
1

令和２年度
施策及び事業案の概要

令和２年２月

広島県
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創造的復興を力強く推し進め，

欲張りなライフスタイルの

実現を目指す。

令和２年度 県政運営の基本姿勢



創造的復興による新たな広島県づくり
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安心を共に支え合う
暮らしの創生

将来に向けた

強靭なインフラの創生

未来に挑戦する
産業基盤の創生

新たな

防災対策を支える
人の創生



被災者支援地域支え合いセンター・
こころのケアチーム運営事業

安心を共に支え合う暮らしの創生

創造的復興による新たな広島県づくり
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被災者のこころのケア
▲被災世帯（坂町）への戸別訪問

▲こころのケアの活動

被災者の生活再建



非常時に強い

企業活動体制の整備

未来に挑戦する産業基盤の創生

創造的復興による新たな広島県づくり
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被災企業等の速やかな再生

▲事業承継事例集

▲BCP（事業継続計画）
策定ワークショップ（机上演習）

緊急時レジリエンス環境整備事業

中小企業等
災害復旧支援事業

事業承継の円滑化
に向けた支援

災害復旧事業
（農地・農業用施設等）



将来に向けた強靭なインフラの創生

創造的復興による新たな広島県づくり
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公共土木施設等の強靭化
７月豪雨災害対応

（被災地域等）
防災・減災対策

建設技術者等
緊急雇用助成事業

持続可能なまちづくり推進事業
▶災害リスクの低い区域へ居住誘導

安全・安心な都市の実現

▲災害復旧事業

▲災害関連緊急砂防事業

被災時写真

被災時写真



新たな防災対策を支える人の創生

創造的復興による新たな広島県づくり
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自助・共助・公助にわたる
被害防止策の実施

「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業

［自助］
▶ひろしまマイ・
タイムラインの
作成

▶VRを活用した
疑似体験

▲学校における防災教育

▲自主防災組織の訓練

［共助］
▶自主防災組織
による避難の
呼びかけ体制
構築の加速化

［公助］
▶県警システムと
県防災情報システム
の連携による災害
情報の即時共有



欲張りなライフスタイルの実現

希望をかなえるための後押し
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広島の価値の共鳴・共振

地域活力の基盤づくり

着実な成果の獲得
ゆとりの創出

新たな時代の潮流への対応

暮らしを楽しむ機会の創出

デジタルトランスフォーメーションの推進

地域共生社会の実現

外国人の受入環境整備
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欲張りなライフスタイルの実現

デジタルトランスフォーメーションの推進

県内全域で，デジタル技術の恩恵を受けて，県民生活や県内企業が，様々な
面でより良い方向に向かう社会

「スーパー・スマート広島県」の実現

仕事・暮らし

のデジタル化

地域社会
における

デジタル化

行政

のデジタル化

オープンイノベーション ・ アジリティー ・ チャレンジ



仕事・暮らしのデジタル化の推進
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欲張りなライフスタイルの実現

ひろしまサンドボックスでの

実証実験等を通じた
人材の育成・集積

地域産業IoT等活用推進事業



仕事・暮らしのデジタル化の推進
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欲張りなライフスタイルの実現

二ホンジカ被害拡大抑制対策事業

林業被害等の軽減に向けて

ニホンジカの
捕獲方法を検証
・センサーカメラなどを活用した

ＩｏＴわなによる捕獲

▲他県の被害状況（提供：林野庁）

（提供：兵庫県森林動物研究センター）



仕事・暮らしのデジタル化の推進
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欲張りなライフスタイルの実現

デジタル技術を活用した
探究的な学習活動の充実
・全ての県立学校にWi-Fi環境を整備

・大型提示装置導入

「学びの変革」推進事業

▶学校におけるICT環境の整備

「GIGAスクール構想の実現」に向けた
ICT基盤整備事業



地域社会におけるデジタル化の推進
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欲張りなライフスタイルの実現

都市の機能の効率化
内閣府「スーパーシティの実装技術（イメージ）」

中山間地域の課題解決
データやデジタル技術を活用して



欲張りなライフスタイルの実現

市町の取組に対する支援
・中山間地域に対して外部アドバイザーを派遣（全過疎地域10市町）

・職員研修の実施
・市町相談機能の強化
・中山間地域の事業との連携
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広島県デジタルトランスフォーメーション推進事業

地域社会におけるデジタル化の推進

デジタル技術を活用した中山間地域の生活環境
向上事業



行政のデジタル化の推進

欲張りなライフスタイルの実現

デジタルマーケティングを
用いた観光プロモーション
外国人観光客における

・顧客データの収集・分析

・効果的・効率的なプロモーションの展開

観光地ひろしま推進事業
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行政のデジタル化の推進

欲張りなライフスタイルの実現

デジタル技術を活用した
インフラマネジメントの検討

インフラマネジメント
基盤検討事業
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災害発生時の迅速な情報の
集約，共有システムの構築

災害警備システム
（GIS）構築事業



欲張りなライフスタイルの実現

行政保有データのオープン化
・行政が保有しているデータの棚卸し，ＨＰでの公開

・県・市町間のフォーマットの共通化

・県と市町間のデータの連携・交換機能の調査・検討

広島県デジタルトランスフォーメーション推進事業

17

行政のデジタル化の推進
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欲張りなライフスタイルの実現

地域共生社会の実現

重層的な
セーフティネットの構築

地域が抱える生活課題の
早期発見から解決まで着実に導く

専門職，関係機関の横軸の連携

地
域
か
ら
市
町
域
ま
で
切
れ
目
の
な
い
縦
軸
の
連
携

地域では対応できない困りごとを解決

専門職が連携し，困りごとを解決

住民と専門職が

つながり困りごとを解決

子育て拠点 障害者相談
地域包括

多様な主体が連携・協働して支え合う

民生委員
児童委員

地区社協
企業・

ボランティア

ＮＰＯ

自治会

市町域

日常生活圏域
（≒中学校区域）

自治会域

小学校区域
地域共生型の

相談・交流・活動の
機会づくり

専門職等による協力体制
（ケアマネジャー等関係
専門職，自治会役員，民
生委員・児童委員等）

総合的な相談支援体制
（行政，市町社協，弁護士，
関係専門機関等）
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欲張りなライフスタイルの実現

地域共生社会の実現

地域共生社会推進事業

～市町においてモデル事業の実施，効果検証～

・地域共生プラットフォームによる
活動プロジェクト

・地域支え合いコーディネータ—（仮称）
の養成

・地域共生型の相談・交流・活動の
機会づくり

▲地域共生プラットフォーム



県内企業等における外国人材の適正かつ円滑な
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外国人材の受入・共生対策事業

▶企業等を対象とした情報提供機会の

拡大
（外国人材の受入れに必要な生活支
援やノウハウ等の情報を提供する
企業向けセミナーや出前講座）

多文化共生の地域づくり支援事業

▶外国人が地域と繋がりを持ちながら，
生活に必要な情報を共有できる
仕組みづくり

▶中学生等を対象とした異文化体験講座

▶外国人への情報提供の充実

（防災情報，地域行事等を多言語で
SNS等により発信）

欲張りなライフスタイルの実現

外国人の受入環境整備

外国人が孤立することなく安心して暮らせる

受入れ・就労環境の整備

生活環境の整備

▲地域イベント
へ参加

▲外国人材雇用セミナー

▼地域の
運動会へ参加



令和２年度当初予算案の概要

★予算額はすべて一般会計ベース

１兆905億円

103億円

（対前年度比+354億円）

※国の補正予算を活用

１兆1,008億円
（対前年度比+457億円）

＋

創造的復興による新たな広島県づくり

1,087 億円

欲張りなライフスタイルの実現（主要事業）

264 億円

重点施策への
集中的な取組

令和２年度
当初予算

令和元年度
２月補正予算
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（国の補正予算を活用した
令和元年度２月補正予算を含む）
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前年度からの主な増減要因



創造的復興による
新たな広島県づくり

事 業 費
令和２年度
当初予算

令和元年度
※2月補正予算

安心を共に支え合う暮らしの創生 3億円 3億円 ―

未来に挑戦する産業基盤の創生 185億円 185億円 0億円

将来に向けた強靭なインフラの創生 891億円 846億円 45億円

7月豪雨災害対応（被災地域等） 571億円 555億円 16億円

防災・減災対策 320億円 291億円 29億円

新たな防災対策を支える人の創生 5億円 5億円 ―

その他（応急対策等） 3億円 3億円 ―

計 1,087億円 1,042億円 45億円

欲張りな
ライフスタイルの実現
（主要事業）

事 業 費 令和２年度
当初予算

令和元年度
※2月補正予算

デジタルトランスフォーメーションの
推進
（）内は主な関連事業を含む総額

3億円

（ 47億円）

3億円 ―

希望をかなえるための後押し 98億円 67億円 31億円

ゆとりの創出 145億円 145億円 0億円

地域活力の基盤づくり 8億円 8億円 ―

暮らしを楽しむ機会の創出 5億円 5億円 ―

広島の価値の共鳴・共振 6億円 6億円 ―

計 264億円 233億円 31億円

重点施策への集中的な取組
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※ 国の補正予算を活用した令和元年度２月補正予算 ★予算額はすべて一般会計ベース


