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１ 施策マネジメントの実施について

○ 施策マネジメントの基本的な考え方

「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策を着実に推進するため，より成果に重点をおいた，いわゆる

「ＰＤＣＡサイクル」をシステム化し，施策マネジメントを実施。

● 点検に基づき，ワークごとの成果目標等を見直し

● 事業内容の改善や組替え等により，ワークごとの成果目標と平成27年度の

事業内容を明確に結びつけ，経営資源を効果的に配分

DoDoDoDo

／／／／

CheckCheckCheckCheck

[事業実施]

● 重点事業の執行状況を四半期毎にモニタリング

[点検・評価]

● 決算時点で指標の達成状況と進捗状況をチェック

● 上半期終了時点で進捗状況をチェック

事 業 実 施

／

点検・評価

● 「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策（取組の方向）を，より

具体的かつ体系的に分割した「ワーク」の単位に整理

Plan Plan Plan Plan 

施策の体系化（ワークの設定）
成果目標の設定 ● ワークごとに可能な限り定量的な成果目標を設定

平成27年度

当初予算

への反映

ActionActionActionAction

／／／／PlanPlanPlanPlan

平平平平 成成成成 27 27 27 27 年年年年 度度度度 事事事事 業業業業 実実実実 施施施施

DoDoDoDo

64施策4分野

ひろしま未来チャレンジビジョン 164ワーク
事業 事業 事業 事業 事業

点検結果を反映…「主要施策の成果に関する説明書」で公表

----１１１１----



（１） ワークの点検，見直しの状況

ワーク別進捗状況の点検

ワーク体系の見直し

成果目標の見直し

「ひろしま未来チャレンジビジョン」に掲げる施策を着実に推進するため，施策マネジメントの一環として，ビ

ジョンに掲げる施策（取組の方向）をより具体的かつ体系的に分割した「ワーク」の単位で，平成２６年度上半期

時点での成果目標の達成に向けた進捗状況を点検することにより，目標達成に向けた下半期の対応方針を

確認するとともに，明らかとなった課題や環境変化を踏まえた平成２７年度の新たな取組の検討に活用。

※ワークとは…

チャレンジビジョンに掲げる各施策の推進に必要な複数の事業を

束ねたもので，ワーク毎に成果目標を設定している

年度中途で進捗状況を点検

「県政運営の基本方針２０１５」や，年度中途での進捗状況の点検結果を踏まえ，新たに取り組むべき課題

についての成果指標・目標を設定するとともに，取組成果を検証できるよう年度ごとの目標を設定。

効果的な施策展開に向けたワーク体系の見直し

取組成果の検証に適した指標への見直し

----２２２２----

進捗状況の点検結果を踏まえ，これまでのワークから新しい取組などを区分してマネジメントすべきものにつ

いては分割，また，一体的にマネジメントすべきものについては統合するなど，施策と事業の因果関係を整理し，

ワークの目指す姿を実現するための目論見（道筋）をより一層明確化することにより，成果志向を高め，効果的

に施策展開していく観点からワーク体系を見直し。 ≪Ｈ26：207ワーク → Ｈ27：164ワーク≫



～ ワーク別進捗状況の点検

○ 平成２６年度上半期終了時点で各ワーク目標の進捗状況を点検

分 野 名 ワーク数 順調 概ね順調

やや

遅れている

遅れている

実績未確定

その他

人づくり ４６ １１ １９ ３ ７ ６

(うちH26重点ワーク) (１３) (３) (７) (１) (０) (２)

新たな経済成長 ５４ １７ ２１ １０ ４ ２

(うちH26重点ワーク) (２１) (８) (６) (３) (３) (１)

安心な暮らしづくり ８０ ３７ ２３ １１ ５ ４

(うちH26重点ワーク) (１２) (７) (２) (２) (０) (１)

豊かな地域づくり ２７ １２ ８ ２ ０ ５

(うちH26重点ワーク) (９) (４) (１) (０) (０) (４)

計 ２０７ ７７ ７１ ２６ １６ １７

(うちH26重点ワーク) (５５) (２２) (１６) (６) (３) (８)

点検区分 内 容

順調 ２６年度目標及び全体目標が達成見込みのもの。

概ね順調 ２５年度目標の未達など遅れの要因があるが，改善策の実施等により２６年度目標及び全体目標が達成見込みのもの。

やや遅れている 現状の取組を改善・強化すれば，全体目標の達成が見込めるもの。

遅れている 目標達成が見込めないもの。

７７.９％

(８０.９％)

２２.１％

(１９.１％)

※同一ワーク内に複数の目標がある場合は，進捗度が最も低い指標で点検区分を整理。ワーク別の点検結果は後記「２ 施策マネジメントにおける見直し一覧」に掲載。
年度中途で進捗状況を点検

----３３３３----



～ ワーク体系の見直し【主なもの】

○ 新設・見直しワーク

----４４４４----

見直し前ワーク

見直し後ワーク（H27ﾜｰｸ番号） ワークを見直す理由― 幼児教育の充実（01⑤） 平成26年度策定中の「ひろしまファミリー夢プラン」において，乳幼児期の教育の充実を推進することに合わせ，県内すべての幼児の教育・保育の質の確保に向け，新たな取組を実施するため
地域・自国の伝統文化の理解，外国語コミュニケーション能力の向上 コンピテンシー育成に向けた先進的な教育環境の整備（03①）グローバル・マインド，実践的なコミュニケーション能力の育成（03②） 平成26年12月策定の「広島版『学びの変革』アクション・プラン」を踏まえ，コンピテンシー育成に向けた先進的な教育環境の整備に向けて，また，グローバル・マインド，実践的なコミュニケーション能力の育成に向けて，それぞれ取組を強化するため女性の継続就業と仕事と家庭の両立支援女性に対する就業支援 女性の活躍促進（09・10①） 女性の働きやすさ日本一への挑戦として，平成26年度策定中の「ひろしまファミリー夢プラン」の施策体系に合わせて取組を一体的・効率的に推進するため子育てに配慮した住宅・住環境の整備すべての子育て家庭への支援 子供と子育てにやさしい生活環境づくり（09・10⑦，42・43⑦） 平成26年度策定中の「ひろしまファミリー夢プラン」において推進することとしている施策体系に合わせ，子育て環境の整備を促進するため県内中小企業等を知る機会の提供等によるマッチング促進大学等の多様な人材の確保魅力ある地域環境の創出 県外からのＵ・Ｉターンの促進（15①） 地域特性を活かした広島らしいライフスタイルの確立や定住サポート体制の強化，県外大学のＵ・Ｉターン就職の促進を通して，東京圏で高まりつつある地方移住の機運を取り込み，定住につなげる仕組みづくりを推進するため



４分野 ６４施策 １6４ワーク

Ｈ２７取組ワークＨ２７取組ワークＨ２７取組ワークＨ２７取組ワーク

対前年度比：▲43ワーク

※主として統合・分割増減によるもの

----５５５５----

見直し前ワーク

見直し後ワーク（H27ﾜｰｸ番号） ワークを見直す理由資金支援多様な創業・事業化・経営革新への取組支援販路拡大の取組支援知的財産の活用支援 創業や新事業展開の促進（19①） 多様な創業や県内企業の新事業展開の促進につながる取組を一体的・効率的に実施するため
ものづくり産業の高度化 航空機関連産業の育成（21③）感性工学の活用促進（21④） ひろしま航空機産業振興協議会による航空機産業のサプライチェーン構築に向けた活動やひろしま感性イノベーション推進協議会によるものづくり企業の感性工学導入に向けた活動を推進するため≪農業≫経営力の強化 県産農産物のシェア拡大（23・24①）担い手等の確保・育成（23・24⑧） 「2020広島県農林水産業チャレンジプラン アクションプログラム」の実現に向けて，アクションプログラムの施策体系に合わせて効果的に取り組むため医療連携体制の強化医療資源の地域偏在の解消等 医療資源の効率的な活用（32・33①） 医療需要が増大する一方で，医療資源の大幅増は見込めないことから，医療機能の連携と適正な資源配分の両面から医療体制を強化するため地域の生活課題解決の促進自主的かつ主体的な地域づくりの推進 地域における≪つながり力≫の強化と活躍人材の育成・ネットワークづくり（59～63-1①） 「中山間地域」の領域全体のワークを再編整理し，「広島県中山間地域振興計画（平成26年12月策定）」の施策体系に合わせて取組を一体的に推進するため



～ 成果目標の見直し【主なもの】

○ 成果目標の新設

関連ワーク（H27ﾜｰｸ番号） 成果指標・目標

達成年次 全体目標 成果目標を新設する理由保育サービスの充実（09・10②，42・43④）放課後児童対策の充実（09・10③，42・43⑤） いつでも安心して子供を預けて働くことができる環境が整っていると思う人の割合 31 70％ 多様な保育サービスや放課後児童クラブなどの利用などにより，いつでも安心して子供を預けられる環境を整えることが必要であることから，その充実度を測るため婚活・結婚対策の充実（09・10④，
42・43①） 女性（25歳～39歳）の有配偶者率 32 63.2% 少子化対策の取組を更に推進するため，合計特殊出生率に直接影響する目標を設定不妊対策の充実（09・10⑤，42・43②） 夫婦で共に不妊検査を受けた人（申請数） 31 1,216組 夫婦で共に不妊検査を受け，不妊治療の早期開始を促すため
広島空港の利用促進（29①） 国内定期路線数・便数国際定期路線数・便数 27 5路線・26便/日4路線・30便/週 広島空港の目指すべき姿は多様なネットワークを生かした国内外との流動拡大であり，「就航先のバリエーションや便数の維持・拡充」が目的であるため医療資源の効率的な活用（32・33①） 地域医療連携情報ネットワーク（HMネット）参加施設数 29 1,800施設 地域医療連携情報ネットワークはすでに全二次保健医療圏域で整備済みとなったため，今後はネットワーク参加施設数の充実を測ることとするため県民の防災意識の醸成（自助）(46①)

災害の種類に応じた避難場所・避難経路の把握 32 41.3% 8.20豪雨災害を踏まえて，「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」を展開しながら，県民の防災意識をより一層醸成するため地域における≪つながり力≫の強化と活躍人材の育成・ネットワークづくり（59～63-1①） 地域活動参加割合 32 10％ 地域づくりの原動力となる多様な主体の自主的・主体的な活動を促進するため，県民の地域活動への参加状況を把握し，実効性の高い取組につながるよう目標を設定
----６６６６----



関連ワーク（H27ﾜｰｸ番号） 成果指標・目標

修 正 前 修 正 後

成果目標を修正する理由達成年次 全体目標

達成年次 全体目標子供と子育てにやさしい生活環境づくり（09・10⑦，42・43⑦） 県営住宅における新婚・子育て世帯の優先入居戸数 26 250戸（累計） 27 300戸（累計） 期限内に目標を達成したため，目標達成年次を更新がんに対する正しい理解と行動変容の促進（36④） 「Ｔｅａｍがん対策ひろしま」登録企業数 29 15社 29 30社 登録企業数が，当初の目標を上回る見込みとなったため
地域の災害対処能力の向上（共助）（46②） 自主防災組織率自主防災組織活性化率 2727 90.0％64.0％ 3232 95.0％87.6％ 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」の展開に併せて，目標達成年次を更新
51②悪質重要犯罪の徹底検挙 重要犯罪検挙率 27 65％以上 27 67％ 近年，目標値を上回る実績が続いているため

○ 成果目標の修正

取組成果の検証に適した指標への見直し

----７７７７----



（２） 事業見直しの状況

※ 公共事業，特別会計に係るものを除く。

○ ワークを構成する事業の見直し状況は次のとおり。

○ また，その他の事業についても，ＰＤＣＡサイクルを活用した事業のマネジメントを行い，必要な事業

の見直しを行った。

◇ ワークを構成する事業の見直し

○ 事業の新設 49事業 3,576百万円

○ 事業内容の見直し

・ 業務改善 109事業 13,922百万円 ～26年度比 ▲351百万円

・ 事業の統合・廃止(18事業） ～26年度比 ▲586百万円

※ 事業内容の見直しのうち，一般財源を減額した事業 73事業 ～26年度比 ▲ 797百万円

○ 継続実施 386事業 89,479百万円 ～26年度比 ＋14,244百万円

○ 終了(35事業) ～26年度比 ▲10,041百万円

◇ その他の事業の見直し

見直しを行った事業数 71事業 ～26年度比 ▲ 842百万円

①+②＝約▲1,639百万円

※資料２の歳出削減額

①

②

----８８８８----



関連ワーク（H27ﾜｰｸ番号） 局 主な事業

Ｈ２７

事業費

新設事業の内容

人づくり
小・中学校における学力向上（01①） 教育 小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト 14,201 「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に基づき，主体的な学びを促進するための指導内容・方法等に係る実践研究を行い，その成果を普及幼児教育の充実（01⑤） 教育(環境・健康) 幼児教育環境充実プロジェクト 17,738 全県的な幼児教育の質の確保に向け，家庭教育への支援や教育・保育施設への支援の在り方，体験活動の充実などについて調査・研究を行い，施策の方向性を具体化コンピテンシー育成に向けた先進的な教育環境の整備（03①） 教育 「学びの変革」牽引プロジェクト 72,040 グローバル化する社会を生き抜くために必要となる「知識を活用し，協働して新たな価値を生み出せるか」を重視した新しい教育モデルを構築し，広島県全体の「学びの変革」を早期に実現するための体制整備を実施経済成長 広島県産和牛の生産拡大・畜産物の販売力強化（23・24②） 農林 広島血統和牛増産チャレンジ事業 20,385 担い手が将来の生活設計を描ける畜産経営の確立に向けた，和牛産地の再構築と市場競争力の強化・地域ブランド牛の取組を拡大するための施設及び牛の整備に対する助成・担い手が独立就農を開始するための施設及び牛の整備に対する助成・酪農経営が乳用後継牛を確保し，和牛生産を開始する取組を支援安心な暮らし
県民の防災意識の醸成（自助）（46①）地域の災害対処能力の向上（共助）（46②）県・市町の災害対処能力の向上（公助）（47①） 危機 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業〔県民の防災意識の醸成〕〔自主防災組織の活性化〕〔市町防災体制総点検〕 72,449 災害に強い広島県を実現するため，県民及び自主防災組織等が，災害から命を守るために適切な行動を取れることを目指し，県民，自主防災組織，事業者，行政等が一体となって県民総ぐるみ運動を展開豊かな地域 地域における≪つながり力≫の強化と活躍人材の育成・ネットワークづくり（59～63-1①） 地域 中山間地域元気づくり推進事業 28,650 幅広く中山間地域の未来をリードし，サポートする人材を育成・確保するため，地域づくりの機運醸成に向けたシンポジウムを県内全域で開催するとともに，フィールド・ワークやノウハウを学ぶ実践的な研修を実施また，中期的展望に立って，多様な人材の蓄積と実践活動をさらに発展させていくため，人材の交流イベントの開催に向けたプランを策定

～ 事業見直しの状況【主なもの】 （単位：千円）○ 事業の新設

----９９９９----



（単位：千円）
関連ワーク（H27ﾜｰｸ番号） 局 主な事業

Ｈ２６

事業費

Ｈ２７

事業費

事業見直しの内容

人づくり

グローバル・マインド，実践的なコミュニケーション能力の育成（03②） 教育 異文化間協働活動推進事業 30,246 56,416 ○平成26年12月に策定した「広島版『学びの変革』アクション・プラン」の着実な実施に向け，グローバル・マインドや実践的なコミュニケーション能力の育成を図るため，「異文化交流体験空間創出事業」を廃止し，新たに「異文化間協働活動推進事業」を実施
女性の活躍促進（09・10①）保育サービスの充実（9・10②，42・43④）放課後児童対策の充実（9・10③，42・43⑤） 健康 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（女性の活躍促進） 3,824,115 809,920

○女性の活躍促進に向けたさらなる機運醸成に向け「働く女性応援隊ひろしま」の枠組みを活用した「働く女性の活躍応援リレーセミナー」を新たに実施○「女性の活躍先進事例普及事業」について，平成26年度に作成した手引書を活用し普及するとともに，効果を検証○男性の育休取得率が低下したため，「男性の育児休業等促進事業」について，新たに事例集を作成するとともに，イクボス養成講座を実施し，県内企業の取組を促進○働きたいと思った時に，いつでも安心して子供を預けることができる環境を整備するため，地域開放型の事業所内保育施設の設置促進や，認可保育所が利用できないために認可保育所以外の保育サービスを利用した場合の負担増に対する支援，放課後児童クラブの開所時間の延長促進等を新たに実施○民間保育所等の整備補助が市町事業に移行することに伴う事業廃止婚活・結婚対策の充実（9・10④，42・43①）不妊対策の充実（9・10⑤，42・43②）みんなで子供と子育てを応援（9・10⑥，42・43⑥）子供と子育てにやさしい生活環境づくり（9・10⑦，42・43⑦） 健康 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（少子化対策・子育て支援） 23,469 82,587 ○若者女性の有配偶者率の低下の問題が生じていることから，地域で結婚支援活動を行う団体の掘り起しなどを実施するとともに，若い世代の結婚に対する意識醸成のための啓発プロモーションを新たに実施○不妊に悩む方のみならず，若い世代から妊娠・出産や不妊に関する知識を普及啓発するリーフレットの作成，出前講座やシンポジウムなどの開催及び不妊に悩む方に対する相談体制の拡充○イクちゃんネットの充実に向け，イクちゃんネットでの子育てスーパーブロガーとの連携や利用者の声を反映できるサイトに改修する取組を実施県外からのＵ・Ｉターンの促進（15①，57⑤） 商工 ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 17,618 16,711 ○就職活動解禁後の情報発信では，県内企業の魅力が学生に伝わりにくいため，大学入学後の早期段階から就学期間を通じて県内企業の魅力や特徴を知り，企業理解を深められるよう，広島で働く魅力の情報発信等を実施

○ 業務改善 ～ 一部新規（再構築・拡充）など

----１０１０１０１０----



（単位：千円）
関連ワーク（H27ﾜｰｸ番号） 局 主な事業

Ｈ２６

事業費

Ｈ２７

事業費

事業見直しの内容

経済成長

創業や新事業展開の促進（19①） 商工 創業・新事業展開等支援事業 147,009 160,083 ○成長を目指す中小企業に対し，日々の業務改善（カイゼン活動）と中長期的な成長（イノベーション，新事業展開等）を併せて指導できる人材を育成し，企業に派遣する取組み（中小企業成長支援人材育成・派遣事業）を新たに実施し，中小企業の新事業展開を後押し産学金官のパートナーシップ構築と多様な交流の促進（19②） 商工 ひろしまオープン・イノベーション推進事業 30,481 52,898 ○本格的なカリキュラム内容のリーダーシップの実践教育の場がないため，イノベーションを担う次世代リーダー育成を目的に，次世代の経営層を対象とした実践教育を行う塾の設置・運営を実施多様な投資の促進（19④） 商工 企業立地促進対策事業 5,639,643 6,227,842 ○中山間地域への企業誘致を促進するため，当地域の企業に対する雇用奨励金を拡充する市町への補助制度の創設等を実施医療関連産業の育成（20①） 商工 医療関連産業クラスター形成事業 238,789 220,495 ○プロジェクト組成から研究開発，上市までのスピードを更にアップするため，企業，医療現場等が参加するワークショップを開催し，プロジェクト組成を促進○ビジネス化の促進に向け，専門的な支援体制を拡充する必要があることから，経済産業省・医工連携事業化推進事業を活用して，トータル・サポートを実施○企業誘致を促進する必要があることから，県外とのパイプ役人材を発掘し，県外企業とのネットワーク構築やコラボレーションを推進環境浄化関連産業の育成（20②） 商工 環境浄化産業クラスター形成事業 73,072 72,279 ○売上高の拡大が見込まれる案件の海外展開を促進するため，海外での実証事業や現地拠点設置への助成等を実施海外ビジネス展開の促進（22①） 商工 海外ビジネス展開支援事業 104,713 90,419 ○県内企業のイノベーションや海外展開を促進するため，シリコンバレーに現地コーディネーターを設置し，現地展開や人材育成の支援等を実施県産農産物のシェア拡大（23・24①） 農林 農業産地拡大発展事業 203,463 65,332 ○キャベツの収穫・出荷作業受委託の取組における，受託者の経営リスクに対する助成を実施「海の道構想」の推進（25④） 商工 海の道プロジェクト推進事業 320,726 118,633 ○「瀬戸内しまのわ２０１４」で生まれた地域の活動をブラッシュアップしながら，自立的に継続させていくための仕組みづくりとして，人材育成を目的とした交流事業等を実施広島空港の利用促進（29①） 土木 広島空港ネットワーク充実事業 24,136 30,552 ○「利用者数」の目標は，新規就航や増便などのネットワークの拡充が見込みよりも遅れたことなどにより，達成できない見込であるため，国内線のネットワークの拡充を強化することとし，地方空港間路線の誘致に向けたチャーター運航の支援を実施。また，国際線については，尾道松江線の全線開通の機会を捉えた利用圏域拡大に取り組むとともに，路線の拡充に向けたチャーター運航の支援等を実施
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関連ワーク（H2７ﾜｰｸ番号） 局 主な事業

Ｈ２６

事業費

Ｈ２７

事業費

事業見直しの内容

安心な暮らし
医療資源の効率的な活用（32・33①）(34・35・37・38①)医師の確保（32・33⑥）看護師等の確保（32・33⑦）地域包括ケア体制の構築（39・41①）認知症施策の推進（39・41②） 健康 地域医療介護総合確保事業 985,346 2,467,489 ○「広島都市圏の医療機能強化事業」において，医療体制のあるべき姿の実現に向けて具体的な検討を行う○医師の地域偏在が問題となっているため，過疎地域に勤務しても研鑽・活躍できる仕組みを整備〇市町の地域包括ケア体制の構築に向けた取組に対し，専門家派遣等による支援を実施〇認知症初期集中支援チームによる早期診断・早期対応と認知症病棟の機能分化による最適な入院医療体制の整備に係る支援がん予防対策の推進（36①）がん検診の推進（36②）がんに対する正しい理解と行動変容の推進（36④） 健康 「がん対策日本一」推進事業 86,109 87,478 ○がん検診個別受診勧奨支援事業について，女性がん（子宮頸・乳）検診の平成26年度の受診動向が，国のがん検診無料クーポン事業縮小の影響などにより低下傾向にあることから，支援対象に追加し受診率向上を強力に推進○Ｔｅａｍがん対策ひろしま推進事業について，登録企業への支援強化や登録数の拡充を図るため，職域出前講座推進事業及びがん患者等就労支援事業と統合し，一体的・効率的に実施

豊かな地域
県外からのＵ・Ｉターンの促進（15①，57⑤） 地域 ひろしまスタイル定住促進事業 26,300 73,283 ○「都市と自然の近接性」という地域特性を活かした広島らしいライフスタイルの確立や，定住サポートの強化を通して，東京圏で高まりつつある地方移住の機運を取り込み，定住につなげる仕組みづくりを推進するため，新たに地域移住に関する調査や人材マッチングセミナー等を実施多様な人材を惹きつける魅力的な地域環境の創出（15③，57⑦） 地域 都市圏魅力創造事業 21,146 103,474 ○魅力的な都市環境の創出のため，広島駅周辺の美しい川づくりや，都心部の活性化に向けた都市計画制度の活用の検討など，広島市と連携した取組を拡充広島のブランド価値の向上（53②） 商工 ひろしまブランド推進事業 56,710 62,966 ○「ひろしま」ブランドの国内外での認知・評価を高め，「ひろしま」が商品選択，観光誘客及び定住促進において「魅力ある地域」として選ばれることを目指し，「地域資産」の価値向上や「情報発信」のほか，日本酒のブランド価値を高める取組や料理人の育成等，食の魅力向上に向けた取組を実施核兵器廃絶に向けたプロセスの推進（64①）平和構築のための人材育成と研究集積（64②）持続可能な平和支援メカニズムの構築（64③） 地域 国際平和拠点ひろしま構想推進事業 52,777 67,193 ○平和構築のための人材育成の取組を更に進めるために，広島の復興プロセス副教材の普及活動促進や有識者ヒアリングを実施○広島からの平和の発信を行うため，広島市とともに，新たに国連軍縮会議及びクリティカル・イッシューズ・フォーラム（高校生による核不拡散・軍縮問題に関するフォーラム）を実施

（単位：千円）



（単位：千円）○ 事業の統合・廃止

関連ワーク（H26ﾜｰｸ番号） 局 主な事業

Ｈ２６

事業費

事業見直しの内容情報提供・相談支援体制の充実（36⑤） 健康 がん患者等就労支援事業 3,250 Ｔｅａｍがん対策ひろしま推進事業について，登録企業への支援強化や登録数の拡充を図るため事業統合し，一体的・効率的に実施するためがん医療提供体制の充実（36③） 健康 がん早期発見体制構築事業 3,142 低線量による肺がんＣＴ検診の適正実施を普及するという目標を達成したため「海の道構想」の推進（55①） 土木 サイクリングロード推進事業 18,000 しまなみ海道に係る施策については，しまなみ海道自転車道利用促進協議会を実施主体とするため教育環境の充実（01⑥） 教育 グローバル教育加速プロジェクト 77,800 「広島版『学びの変革』アクション・プラン」の策定など，一定の成果を挙げたため県立高等学校生徒の学力向上（01②） 教育 高等学校学力向上対策事業 30,001 新たに策定した「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に基づき，高等学校での「課題発見・解決学習」の推進に向けた取組へ重点化するため「基礎・基本」の定着（01①） 教育 学力向上総合対策事業 14,208 新たに策定した「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に基づき，小・中学校での「課題発見・解決学習」の推進に向けた取組へ重点化するため
----１３１３１３１３----


