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ひろしま 広島県の を伝える。今

「仕事」も「暮らし」も
充実させる、

欲張りな
ライフスタイルを
目指して。

欲張りな
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平成28年度 広島県の施策・事業

『広島県民 総欲張り計画』の実現へ。

［特  集］



昨年10月に改定した「ひろしま未来チャレンジビジョン」では、「仕事」も「暮らし」も充実させる
「欲張りなライフスタイル」の実現を目指すこととしています。広島県が目指すのは、さまざま
な状況にある県民の皆様一人ひとりに、仕事にも暮らしにも希望を持っていただき、その希望
をかなえられる社会に近付けることです。県民の皆様がそれぞれに抱いている希望をあきら
めず、「欲張り」に追求していただくことができるよう、新たなチャレンジをスタートします。

広島の使命 事業費 億円3
広島の高い知名度や使命を特徴づける「国際平和拠点ひろしま
構想」を着実に進めるとともに、4月に広島市で開催される主要
国首脳会議（サミット）外
相会合をきっかけとして、
広島を訪問する世界の政
治指導者が被爆の実相に
触れる機会を提供します。

■国際平和拠点ひろしまの形成
核兵器廃絶プロセス進展のための働きかけを行うとともに、次代を担う国際平
和貢献人材の育成に取り組みます。また、平和に関する人材、知識・情報、資金な
どの資源を集積し、継続的な平和活動を可能とする仕組みの構築に向けた取組
を進めます。

目標の
一　例 1,800

（平成28年度）
人

学校教育など
2,437億円

福祉や医療など
1,939億円

道路・河川の整備など 777億円 農林水産業の振興など 282億円

地域振興や防災・危機管理など 469億円

警察活動など 657億円

借入金の返済
1,614億円

その他
1,480億円

商工業振興など 484億円

平成28年度
当初予算

※平成27年度2月補正（緊急対策分）８３億円を含む
1兆139億円

『広島県民 総欲張り計画』の 実現に向けて始動します。「仕事」も
「暮らし」も
充実させる、

平成28年度 広島 県の施策・事業

県および県の関係機関で
平和を学ぶ人数

地方創生 事業費 億円137
チャレンジビジョンの新たなスタートとなる平成28年度は、これまで取り組んできた施策の成果や変化を「実感」していただくとともに、
県民の皆様の「希望」と「目指す姿」を重ね合わせるための「きっかけ」を創り出し、「目指す姿」への「共感」を獲得できるよう、情報発信やコ
ミュニケーションを十分に図りながら施策を進めます。

■多様な創業の促進
県・市町・経済団体・金融機関等で構成するオール広島創業支援ネットワークを活
用し、多様な創業を支援します。

■多様な投資誘致の促進
新たな助成制度を創設し、産業団地への従来型の企業誘致に加え、本社や研究開
発など、機能面に着目した戦略的な企業誘致を促進します。

■担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立
TPPの影響を考慮しつつ、県の農林水産業の経営体質の強化を図るため、園芸
産地の拡大とそれを支える担い手の確保・育成に取り組みます。

目
標
の一例

4.2%
（平成28年度）（平成26年度）

5.5%

「仕事も暮らしも。欲張りなライフスタイル」の実現に向け、
「面白そう」「楽しそう」を県内外に積極的に届けます。
新たな経済成長 人づくり

664億円
（平成28年度）（平成25年度）

679億円
（平成28年度）

30件

すべての県民の皆様が生き生きと活躍することができるよ
う、出会い・結婚から子育て期までライフステージに応じた支
援や働き方改革、女性の活躍促進に取り組みます。また、移住・
定住の促進や、社会で活躍できる人材育成に取り組みます。

■働き方改革
働き方改革に挑戦する企業への支援を行うほか、従業員の仕事と生活の充実を
応援し、働きやすい職場づくりに取り組むイクボスの育成・拡大を図ります。

■東京圏等から広島への定住促進
広島らしいライフスタイルの魅力を効果的に発信するとともに、空き家の掘り起
こしなど、定住の受け皿づくりを市町等と一体となって進めます。

■社会で活躍する人材の育成
幼児期から大学・社会人までを見据え、オール広島県で、生涯にわたって主体的に学
び続け、多様な人材と協働して新たな価値を創造できる人材の育成に取り組みます。

目
標
の一例

41.6%
（平成28年度）（平成25年度）

49.5%
1,515人

（平成31年度）（平成26年度）

転入超過
201人

（平成28年度）（平成26年度）
525人

開業率

農産物の
生産額

本社・研究開発機能等の
移転・拡充

一人あたりの
年次有給休暇取得率

高校段階での
留学経験者数

転出
超過数

ものづくり産業の集積や変化に富んだ自然環境が
育む多様な農林水産資源、世界に認められた豊富
な観光資源等を生かし、産業振興と雇用創出、交流
人口の拡大などに取り組みます。

検索広島県 創業相談◎創業に関するご相談はこちら

検索ひろびろ ひろしま◎移住情報サイトはこちら

目
標
の一例

■がん対策日本一に向けた取組の強化
受動喫煙防止などのがん予防のほか、啓発キャンペーンによるがん検診受診率の
向上など、地域社会全体でのがん対策を進めます。

■健康医療情報等を活用した健康づくりの推進
特定健康診査の受診率の向上を図るとともに、レセプト等の医療・介護・保健情報を
分析・活用したデータに基づく効率的・効果的な健康づくりに取り組みます。

安心な暮らしづくり 豊かな地域づくり

74.4人
（平成28年度）（平成26年度）

72.5人目
標
の一例

県民の皆様が安心して暮らせる広島県を実現す
るため、効率的で切れ目のない医療・介護提供体
制を整備するほか、健康づくりの取組や環境保全
活動などを推進していきます。

72.84歳
70.93歳

女性
男性

（平成2５年度）

全国平均を上回り、
平均寿命の伸び
以上に延伸
（平成34年度）

■中山間地域の地域力強化
地域づくりの原動力となる多様な主体の活動を促進するため、地域を支える「人」づく
りに重点的に取り組み、活動の広がりや人材のネットワークづくりを進めます。

■瀬戸内 海の道構想の推進
瀬戸内7県による「瀬戸内ブランド推進連合」を「一般社団法人せとうち観光推進
機構」へ発展改組し、瀬戸内エリアへのさらなる誘客を図ります。

県民の皆様が誇りと愛着を持ち、県外の方々からも
「住んでみたい」と評価されるよう、多彩な地域資産の
価値の向上や情報発信、市町と連携した地域活性化
に取り組みます。

（平成32年度）
360人（累計）

154.4万人泊
（平成28年度）（平成26年度）

171万人泊健康寿命の
延伸

がんによる75歳未満
年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

地域づくり活動を
リードする人材の育成

瀬戸内7県の
外国人延宿泊者数

災害に強いまちづくり 事業費 億円250
平成26年8月に発生した土砂災害などを
踏まえ、被災された方々の生活再建や早期
の復旧・復興に取り組むとともに、県民一
人ひとりが「災害から命を守る行動」を適切
に取ることができるよう、「広島県『みんな
で減災』県民総ぐるみ運動」を展開します。

■被災された方々の生活再建と早期災害復旧・復興
国や広島市と連携し、被災された方々の生活再建を積極的に支援するとともに、
早期の復旧・復興に向けた取組を進めていきます。

■ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策
土砂災害警戒区域等の指定を加速させるとともに、「社会資本未来プラン」等に
基づく各種整備計画により、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策を進めます。

■減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開
「災害死ゼロ」を目指し、「知る」「察知する」「行動する」「学ぶ」「備える」という5つ
の行動目標の達成に、県民、自主防災組織、事業者、行政等が一体となって取り組
み、災害に強い広島県を実現します。

検索減災 はじめの一歩◎県民総ぐるみ運動のポータルサイトはこちら

平成31年度までにすべての
土砂災害警戒区域等の指定を完了

土砂災害警戒
区域等の指定 31.1%

（平成27年度） （平成28年度）
46.1%災害の種類に応じた

避難場所・避難経路の把握
目標の
一　例



広島県の“今”伝えたい情報が盛りだくさん。

自動車税の納期限は
５月３１日（火）です！
自動車税は４月１日現在の自動車の所有者に課税
されます。５月中旬に送付される納税通知書で、
期限までに必ず納めましょう。コンビニや金融機
関で納付できるほか、クレジットカードでの納付
や電子納付もご利用できます。詳しくは納税通知
書の裏面をご覧ください。

エアポートバス「尾道－広島空港線」
28.4.1～運行開始！！
広島空港と尾道市内を直通で結ぶ定期高速バス
が運行開始しました。しまなみ海道でのサイク
リング、観光、ビジネス等で尾道へお越しの際、
または尾道からの空港へのアクセス手段として、
ぜひご利用ください！

税務課 TEL082（513）2328、
または各県税事務所

問　　合

電力の小売全面自由化が始まります！
４月１日から電力の小売全面自由化が始まります。
これまで各家庭で使う電気は、各地域の特定の電
力会社からしか購入できませんでしたが、それに
加え、国の登録を受けたさまざまな会社からの購
入も可能になり、いろいろな料金メニュー、電気と
他のサービスのセット販売など、自由に選べるよう
になります。電力小売自由化についてのお問合せ
は、国のナビダイヤルまで。

電力自由化ナビダイヤル TEL0570（028）555問　　合

空港振興課 TEL082（513）4014
http:www.hij.airport.jp/

問　　合

市
町
情
報
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★プレゼントコーナー★★プレゼントコーナー★

広島県民文化センターと  こ  ろ

医療介護人材課 TEL082（513）3057、
県ナースセンター TEL082（293）9786

問　　合

13時～15時40分開催時間

5月14日 土

「看護の日」広島県大会の開催
ひろしまナイチンゲール賞表彰式（知事表彰）、辻
井いつ子氏（ピアニスト辻井伸行氏の母）の講演
「明るく、楽しく、あきらめない生き方」など。

しょうばら桜物語

Sunstar Hall（安芸郡坂町坂東2‐20‐1）と  こ  ろ

砂防課 TEL082（513）3942問　　合

13時30分～16時30分開催時間

被爆者支援課 TEL082（513）3116問　　合

5月27日 金

平成28年度「土砂災害防止 県民の集い」
講演や土砂災害伝承パネル展、土石流模型実験
装置の実演などを通じて、土砂災害から身を守
ることをみんなで考えましょう。

広島市を除く県内居住者の内、両親のいずれかが原子爆
弾被爆者で、広島被爆の場合、昭和21年6月1日以降に生
まれた方が対象【多発性骨髄腫検査が追加されました。】

6月10日 金 2月28日 火

被爆二世健康診断のお知らせ

4月1日 金 4月30日 土

広島県果樹農業振興対策センターの
研修生募集について

広島県果実農業協同組合連合会 
TEL0846（26）0011

問　　合

広島県果樹農業振興対策センターでは、かんき
つ農業の経営者を目指す方を募集し、育成研修
を実施しています。かんきつの栽培はもちろん、
研修準備から経営を開始するまでの支援を行っ
ています。

学生の皆さん、インターンシップで
地元企業を体験しませんか！

広島県インターンシップ促進協議会
事務局（雇用労働政策課内）　
TEL082（513）3425

問　　合

インターンシップを体験すると、「働く自分」がイ
メージでき、企業・業界を知ることができ、あなた
の目標が明確になります。ぜひご応募ください。

６月２４日（金）試  験  日

広島工業大学専門学校
（広島市西区福島町２‐１‐１）

と  こ  ろ
９，４００円受験手数料

食品生活衛生課 
TEL082（513）3106

問　　合

平成28年度製菓衛生師試験の
実施について

受 付 期 間

4月1日金 月4月25日

広島県公式 twitter
http://twitter.
com/hiroshima
_pref

広島県公式 facebookページ
http://ja-jp.
facebook.com/
pref.hiroshima

あなたに役立つ情報をお届けしています。

「県民だより」は、県の施設、市町窓口、県内の主なコンビニエンスストア・スーパーなどでも
配布しています。また、点字版、録音版も発行していますので、ご希望の方は広島県総務局
広報課へご連絡ください。

検索県民だよりお届けメール
県民だより（ウェブ版）をメールでお届けします。
県ホームページからご登録ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/dayori/dayori-notification.html
携帯電話からご登録の場合は、右のQRコードを読み取ってください。▶

※平成28年（2016年）2月1日現在 出典：広島県人口移動統計調査

住所／〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL／082（513）2372　FAX／082（228）4429
Eメール／soukouhou@pref.hiroshima.lg.jp

広島県総務局
広報課

県民だよりに関する
お問い合わせは、

広島県のホームページ
http://www.
pref.hiroshima.
lg.jp/

2,825,400人人　口 1,244,194世帯世帯数（昨年同月より5,802人減）

1,364,463人男 1,460,937人女

他
県
紙
面
交
換

﹇
愛
媛
県
か
ら
の
お
し
ら
せ
﹈

庄原市内の桜スポットを楽しく巡るイベント。１０
日（日）には地元芸能のステージやグルメブース
が登場する「さくらフェス
ティバル」を上野総合公
園で開催。また、期間中、
庄原市内の桜を撮影して
応募できるフォトコンテ
ストも実施します！

株式会社みづま工房 TEL082（544）0455問　　合

無料（国営備北丘陵公園の入園料は別途必要）料　　金
施設に準ずる開催時間 11月20日（日）まで開催期間

庄原市上野総合公園、国営備北丘陵公園などと  こ  ろ

平成29年1月31日（火）消印有効申込締切

市町役場等に備え付けの専用はがき、
もしくは県ホームページから電子申請

申込方法

試
　
験

東日本大震災の発生から、５年がたちまし
た。広島県の皆さまには、ご寄付やボラン
ティア活動、応援職員
の派遣など心温まるご
支援を賜り、心より御
礼申し上げます。復興
に向かって進む宮城県
にぜひお越しいただ
き、宮城の「今」を体感
してください！

宮城県広報課 
ＴＥＬ022（211）2283

問　合

宮城県へのご支援に感謝いたしますえひめいやしの南予博2016
開催中♪
さとに憩い、ひとに和
む。えひめ南予の、い
やし旅。豊かな自然と
歴史文化にあふれた
愛媛県南予地域で非
日常の世界を体験し
てみませんか？詳しく
はHPをご覧ください。

愛媛県観光物産課 
ＴＥＬ089（912）2491

問　　合

HPはコチラからアクセス！

検索ひろしまジョブサイト詳しくは

受付時間 9：00～18：00（土日祝日、年末年始を除く）

むすび丸

【応募締切】4月30日（土）消印有効
【応 募 先】〒730-8511（住所不要）広島県庁広報課「プレゼント係」
【応募要項】はがきに住所・名前（ふりがな）・年齢（○歳代）・県民だよりのご感想（今回
の掲載内容について）を明記の上、郵送してください。県HPからも応募できます。
※ご応募はお一人様1回のみ有効となります。個人情報は、プレゼント発送と読者層の
調査のために利用します。なお、ご感想を県HPに掲載させていただく場合があります。

安芸高田市ならではの
美味しい味覚などが
楽しめるセットです。

※写真はイメージです。

・桑田米（2kg）　
・えびす茶
・ゆずママレード　
・米みそ
・神楽ストラップ

セット
内容

抽選で
10名様

プレゼント！
安芸高田市の特産品セット


