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令和５年度
施策及び事業案の概要

令和５年２月

広島県



■ はじめに

■ 令和５年度の主な施策及び事業案

１ 新型コロナウイルス感染症への対応

２ 物価高騰等への対応

３ 社会的基盤の強化

４ ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

■ 令和５年度当初予算案の概要
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安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン

県民一人一人が「安心」の土台と「誇り」により，
夢や希望に「挑戦」しています

～仕事も暮らしも。里もまちも。

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現～

先駆的に推進する
ＤＸ

ひろしまブランドの
強化

生涯にわたる
人材育成

10年後の目指す姿

施策を貫く３つの視点
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令和５年度 県政運営の基本姿勢

ひろしまビジョンにおける「目指す姿」の実現に向け，引き続き，
県民の挑戦を後押しする取組や，本県の特性を生かした
適散・適集な地域づくりに資する取組を推進していく
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１ 新型コロナウイルス感染症への対応

２ 物価高騰等への対応

３ 社会的基盤の強化

４ ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

令和５年度の主な施策及び事業案
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１ 新型コロナウイルス感染症への対応

県民の皆様が安心して生活できる社会の確立に向け，

基本的な感染防止対策を徹底するとともに，

適切な医療提供体制を確保し，

感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る
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国において，新型コロナを５月８日から５類感染症へ変更する方
針が示されたが，各種対策・措置の段階的見直しについて，具体的
な内容は検討・調整中で，現時点では不明であるため，当初予算に
おいては，現状の対応を維持することを前提として予算を確保
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２ 物価高騰等への対応

物価高騰による影響の緩和

物価高騰等の影響を受ける事業者や県民に

必要な支援が行き届くよう，

時機を逸することなく，対策を講じる
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エネルギーコストの節減に向けた

ネット・ゼロカーボン等の
取組の後押し

直面する課題への対処 将来にわたって対策効果を持続



物価高騰等への対応

物価高騰による影響の緩和

肥料価格高騰の影響を受けた農業経営体の安定化
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肥料価格高騰緊急対策事業

・国の肥料価格高騰対策事業に

加えて，県独自の支援を実施

学校給食等負担軽減事業

・県立・私立学校における給食等の
食材費の価格上昇分を支援

学校給食費の負担軽減

国支援

県支援



ネット・ゼロカーボン等の取組の後押し
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物価高騰等への対応

省エネ・ＣＯ２削減対策支援事業

省エネルギー機器等への更新を行う事業者を支援

・高効率空調設備，高性能ボイラ，ＬＥＤ
照明機器等への更新を行う県内中堅・
中小事業者に対して，国の補助金と

連携し上乗せ補助を実施
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３ 社会的基盤の強化

人口減少やコロナ禍により支え合う意
識の希薄化が進む中で，複合的な課
題・制度の狭間の問題などが顕在化

激甚化・頻発化する災害へのリスク

地域共生社会の実現

激甚化・頻発化する気象災害等への対応

・様々な支援機関が相互に
連携して，本人・家族に寄り添った
継続的な支援を実施

・高度医療機能と地域の医療体制
の確保

効果的・効率的なハード対策を着実
に進めるとともに，適切な避難行動
につながるソフト対策を推進
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社会的基盤の強化
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地域共生社会の実現

（出典）厚生労働省 地域共生社会のポータルサイト

一人ひとりの暮らしと生きがい，
地域をともに創っていく社会へ
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地域共生社会の実現

地域共生社会推進事業

・地域のつながりや活動を後押しする

担い手の育成

・市町の包括的な支援体制構築への支援

・「第２期広島県地域福祉支援計画」の策定

社会的基盤の強化

地域における重層的なセーフティネットの構築

（出典）県地域福祉支援計画・概要版
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地域共生社会の実現

安心して妊娠・出産・子育てできる環境づくり

ひろしま版ネウボラ構築事業

・子育て家庭を見守る仕組み
「ひろしま版ネウボラ」の構築に向けて
市町の取組を支援

子供の予防的支援構築事業

・虐待などのリスクが表面化する前に
予防的な支援を届ける仕組みを構築

社会的基盤の強化
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地域共生社会の実現

地域医療構想推進事業

高度医療機能と地域の医療体制の確保

・新病院の運営体制や施設整備等
に関する検討

・医療機関の再編により影響が予想
される地域における地域の実態に
即した医療体制のあり方等の検討

社会的基盤の強化
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激甚化・頻発化する気象災害等への対応（ハード）

復旧・復興，防災・減災対策

・砂防・治山ダム等の整備

・河川堤防・護岸等の施設整備

防災施設整備等による事前防災の着実な推進

関連した写真など挿入

社会的基盤の強化

熊野川支川2 安芸郡熊野町 砂防事業
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激甚化・頻発化する気象災害等への対応（ソフト）

一人一人が災害から命を守る適切な行動を促進

「広島県『みんなで減災』
県民総ぐるみ運動」推進事業

・自主防災組織の呼びかけ体制構築，維持・充実と
マイ・タイムラインの作成を一体的に進める
「地域防災タイムライン（仮称）」の普及

・中学校のeラーニング教材の制作・モデル校展開

・ＬＩＮＥを活用したマイ・タイムラインの普及促進

社会的基盤の強化

マイ・タイムラインを紹介している様子
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４ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

新型コロナ感染拡大によって・・・

社会経済への
深刻な影響

人の意識の変化

構造的課題が
顕在化

地方を取り巻く環境は新たな局面を迎えている

デジタル技術の
急速な進展
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ローカル・トランスフォーメーション（ＬＸ）とは

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

こうした局面をチャンスと捉え，高いＱＯＬを含め地域が
持つ様々な資源や特性を生かして，地方を挑戦の場に変革
していく

生産性向上 ＤＸの推進
リスキリング・
労働移動
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生産性向上

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

生産性向上 ＤＸの推進
リスキリング・
労働移動



５つの力の育成
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生産性向上

《妊娠期～》

乳幼児

小学生

ひろしま版ネウボラ

学びの変革

未来を啓く学び

リスキリング推進

生涯現役社会づくり

社会人

高齢者

中高生

大学生

乳幼児期から一貫した人づくり

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

クリティカルシンキング（批判的思考）や

重要な非認知能力が身に付く教育の実施
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生産性向上

イノベーション・エコシステム形成事業

・スタートアップ企業等に，事業の成長支援や投資家等との
マッ チング機会を提供

・「イノベーション・ハブ・ひろしま Camps」を起点とした
オープンイノベーションを促進

・首都圏の起業家コミュニティやベンチャーキャピタル，
アク セラレーターの注目を集める戦略的マーケティング

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

果敢に挑戦する人材が活躍できる環境整備

2022.3月「ひろしまユニコーン10」
プロジェクト始動
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生産性向上

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

果敢に挑戦する人材が活躍できる環境整備

ひろしまサンドボックス推進事業

・デジタル技術を活用した実証実験を民間企業等との共創により実施

・スタートアップ等が開発した商品・サービスについて，市町や公的機関による
共同調達を通じた県内への実装と横展開を促進

ひろしまサンドボックス実装支援事業
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ＤＸの推進

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

生産性向上 ＤＸの推進
リスキリング・
労働移動
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ＤＸの推進

デジタル技術の活用により，県民が

暮らしや仕事の中での利便性の向上を実感している
社会を実現していきます。

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

仕事・暮らしDX

地域社会DX

行政DX

ＤＸの推進を支える基盤づくり

・人材の育成・確保，民間事業者等によるＤＸの取組の後押し

・県民の仕事や暮らしに関わる様々な社会課題の解決
・県内産業の生産性向上・付加価値の創出

・地域が抱える課題の解決・地域の魅力向上

・県民の利便性の向上，業務の効率化
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ＤＸの推進

≪令和５年度≫62事業 約84億円

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

仕事・暮らしDX 地域社会DX
医療

＜オンライン診療＞
・オンライン診療・服薬指導の普及を図り，
必要な医療を受けられる体制を構築

＜介護業務の負担軽減＞
・介護施設，障害福祉サービス事業所
等へのＩＣＴ・介護ロボットの導入支援

（医療機関・薬局） （患者の自宅等）

＜ひろしまサンドボックス＞
・実証実験「ひろしまサンドボックス」で開発された
商品・サービスの県内への実装を推進
・県内企業・自治体とスタートアップ企業等との
マッチング支援

産業イノベーション

中山間
＜生活環境の向上＞

【廿日市市】オンライン診療や高齢者の見守り
【府中市】ドローンを活用した

鳥獣生息状況調査

＜広島型MaaSの推進＞
・交通と生活サービスをひとつの サービスと
して提供

交通

＜子供の成長支援＞
・AIを活用した子供の予防的支援

子育て

＜スマート農林水産業＞
・ひろしま型スマート農業技術確立に向けた実証実験
・操業の効率化に向けたＩＣＴ漁獲技術の実証

農林水産業

AI

行政DX

AI

介護

インフラマネジメント
＜データの一元化・オープンデータ化＞

・インフラマネジメント連携基盤「DoboX」 に
よる各種データを共有・活用しながら様々な
取組を推進

インフラマネジメント基盤

＜電子申請・電子納付＞
・行政手続きの申請から手数料などの
支払いまでをオンライン化

行政のデジタル化

主な取組
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ＤＸの推進

ひろしま型スマート農業推進事業

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

スマート農業の実装等による生産性の向上

農林水産業

・生産性を高める技術テーマについて，実証試験を実施

・実証試験で抽出された課題を解決し，
中山間地域に対応したスマート農業技術に改良して
経営モデルを構築

仕事・暮らしDX

ドローンやAIなどを活用した農業の様子
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ＤＸの推進

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

・ 県・市・町共同での情報システム人材の

採用・配属・育成等

・ 県・市町のDX推進

① 情報共有

② システム最適化

③ DX推進体制整備

基盤づくり

県・市町のＤＸ推進のための新たなプラットフォーム

「ＤＸＳｈｉｐ（デジシップ）ひろしま」の構築
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ＤＸの推進

広島県DX推進事業

・意識醸成から実践までの伴走支援（DX実践道場） による

身近なモデル事例の創出

・実践（横展開）が容易な取組事例集の作成

・DXを実践するための課題や国・県等が提供する
補助金等の支援メニューの見える化

・みんなのＤＸ研修，経営者層向けセミナー等の実施

ＤＸ加速プランに基づく

民間事業者等によるＤＸの取組の後押し

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

基盤づくり
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リスキリングの推進と円滑な労働移動の実現

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

生産性向上 ＤＸの推進
リスキリング・
労働移動
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リスキリングの推進と円滑な労働移動の実現

リスキリング推進企業応援プロジェクト

・社会人共通のデジタル基礎知識であるＩＴパスポートの取得支援

・国の人材開発支援助成金の活用をサポート

・「広島県リスキリング推進検討協議会」で，今後必要となるスキル等についてとりまとめ

ウィズ・アフターコロナにおける
経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

県内企業におけるリスキリングを推進する取組

人的資本経営導入支援事業

・人材をコストではなく投資の対象として捉える「人的資本経営」の導入を促進

・離転職者に対する自立的なキャリア形成に向けた相談対応

労働市場の流動化に対応した「人的資本経営」の推進

広島県リスキリング推進検討協議会の様子
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５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

引き続き，県民の｢挑戦｣を後押しします。

安心

誇り

挑戦

35

県民が抱く不安を軽減し『安心』につなげる

県民の『誇り』につながる強みを伸ばす

県民の一人一人の夢や実現に向けた
『挑戦』を後押し



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現
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安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

不安を軽減し『安心』につなげる

医療的ケア児支援センター運営事業

・医療的ケア児及びその家族等からの相談に対する支援

・市町の相談窓口等に対する研修や関係者間のネットワーク構築支援

・医療的ケア児及びその家族等への支援制度に関する情報発信

医療的ケア児やその家族等の支援体制の構築



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

37

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

不安を軽減し『安心』につなげる

ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた

地球温暖化対策の推進

省エネルギー対策
の推進

再生可能エネルギー
の導入促進

カーボンサイクル
の推進



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

38

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

不安を軽減し『安心』につなげる

地球温暖化対策推進事業

・ＬＥＤ照明機器の購入経費補助

・エネルギー効率が高いスマートハウス等

省エネ住宅の普及・啓発を実施

・中小企業の省エネ設備改修等を伴走型で支援

省エネルギー対策の推進及び

再生可能エネルギーの導入促進

屋根に設置された太陽光パネル



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

39

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

不安を軽減し『安心』につなげる

広島型カーボンサイクルの構築に向けた取組の推進

環境・エネルギー産業集積促進事業

（カーボンリサイクル技術の推進）

・カーボンリサイクルに関する研究・実証の支援

・産学官の連携機会の提供 など



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

40

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

『誇り』につながる強みを伸ばす

観光地ひろしま推進事業

・観光客のニーズや動向等の把握・分析，

観光客等との双方向での情報発信等による関係性の向上

・新たなニーズを踏まえた付加価値の高い観光プロダクトの早期開発

・広島サミットを契機とした観光客のＶ字回復に向けた

アジアや欧米豪に対するプロモーション

観光客のＶ字回復に向けた取組

ガイドと一緒に観光地を巡る
サイクリングツアー



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

41

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

県民の『挑戦』を後押し

健康・医療関連産業創出支援事業

・付加価値が高い製品開発支援

・ゲノム関連技術の社会実装の促進

広島の強みを生かした新成長産業の育成

41

健康・医療関連産業の生産額

H22
（2010）年

90億円（※）

R3
（2021）年

※健康・医療関連産業のうち，
医療機器関連産業の生産額

R2
（2020）年

375億円（※）

890億円
932億円



それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

42

安心 誇り 挑戦

県民の挑戦を後押し

県民の『挑戦』を後押し

広島の強みを生かした新成長産業の育成

環境・エネルギー産業集積促進事業

・新ビジネス創出支援

・カーボンリサイクルの研究・実証支援
環境・エネルギー分野の売上額

H24（2012）年

約1,000億円

R3（2021）年

2,099億円

ひろしま環境ビジネス推進協議会主催の
”新事業構想創出プログラム”の様子
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特性を生かした適散・適集な地域づくり

・サテライトオフィス等と美しい自然の癒し空間
による「スマート里山・里海」の創出

・オンライン授業や，リモートワークなどの，
場所や時間にとらわれない暮らしの実現

・世界と直接つながり世界に通じることによる
イノベーションの創出

・情報通信ネットワークの強化による
「知」の集積や集合

適散 適集

『適散・適集社会』
自由度と満足度の高い

暮らし方と働き方ができる社会

など など

広島県の『都市と自然の近接性』を最大限生かした，

新たな社会が求める「適切な分散」と「適切な集中」に応じた地域づくり

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現



特性を生かした適散・適集な地域づくり（中山間）

ひろしま里山・人材力加速事業

・地域づくり人材のプラットフォーム「チーム５００」の運営

・地域づくりのノウハウを学ぶ

「ひろしま≪ひと・夢≫未来塾」の開講

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

地域課題の解決に取り組む人材の発掘・育成

チャレンジ里山ワーク拡大事業

・サテライトオフィスの誘致を行う市町の支援

・広島の里山で働く新しいワークスタイルを効果的に情報発信

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方の推進
中山間地域における
サテライトオフィス進出決定件数

H30年度～

３６件

「ひろしま≪ひと・夢≫未来塾」
でのワークショップの様子

44



45

特性を生かした適散・適集な地域づくり（集約型都市）

持続可能なまちづくり推進事業

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

・利便性の高いエリアにおける居住の推進

・リノベーションの普及促進による中古住宅の需要拡大

・不動産関連情報の一元化・オープン化による市場活性化

機能集約された都市構造の形成

「Ring on the Green風と光が抜ける緑に囲まれた家」（株式会社ルーヴィス）
リノベーション・オブ・ザ・イヤー2022 1000万円以上部門最優秀賞
（主催：一般社団法人リノベーション協議会 ）

「Old & New 古くて新しい・古民家のカタチ」（株式会社ラーバン）
ひろしま住まいづくりコンクール2021 リフォーム部門最優秀賞
（主催：広島県，ひろしま住まいづくり支援ネットワーク）
リノベーション・オブ・ザ・イヤー2020 1000万円以上部門最優秀賞
（主催：一般社団法人リノベーション協議会）

DoboX

都市計画法

建築基準法

災害リスク
情報

地質情報
地下

埋設管

宅地造成法

道路

上下水道

＜リノベーション＞ ＜不動産関連情報のオープンデータ化＞

建物概要
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■ はじめに

■ 令和５年度の主な施策及び事業案

１ 新型コロナウイルス感染症への対応

２ 物価高騰等への対応

３ 社会的基盤の強化

４ ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

■ 令和５年度当初予算案の概要



安全・安心で円滑な
サミットの開催を支援

広島らしさを感じて
いただくおもてなし

広島サミットを成功に導くとともに，

サミット後の広島の更なる発展につながるよう，

官民一体となった「オール広島」で取組を進める。

47

世界に向けた
平和の発信

広島の魅力を発信
ポストサミットを
見据えた若者の参画

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

安全・安心で円滑なサミットの開催を支援

関係機関との調整を進め，

安全・安心で円滑な開催に向けた環境を整備

48

Ｇ７広島サミット推進事業

・首脳会議や配偶者プログラムなどの開催支援
・首脳等の歓迎行事の開催 など

広島サミット警備実施事業

・警備・交通対策等に必要な資機材の整備
・交通規制・交通総量抑制の広報 など

（出典）首相官邸ホームページ



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

広島らしさを感じていただくおもてなし

広島ならではのおもてなしでお迎えし，

訪れる全ての方に広島ファンになってもらう

49

Ｇ７広島サミット推進事業

・花を活用したおもてなしの実施
・クリーンアップ活動の促進
・電車やバス等へのラッピング など

花を活用したボードイメージ（デザイン等は検討中）

タクシーへのラッピング清掃活動の様子



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

世界に向けた平和の発信

被爆の実相に直接触れてもらう機会を提供し，

核兵器のない平和な世界の実現に向けて発信

50

Ｇ７広島サミット推進事業

・各国首脳等による平和記念資料館の
視察等の実施 など

国際平和拠点ひろしま構想推進事業

・サミットを契機とした情報発信強化
・多様な主体が参加する

平和推進イベントの開催



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

広島の魅力を世界に発信

5151

古より積み重ねてきたひろしまの魅力や経験には，世界が直面する社会的課題を乗り越え
るためのヒントがある。ここ，ひろしまで，ヒト・モノ・シーンに直接触れ，世界の人々とともに
考え，協力し，幸せな未来の創造に向けたアクションを起こしていく。

先人たちが築き上げてきた広島の多くの魅力を発信

都市に近接する
自然・景観

Environment

先人たちが創り出し磨き
上げてきた文化や技術

Products

人類史上最初の
被爆都市

Peace

復興を成し遂げた
努力とエネルギー

Resilience

試行錯誤
チャレンジ精神

Heart



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

広島の魅力を世界に発信

52

広島サミットを契機とした

県産農林水産物魅力発信事業

・多様な主体と連携した食の磨き上げ支援
・県内ホテル等での県産農林水産物の

提供に向けたマッチング，情報発信 など

観光地ひろしま推進事業

・観光客のV字回復に向けたアジアや
欧米豪に対するプロモーション など

・プレスツアーの実施
・広島情報センター（仮称）の設置・運営 など

Ｇ７広島サミット推進事業



広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

ポストサミットを見据えた若者の参画

広島の未来を担う若者の

国際感覚やチャレンジ精神を涵養

53

Ｇ７広島サミット推進事業

・空港での出迎えや各種プログラムへの
若者の参画促進

・サミットの開催を後世に伝える取組
・学生等を対象とした現役外交官による

サミット塾の開催 など

「学びの変革」推進事業

・県立高校の生徒を対象に平和，産業等を
テーマにした探究活動を，国際交流を
通じて実施

↑安芸南高等学校で開催したサミット塾の様子
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■ はじめに

■ 令和５年度の主な施策及び事業案

１ 新型コロナウイルス感染症への対応

２ 物価高騰等への対応

３ 社会的基盤の強化

４ ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

■ 令和５年度当初予算案の概要
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令和５年度当初予算案の概要
（国の経済対策等を活用した
令和４年度補正予算を含む）

前年度からの主な増減要因



※予算額は全て一般会計ベース

１兆1,403億円

341億円

（対前年度比 ９９．７％）

※ 国の経済対策等を活用

1兆1,745億円＋

令和５年度
当初予算

令和４年度
補正予算

（国の経済対策等を活用した
令和４年度補正予算を含む）令和５年度当初予算案の概要

56

予算規模



新型コロナウイルス感染症への対応 722億円

物価高騰等への対応 169億円

社会的基盤の強化 705億円

ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践 212億円

それぞれの欲張りなライフスタイルの実現 914億円

広島サミットの開催とレガシーの継承・発展 31億円
※予算額は全て一般会計ベースで，それぞれの項目間で重複がある。

（国の経済対策等を活用した
令和４年度補正予算を含む）

57

重点施策への集中的な取組

令和５年度当初予算案の概要
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１ 新型コロナウイルス感染症への対応

２ 物価高騰等への対応

３ 社会的基盤の強化

４ ウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けたＬＸの実践

５ それぞれの欲張りなライフスタイルの実現

６ 広島サミットの開催とレガシーの継承・発展

令和５年度の主な施策及び事業案


