
マニフェスト・レビュー

「五つの挑戦」の検証について

戦略テーマ

広 島 県

平成２２年１１月

□ 人づくり

□ 経済成長

□ 暮らしづくり

□ 地域づくりと地域主権

□ 行政刷新

挑戦そして実現！



私が，昨年知事に就任して１年が経過しました。

今回の検証は，マニフェスト実現に向けた取組が

どこまで進捗しているか，その取組を「段階区分」と

いう形で，職員とともに自己評価したものです。

マニフェストでは，県民の皆さんや議会，県職員が

一丸となったチームワークによって，広島県の力を

最大限に引き出し，人づくりや経済，暮らしなど，

あらゆる分野で様々な挑戦を行い，前向きに動く，

新しい広島県を創り上げていくことを目指しています。

この一年，１２４項目にわたる政策について，私は

職員と徹底的に議論を積み重ね，走りながら考える

ことを前提に，まず「できることはすぐに」という姿勢

で取組を進めてまいりました。

広島県知事 湯崎 英彦

平成２２（２０１０）年１１月

社会経済環境が複雑化し，変化のスピードが加速

していく中で，多様化する行政需要に応えるため

には，より効果の高い政策を短期的なスパンで迅速

かつ戦略的に実施することが不可欠です。

そのためには，こうして一定のサイクルによって

取組状況を評価・検証し，課題を整理しつつ，次の

ステップにつないでいくことが重要であり，今後とも，

私自身が率先して，力強いリーダーシップを発揮し，

マニフェストを着実に推進してまいりたいと思います。

挑戦そして実現！
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主な取組（事業）
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第第第第３３３３段階段階段階段階第第第第２２２２段階段階段階段階第第第第１１１１段階段階段階段階未着手未着手未着手未着手
行政刷新 地域づくり 暮らしづくり 経済成長 人づくり

（継続実施）（新規・拡充準備）（新規・拡充実施）

�「中期財政健全化計画（骨子案）」（２２年１０月）
�「行政経営刷新計画（骨子案）」（２２年１０月）

�高精度放射線治療センター（仮称）設置準備
�広島版「産業革新機構」 （仮称）設立準備

�幹部職員（局長）目標管理の導入（２２年１０月～）
�ミッション・ステートメントの策定（２２年３月策定）
�事業仕分けの実施（２１年１２月及び２２年９月実施）
�「湯﨑英彦の宝さがし」開催（２１年１２月～，１８市町実施，１８７名参加・約１，１００人傍聴）
�「県・市町懇談会」開催（２２年４月～，１５市町実施）
�「広島県経営戦略会議」の設置（２１年１２月２日設置）
�「広島県経済財政会議」の設置（２２年１月１５日設置）
�職員プロポーザルの導入（２２年６月～）
�首都圏メディア向けニュースレターの発行（２２年６月～）

４７（37．9％）
２１（16．9％）

４０（32．3％）

１６（12．9％）
�「瀬戸内海の道構想」実証事業行政刷新 地域づくり 暮らしづくり行政刷新 地域づくり 暮らしづくり 経済成長 人づくり地域づくり 人づくり行政刷新 経済成長

経済成長

挑戦そして実現！
１ マニフェスト推進状況総括○ 全１２４項目のうち新たな取組は，第３段階「新規・拡充実施」の４０項目（32．3％）と第２段階「新規・拡充準備」の２１項目（16．9％）を合わせると，全体の約５割に達しており，具体化に向けた取組は概ね順調にスタートしたところ。○ 今後は，約１割の未着手項目について，具体的な方向付けなどの整理が必要。

４０（32.3%）２１（16.9%）４７（37.9%）１６（12.9%）１２４全 体

１１（61.1%）３（16.7%）３（16.7%）１（5.5%）１８行政刷新

５（16.1%）７（20.0%）６（25.0%）０（－）
第２段階（新規・拡充準備）

４（25.0%）８（50.0%）４（25.0%）１６
人づくり

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手
６（19.4%）１１（35.5%）９（29.0%）３１地域づくり

１１（31.4%）１７（48.6%）０（－）３５暮らしづくり

８（33.3%）８（33.3%）２（8.4%）２４経済成長

取組状況項目数区 分

－１－

�未着手 未着手で新たな取組を必要とするもの
�第１段階 既存の事業等を継続実施しているもの
�第２段階 新規または拡充の準備段階にあるもの（試行実施を含む）
�第３段階 新規または拡充後の事業実施段階にあるもの（一部実施を含む）
（参考）取組状況の段階区分

６１項目（49.2％）
－１－
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（新規・拡充実施）第３段階第１段階（継続実施）
第１段階（継続実施）

（新規・拡充実施）第３段階
�広島県の強みを生かしたクラスター形成
�コンパクトシティ化の促進
�都市部における品質の良い住宅提供促進
�平和・国際貢献の首都を目指した国内外のＮＰＯ・ＮＧＯ招致経済地域地域地域

�企業，医療，農業経営人材の育成（大学専攻の創設など）
�交通アクセス円滑化など岩国～福山間の経済交流等の推進
�耕作放棄地の有効活用促進
�中心市と周辺地域の機能連携・集約促進
�遊休施設等の利活用による“たまり場”づくり
�企業のＣＳＲ活動と地域活動のコーディネート支援
�１０万人ピース・コンサートの開催
�「平和の賢者３０人広島会議」の創設と平和施策の実施

人経済地域地域地域地域地域地域

�社会人教育の機会拡大のための助成の促進
�社会起業家への信頼付与（広島ＮＰＯ大賞など）
�スポーツ資源を活用したビジネス強化（カープなど）
�地域活動関係者等による市民活動会議の設置

（新規・拡充実施）第３段階（新規・拡充準備）第２段階（新規・拡充準備）第２段階
未着手

未着手

人人人行政短 期
中 期
長 期

《未着手》

《未着手》
《未着手》

�未着手 未着手で新たな取組を必要とするもの
�第１段階 既存の事業等を継続実施しているもの
�第２段階 新規または拡充の準備段階にあるもの（試行実施を含む）
�第３段階 新規または拡充後の事業実施段階にあるもの（一部実施を含む）

４０（32.3%）２１（16.9%）４７（37.9%）１６（12.9%）１２４全 体

１（20.0%）１４（21.9%）６（10.9%）第２段階（新規・拡充準備）
２２（40.0%）２３（41.8%）４（7.3%）５５短 期

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手
０（－）０（－）４（80.0%）５

長 期

１８（28.1%）２４（37.5%）８（12.5%）６４中 期

取組状況項目数区 分

（参考）取組状況の段階区分

～ マニフェストの目標期間別 取組状況

マニフェストに掲げられた期間の目標□ 短 期 平成２３年度に取組□ 中 期 任期４年間を視野に入れて取組に着手□ 長 期 任期中に実現への道筋

－２－
－２－



－３－

《平成２２年度》

経営戦略審議官

経営戦略課 ７名

兼務

行政管理課長

財政課長

政策企画課長

《構成員》

専任４名（担当課長，専任スタッフ）
兼務４名（財務部長，行政管理課長，財政課長，政策企画課長）

《主な事務》

□ 経営戦略会議及び経済財政会議の運営

□ 重要事項，懸案事項等の総合調整

経営戦略推進ＰＴ

平成２１年１２月１日

～平成２２年３月３１日

《構成員》

専任３名（担当課長，専任スタッフ）

《主な事務》

□ 広島版「産業革新機構」（仮称）の設立準備検討

産業革新ＰＴ 平成２２年１月５日～

新設
《構成員》

専任６名（担当課長，専任スタッフ）

兼務３名（政策企画課長，観光課長，港湾企画整備課長）

《主な事務》

□ 「海の道構想」の策定及び事業化推進

平成２２年１月２６日～
海の道ＰＴ

挑戦そして実現！

主な取組（組織）



－４－

《構成員》

専任２名（人づくり政策監，専任スタッフ）

《主な事務》

□ 人づくり施策の取り組み方向の検討

□ 施策の重点化，新たな施策の企画立案等

人づくり推進チーム
平成２２年４月１日～

《構成員》

専任３名（担当課長，専任スタッフ）

兼務３名（医療政策課長，県立病院課長，都市政策課長）

《主な事務》

□ がん対策「日本一」に向けた施策の企画立案

□ 高精度放射線治療センター（仮称）の整備

がん対策ＰＴ

平成２２年４月１日～

《構成員》

専任２名（専任スタッフ）

兼務５名（商工総務課長，国際課長，観光課長，企業立地課長，空港振興課長）
《主な事務》

□ 中国経済交流プログラムの策定（市場等調査・分析），現地調査

平成２２年１２月設置予定中国経済交流ＰＴ



第１段階（継続実施）
４項目未着手 第３段階 （新規・拡充実施）《主な事業》□ 瀬戸内絵画教室の開催□ 「山・海・島」宿泊型体験活動の実施□ ものづくり高校生マイスター育成事業

（１） 人づくり

８項目

００第２段階（新規・拡充準備） ０１３４短 期 第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 ４７１１２中 期
取組状況項目数区 分

【１６項目】

４項目
０項目第２段階 （新規・拡充準備）

－５－

２ 戦略別取組状況

人づくり

《今後の課題》教 育

社会参画○ 行政の各分野で，ＮＰＯ等の活動を注視し，パートナーになり得るＮＰＯとの協働を積極的に推進○ ＮＰＯの育成については，研修機会を提供するなどの支援を実施

【１６項目】

０（－）第２段階（新規・拡充準備）
４（25.0%）８（50.0%）４（25.0%）１６

人づくり

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 取組状況項目数区 分
挑戦そして実現！

○ 「トップをねらえる生徒の育成」を目標に取組を強化するとともに，私学を含めた県全体の教育水準の底上げ（ボトムアップ）についても検討が必要○ 今後は，現状の原因分析を徹底して行った上で，従来とは異なる方法で新たな取組内容を整理○ グローバル人材の育成という観点から，世界レベルでの活躍を視野に入れた子ども達を創るというコンセプトが必要。また，県を挙げた留学生受入支援等の取組を通じて，異文化理解の土壌を築きつつ，子ども達に語学だけでなく異文化を実体験させることも必要○ トップクラス（技術）の人材育成については，県の産業構造とマッチする分野に重点化更に，あらゆる人材が大学や企業等を行き来するよう産学官連携を強化

－５－



－６－

�「広島県人権教育・啓発指針」（１４年５月策定）に基づく施策の実施計画策定，県民参加型の啓発活動を実施（ヒューマン・フェスタ：２２年１２月）�事業所内への保育所整備を支援するとともに，安心こども基金を活用した「いきいきパパの育休奨励金」により，男性の育休取得を支援
�今後は，新たな「男女共同参画基本計画」（２３年１月策定予定）を踏まえた上で，広範な取組に対する総合調整機能の強化が必要�プロスポーツ資源を本県固有の強みとして，ビジネスに活かすための新たな取組が必要�広島交響楽団への音楽活動の支援や「ひろしま夏の芸術祭」，「けんみん文化祭」の開催により，文化・芸術の鑑賞機会や参加機会を積極的に創出
�また，県立美術館や県立歴史博物館等の運営を通じて，美術作品などの鑑賞機会を提供�ひろしまジョブプラザにおいて，高齢者の活動支援のための情報提供や各種相談業務を実施するとともに，プラチナ世代支援協議会（２１年４月）を通じて，民間企業等と連携したセカンドキャリア推進のための普及啓発イベント等を開催
�また，高齢者健康福祉大学校において，地域活動等指導者の養成研修を実施（２２年度受講者：１００名）�ＮＰＯの育成・協働に係る実態調査の結果等を踏まえ，新たな表彰制度等の創設を検討�ＮＰＯにおけるマネジメント人材の採用を支援（３団体）
�ＮＰＯセンターを通じて財務，労務等経営スキルに係る研修会を実施（５～１月まで月１回開催）�ＮＰＯ育成・協働に係る実態調査を実施（２２年度協働件数：４０件）�成長産業分野への事業展開に意欲的な中小企業が，国内外の研修機関等における研修に人材を派遣する場合の支援を検討�県産業科学技術研究所を拠点に「バイオ・健康・ライフ」，「材料・エコシステム」，「情報・知能」の分野で８つの共同研究を実施（プロジェクトリーダー：広島大学教授等）
�県立広島大学において，民間共同研究等４８件を実施�経営感覚や実践ｽｷﾙに精通した経営人材の育成に重点化した取組が必要�学校部活動の充実･強化のため，外部指導者を派遣（高校:７０校・１１４人，中学校：７２校・８７名)
�今後は，更なる競技力向上に向けて，早期発掘と能力強化のための取組を再構築した上で対策の強化を図ることが必要�広域スポーツセンターを拠点に，市町における総合型地域スポーツクラブの設立等を支援（２２年１１月現在：１９市町／２３市町）�指定校制による学力向上対策， 「広島県科学セミナー」の開催（６月～）とともに，キャリア教育の一環として「ものづくり高校生マイスター」育成のための対策セミナー（５月～）等を実施�小学生等を対象に，瀬戸内海を題材にした絵画教室（８月，１０月）や小学生の宿泊体験活動（６～１０月）を実施�学力・体力の定着状況を把握する調査を県独自で実施するとともに，教員研修等を通じ，課題に応じた教科指導対策を実施中
�今後とも，特に中学校での知識活用力の相対的な低下等に対する重点的な対策が必要検証の要点

人権啓発・教育の推進男女がともに活動しやすい環境づくりスポーツ資源を活用したビジネス強化（カープ，サンフレなど）文化・芸術鑑賞機会の充実（広島交響楽団への支援など）高齢者等の社会貢献活動の促進社会起業家への信頼付与（広島ＮＰＯ大賞など）ＮＰＯなどの経営力・体力形成支援ＮＰＯ育成（医療・介護・子育て・治安・環境・国際交流など）社会人教育の機会拡大のための助成の促進大学人材の企業出向による技術支援ビジネスの展開企業，医療，農業経営人材の育成（大学専攻創設など）競技スポーツの振興子どもの体力づくりとスポーツ人口の増加県立高等学校の学力向上やキャリア教育豊かな心の成長を援ける機会の創出（体験学習など）子どもの基礎学力・体力向上

○１６ ●１５ －１４
○１２ －１１ ○１０

●２

－８ ○７ －６ ○５ ○４ ●３ ●１教育

○１３環境基盤

○９社会参画

対応マニフェスト項目領域 －：未着手，○：第１段階，●：第３段階※ 網掛けは《短期》項目

（４）
（４）

（８）
短中短
短短

中中中
中中中
中

中
中
中中



８項目
（２） 新たな経済成長

８項目

０４２
第２段階（新規・拡充準備） ５３０１０短 期 第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 ００１１長 期 ３５１１３中 期 取組状況項目数区 分

【２４項目】

２項目第１段階（継続実施）
６項目８項目８項目未着手

第２段階 （新規・拡充準備）
第３段階 （新規・拡充実施）

《主な事業》□ 広島版「産業革新機構」 （仮称）の設立準備□ 「ひろしまＬＥＤ応用技術研究会」の設立□ アンテナショップの新規展開計画中

《主な事業》□ 国際定期路線の充実に向けた海外トップセールスの展開□ 農産物海外販路拡大事業（商談会・テスト輸出等）□ しまなみサイクルトレイン運行□ 観光インフラ整備（尾道糸崎港賑わい空間創出）

－７－

２ 戦略別取組状況

新たな経済成長

○ 幅広い企業（中小企業等）をどう応援していくかが課題。その場合，技術力の目利きなども視野に入れること○ 広島県の強みを生かしたクラスター形成を進めていく場合，ターゲティングが最も重要。県の強みを核に，今後，成長する分野は何か，ターゲティング施策の議論を更に深めること （製造業，観光，医療など）

【２４項目】

《今後の課題》産 業

アクセス○ 福山～岩国など，都市間の往来を活発化させることにより，市場の一体化と経済の活発化を図る方向で新たな仕組みを検討

農 業

６（25.0%）第２段階（新規・拡充準備）
８（33.3%）８（33.3%）２（8.4%）２４

経済成長

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 取組状況項目数区 分
挑戦そして実現！

○ 産業として自立する農業を実現するために，マーケットと出荷の可能性を整理・分析した上で，需要が見込まれるものは，しっかりと生産を伸ばしていくことが重要○ また，中国や台湾などで何が求められ，それに応えられるどういう品目があり，どの程度の価格設定であればＯＫか，県内生産できるのかなど，輸出力強化を前提とした具体的な検討を進め，県としてリードしていくことが必要○ 農外企業の参入促進に向けて，土地や販路，技術などの課題を支援。併せて，耕作放棄地を整理しながら，一定の農地集積を進めていくこと
－７－



�市場の一体化による経済活性化を視野に，一定のインセンティブを効かせた新たな仕組みを検討�集落法人の設立促進費の交付や集落法人連絡協議会の活動支援等により，設立加速化を推進（２２年１０月：設立数１８８法人）�農用地利用改善団体の設立支援により農外企業の参入も前提とした農地集積を促進（２２年度設立目標：２０団体）
�農業外企業の農業参入にかかる施設・設備整備費を助成（１８～２１年度：１１社，２２年度：３社準備中）�ものづくり産業を担う人材の育成に向けて，工業高校等の生徒を対象に技能実演・指導を行うセミナー等を実施（５月～）するとともに，企業等と連携し， 「ひろしまマイスター」をはじめとする高度熟練技能者を活用した技能の継承を推進（高校生への技能実演・指導等）�ひろしまジョブプラザ（U・Iターン無料職業紹介コーナー）や東京，大阪に設置している無料職業紹介所の運営などにより，若者等のＵ・Ｉターンを支援�尾道糸崎港賑わい空間の創出にあたり，若手建築家にアドバイザーとして協力を依頼�テレビドラマ（てっぱん，龍馬伝など）の舞台としての話題性を活かし，しまなみ海道のサイクリング向けに，サイクルトレインの期間限定運行を実施（２２年９～１０月）するとともに，ＪＲ西日本との連携により，アニメ（名探偵コナン）と連動した首都圏，関西圏へのプロモーション活動を展開
�今後は，２４年の大河ドラマ「平清盛」や韓国ドラマ「ｓｉｇｎ」等を積極的に活用し，国内外からの新たな誘客促進につなげる取組が必要�地元旅行業者から企画提案を公募し，地域資源を活用した着地型・滞在型観光メニュー開発を支援（モニターツアー実施予定）�「瀬戸内 海の道構想」実証事業等の展開を通じて，２つの世界遺産や瀬戸内海など，世界トップレベルの観光資源を前面に出した観光メニューを内外に積極的にアピールしつつ，観光資源の付加価値を更に向上させるための新たな取組検討が必要�観光振興の観点から，瀬戸内海を軸とした岡山県との広域周遊観光の協力・連携を合意（２２年８月）
�中国地域観光推進協議会内にインバウンド事業推進委員会を設置（２２年６月）�地域ブランドの向上や広島ファンの増加を図るため，広島ブランドショップの設置に向け検討中�香港，シンガポール等での農産物の商談会の実施やテスト輸出の実施，バイヤーの招聘等を実施（計画：４事業者，８品目）�先導的な輸出品目（なし）の販売ルートの拡大や輸出に取り組む生産団体の育成，新たな輸出品目の確保，輸出先の需要調査等，アジアを一つの市場として捉えた上で市場を分析し，売れる品目の量産体制の確保に積極的な取組が必要�観光地広島の魅力を紹介する首都圏へのトップセールス（22年7月）や中国（上海市旅游局）へのトップセールス（22年7月）を実施
�台湾航空会社等とのしまなみサイクリング等の実施（２２年９月）�国際定期路線の充実に向けた海外トップセールスの実施（台北便：週５便→週６便，上海便のナイトステイ化の実現）
�国内定期路線の充実（成田便：１日１便→２便，羽田便：１日１４便→１５便）�（公財）ひろしま産業振興機構においてＳＢＩＲ特定助成金などの周知，管理法人としての支援を実施�22年8月に産学官で設立した「ひろしまＬＥＤ応用技術研究会」 （84団体・企業）や産業科学技術研究所における低炭素化に向けた研究開発，産業廃棄物埋立税を活用したリサイクル技術の研究開発支援（実績：２１社）等と併せ，今後は中小企業の技術力の発掘も含めたターゲティングのあり方の整理・分析が必要�産業支援サービスの拠点施設「ビジネスベースひろしま」の運営支援を踏まえ，ＩＴサービス，Ｗｅｂシステム，ソフトウェア開発などの都市型サービス産業の集積に向けた新たな取組を進めるとともに，環境，医療・福祉分野についても新規事業の構築が必要�中小企業・ベンチャー総合支援センターに，品質管理，ＩＳＯに関する専門アドバイザーを配置（無料相談，セミナーによる支援を実施）�電気・精密等の８製造業等に対する設備助成制度やひろしまＲＴイノベーションフォーラムを通じたセミナー等の普及啓発を実施�炭素繊維複合材料の自動車部品等への実用化に向けた研究開発等を推進しているが，今後は，クラスター形成に向けて，バリューチェーンや素材など幅広い観点から分析した上で，可能性が高いものへのターゲティングが必要�ひろしま技術移転センターの運営支援，知的財産の創造・保護・活用支援などにより，技術の発掘から移転までの一貫した支援を実施�中小企業・ベンチャー総合支援センターによる支援や中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新支援，県内外で開催される見本市への出展支援，預託融資制度による資金調達支援など起業化から市場化までの総合的な支援を実施�２３年度早期の設立を目指し，県内企業のニーズ調査やファンド運営会社の設立に向けた準備を進めているところ
�ファンド組成の規模及び資金調達の財源確保等について整理中検証の要点

●熟練人材からの技術承継の推進２１ ○県内産業に従事する若者等へのＵＩターン支援２０
○農業法人の推進２３
●コンテンツビジネスとの連携強化（アニメ・ドラマ・小説など）１８
◎県境を越えた広域交流・連携強化１５ ◎世界遺産をテコとした観光メニューの付加価値向上１６ ●着地型・滞在型ツアー等の開発支援１７
●アジアにおける商談会開催による販売力強化１３ ◎東京事務所・アンテナショップ等の営業力強化１４
●新人アーティストなどによる交流・集客施設のリデザイン１９
●広島ブランドのトップセールスによる付加価値向上１１マーケティング戦略 ◎全国ＮＯ．１商品などのアジア向けブランド化など輸出力強化１２

交通アクセス円滑化など岩国～福山間の経済交流等の推進大規模農業経営，異業種からの農業参入の促進

広島空港定期便増発に向けたプロモーション強化中小企業技術革新制度の推進による新商品開発支援の充実環境関連技術の掘り起こしによるエコビジネスの振興環境，医療・福祉ビジネス，都市型サービス業等の集積促進中小企業の経営改革支援（ＩＳＯなど）先端産業への進出支援（ロボット，先端部材加工など）広島県の強みを生かしたクラスター形成（炭素繊維，ＦＰＤなど）知的財産戦略の強化中小企業の販路開拓，事業提携，資金調達先獲得等の支援「広島版産業革新機構」の設立

－２４ ●２２

○９ ◎８
○２
○６ ○５ －４ ○３ ◎１イノベーション強化
●１０

基盤整備

○７支援成長産業

対応マニフェスト項目領域 ※ 網掛けは《短期》項目

（３）（６）

（１０）
（５）

－：未着手，○：第１段階，◎：第２段階，●：第３段階

短
長

中
短
短短

短
短
短

短短短

中中
中中中
中
中中
中中中
中

－８－



８項目
（３） 安心な暮らしづくり

８項目

１６０
第２段階（新規・拡充準備） ４９０１３短 期 第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手

０００１長 期 ７８０２１中 期
取組状況項目数区 分

【３５項目】

未着手 ０項目第１段階（継続実施）
７項目１１項目

１７項目
第２段階 （新規・拡充準備）

第３段階 （新規・拡充実施）《主な事業》□ 周産期母子医療センター整備・運営支援□ 福祉・介護従業者激励事業□ 認知症医療・介護連携強化□ 介護福祉士等の養成（資格取得，研修支援等）□ 仕事と子育て応援事業《主な事業》□ 高精度放射線治療センター設置準備□ 「地域医療推進機構（仮称） 」設立準備□ 女性医師の短時間勤務のモデル実施，復職支援相談窓口の設置

－９－

２ 戦略別取組状況

安心な暮らしづくり
【３５項目】

《今後の課題》医 療

環境・エネルギー
両立支援

７（20.0%）第２段階（新規・拡充準備）
１１（31.4%）１７（48.6%）０（－）３５

暮らしづくり

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 取組状況項目数区 分
挑戦そして実現！

○ 医師の偏在（地域，診療科）や勤務医対策を含めた地域医療の充実に向けて，現行の医療制度の仕組みや課題を整理し，戦略的な対応を検討すること○ その上で，制度的に制約がある場合は，総合特区制度等を活用したダイナミックな取組も視野に入れた上で，今後の方向検討○ 今後の労働力人口の減少を踏まえ，女性や高齢者等のマンパワーの積極的な活用という観点から，徹底した取組が必要（⇒ 子育てを終えた女性の再就職支援，男性の育休取得促進，テレワークの導入など）○ 局横断的（商工，健康，環境）な取組を束ねて，女性の社会参画に関する取組の全体を総合調整していけるような体制についても検討が必要○ 環境（普及啓発）と商工（企業支援）の両面から，事業者の実態や国の制度の動き（全量買取制度など）を踏まえた上で，支援のあり方を整理○ その上で，環境関連産業別に企業活動の一連の流れを分析し，産業クラスターの形成向けて支援できる部分があるか否かを見極める作業が必要
－９－



�２２年度に策定予定の「消費者基本計画」に基づき，消費者の安全・安心確保に関する施策の総合的な取組が必要�薬物乱用防止に関する啓発指導や薬物乱用者及びその家族に対する相談指導，スクールサポーターの派遣などを実施�警察官の増員や各種捜査資機材の活用等により，凶悪犯罪等の徹底検挙や振り込め詐欺等の徹底捜査を推進�防災訓練への企業，ＮＰＯの参加促進を図るとともに，短時間局所集中豪雨等の災害を踏まえた防災対策の強化を検討�「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動を通じ，防犯ボランティア団体や防犯リーダーを育成
�自主防災組織の設立を促進するための研修会を実施するとともに，防災リーダーの養成を推進�エコチャレンジ日記の作成・配付や小学校等への講師派遣などにより，環境学習の取組を促進�地域活動団体やＮＰＯ法人，アダプト活動団体等が行う環境整備等の活動を支援（アダプト認定団体：３月末 ４５７団体⇒ ９月末 ５３８団体）�22年8月に産学官で設立した「ひろしまＬＥＤ応用技術研究会」 （84団体・企業）や産業科学技術研究所における低炭素化に向けた研究開発，産業廃棄物埋立税を活用したリサイクル技術の研究開発支援（実績：２１社）等と併せ，今後は中小企業の技術力の発掘も含めたターゲティングのあり方の整理・分析が必要�地域グリーンニューディール基金（２１～２３年度）を活用し，一般住宅等への太陽光発電システム等の設置を推進（住宅用太陽光発電導入補助⇒ ２１年度：８２件，２２年度：８３４件／９月時点）�病児・病後児保育の助成（国・県・市町各１／３助成）や小児救急医療に関するシンポジウム等の開催�安心こども基金を活用した市町の地域子育て支援センター設置費補助や子育てポータルサイト開設検討（２２年度中に開設予定）�市町が実施する放課後児童クラブの運営に必要な経費を補助�安心こども基金を活用した民間保育所整備の補助等を実施（２２年度：２５箇所，＋９１８名定員増）�事業所内への保育所整備を支援するとともに，安心こども基金を活用した「いきいきパパの育休奨励金」により，男性の育休取得を支援�福祉・介護従業者激励事業の実施（従業者に宛てた感謝・応援メッセージの公募 ２８１通）
�介護人材確保・就業対策，介護サポーター養成研修，認知症医療・介護の連携強化，見守り支援ネットワークの構築等�両立支援に関する国等の助成制度を積極的に紹介するなど事業主への普及啓発を実施�障害者の経済的自立に向けた就労支援施設の経営支援や職業訓練等を実施するとともに，障害者就業・生活支援センターの未設置圏域２箇所（広島西，備北）に新たに圏域障害者総合就業・生活支援センターを設置（県内の支援センター：計７箇所）�安心こども基金を活用した「子ども対応型トイレ」の設置支援や，指針等の考え方に基づく民間の取組に対する助成等を実施�市町やNPOに対する取組支援を実施，今後の高齢化の更なる進展を踏まえ，負担コストの比較を行った上で取組拡充も検討�「自殺対策推進計画」 （２２年３月）に基づき，不眠電話相談などの相談体制を強化するとともに，かかりつけ医などの人材育成を実施�在宅歯科診療に必要な医療機器整備に対する補助（２２年度：３件）�生活の基礎となる食育指導の強化に向けて栄養教諭を拡充（２１年度：１０人→２２年度：２６人）�「広島県危機対策運営要領（新型インフルエンザ等）」の策定（２２年１月）
�県新型インフルエンザ対策専門家委員会等と連携し，２１年度の対応を検証の上，強毒性への変異に備えた医療体制を検討中�２６年度の運営開始に向け，基本的な治療機能や整備・運営主体について関係者等（広島市，医師会，日赤，広島大学等）と協議中�各医療機関の特性等を活かした５大がん（乳，肺，肝，胃，大腸）の医療ネットワーク（検診，診断，治療，フォローアップ等）体制の構築に向け，地対協において検討中（乳がん・肺がんは整備済み，２２年度は肝がん検討中）�がん検診の受診率向上に向け，関係機関との間で連携・協力のための協定を締結（２６企業等，２３市町）�モデル医療機関における短時間勤務の導入及び女性医師の復職等を支援する相談窓口のモデル設置�基幹病院等が連携して，医師が不足する診療科や高度医療における医師を育成する「研修プログラム」を作成（２２年度：産科等）�周産期母子医療センターの整備・運営支援や分娩手当，新生児担当医手当の助成，産科等後期研修医の研究助成等実施�「地域医療推進機構（仮称）」の設立（２３年度予定）による医師配置機能等の充実に向けて検討中（２２年６月：検討委員会立上げ）�医学部地域枠（奨学金制度）の拡充（２１年４月：５人⇒ ２２年４月：１６人）及び広島大学寄附講座の開設�地域保健対策協議会（県・広島市・広大・県医師会で構成）で調査・協議を行い，施策に反映（小児救急電話相談の実施など）�へき地医療拠点病院を軸にしたへき地診療所等への医師派遣や島嶼部における巡回診療船の運営費を助成�調達・運営等の所要コストを整理・比較した上で，他県との連携も含めたドクターヘリのあり方について整理を行う予定�地域医療再生計画に基づき，救急医療コントロール機能の整備（広島市民病院）や夜間急病センターの整備（安佐地区）に着手検証の要点

◎環境関連技術の掘り起こしによるエコビジネスの振興２８環境 ○� 学童保育の充実２４子育て ○子育て施設と小児医療施設の連携等，安心して子育てできる環境整備２６ ●介護者を支える仕組みづくり２１福祉・介護

●� 産科医，小児科医のリスク軽減と重点的な人材確保７ ◎� 医療人財プラットフォームの構築６ ●� 医療人材にとって魅力ある医療体制の充実（先端医療設備，研修など）８ ◎� 時短勤務など女性医師などの職場復帰の促進９ ◎がん対策日本一の実現１０ ◎不足する医療従事者の確保対策５
●� がん医療ネットワークの推進と拡大１１

◎大規模災害に備えた訓練や企業・ＮＰＯが参加できる体制整備３２ ○自主防犯・防災組織の育成支援３１ ○薬物汚染などから青少年が巻き込まれやすい犯罪の未然防止強化３４
○自然環境や景観保全等を実践するＮＰＯ等の活動支援２９
●� 待機児童ゼロに向けた取り組み２３ ●きめ細かな子育て相談等による母親支援制度の充実２５ ●新エネルギー開発・利用への支援（バイオマス・太陽光発電など）２７
○介護休業の社会的認知度の向上２０ ●働く人が子育てしやすい環境づくり２２
○環境教育を通じた人材育成３０

○ユニバーサルデザインの促進１８ ○障がい者の地域生活を支える環境づくりや就労支援１９

消費者被害等を守る情報提供等の徹底組織犯罪・悪質重要犯罪検挙率の向上

介護予防の奨励メンタルヘルスの啓発及び自殺防止要介護者への口腔ケアの充実食育の推進健康危機管理体制の充実� 地域医療再生計画に基づく高精度放射線治療センターの推進
医療機関・研究機関・行政の協力による医療サービスの向上� 中山間地域などへの移動診療の充実� ドクターヘリなどによる救急医療の充実安心できる地域医療体制づくり

○３５ ○３３

○１６ ●１５

○２
●１３ ◎１２
○４ ○３ ●１医療
○１７

防災・治安消費生活

○１４健康

対応マニフェスト項目領域

（３）
（１３）

（５）

（５）
（５）
（４） 経済の再掲

○：第１段階，◎：第２段階，●：第３段階※ 網掛けは《短期》項目

短短短

短

短

短短

短
短短短短
短
中

中中中中中中中中長中中中中中中中中中中中中
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８項目
（４） 豊かな地域づくり

８項目

０２３
第２段階（新規・拡充準備） ２８０１３短 期 第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 ００３３長 期 ４３６１５中 期

取組状況項目数区 分

【３１項目】

９項目第１段階（継続実施） ５項目６項目
１１項目未着手

第２段階 （新規・拡充準備）
第３段階 （新規・拡充実施）《主な事業》□ 生活支援配送システム実証実験□ 「瀬戸内海の道構想」実証事業（オイスターロード等）《主な事業》□ 「中期財政健全化計画」及び「行政経営刷新計画」の検討□ 過疎地域の未来創造支援□ 留学生活躍支援組織検討会

２ 戦略別取組状況

－１１－

豊かな地域づくり
【３１項目】

《今後の課題》地域振興

国際貢献
地域主権

５（16.１%）第２段階（新規・拡充準備）
６（19.４%）１１（35.5%）９（29.0%）３１

地域づくり

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 取組状況項目数区 分
挑戦そして実現！

○ 都市政策については，容積率による土地利用の誘導策など，経済的なインセンティブが起こる仕組みを長期的視点から検討。３０～５０年後に向けてインフラコストを圧縮していく方向を展望すべき（効率的なコンパクトシティ化）○ 生活配送システムの実証実験を通じて，コミュニティビジネスの展開可能性も含めて検討○ 権限移譲の基本的な目的を踏まえ，事務権限の一連のプロセスの中で，目的達成のために核となる部分（事務権限）を押さえた上で，その他は，市町が担う上で何がネックなのか（事務処理，専門的判断など）を整理し，事務処理の効率性等が課題となる場合は，水平補完などによる広域処理の仕組みも含めて最適な実施体制の検討が必要○ 「国際平和拠点広島」の構築に向けた準備を進めること。ピース・コンサートだけでなく，関連事業が立ち上がることにより，雪だるま式に活動が拡大していくような流れをイメージ。構想策定に向けては，県だけでなく外部も含めたオール広島県の取組となるよう工夫が必要
－１１－



�「国際平和拠点広島」の実現に向けた構想策定を検討�県内ＮＧＯとの連携によりカンボジア復興支援を展開�「国際平和拠点広島」の実現に向けた構想策定を検討�平和メッセ－ジを発信するコンサ－ト実現可能性を検討�広島県留学生活躍支援センタ－（仮称）の設置に向けて準備中�ひろしま国際センターにおいて，外国人の社会参加等に関する専門相談窓口を設置�国主導の地域発展モデルから地域主導の地域発展モデルへの転換を図るため，「権限と財源の最適化」を念頭に置いた新たな広域自治体のあり方を検討中�新たな総合計画（ビジョン）の着実な推進に向け，制度政策に関する国への提案活動を実施（２２年６月，１１月）�観光振興の観点から，瀬戸内海を軸とした岡山県との広域周遊観光の協力・連携を合意（２２年８月）�市町への権限移譲に関する実態調査の結果を踏まえ，問題点等を分析し，水平補完など広域処理の仕組みも含めて，最適な実施・支援体制の検討が必要�「中期財政健全化計画（骨子案）」及び「行政経営刷新計画（骨子案）」（２２年１０月）�２０～２１年度に過疎地域で実施したモデル事業について，課題の洗い出しなどフォローアップが必要（４市町：実施中，１市：実施検討中）�県ホームページや携帯サイトを活用した交流・定住情報の発信（「ひろしま暮らし」）や不動産関係団体と連携した空き家情報の紹介
�市町・民間団体等で構成する広島県交流・定住促進協議会による，大都市圏における定住フェアの出展（大阪：２２年１０月）�廃校の有効活用など市町と連携した新たな取組について検討が必要�２２年度は３５校の推進校（小学校）を選定し，宿泊体験活動を実施（２２年６～１０月）�現在，先行事業として実証事業を展開中（構想策定：２２年１２月予定）�「瀬戸内 海の道構想」実証事業等の実施を通じて具体化方策の検討や農林水産物の商品化による販路開拓を促進�海外販路拡大の取組として海外商談会を実施したほか，国内販路開拓支援として，生産者団体，流通事業者，行政等が一体となった協議会を設置し，生産から販売まで一体となった取組やニーズ調査の分析等を通じた新たな支援策を検討中
�量販店において「地産地消シンボルマーク」を活用したPRの取組みを実施中（２２年９月：１８社，２７４店舗）�過疎地域の未来創造支援事業を通じて地域の強みを活かした維持可能な地域づくりを推進�調達・運営等の所要コストを整理・比較した上で，他県との連携も含めたドクターヘリのあり方について整理�へき地医療拠点病院を軸にしたへき地診療所等への医師派遣や島嶼部における巡回診療船の運営費を助成�パーク＆ライドの普及促進とともに，生活交通の維持・確保に向け，国・市町との連携により路線バス・航路運行経費の一部を助成
�今後は，市町と連携し，効率的で維持可能な生活交通体系の構築が必要�少子高齢化や本格的な人口減少を踏まえた中心部と周辺地域の連携のあり方について，中長期的な観点から検討が必要�将来のインフラコストの圧縮を念頭に置いた上で，中長期的な観点から，容積率による土地利用のコントロールなど経済的なインセンティブが働くコンパクトシティの仕組み検討が必要�捕獲強化のための研修やワナ等購入経費への助成を通じ，市町や猟友会等の活動を支援�耕作放棄の未然防止及び現況耕作放棄地の有効活用の両面から，新たな対応の検討が必要�民間企業を活用して過疎地域の生活配送システム実証実験を実施中（２２年１０月～）検証の要点

○

●地元産品の高付加価値化・販路拡大支援１１ ●農商工連携によるコミュニティビジネスや地産地消の推進１２ ●農業・漁業を通じた「食」による地場観光への支援１３ ●山体験，島体験など学校教育における交流事業の増加１５ ○自然環境を生かした人生エンジョイ型サービスの促進１７

－１０万人ピース・コンサートの開催２７ ＮＰＯ・ＮＧＯによる国際平和貢献活動の充実２９
◎国と地方の役割分担整理と権限・財源移譲などの積極的な提案２４地域主権

○公共交通機関の利用促進７ －中心市と周辺地域の機能連携・集約促進６ ○中山間地域・島嶼部への移動診療８ ○ドクターヘリなどによる救急医療の充実９ ◎中山間・島嶼部の産業振興（農業・林業・水産業・畜産業・観光など）１０
－都市部における品質の良い住宅提供促進５
●「瀬戸内 海の道一兆円構想」の推進１４

○－平和・国際貢献の首都を目指した国内外のＮＰＯ・ＮＧＯ招致３０ ◎留学生・企業研修生の受け入れ増加２６ －「平和の賢者３０人広島会議」の創設と平和施策の実施２８
○国との実効ある議論の場づくりと施策提案２３ ○外国籍県民や外国人就労者に対する生活情報提供支援２５
○県から市町への移譲事務の円滑な実施支援２１ ◎他県等との政策連携２２

ひろしま国際平和プラットフォーム機能の充実

人財・財政基盤整備のための計画策定企業のＣＳＲ活動と地域活動のコーディネート支援都市・農山漁村交流や県外からの交流・定住者への情報提供遊休施設等の利活用による“たまり場”づくり

コンパクトシティ化の促進獣害対策への支援耕作放棄地の有効活用促進条件不利集落等への生活支援配送システムの検討

３１

－１９ ○１８

－２

－１６

－４ ○３ ●１
地域振興

◎２０
国際貢献

対応マニフェスト項目領域

（１９）

（５）
（７）

暮らしづくりの再掲暮らしづくりの再掲

－：未着手，○：第１段階，◎：第２段階，●：第３段階※ 網掛けは《短期》項目短
短短短短短短短

短
短短短
短

長

中

長中中中長
中中中中中
中中中中中中
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８項目
（５） 行政運営の刷新

８項目

２１第２段階（新規・拡充準備） １１２１１５短 期 第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 ０１０３中 期
取組状況項目数区 分

【１８項目】

１項目第１段階（継続実施）
３項目 １１項目３項目未着手

第２段階 （新規・拡充準備）
第３段階 （新規・拡充実施）

《主な事業》□ 局長を対象とした成果マネジメントシステムの試行実施
《主な事業》□ 事業仕分けの実施□ 「湯﨑英彦の宝さがし」開催□ 「県・市町懇談会」開催□ 経営戦略会議の運営□ 経済財政会議の運営□ 職員プロポーザルの導入□ 首都圏トップセールスの実施□ 首都圏メディア向けニュースレターの発行

２ 戦略別取組状況

－１３－

戦略的広報

行政運営の刷新
【１８項目】

《今後の課題》マネジメント・サイクル
現場情報の収集・共有の徹底

３（16.7%）第２段階（新規・拡充準備）
１１（61.1%）３（16.7%）１（5.5%）１８

行政刷新

第３段階（新規・拡充実施）第１段階（継続実施）未着手 取組状況項目数区 分
挑戦そして実現！

○ 施策（事業）の目標や目的は，企画立案の時点で明確に整理し，その評価は，目標に対し，効果がどこまで表われているかで判断。基本的には全てコスト（費用）レベルでＰＤＣＡを回すこと○ 県民起点（将来にわたってどうかという視点も含む），ＰＤＣＡを徹底して実施するという土壌を作ることが重要○ 情報を共有できる組織，適切な人事，適切な経験，適切なコミュニケーション及び適切な業務プロセスが重要○ 最も大きな課題であり，組織編成，人員配置，政策立案の全てのプロセスに大きく関わることを踏まえ，行政管理，人事，企画サイドでそれぞれの観点から検討すること○ まず「認知」，その上で「理解」， 「行動」へとつなげていくために，どういうメッセージを発信していくのか，広報を中心にした検討が必要。なお，広報予算については，可能な限り広報部門がチェックできる仕組みを検討すること
－１３－



�首都圏でのトップセールスの実施（２２年７月）やメディア向けニュースレターの発行（２２年８月～）等による取組を展開中
�ひろしま観光大使の任命（２２年１１月）�「湯﨑英彦の宝さがし」の開催（２１年１２月～ １８市町，１８７名参加・約１，１００人傍聴：２２年１１月２０日現在）
�県民だよりの新聞掲載への変更など，自主広報のあり方を見直すとともに，戦略的広報の強化に向けて検討中�情報公開推進のための行動計画を策定する予定（２２年１１月策定予定）
�なお，当面の取組みとして，交際費公開の範囲を局長等まで拡大（２２年８月）するとともに，予算編成過程についても各調整段階の日程を公開（２２年６月） ⇒ 情報公開度ランキング ：４５位（２０年１月） →２７位（２２年１月）�ひろしまＮＰＯセンター等を活用して，県，市町及びＮＰＯ等との意見交換の場づくりを検討�県政に関わる重要方針等について，意見・提言を受け，県政運営に反映させるため，外部の有識者等からなる「広島県経済財政会議」を設置（２２年１月～）�新たに県・市町懇談会を開催（２２年：１５団体／１１月現在）
�職員の相互派遣を継続実施（２１年：２９名 → ２２年：３２名）�経営戦略審議官の新設等により，重要・懸案事項に対する総合調整機能を強化�県政に関わる重要方針や局横断的な計画等について協議・決定するための場として「経営戦略会議」及び具体的なワーキング組織となる「経営戦略スタッフ会議」を設置（２１年１２月）
�今後は，施策に係るトータルコストを明確にし，各取組の検証や改善，次の企画立案等に向けてPDCAを構築していくことが不可欠�２１年１２月（２６事業）及び２２年９月（１０５事業）の２回にわたって事業仕分けを実施するとともに，その意見等を踏まえ，類似事業についても検証する予定�一般競争入札を推進しつつ，競争性の向上に向けて電子入札方式を拡大（一般競争入札⇒ 公共工事：１，０００万円以上，委託・役務契約：１００万円以上 電子入札⇒ 公共工事：原則電子入札）�未利用地の売却や庁舎スペース（食堂，自販機）の貸付等により，県有資産の有効活用を推進しつつ，今後は県有施設のデーターベースを構築するなど，資産マネジメントの基礎となる資産情報の把握が必要�事業仕分けを通じた事務事業見直しや，毎年度策定する「県政運営の基本方針」で重点的に取り組む分野と施策を予め設定するなど，メリハリのある財源措置について，２３年度当初予算編成の中で検討�局長級職員を対象として成果マネジメントシステムを実施（２２年１０月～）�人事評価全般について，現行制度の見直しに着手�重要プロジェクト推進のための機動的な体制として，プロジェクトチーム等を設置するとともに，２２年度は局横断型プロジェクトの総合調整や経営戦略機能の強化を図るため，経営戦略審議官を新設（海の道PT，産業革新ＰＴ，人づくり推進チーム等）�２２年６月から職員プロポーザルを実施中（プロジェクト提案：３０件，制度提案：４４件，業務改善提案：３０件）
�知事と若手職員によるブラウン・バッグ・ランチ・ミーティング（22年3月～）や幹部職員等によるオフサイトミーティングを実施�行政LAN・WANを活用した情報共有等により，ナレッジマネジメントを推進
�今後は，更に本庁・地方機関との連絡調整機能の強化により，適宜適切に現場情報を共有し，施策に反映させる仕組みの構築が必要検証の要点

○特別会計・資産等を再評価し，有効活用・債務返済等に充当７

●情報公開ランキングを全国トップランクに引き上げ１５ ●戦略的広報の実施（内外に向けた広報・情報発信力強化）１７
●行政と企業経営者による経済財政会議の設置１３ －地域活動関係者等による市民活動会議の設置１４
●重要・懸案事項に関する情報収集・対応のスピードアップ１１経営戦略 ●市町とのリレーション強化１２

県外の県出身者をはじめとした広島ＰＲ大使等の拡大情報公開の徹底（合意形成プロセスも開示）
経営戦略会議の設置（連絡・調整 ⇒ 改革及び重要政策の企画・判断・実行）歳出を全て見直し，事業仕分けで無駄遣いを削減入札方法を点検し，全体的なコスト抑制メリハリのある財源措置体制（一律シーリング⇒重点施策への優先配分）部局課長ごとの目標管理・公開制度導入（ＴＱＭ＝経営の品質向上）人事評価の見直し（上司⇒スタッフ だけでなく スタッフ⇒上司）重要プロジェクト等に対処する組織・人財配置の工夫等職員からの政策提案制度やミーティング等を通じた風通しの改善現場情報収集・共有の徹底

●１８ ●１６

●９ ○８

●２
◎５ ◎４ ●３ ○１組織運営

●１０
広報戦略

◎６財政運営

対応マニフェスト項目領域

（４）
（５）

（５）
（４）

－：未着手，○：第１段階，◎：第２段階，●：第３段階※ 網掛けは《短期》項目短短短
短短短短

短短
短短

短
短短短

中中中
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○ 今回の検証は，マニフェストに掲げられている各項目に対して，現時点で，

県としてどこまで対応しているか，進捗を評価する４つの区分を設定し，取組

状況がどの段階にあるかを整理したものである。

○ 今後，マニフェストの具体化の進展に併せて，取組内容を「継続型」の施策

と「完結型」の施策に大別するとともに，「完結型」の施策については進捗評価

として，新たに「第４段階（完了）」の区分を追加。

なお，「継続型」の施策の場合は事業の「完了」を想定することが難しいため，

「第３段階」であっても，常に継続実施の必要性について検証の必要がある。

－１５－

《マニフェストの検証》

３ マ二フェスト推進上の課題

挑戦そして実現！



－１６－

《マネジメント・サイクルの構築》

○ 今後は，具体化の進展を踏まえた上で，県としての対応（アウトプット）に

加え，それぞれの取組がマニフェストの目標に確実に結びついているか

どうかを把握するため，成果指標等によって目標達成状況を検証していく

必要がある。

○ このため，施策の全てに明確な成果目標を設定し，その達成に向けて，

事業の改善と工夫を継続する「マネジメント・サイクル」の構築が不可欠。

○ その上で，対応は最終段階にありながら目標達成度が低い場合

（取組が成果につながっていない場合），対応方法や指標の見直しを検討

し，取組内容や政策の質的な向上を図る必要がある。


