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　まず、喫緊の課題である、新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り
組みます。
　また、昨年10月に策定した「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」の初年
度となる令和３年度は、人口減少と少子高齢化の加速、度重なる災害の発
生など、将来に対する先行きの不透明感が増す中で、将来にわたって安心
して暮らすことができるよう、皆様が抱える不安を軽減し「安心」に変え、「誇
り」を高めて、一人一人の「挑戦」を後押しする取り組みを進めてまいります。
　そのために、デジタル技術を活用した暮らしの変革、「ひろしまブランド」の
強化、生涯にわたって学び続けられる人材育成を掲げ、様 な々取り組みを
相互に関連させ、相乗効果を生み出すことで、新ビジョンの「県民一人一人
が夢や希望に挑戦できる広島県」の実現に向けて取り組んでまいります。

それぞれの欲張りなライフスタイルの
実現を目指して
県民一人一人の挑戦を後押しします。

広島県知事

その他
1,583億円
（14%）

令和3年度予算

※令和3年度当初予算1兆938億円と令
和２年度2月補正予算（国の3次補正

　 関連分）499億円の合計
※予算額は全て一般会計ベース

1兆1,437億円

学校教育など
1,932億円
（17%）

福祉や医療など
2,360億円
（21%）

道路・河川の
整備など
1,215億円
（11%）

警察活動など
630億円
（5%）

商工業振興など
1,078億円
（9%）

災害復旧
194億円
（2%）

借入金の返済
1,479億円
（13%）

！
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地域振興や防災・危機管理など 
636億円（5%）

農林水産業振興など 330億円（3%）

安芸高田市のゆったりとした空間で新しい働き方を実践しています

県立広島高等学校で授業にタブレットを活用して、主体的に学んでいます 大崎下島でレモン栽培にドローンを活用して育成状況を確認しています

府中市で悩みを相談したり他の親子と楽しく交流しています

坂町の災害公営住宅で声を掛け合いながら明るく過ごしています

県保健環境センターで日々新型コロナの感染拡大防止に力を注いでいます



○データの一元化・オープン化
○価値あるデータの整備

○災害リスク情報の発信
○異常気象時の業務効率化

○円滑な物流・人流の実現

様々な分野でのDXの推進

広島県ＤＸ推進コミュニティ

人材育成・確保、データ利活用推進、
情報通信基盤の整備

デジタル技術を活用し、
「社会課題の解決」と「経済発展」を実現

億円
1,469
（※他の項目と一部重複）

被災者の方々の生活再建、県民生活や経済活動の日常を取り戻すために、４つの柱で速やかな復旧・復興に全力で取り組みます。

創造的復興による新たな広島県づくり

新型コロナウイルス感染症対策の強化
まず、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策の強化に全力で取り組みます。感染拡大の防止と社会経済活動を両立させるため、
感染拡大防止対策や医療提供体制の確保、さらに事業の継続や雇用維持などの経済活動を支える取り組みに引き続き注力していきます。

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現のため、次の３つの柱で取り組んでいきます。

令和３年度も引き続き、感染者を早期に発見するための取り組みを徹底的に行い、
感染拡大の防止に取り組みます。

感染者が急増しても、十分に対応できるような受入体制を確保します。

現在、深刻な影響を受けている事業者に対して事業継続や
雇用維持のための制度融資の金融支援、新ビジネスへの転換
支援、求職者支援等に取り組みます。

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

中山間地域等の高等学校をオンラインで結び、
どの地域に住んでいても多様な学びの機会が得
られるよう遠隔教育システムを整備します。

妊娠期からの切れ目のない相談・支援体制であ
る「ひろしま版ネウボラ」の実施市町を13市町へ
拡大し、安心して妊娠・出産・子育てができる環
境を整備します。

被爆75年を契機に、核兵器廃絶に向けた新たな
提案「ひろしまイニシアティブ」の策定を進め、それ
を推し進める組織として「へいわ創造機構ひろしま
【略称：HOPe（ホープ）［Hiroshima Organization 
for Global Peace］】」を設置します。

デジタル技術を活用し、新型コロナで浮き彫りに
なった課題を克服するためのアイデアを昨年度募
集しました。その中から選定されたプロジェクトのビ
ジネス化への支援などを行います。

中山間地域等の学校における
遠隔教育の推進

「学びの変革」推進事業

道路や河川の観測情報などインフラデータを自由に使え
るよう提供し、民間企業等とのデータ連携を可能にする
システム基盤DoboX（ドボックス）を作ります。こうしたデー
タの利活用を推進することで、民間企業等の自由なアイ
デアから生まれる新たなサービスの創出に役立てます。

効果的・効率的なマネジメントで
県民の安全・安心や利便性を向上

インフラマネジメント基盤構築事業 県内企業等のDXへの理解・実践意識の
醸成、人材育成・確保、データ利活用を推
進するため、広島県DX推進コミュニティを
通じて、DXを学ぶ勉強会や事例研究会な
どを実施します。

DXの推進を支える基盤づくり

広島県デジタルトランスフォーメーション推進事業

500

県民が抱く不安を軽減し『安心』につなげる

ひろしま版ネウボラ構築事業

県民一人一人の夢や希望の実現に向けた『挑戦』を後押し

ひろしまサンドボックス推進事業

県民の『誇り』につながる強みを伸ばす

国際平和拠点ひろしま構想推進事業

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

離職者や再就職を希望する子育て世代の女性、新規学卒者等
の就職支援のため、求人ニーズの掘り起こしと発信強化、合同企
業説明会等を実施します。また専門カウンセラーによるキャリアコ
ンサルティングやトライアル就業の機会を提供します。

検査体制の強化

オンライン診療モデル事業の実施

新型コロナ対策離職者等就業支援事業

コロナ禍で、受診を控える県民等へオンライン診療と服薬指導を医療機関や薬局でモデ
ル的に実施し、有効性や安全性について検証を行います。

新型コロナウイルス感染症対策事業

オンライン診療活用検討事業

新型コロナウイルス感染症対策事業

   ・再度災害防止に向けた改良復旧事業等は
 令和５年度までに全て完了

安心を共に支え合う
暮らしの創生

 

みなし仮設住宅等の入居世帯は

96％減少

見守り支援世帯は

88％減少

地域共生社会の実現に向けた
包括的相談支援体制を構築
・9市町の地域支え合いセンターは、令和2年
度末で終了するが、保健師等が支援を継続
・被災者支援で得られたノウハウを活用した市町
の包括的な相談支援体制への取り組みを支援

未来に挑戦する
産業基盤の創生

 

農地・農業用施設は全4,319箇所のうち、
2,168箇所（50％）が工事完成

グループ補助金は令和２年度中に
支払完了予定

災害発生時における企業の
事業継続に向けて、

ＢＣＰの策定を引き続き支援
営農再開に向けて、農地・農業用
施設の復旧を早期に完了

将来に向けた強靭な
インフラの創生

 

災害復旧事業は
全2,550箇所のうち
2,458箇所（96％）の

工事を契約し、
このうち約６割が工事完成 

令和３年度中に
災害復旧事業を完了

新たな防災対策を
支える人の創生

 

防災行動計画
「ひろしまマイ・タイムライン」を
県内全小学校に配布し、
うち約８割の小学校にて
授業や宿題で活用

早期の避難行動を実践するため
「ひろしまマイ・タイムライン」や

ＶＲを活用した
県民総ぐるみ運動の
更なる推進

※公共事業の遅延により復旧工事に着手できていない２者を除く

砂防ダム等の緊急整備を完了

R2.10月時点R3.2月末時点

R3.1月末時点

R3.2月末時点 R3.2月末時点

昨年12月下旬に最多となった新規感染者が県内全域で発生すると
仮定し、1日当たりの新規感染者177人が１週間連続で発生したとし
ても対応できる体制を確保します。

入院病床 自宅から療養先への
搬送車両

ホテルなどの
宿泊療養施設

新型コロナウイルス感染症を契機に、テレワークやオンライン授業などデジタル技術を使った変革の必要性が高まりました。
県では、県民の皆様の暮らしをより豊かにするために様々な分野でDXの取り組みに力を入れていきます。

新たなビジネスの実現やビジネス拡大を
目指す企業の挑戦を後押し

働き方改革推進事業

テレワーク等の時間や場所にとらわれない柔軟な
働き方ができる働きやすい職場環境の整備と、従
業員の働きがいの向上など、企業成長をもたらす
働き方改革への理解と実践を促進します。

「適散・適集」に向けた取り組み
チャレンジ・里山ワーク拡大事業

中山間地域での新しいワークスタイルの定着に向け、
企業のお試し勤務施設やコワーキング施設の整備
支援、地方へ進出したい首都圏企業とＵＩターンを希
望しているＩＴ人材のマッチングなどに取り組みます。

自然豊かで分散を生かした中山間地域の形成

平和で安定した国際社会に貢献

01

県民の挑戦を後押し
県民の皆様の挑戦を後押しするため、様々な不安を軽減し、安心して暮らし続けられる土台づくりと広島県民である誇りを持っていただくよう取り組みます。
「安心」や「誇り」を原動力として、県民や企業の皆様が新たなことに挑戦できるよう後押しします。

02

特性を生かした適散・適集な地域づくり
コロナ禍では、密を避け人との距離を取る「分散」という新しい価値観が生まれました。
開放的な環境での暮らしや働き方のニーズが高まる一方で、社会の発展のためには多様なイノベーションを生みだす知識・経験の「集まり」も必要です。
広島県では都市と自然が近くて接しているという特性を生かし、自由度と満足度の高い暮らし方と働き方ができる適散・適集社会を実現します。

03

感染拡大防止対策 3密を避けた事業継続
と雇用維持

医療提供体制の確保

床
47台

1日最大188人（4回/台）
搬送可能

最
大 1400室最

大

令和３年度の施策・事業特集

億円
673

（※他の項目と一部重複）

億円
650

（※他の項目と一部重複）

医療機関・高齢者施設等での検査

1000以上の身近なかかりつけ医で診療・検査（積極ガードダイヤル）

PCRセンター（県内5カ所）

PCR集中検査（必要な時・必要なエリアで）

無症状

有症状

受入体制の強化

離職者などへの再就職支援

被災された方々の生活再建に向けて、
関係機関が連携し、一人一人に寄り
添った支援を行います。

非常時に強い企業活動体制の整備と、
農林水産業の生産活動の早期再開に
取り組みます。

早期の復旧・復興、再度災害防止に
向けて強靭化を進めます。

県民一人一人が自ら判断して適切な
避難行動をとれるよう、県民総ぐるみ運
動の取り組みを強化します。

ひろしま版ネウボラ実施市町の拡大

PCR検査体制5,700件/日の整備

新たなサービス・
付加価値の創出

県民の
安全・安心の向上

県民の
利便性向上

感染者の早期発見とその先の経路を遮断するため、引き続き積極的な対策を行います。



「雄町」など優れた酒米の産地、岡山県。飲み切りサイズで日本酒を飲み比べて楽しんでもらいた
いという思いから、岡山県内27の蔵元が集結し、ミニサイズ（100㎖）の「OKAYAMA 
SAKAGURA COLORS」を開発しました。ぜひ、個性豊かな岡山の地酒を味わってみてください。

10名様に
プレゼント

春の展示会 ひろしま遺跡再発見！
「マツガサコの一万年
ー松ヶ迫遺跡群からみた広島の原始・古代ー」

がん専門医よろず相談所
県立広島病院では毎週火曜日13時～16
時（予約制）に、栃木県立がんセンター名誉
所長 児玉哲郎医師による無料相談を開催
しています。がんと診断を受けて、治療などに
不安や迷いのある方はどうぞご利用ください。
県立広島病院 がん相談支援センター
TEL 082（256）3561

内 容内 容

申込・問合

自動車税種別割の納付は5月31日（水）まで
自動車税種別割は4月1日現在の自動車の
保有者に課税されます。5月中旬に送付され
る納税通知書により、期限（５月31日（月））
までに必ず納めましょう。コンビニや金融機
関のほか、クレジットカードやペイジー、ペイビ
ー、Pay Pay、LINE Payでも納付できます。
税務課 TEL 082（513）2327

内 容

若者から中高年までの全世代の就業を支
援する「ひろしましごと館」と、働くことに踏
み出せない若者を支援する「若者交流館」
は、あなたの就職等を全力サポートします！ 
ぜひ、お気軽にご相談ください。
ひろしましごと館 TEL 082（224）0121　
詳しくは

内 容

グローバル未来塾 検 索

広島県 消費者ホットライン １８８ 検 索

広島県 広島和牛 検 索

わーくわくネットひろしま 検 索

広島　自動車税種別割 検 索

サポカー補助金 検 索

松ケ迫遺跡群を中心とした三次工業団地
内の遺跡を軸に、県北の原始古代を概観
します。併せて全県的な遺跡の様相がうか
がえる中国自動車道建設に伴い発掘され
た遺跡を紹介します。
４月23日（金）～６月13日（日）
※祝休日を除く月曜日及び5月6日（木）
休館
みよし風土記の丘ミュージアム
TEL 0824（66）2881 

内 容

と　き

ところ
問合せ

問合せ

特集展「The 花鳥画」
近代日本画の絵師のうち、江戸時代以来
の伝統的技術や表現方法を固持する旧
派の絵師や、広島ゆかりの絵師たちが描く
花鳥画を一堂に展示します。
4月4日（日）～5月23日（日）
※祝休日を除く月曜日休館（祝休日に開館
する場合、翌平日が休館）
頼山陽史跡資料館
TEL 082（298）5051

内 容

と　き

ところ

問合せ

問合せ

「サポカー補助金」をご利用ください
65歳以上の方が「衝突被害軽減ブレーキ（自動
ブレーキ）」や｢ペダル踏み間違い急発進抑制装
置｣を搭載した車を購入等する際には最大10万
円の｢サポカー補助金｣を受けることができます。
（一社）次世代自動車振興センターのHPでご確認ください。
TEL 03（3527）9618 （9:30～12:00・
13：00～17:00）※土日祝休み

内 容

詳 細
問合せ

あなたの「働きたい」を応援します

「通販でお試し価格の商品を購入したら、
定期購入契約になっていた」「購入した製
品でケガをした」などのトラブルは、消費者
ホットライン☎１８８までご相談を！ 最寄りの
消費生活センターなどにつながり、様々な
ご相談を受け付けています。 

内 容

詳  細

消費者トラブルの相談は、
消費者ホットライン188（いやや）まで！

広島には広島牛、広島和牛元就、比婆牛、神
石牛といった代表的な４つの銘柄があり、県
内の様々な場所でお楽しみいただけます。広
島県のホームページで広島和牛を“買う、食べ
る、贈る”ことができる情報を発信しています。
おいしい地ビーフをぜひ一度ご賞味ください。

内 容

詳  細

広島の「地ビーフ」をお楽しみください

令和3年4-6月のお知らせ ※最新情報は、それぞれの問い合わせ先やホームぺ―ジ等でご確認ください。

広島県警察官 募集中！
県警ホームページでは、試験についての
Q&Aや先輩インタビュー、働く女性職員
や、警察学校等について紹介しています。
皆様からのご応募をお待ちしています！
４月13日（火）17時申込締切

試験日

問合せ

内 容

「グローバル未来塾 ｉｎ ひろしま」
第５期受講生募集

国際平和拠点ひろしま構想の取組として、
国際平和の実現に向けて世界的に活躍
できる人材の育成を後押しします。英語や
国際的課題を学び、将来への一歩を踏み
出しましょう！
４月下旬～５月中旬（予定）
（未来塾の開講期間は７月～２月）
高校生
平和推進プロジェクト・チーム
TEL 082（513）2366

申込受付

対  象
問合せ

広島の老舗佃煮メーカー「ヒロツク」が厳選し
た佃煮詰め合わせセットをプレゼント！　ヒロツ
クの人気商品「わさび昆布」や「ラー油昆布」は
もちろん、「肉みそ昆布」や「わさびのり」等を詰
め合わせたバラエティー豊かな6個セットです。

4月30日（金）消印有効
応募先

応募締切

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
ご明記の上、郵送してください。
県HPからも応募できます。

〒734-0001広島市南区出汐2-3-18 TSSプロダク
ション内 「ひろしま県民だより プレゼント係」

応募要項

広島県ではSNSを利用して、みなさんの暮らしに役立つ情報を発信しています。

※これらの二次元コードはスマートフォンのみ対応しています

広島県 検索

広島県公式LINE 広島県公式Twitter 広島県公式Facebook 広島県公式TikTok広島県ホームページ

LINE ID

＠hiroshima_pref
Twitter ID

＠hiroshima_pref
Facebook ID

＠pref.hiroshima
TikTok ID

＠hiroshima_pref

催  し募　集 ミニ伝言板

他県紙面交換 岡山県からのお知らせ 他県紙面交換 愛媛県からのお知らせ

「ヒロツク」佃煮丸カップ6個セット

問合せ 岡山県マーケティング推進室 TEL086（226）7365 FAX086（225）3449 

「岡山の日本酒をちょっとずつ」
来島海峡サービスエリアに新しく、記念撮影スポットとして来島海峡エリアを目的地
として設定してほしいという願いを込めた「しまなみ海道ロゴオブジェ」（愛称：しまなみ
ピン）が設置されました。ぜひ来島海峡の美しい景色を背景に写真を撮ってください。

問合せ
場 所 来島海峡SA（今治市大浜町3丁目9-68） 

愛媛県観光物産課　TEL 089（912）2492

しまなみ海道に新たなインスタ映えスポット誕生！

次回の「県民だより」は令和3年7月1日（木）発行です。「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、音声版も発行していますので、ご希望の方は広島県総務局ブランド・コミュニケーション戦略チームへご連絡ください。

人口 1,435,651人2,790,804人 ※令和3年（2021年）2月1日現在
出典:広島県人口移動統計調査（前年同月より14,549人減）男 女1,355,153人

〒730-8511広島市中区基町10-52 TEL 082（513）2378/FAX 082（228）4429
Eメール soubrand@pref.hiroshima. lg. jp

広島県総務局ブランド・コミュニケーション戦略チーム

県民だよりに関するお問い合わせは

広島県の取り組みや旬なトピックスを徹底解剖！
プレゼントの応募受付・発送・アンケートの取りまとめは、紙面制作を受託するTSSプロダクションが行います。

P R E S E N T

I N F O R M A T I O N

新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ

☎082（513）2847広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

※新型コロナの感染状況により、内容が変更になる場合があります。

※一般道からも入場可
OKAYAMA SAKAGURA COLORS 検 索詳しくは

他の感染拡大地域への
往来に注意

☎082-513-2567

お住まいの地区 連絡先（土日祝含む24時間対応） お住まいの地区 連絡先（土日祝含む24時間対応）

☎082-241-4566（広島市各保健センター）

（呉市保健所）

（福山市保健所）

（県の各保健所）

☎084-928-1350

☎0823-22-5858

広島市

呉市

福山市

広島市・呉市・福山市以外

積極ガードダイヤル（受診・相談センター）

感染防止対策の継続をお願いします
感染拡大防止のキーワード

ワクチンの相談窓口
（土日祝含む24時間対応）

親しき仲にも
マスクあり

休む勇気・
休ませる配慮

あなたの早期受診が
みんなを守る

飛沫感染予防と
換気で楽しい食事

引き続き、感染拡大防止にみなさまのご協力をお願いいたします。

風邪症状がある方は、身近なかかりつけ医か、積極ガードダイヤルへご相談ください。

ワクチンに関するご相談は、以下の相談窓口にお電話ください。

1 2 3 4 5

風邪症状ですぐ相談

TEL 082（513）5144
TEL 082（228）0110　

５月９日（日）
５月29日（土）、５月30日（日）
７月７日（水）～７月13日（火）
８月４日（水）

人事委員会
警察本部

［1次試験］
［2次試験］
［3次試験］
［合格発表］
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