
平成２６年１０月

広 島 県

「ひろしま未来チャレンジビジョン」の

これまでの主な取組と成果

新たな経済成長

挑戦そして実現！

資料２－１



新しい産業が生まれ育ち，社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的確に対応できる
「イノベーション立県」の実現に向けて取組を進めています。

関連指標は改善傾向にありますが，県内企業の更なる競争力向上のため，県内企業
のイノベーティブな取組を促進する環境整備に向けた取組を一層強化していきます。

● 成長産業の育成支援

● ものづくり技術の高度化

● 海外ビジネスの拡大

●創業・新事業展開の徹底支援

04
ポイント

主主 なな 指指 標標 等等

主主 なな 実実 績績

新たな経済成長

課 題 等

戦略研究(７テーマ)の研究開発と成果移転の実施 [H24.4～]

インド・タルミナドゥ州との経済交流協定の締結［Ｈ22.11］

中国・四川省政府との経済交流協定の締結［H23.8］

アメリカ・ハワイ州政府との経済交流協定の締結［Ｈ24.8］

メキシコ・グアナファト州との経済交流協定の締結［Ｈ25.11］

医療機器生産額（H24）：１１７億円 [対前年＋２２億円]

医療機器関連企業数（H26.7）：３9社 [対前年同期＋６社]

【医療関連】

【環境浄化関連】

環境浄化分野売上高（H25）：１,０９８億円 [対前年＋３４億円]

ひろしま環境ビジネス推進協議会会員（H26.7）：１３６社

凍結含浸技術，炭素繊維複合材料加工技術，ものづくり基盤技術

特殊ＬＥＤ，医療機器，検査ロボット，レモン長期保存技術

立地件数：１０３件 ［H22-H25］

設備投資：２,３５２億円 ［H22-H25］

新規雇用：３,００９人 ［H22-H25］

● 県内への企業立地を推進

H21と比較して，鉱工業生産指数は，

１５.９ﾎﾟｲﾝﾄ増

【鉱工業生産指数】 【1人あたり県民所得】

H21と比較して，一人あたり県民所得は，

１８万円増

【県内企業の海外事業所数】

H21から４年間で，海外事業所数は，

１１４事業所増

（万円） （事業所）

創業・第二創業支援（Ｈ25）：３６２件

技術・経営力評価制度活用による融資（Ｈ25）： ６件

新たな産業・基幹産業

・企業の生産性向上や雇用機会の創出を図るため，イノベーション推進機構の設立や創業支援，医療関連
産業の集積等に取り組んできた。今後，東京への一極集中などにより生産年齢人口の減少が進み，地方

の産業競争力低下が懸念される中，県内企業のイノベーションを促進するための更なる環境整備を進める必要がある。
・企業誘致については，これまで産業団地への製造業等の誘致を中心に取り組んできたが，企業ニーズに即した産業団地
が減少しているほか，製造業では海外現地生産が進んでいることから，製造業以外もターゲットとした新たな企業誘致戦略
が必要である。
・今後，人口減少により国内マーケットが大きく縮小することが確実視されていることから，県内企業の海外での販路開拓
等に対する更なる支援が必要である。
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２０２０年の産出額目標を，農業分野で１,２００億円，水産業分野で２９０億円とするなど，

戦略計画を策定し，経営力の高い担い手等の育成を支援するとともに，レモン，かき等市
場のニーズが高い産品の販売拡大等を通じて，自立可能な農林水産業の実現に向けた
取組を進めています。

H21と比較して，農業産出額は，

１１４億円増

※１０年間で，１,２００億達成

【農業産出額】 【担い手の育成状況】 【かき養殖生産額】

H21と比較し，担い手への農地集積は，

着実に増加

※新規就農者は，増加基調

かき養殖生産額，東京市場のシェアは，

増加基調

（億円）

農林水産業05
7

主主 なな 指指 標標 等等

ポイント

新たな経済成長

（ha） （人） （億円） （％）

課 題 等

● 経営力の高い担い手を育成・支援

持続的発展を牽引する中核的な人材の育成

ひろしま農業経営者学校の開校(H23)，研修修了者：延べ２４６人
［H23～］

売上段階等に応じ，必要なスキル，事業発展資金を助成する仕組み
[Ｈ23～]

● 農水産品の海外への販路拡大

マレーシア物産展［H24.6，H25.3］，香港物産展 ［H24.11］

● 農林水産物の生産販売を支援

新規就農者数：641人，集落法人数：68法人増［H21比］

担い手経営面積：+５,６０６㌶増 [H21：６,１００㌶ ⇒ H25見込：１1,706㌶]

集落法人の設立，新たな人材，企業等の参入を促す研修，設備支援等

地域
貢献型

経営発展
移行型

経営
発展型

ビジネス
拡大型

経営発展の段階

企業経営の壁

組織体制の壁

経営発展ロードマップの概要

地域
貢献型

経営発展
移行型

経営
発展型

ビジネス
拡大型

経営発展の段階

企業経営の壁

組織体制の壁

経営発展ロードマップの概要

きめ細かな
経営支援

マーケティング力の強化による新たな販路開拓等

マッチングや輸送支援による販売力強化[H23～]

実用化に向けた戦略的な研究体制の強化

レモンの周年供給に向けた貯蔵技術の確立《実用化の目処(H27）》

かき販売力強化
ブランド力の高い商品（トップかき）の増産，販売強化 [H22～]

生産改善筏による早期出荷体制の構築 [Ｈ24～]

農業経営者学校研修 海外プロモーション実施（香港）

主主 なな 実実 績績

・ＴＰＰをはじめとしたグローバル化への対応など，農林水産業を取り巻く環境が大きく変化していることから，海外輸出や６次産業化の推
進など，農林水産業の競争力強化に向けて，国の政策が大きく転換している。
・「産業として自立できる農林水産業」の確立に向けて，集落法人など地域の核となる経営力の高い担い手の育成と，米作中心の農業経
営から野菜・かんきつなど収益性の高い園芸作物への転換に向け，ハード・ソフト両面での支援を進めている。
・法人化などにより，将来的な経営発展に向けた土台は整備されつつあるものの，加工・業務用など大規模需要に対応できる生産体制の
構築が図られていないことから，品目別の販売戦略に基づく具体的な目標を整理し，県域での産地化を進める必要がある。
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「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」が確立され，国内外から訪れる多くの人々に感
動と癒しを与えるとともに，県民にとっても世界に誇れる観光地となるよう取組を進めてい
ます。観光客数が過去最高を記録する一方で，本県のホスピタリティに対する観光客の
満足度はそれほど高くなく，引き続き，魅力的な観光地づくりや情報発信に取り組みます。

観 光06

ポイント

主主 なな 指指 標標 等等

新たな経済成長

【総観光客数】 【外国人観光客数】 【観光消費額】

総観光客数は，２年連続で

過去最高を更新

（万人）

外国人観光客数は，２年連続で

過去最高を更新

観光消費額は，２年連続で

過去最高を更新

（万人） （億円）

● 瀬戸内 海の道構想の推進

● 情報発信の強化

主主 なな 実実 績績

課 題 等

● おもてなしの充実

観光地「ひろしまブランド」コンセプト

「瀬戸内ひろしま、宝しま」の策定，ＰＲ［Ｈ23～］

「おしい！広島県」 キャンペーン［Ｈ24.3～H26.7］

第2回観光映像大賞（観光庁長官賞）受賞

メディア露出：３２億円以上（広告換算額）

「瀬戸内 海の道構想」の策定 ［Ｈ23.3］

７県で「瀬戸内ブランド推進連合」を設立 ［Ｈ25.4］

構成県：兵庫，岡山，広島，山口，徳島，香川，愛媛

瀬戸内しまのわ2014の実施

・瀬戸内海国立公園指定80周年を契機とした，瀬戸内の魅力
づくりと発信を強化するための愛媛県との共催による取組
【実施期間：H26.3.21～H26.10.26】

「瀬戸内ブランドサポーター・認定商品」
・瀬戸内ブランドの構築に向け共に取り組む企業など 174者

・瀬戸内をテーマとした商品・サービス等 １７４商品等
※瀬戸内のアイデンティティを体現する商品・サービスを認定

（実績：H26.3.31現在）

観光関連産業従業者等へのおもてなし研修の実施

約３００人を育成［H22-H24］

おもてなし優良事例表彰［H25～］

観光地ひろしま！おもてなしアワード2013：表彰5企業・団体等

瀬戸内サイクリングロード
しまなみ海道サイクリング客数：１７.５万人 (Ｈ２４推計)

・ 観光産業は，雇用の場を創出し，様々な産業への波及効果のある裾野の広い総合産業であり，今後は

ニーズの変化に対応したサービスの多様化の進展等が見込まれているほか，東京オリンピックの開催や
円安の進展により外国人観光客の増加が期待されている。
・ 本県においては，「おしい！広島県」キャンペーンの実施やデスティネーションキャンペーン等により，県内の観光客数
が２年連続で過去最高を更新している。
・ このような観光客増加の動きを一過性のものとせず，交流人口の更なる拡大を図るためには，ニーズの変化に即して地

域の魅力を高め，効果的なプロモーションを実施し，国内外から認知される「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」として
確立することが必要である。
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経営能力や高度な技術・技能を備えた多彩な産業人材の育成・集積や，働く意欲のあ
る人の県内での活躍に向けて，取組を進めています。

雇用情勢については改善しているものの，必要な支援を引き続き実施するほか，企業
のイノベーションに資する人材の確保に向けた取組を進めていきます。

産業人材・就労07
ポイント

主主 なな 指指 標標 等等

新たな経済成長

【有効求人倍率】 【完全失業率（モデル推計値）】 【県内理工系大学等卒業者県内就職率】

Ｈ26.6現在，有効求人倍率は，

１．２倍超

（％）

H21から４年間で，理工系大学等卒業
者の県内就職率が

９.１ﾎﾟｲﾝﾄ増

完全失業率は，H21より

０．９ﾎﾟｲﾝﾄ低下

● 高度な技術人材・経営人材の育成・活用

主主 なな 実実 績績

社員を大学院等へ派遣する企業向け補助金創設［H23］

利用件数：５６件 ［ H23-H25 ］

大学院等へ進学する個人向け貸付制度の創設［H24］

利用件数：２０人［ H24-H25 ］

中小企業が即戦力となるグローバル人材を確保

するため，人材紹介会社を活用した人材確保策の創設[H24]

利用件数：19件 [H24-25]

県内企業の海外人材確保に向けた留学生に対する
奨学金支給・日本型ものづくり講座実施

(10万円/月，枠：5人)

緊急雇用対策基金を活用した雇用機会の創出

新規雇用者数：１4,792人 ［H22-H25］

● 技能人材の育成

● 働くことを希望する人の就労支援

技術短期大学校修了者：101人 [H22-H25]

高等技術専門校修了者：1,541人 [H22-H25]

ひろしまジョブプラザでの就業相談，就業支援

就職者数：992人 ［H22-H25］

「しごとプラザ マザーズひろしま」の開設 [H24.3]

「イクメン企業同盟」の結成 [H26.3]

「働く女性応援隊ひろしま」の結成 [H26.4]

県内理工系大学生等を対象にものづくりインターンシップ等の実施

講座受講者：２,５８３人，ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加者：３４０人［H21-H25]

・ 東京への一極集中などにより生産年齢人口の減少が進み，地方の産業競争力が低下することが懸念さ
れている。

・ 企業の生産性向上等を図るため，イノベーションを生み出す高度で多彩な人材の集積に向けて，企業が従業員を大学
院等へ派遣する際の助成制度創設や，優秀な理工系留学生の育成・確保を行ってきた。
・ 今後も企業の海外展開の活発化により，グローバル市場で活躍できる人材に対するニーズが高まることが見込まれて
おり，より一層，グローバル人材や海外人材をはじめとした高度で多彩な人材の育成・確保に取り組むとともに，多様な
働き方に対応した環境整備に取組むことが必要である。

課 題 等
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リーマンショック以降，世界的に景気の低迷が見られる中で，広島空港や，広島港，福
山港のグローバルゲートウェイ機能の強化に取り組むとともに，産業活動や，県内外の
連携，地域間交流を支える基盤整備を進めてきました。

引き続き，グローバル化に対応した広域的なネットワークの強化などに取り組みます。

H21以降，広島空港国際旅客数は，

約８千人増

【広島空港国際旅客数】 【広島港貨物コンテナ取扱量】 【井桁状の高速道路ネットワーク】

高速道路ネットワーク
部分供用（Ｈ２６年度完成予定）

H21以降，広島港貨物コンテナ取扱量は，

約５２千TEU増

08

主主 なな 指指 標標 等等

ポイント

（千人） （千TEU）

新たな経済成長

交流・連携基盤

● 福山港の物流拠点機能の強化

● 広島空港の航空路線の拡充

広島～台北線の増便 H22：週６便 ⇒ H25：週７便

● 広島港の物流拠点機能の強化

主主 なな 実実 績績

● 広域道路ネットワークの拡充

課 題 等

国際コンテナターミナルガントリークレーン１基が供用開始 ［H23.4］

国際コンテナターミナル背後地新国際ＣＦＳが供用開始 ［H25.3］

広島空港利用者
6000万人達成［H25.10］

国際コンテナターミナル第２バースが供用開始 ［H23.4］

国際フィーダー航路の開設 ［H25.5］

～ 福山港と神戸港を結ぶフィーダー航路が開設され，福山
港からアジア，北米，欧州，豪州への一貫した国際コンテ
ナ貨物輸送サービスが開始された。

福山港初となる台湾・東南アジア航路の開設 [H26.3］

中国横断自動車道尾道松江線の部分供用

尾道ＪＣＴ～世羅ＩＣ ［H22.11］
三次東ＪＣＴ・ＩＣ～吉田掛合ＩＣ ［H25.3］
吉舎ＩＣ～三次東ＪＣＴ・ＩＣ ［H26.3］

東広島・呉自動車道の部分供用

黒瀬ＩＣ～阿賀ＩＣ ［H24.4］

広島高速３号線の全線開通 ［H26.3］

・新幹線の利便性向上や岩国錦帯橋空港の開港により，広島～東京間の競争が激化していることに加え，アクセス面では，高速道路

の渋滞により定時性が損なわれる場合があり，アクセス改善など利便性の向上に取り組む必要がある。

・港湾物流においては，県内貨物が他港に流れており，新規航路開設や増便の判断要素となる安定的な貨物量を確保できていない

ことが，航路誘致が進まない要因の１つとなっていることから，県外港利用から，新たに県内港利用へ転換する荷主への助成制度を

活用するなど，県内貨物の集荷促進に向けた取組を積極的に進め，国際コンテナ定期航路の拡充に結び付けていく必要がある。

・また，新たな社会情勢の変化としては，平成２６年度に予定している尾道松江線の全線開通などにより，本県の高速道路ネットワー

クの整備が完成する予定であり，山陰地方から四国地方までを結ぶ強みを最大限発揮し，更なる経済成長を創出するためには，広

域交通ネットワークの構築など，産業活動や地域間交流等を支える基盤整備を図る必要がある。
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