
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

豊かな地域づくり

挑戦そして実現！

資料２－２



地域の特性や資源を生かした地域の価値を高める様々な活動による地域ブランドの育
成や，情報技術の活用による県民生活の利便性向上を図るための取組を進めています。
平成26年2月に策定した「『ひろしま』ブランドの価値向上に向けた取組方針」に基づき，
地域全体のイメージアップと個々の有益な地域資産の価値向上に取り組んでいきます。

地域資源活用・地域情報化18
ポイント

主主 なな 指指 標標 等等

豊かな地域づくり

課題等

【総観光客数】【魅力度ランキング】 【ブロードバンド世帯普及率】

H２５の総観光客数は，

過去最高を更新

（万人）

地域ブランド調査（ブランド総合研究所）にお
ける「魅力度ランキング」全国順位は，

１９位へ上昇

（位） （％）

●瀬戸内海の道構想の推進

●広島ブランドの価値向上

主主 なな 実実 績績

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

県・市町への申請・届出等の電子化を推進

●情報技術を活用した利便性向上

首都圏でのブランド発信拠点「TAU」開設

売上実績（H25年度）： ５.７億円

来店者数（H25年度） ：６５.３万人

報道件数 ：９９４件 広告換算額 ： 約１２億円

「ひろしま」ブランドの価値向上に向けた取組方針
の策定（H26.2）

４つのコンセプト（ 「自然と都市が融合した暮らし」，「平和への

希望が集う場所」，「内海と山々が織りなす食文化」，「創造性あふれる

次世代産業」）に基づき，「地域全体のイメージアップ」と

「個々の有益な地域資産の価値向上」を推進

●農林水産物の生産販売を支援

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～]

●観光資源のブラッシュアップ

中山間地域の観光振興計画への支援 ： ９市町
地域資源のブラッシュアップに取り組む市町を支援 [H23～]

・ 国においては地域団体商標制度を拡充するなど，地域資源を活用した自立的な地域活性化に向けた環
境整備を図っている。

・ 本県では，本県が魅力ある地域として選ばれ，地域経済を活性化させることなどを目的として，「『ひろしま』ブランドの価
値向上に向けた取組方針」を策定し，地域全体のイメージアップと個々の有益な地域資産の価値向上を推進している。
・ 今後は，取組方針に掲げた４つのコンセプトに基づき，地域資産の魅力を更に高め，広島ブランドとして確立することに
より，本県の産品や地域資産に愛着や誇りを感じる人を増やし，産品の売上拡大や交流人口・定住人口の増加につなげ
ることが必要である。

ブロードバンド世帯普及率は，H21より

１４．２ポイント増加
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都市中心部への機能集約などによるコンパクトで利便性の高いまちづくりを推進します。
また，魅力的な水際線などを活用したにぎわい空間の創出や広島市と連携した広島市
中心部の賑わい創出などにより，人材集積の核となる都市圏の魅力向上を図ります。

【街路改良率】 【乗換検索へのデータ反映状況】 【大型客船（１万ﾄﾝ以上）寄港件数】

（％）

19

主主 なな 指指 標標 等等

ポイント

（回）

H21と比べて，街路改良率は

３．６ポイント増

H24.3と比べて，乗換検索へのデータ反映状況は，

大幅に上昇

H21からの5年間で，大型客船は，

のべ ９５回寄港

豊かな地域づくり

（％）

バス（民間） バス（市町） 航路 バス（民間） バス（市町） 航路

Ｈ24.3 Ｈ26.3

首都圏への一極集中が加速する中，広島県から東京圏等への人口流出の流れを是正するためには，広島都市圏等が
有する中枢拠点機能を高める必要がある。こうした課題認識から，多様な人材を惹きつける魅力的な地域環境の創出に
向けて，広島都市圏に必要な環境要素についての調査・検討を行った。今後，人口減少を迎える中で，広島都市圏が活
力を増していくためには，現在，取り組んでいる大規模市街地再開発などに加えて，広島市を中心とした関係自治体や関
係団体との連携・協力体制を強化し，適切な役割分担や相互補完の下に，さらなる都市機能の充実・強化に取り組んでい
く必要がある。

課題等

都市地域

● 大規模未利用地の利活用の検討

● 広島市との連携による
都市圏の魅力向上策の検討

● 魅力的な水際の活用
● 大規模市街地再開発の進展

主主 なな 実実 績績

広島駅南口Ｂブロック ：既存建築物撤去完了，建築工事着手［H25］
瀬戸内海クルージングポータルサイト
の開設［Ｈ25.4～］

広島駅南口Ｃブロック ：既存建築物撤去一部完了［H25］

広島西飛行場跡地利活用ビジョン（素案）の策定［H25..4］

サッカースタジアム検討協議会の開催［H25～］

広島都市圏の活性化に向けた調査・検討［H25.5］

厳島港宮島口地区港湾整備事業着工［Ｈ25.9］

● 魅力ある建築物の創造

県民参加イベントひろしまたてものがたり
の実施［H25～］

広島型建築プロポーザルの実施［H25～］
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活力ある中山間地域の実現に向け，日常生活を支える医療や交通インフラ等の確保や
基幹産業である農業をはじめとする地域産業の振興まで，幅広い取組を進めています。

人口減少や少子高齢化が進展する中で，様々な課題を抱える地域の対策について，中
山間地域振興条例（Ｈ25.10施行）に基づき，一層，総合的な対策を進めていきます。

【過疎地域医師数】 【中山間地域公的病院数】 【直接支払制度の取扱面積】

（人）

20

主主 なな 指指 標標 等等

ポイント

（10万人対）
（施設） （ｈａ）

H22と比べて，医師数が

８．０ポイント増

H21から５年間にわたり，公的病院数は，

増減なし(10施設)

H21から4年間で，取扱面積は，

１，７０９㌶増

豊かな地域づくり

中山間地域で暮らしている人を支えるための施策の推進により，中山間地域の道路改良率などのインフラ整備は進んだ
ものの，若者を中心とする人口減少に伴い，少子高齢化，農林水産業等の衰退，商店や公共交通など生活を支える機能・
サービスの縮小などが更に若者の減少に拍車をかける悪循環となっている。今後は，現在策定中の中山間地域振興計画
に基づき，若い世代のＵ・Ｉターンの促進や中山間地域を支える人材の育成など地域の担い手の確保に積極的に取り組む
ことなどにより，豊かで持続可能な中山間地域を構築する必要がある。

課題等

中山間地域

● 医療確保対策の徹底

● 地域の生活課題の解決

● 産業の基盤づくり

生活支援配送システムの実証実験［H22］
３市町 ：尾道市，安芸高田市，北広島町

住民自治組織の生活課題解決を支援
４団体 ：安芸高田市，江田島市，神石高原町，北広島町［H24～］

１団体 ：安芸太田町［H25～］

過疎地域の未来創造計画への支援 ： ９市町
産業対策を基本とした総合的な対策に取り組む市町を支援

[H23～]

● 中山間地域振興条例の制定 [H25]

無医地区等への巡回診療

道の駅たかの

主主 なな 実実 績績

中山間地域に関する振興計画の策定や推進体制の整備などの

仕組みを構築

中山間地域リレーシンポジウムの開催
キックオフシンポジウム：三次市 [H25]

奨学金制度等を活用したへき地等勤務医師の養成 ：１２１人
[H22-26]

県北地域の無医地区への巡回医療の実施 ［H24.7～］

中山間地域等直接支払制度の活用

取組面積：２１,７０９㌶ (H21比：+1,709㌶） [H25]

中山間地域の観光振興計画への支援 ： ９市町
地域資源のブラッシュアップに取り組む市町を支援 [H25～]
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ひろしまの平和分野における国際的知名度を活かし，平和の実現に向けた様々な行
動・メッセージを世界に向けてアピールしています。

平成２３年度に「国際平和拠点ひろしま構想」を策定し，広島発の独創的な取組が緒
に就いたところであり，県民の皆様とともに更に取組を進めていきます。

【平和貢献に取り組む人材育成数】 【平和関係国際会議の開催】 【ワールド・ピース・コンサート参加者数】

H22から4年間で，国際会議の開催数は，

９回

H22から４年間で，人材育成数は，

５,０４８人

平和貢献21

主主 なな 指指 標標 等等

ポイント

H22 H23 H24 H25

０回 ３回 ２回 ４回

（人）

ワールド・ピース・コンサート参加者数は，

１９.５万人

区分 人数

コンサート 1.5万人

ピースフィールド等 18.0万人

合計 19.5万人

豊かな地域づくり

平成23年に策定した「国際平和拠点ひろしま構想」に基づき，破壊と復興という広島の二つのシンボル性を活かして，核
兵器廃絶プロセスの進展のための働き掛けや，復興・平和構築に関する人材育成や研究集積を進めているところであり，
今後も継続的に取り組んでいく必要がある。また，広島が国際平和拠点として，世界中から人や知識や資金などの資源を
引き込み，平和の推進のための新たな活動を効果的に生み出す，持続可能なメカニズムを構築する必要がある。

課題等

●平和拠点の実現に向けた対策

ワールド・ピース・コンサート開催

潘基文事務総長への協力要請

主主 なな 実実 績績

●多彩な平和貢献イベントの開催

リレーコンサートを県内全市町(２３市町)で開催［H24］

ワールド・ピース・コンサートに向け，市町連携によるプレイベント

ワールド・ピース・コンサートを開催［H25.7-8］
・クインシー・ジョーンズ，チョン・ミョンフンなど世界的な著名

アーティストが多数参加し，１５，０００人が来場
・世界放映の視聴可能世帯数 5億世帯

国際平和のための世界経済人会議を開催［H25.7］

国連やＷＥＦ（ダボス会議），内外の経済団体等と連携して開催

ピースフィールドを開催 ［H25.7-8］

平和貢献活動に取り組む企業，団体等と連携して開催し，

期間中には１６万人が来場

国際平和拠点ひろしま構想の策定［H23］

トップによる海外ＰＲ
潘基文国連事務総長へ構想への協力要請[H23.11]

ユニタール本部長へ構想への協力要請[H24.10]

トカエフ国連欧州本部長へ構想への協力要請[H24.11]等

国際会議開催・誘致［H23～］

国際平和シンポジウムの開催［H23］

国際平和フォーラムひろしまの開催［H24］

核セキュリティシンポジウムの開催［H25］

ひろしまラウンドテーブルの開催［H25］ 等

平和貢献人材の育成：５,０４８人 [H22-H25]

ユニタール，広島国際協力センターでの人材育成

核廃絶の機運を高める「ひろしまレポート」を公表 ［Ｈ25］

核軍縮等に関する各国の取組を評価した報告書の取りまとめ
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