策
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未来に向かって「加速する」

重点施策の構成

■国際平和拠点の形成

「国際平和拠点ひろしま構想」の実現への取組

平和のメッセージの発信と

ＮＧＯの平和貢献活動の支援

■再生可能エネルギーの導入促進

■防災対策の拡充・強化

太陽光発電などの導入促進

地震被害想定の見直し

想定を超える災害への対応

重点分野

結婚・出産，子育て，ポスト子育て期に応じた

就業支援策

キャリアを活かせる就業の受け皿の創出

グローバル感覚を持った人材の継続的な育成

グローバル人材の受入拡大

若年層の転出超過に歯止め

就職等でのＵ・Ｉターン促進

すべてのベースとなる子どもたちの学力・体力

の向上

実体験などを通じた全人的な教育

■女性の社会参画の促進

■グローバル人材の育成・確保

■社会減に歯止めをかける対策

■将来の広島県を支える人材の育成

人づくり

次代を支える医療関連・環境浄化産業クラスターの

形成

「ひろしまブランド」「瀬戸内ブランド」の構築に向けた

プロモーション等の強化

中国内陸部をはじめとしたアジアとの経済交流の拡大

アジアとの交通・物流機能の拡充・強化

イノベーション人材の育成・確保

研究・技術開発や事業化に向けた環境整備

経営力のある担い手の育成

「売れるものを作る」生産体制の確立

戦略的な販売・流通等の仕組みの構築

■新たな成長産業の育成

■アジア市場への参入・獲得 （アジア戦略）

■イノベーション力の徹底強化

■自立に向けた農林水産業のイノベーション

新たな経済成長

多様な人材の集積

Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ

世界を視野に

Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ

新しい価値の創造

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

重点分野の可能性を
最大限に後押し

安心して暮らせる
質の高い生活の基盤づくり

■地域医療体制の確保

医療資源の効果的な活用

「がん対策日本一」の推進

安心な暮らしづくり

内外からクリエイティブな人材が集う地域の活力強化

活力を生み出す中山間地域の未来創造

内外から多彩な人材を
多く惹きつける魅力の発揮

■内外の人々を惹きつける
魅力ある地域環境の創出

豊かな地域づくり
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県政運営の基本方針２０１３

平成２４年１２月 広島県

挑戦そして実現！

（抜 粋）

27



Ⅰ これまでの主な取組

概ね１０年後を展望した「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定し，本県の将来像

を示すとともに，新しい価値を創造する“イノベーション”によって未来を切り拓くことを

基本に，４つの政策分野をフレームワークとした今後の取組方向を明示

また，ビジョンの実現に向けた政策の実行を支えるリソース・マネジメント（５カ年計画）

として，財政面での基盤づくりを着実に推進するための「中期財政健全化計画（２０１０

年１２月策定）」と行政面からの基盤づくりの指針となる「行政経営刷新計画（２０１０年１２月

策定） 」を策定

■ひろしま未来チャレンジビジョンの策定 （2010年10月策定）

あらゆる分野の力の源泉となる《人づくり》と雇用や所得を生み出す推進力となる

《経済成長》を重点分野として，新たな観点からの取組に着手

人づくり分野においては，女性の仕事と子育てに対する両立支援や留学生の受入・

定着に向けた取組などを拡充

経済成長分野においては，１０年先を見据えた本県産業の進むべき方向性や道筋

を整理し，社会経済や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる“イノベーション

立県”を目指した「ひろしま産業新成長ビジョン」を策定

また，今後大きな成長が期待される分野や本県の強みを活かした分野を中心に，

産業クラスターの形成に向けた取組に着手するとともに，「ひろしまイノベーション

推進機構」の設立など，新たな視点からの取組に着手

■《人づくり》と《経済成長》への重点化

県政運営の基本方針
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新しいアイデアや創意工夫による新たな価値の創造に向けて，引き続き，《人づくり》

と《経済成長》を重点分野に，人材の育成・確保やクラスター形成，観光，海外ビジネス

拡大など，産業面における取組を加速

また，重点２分野の後押し効果を最大限に発現させ，４つの政策分野を好循環させる

観点から，《暮らしづくり》と《地域づくり》の分野においても，内外から多くの人を惹き

つけるための生活環境面における効果的な取組を拡充するとともに，大震災により

顕在化した課題への対応力の強化や本県の強みを特徴づける平和への取組を強化

更に，中長期的な観点から，成長の原動力となるイノベーション力の徹底強化に

向けて，産業面における「イノベーション加速戦略」や地域における総合的な魅力を

高めるための「都市圏魅力創造戦略」の検討に着手

■４分野の好循環を通じて成長の原動力となる取組を加速

県政運営の基本方針
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Ⅱ 県政運営の基本姿勢

県政運営は，県民の信頼と負託の上に成り立つものであり，県民の

期待に応える形で，広域自治体としての社会的責任を果たしつつ，

成果の発現に向けた堅実で着実な取組を推進していく必要がある。

こうした観点に立ち，社会環境の変化等に柔軟に対応しながら，

「ひろしま未来チャレンジビジョン」で目指す姿を着実に実現していく

ためには，成果重視の施策マネジメントを一層徹底するとともに，

これまでの取組を深化させ，具体的な成果を積み上げ，その効果を

広く波及させていくことが重要。

また，一つひとつの取組を効果的に推進していくためには，県民に

身近に位置する市町や経済活動を担う企業などとの連携・協働が

不可欠であり，地域における様々な課題や目標を共有した上で，行政

全般にわたる県・市町相互のパートナーシップ，民間とのコラボレー

ションを，より強固なものとしていく必要がある。

こうしたことを踏まえ，平成２５年度の広島県政は，新たな成長の

軌道に向かって《進化》を促す年と位置づけ，これまでの仕込みと基盤

づくりを起点として緒に就いた取組を，オール広島体制の下で，次なる

成長のステージにつなげるべく，広島の持てる力を最大限に発揮する。

～ 新たな成長の軌道に向かって 「進化」「進化」 する ～
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Ⅲ 政策の基本方向

～ １次産業から３次産業まで幅広く イノベーションを起こすイノベーションを起こす ～

※イノベーション これまでの発想や手法にとらわれることなく，
新しいアイデアでモノや情報，仕組みなどを組み合わせる
ことにより，新たな価値を創造していくこと。

イノベーションに適した，より豊かな環境を構築するためには，イノベーション力の強化に直接

つながる「技術（Technology）」や多様なバックグラウンド，スキルを持った「有能な人材（Talent）」，

多彩で異質なものを受け入れる「寛容性（Tolerance） 」が不可欠である。

また，これに加え，人を惹きつけ，魅了する観点から，活気ある「場」の提供や，若者が安心して

子どもを生み，育てられる「生活環境」，更には，大都市圏と明確に差別化できる魅力ある「地域

環境」を創出することが重要である。

こうしたことを踏まえ，

◇ イノベーションと密接に関わり，重要な環境要素となる

◇ イノベーションの原動力となる

◇ イノベーションを担う人材の家族が安心して暮らせ，楽しめる環境としての

◇ 将来の活躍が期待される若者に焦点を当てた

の４つの視点から施策の重点化を図り，イノベーションを通じた新たな価値創造が加速する

「好循環サイクル」の形成を目指す。

《ダイナミックな事業環境》
《多様な人材の集積》

《ファミリー・フレンドリー》

《社会で活躍する人材の教育》

イノベーション創出に向けた４つの視点

「ひろしま未来チャレンジビジョン」は，人，経済，暮らし，地域の４つの政策分野を相互に

連関するシステムとして捉え，好循環の形成を目指している。その中でも特に，あらゆる分野の

力の源泉となる「人づくり」と，雇用や所得を生み出す「新たな経済成長」を重点分野として，

着実な取組を進めているところである。

このビジョンに沿って，仕込みと基盤づくりから実行段階へと進めてきたこれまでの取組を

新しい成長の軌道にしっかりと乗せていくためには，とりわけ，新しい価値を生み出すイノベー

ションを継続的に起こしていくことが必要であるが，その取組は産業振興や人材育成などの

施策が緒についたところであり，未だ十分とは言い難い状況にある。

このため，平成２５年度は，ビジョンに掲げる「イノベーションを通じて強い経済をつくり，魅力

ある雇用環境を創出」するための施策を一段と強化する必要があり，１次産業から３次産業

まで幅広く 《イノベーションを起こす》 ことを基本に，イノベーションの創出に必要な要素

を，４つの政策分野を横断した政策パッケージとして新たな視点から整理した。

31



■イノベーションに必要な環境要素とフレームワーク

ファミリー・フレンドリーダイナミックな事業環境

多様な人材の集積 社会で活躍する人材の教育

１次産業から３次産業まで幅広く

イノベーションを起こす

創業の活発化・新事業展開の加速

クラスターの形成

海外とのつながり

農林水産業のイノベーション

若者（潜在的イノベーティブ/グローバル人材）
の定着

新たな価値を創造する人材，海外市場
の開拓に必要な人材の育成・集積

仕事

～家庭（子育て）と両立しやすい就労環境

生活

～安心・安全な生活環境，都市圏と自然環境の近接

安心して学べる教育環境の確保に向けた緊急対策

小・中・高等学校段階での「知・徳・体」の育成を通じた
社会人基礎の着実な定着

グローバル化に対応でき，マネジメント力を身に付けた
人材の育成を含めた大学段階での教育内容の質的改革

《目指す姿》 将来にわたって，『広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった』と心から思える広島県の実現

４分野の４分野の

好循環好循環

◇ 行政の第一の役割は，民間では難しい公共
サービスの提供などにより，県民の暮らしの安心を
確保することです。

安心な暮らしづくり

防災・防疫健康

環境

治安

医療

子育て

福祉・介護 消費生活

◇ 地域の特性や資源を活用し，ほかにはない
魅力を創出しながら，新たな活力を生み出して
いくことが求められます。

豊かな地域づくり

県民主役型地域社会

地域資源活用・地域情報化

中山間地域

平和貢献

都市地域

◇ 経済，医療，福祉，教育など，あらゆる分野での

力の源泉は「人」であり，経済活動を始めとする

グローバル化が進展する中にあっては，グローバル

化に対応した人材育成という視点も必要です。

人づくり

多様な主体の社会参画

人が集まり定着する環境整備

教育 新たな産業・基幹産業

農林水産業

観光

産業人材・就労

交流・連携基盤

新たな経済成長

◇ 人口減少の中で社会を維持していくには，

する必要があります。

イノベーションを通じて強い経済をつくり，
魅力ある雇用環境を創出

■ひろしま未来チャレンジビジョン

経済
（活力のエンジン）

地域
（豊かさの創出）

人
（力の源泉）

暮らし
（安心の確保）

１次産業から３次産業まで幅広く

～イノベーションを起こすイノベーションを起こす～～

32



イノベーションの創出に向けた４つの視点（ダイナミックな事業環境，多様

な人材の集積，ファミリー・フレンドリー，社会で活躍する人材の教育）に

沿ってまとめた施策の基本的な方向を，「ひろしま未来チャレンジビジョ

ン」の４つの政策分野に反映させると次に整理した分野別の体系図の

とおりとなる。

これに沿って，《経済成長》と《人づくり》を重点分野に，《暮らしづくり》や

《地域づくり》においても，重点分野の取組を最大限後押ししながら，本県

におけるイノベーション力の徹底強化を図り，１次産業から３次産業まで，

幅広くイノベーションを起こしていく。

また，円高の進行，世界景気の減速等により，厳しい経済・雇用情勢が

継続している状況を踏まえ，国の緊急経済対策等にも呼応し，機動的・

弾力的に対応していく。

これに加えて，広島の強みや基盤を活かした政策の継続という観点

から，広島の使命を特徴づける「国際平和拠点ひろしま構想」の推進や

東日本大震災により顕在化した課題への対応力の強化など，中長期的な

施策についても，仕込みから実行，実現へと連続的かつ戦略的に

つないでいく。

４つの政策分野への反映
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■新たな価値を創造する人材，海外市場の開拓

に必要な人材の育成・集積
新たな価値を創造する人材，ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化に対応し,活躍できる
人材の育成

県内企業のグローバル化に対応できる海外人材の積極的な
確保

■女性の働きやすさ日本一への挑戦
結婚・出産，子育て，ポスト子育て期に応じた就業支援策

キャリアを活かせる就業の受け皿の創出

■若者の定着・就業の徹底支援
若年層の転出超過に歯止め

就職等でのＵ・Ｉターン促進

■社会で活躍する人材の教育
安心して学べる教育環境の確保に向けた緊急対策

小・中・高等学校段階での「知・徳・体」の育成を通じた社会人
基礎の着実な定着

グローバル化に対応でき，マネジメント力を身に付けた人材の
育成を含めた大学段階での教育内容の質的改革

重点分野

～ １次産業から３次産業まで幅広く イノベーションを起こすイノベーションを起こす ～

重点分野の可能性を
最大限に後押し

安心な暮らしづくり 豊かな地域づくり社会で活躍する

人材の教育

多様な人材の

集積

ダイナミックな

事業環境

ファミリー・

フレンドリー

■創業の活発化・新事業展開の加速

つながりによるネットワーク強化，多様な創業・事業化支援

新たなビジネス・投資を支える大胆な環境整備

■新たな成長産業の育成

次代を支える医療関連・環境浄化産業クラスターの形成

「ひろしまブランド」「瀬戸内ブランド」の国内外への浸透と
観光産業の高度化

■アジア市場への参入・獲得 （アジア戦略）

アジアとの経済交流の拡大

アジアとの交通・物流ネットワークの確立

■自立に向けた農林水産業のイノベーション

経営力の高い担い手の育成

「売れるものを作る」生産体制の構築と戦略的な販売・
流通の推進

■国内外から多様な人材が集まる

魅力ある地域環境の創出

新たな価値を創造する人材が集う地域環境づくり

活力を生み出す中山間地域の未来創造

都市と自然の近接性を活かして人を呼び込む取組の推進

■信頼される県内医療体制の構築
都市部の医療体制の再構築による医療の高度化，
医療環境の充実

プライマリケア医を中心とする広島版地域包括ケア
システムの構築

■ 「がん対策日本一」に向けた取組の強化

地域・職域におけるがん総合対策の推進

がん医療の質の向上と高度医療の提供

■国際平和拠点ひろしまの形成

「国際平和拠点ひろしま構想」の実現に向けた戦略推進

世界への平和のメッセージの発信

■再生可能エネルギーの導入推進

■防災対策の拡充・強化

太陽光発電などの自然エネルギーの導入推進と
買い取り制度の課題への対応

大規模災害に備えた防災対策
あらゆる分野での「防災」の観点による点検の推進

新たな経済成長 人づくり
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