
附属資料 1
Ⅰ 指標一覧（ともに目指す指標）
Ⅱ 指標一覧（施策指標）

1 ともに目指す指標
「育む」「学ぶ」「活動する」「働く」など，生活ステージにおける10分野につ

いて38指標を設定しています。（目標年次は，平成22(2010)年度）

ともに目指す指標は，県だけではなく，県民，企業，NPO，市町，国など多

様な主体の皆さんとともに目指す共通の目標です。

2 施策指標
施策指標は，施策の進行管理のために参照するものとして，15施策について

19指標を設定しています。（目標年次は，平成22(2010)年度）

施策指標の実績値の推移を参照するとともに，環境変化や施策の進捗状況等

を点検して取り組むべき課題を抽出し，施策の見直しに反映していきます。

なお，目標値は，国・地方を通じた行財政環境の変化等により，その進捗状況

に大きな影響を受けるものであり，努力目標として設定しています。

《指標一覧の解説項目について》

◎ 現状値…
・原則として，平成17(2005)年度，ただし統計の公表時期との関係等によりこ
れに拠らない場合は，数値の下に（ ）を用いて表記

◎ 目標値…
・原則として，ともに目指す指標及び施策指標の目標年次は平成22(2010)年度
（5年後）
・既存計画や統計の公表時期との関係等によりこれに拠らない場合は，数値の下
に（ ）を用いて表記（暦年の場合も○○年と表記）
・平成18(2006)年度以降に目標値を設定するものについては，設定予定年度を
記載

◎ 指標の説明…
・指標名だけでは内容がわかりにくいもの等についての説明

◎ 目標値設定の考え方…
・設定の考え方についての説明

◎ 用語解説…
・指標の説明，目標値設定の考え方等で使用された用語の解説
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育
む

育児休業制度を就業規則
に規定している企業の割
合

100%（H21）86.5%
育児休業制度を導入している企業の割合
【出典】：広島県賃金事情調査

放課後児童クラブ実施箇
所数

449か所（H21）428か所

昼間，仕事などのため保護者が家庭にいない子どもたちに児童
館や保育所，学校の余裕教室，公民館などを利用して遊びや生
活をする場を与える「放課後児童クラブ」の実施箇所数
【出典】：福祉保健部調査

朝食を摂らない児童生徒
の割合

0%に近づける
小学校：3.8%
中学校：7.3%

「基礎・基本」定着状況調査の生活実態調査における項目「毎日
朝食を摂る」について，「あまりあてはまらない」「まったくあ
てはまらない」と回答した児童生徒の割合
【出典】：県教育委員会調査

1日の運動時間が30分未満
の児童生徒の割合

全国平均以下

小学校：21.6%
（全国平均：20.2%）

中学校：18.5%
（全国平均：13.4%）

体力・運動能力調査のアンケート調査における項目「1日の運動
時間」について，「30分未満」と回答した児童生徒の割合
【出典】：県教育委員会調査

1か月に1冊も本を読まな
い児童生徒の割合

0%に近づける
20%以下

小学校：10.4%
中学校：24.2%

「基礎・基本」定着状況調査の生活実態調査における項目「1か
月に読む本の冊数（教科書や問題集，漫画，雑誌を除く）」につ
いて，「読まない」と回答した児童生徒の割合
【出典】：県教育委員会調査

不登校児童生徒の割合
（国公私立小・中）

全国平均以下
1.34%（H16）

（全国平均：1.14%）

県内の国公私立小・中学校における不登校児童・生徒の割合
【出典】：文部科学省調査

学
ぶ

基礎学力が定着している
児童生徒の割合

全教科85%以上

小学校：
国語 83.8%
算数 86.9%
中学校：
国語 80.4%
数学 71.5%
英語 80.9%

「基礎・基本」定着状況調査における各教科の通過率が60%以上
の児童生徒の割合
【出典】：県教育委員会調査

将来の夢がかなうと思う
児童生徒の割合

現状値より向上
小学校：75.4%
中学校：56.0%

「基礎・基本」定着状況調査の生活実態調査における項目「将来
の夢や目標がかなうと思う」について，「よくあてはまる」「や
やあてはまる」と回答した児童生徒の割合
【出典】：県教育委員会調査

体力・運動能力調査の全
国平均以上の種目の割合

75%51.5%
体力・運動能力調査における全国平均以上の種目の割合
【出典】：県教育委員会調査

活
動
す
る

県及び市町の審議会等に
おける女性委員の割合

30%
県：24.0%
市町：22.8%

県や市町が設置する審議会等における女性委員の割合
【出典】：広島県の男女共同参画に関する年次報告

NPO法人数（人口10万人
当たり）

20法人11.3法人（H16）
県民の自主的な社会貢献活動への取組み状況
【出典】：内閣府「特定非営利活動促進法に基づく申請受理数，

認証数等」

交通バリアフリー基本構
想における主要旅客施設
周辺等のバリアフリー化
率

100%（H22年）58.5%

交通バリアフリー法による交通バリアフリー基本構想を定めた
主要旅客施設周辺における特定経路のうちバリアフリー化され
た道路の割合
【出典】：広島県幹線道路協議会「ひろしまの道づくり」

国民体育大会総合順位 8位以内（入賞）9位 国民体育大会における全国総合順位

働
く

新規高校卒業者就職率 常に全国平均以上
94.2%（H17.3卒）
（全国平均：91.2%）

国公私立新規高校卒業者で，就職希望者のうち，就職した生徒
の割合
【出典】：文部科学省調査

高校卒業後3年以内の離職
率

現状値より改善
47.4%（H13.3卒）
（全国平均：48.9%）

国公私立新規高校卒業者で，就職した者のうち，3年以内に離職
した者の割合
【出典】：厚生労働省調査

フリーター数（推計） 3万人4万人
推計による本県のフリーター数
【出典】：商工労働部推計

障害者雇用率 法定雇用率
1.52%

（法定雇用率
（H17）：1.8％）

企業等における障害者の雇用割合
【出典】：国（広島労働局）調査

Ⅰ指標一覧（ともに目指す指標）
分野 指 標 名 目標値（H22）現状値（H17） 指標の説明

118 附属資料

総合_資料P116-132  06.4.5 11:24 AM  ページ 118



県内全ての企業において育児休業制度の導入を設定

各市町の次世代育成支援行動計画の目標値の集計（「未来に輝くこ
ども夢プラン」の目標数値）

・「未来に輝くこども夢プラン」：次世代育成支援対策推進法に基づく
「県行動計画」で，子どもが健やかに生まれ，かつ育成される環境づく
りを推進する上での基本理念，基本的視点及びその実現に必要な施策
を明らかにしたもの。計画期間：平成17（2005）～21（2009）年度

国の食育推進基本計画（案）に準拠して設定

・「基礎・基本」定着状況調査：県内の全公立小学校5年生，中学
校2年生を対象として，学習指導要領に示されている内容の定着
状況，生活や学習に関する意識や実態及び各学校の教科指導等の
状況を把握するために県教育委員会が実施する調査

全国平均に達していないため，当面，全国平均以下となることを目
標として設定

・体力・運動能力調査：県内の全公立小学校1年生から高等学校3年
生を対象として（小5は全数調査），近年の児童生徒の体力・運動
能力を把握するため県教育委員会が実施する調査

広島県子ども読書活動推進計画の目標（H19）に準拠して設定 ・「基礎・基本」定着状況調査：前述

全国平均に達していないため，当面，全国平均以下となることを目
標として設定

前実施計画での目標（H17：80％）は，中学校数学を除き達成して
おり，さらに5ポイントの向上を目標として設定

・「基礎・基本」定着状況調査：前述
・各教科の通過率：教科ごとの全設問に対する正答の割合

定性的な指標とし，現状値より向上することを目標として設定 ・「基礎・基本」定着状況調査：前述

スポーツ振興計画の目標に準拠し，年5ポイントの向上を目標とし
て設定

・体力・運動能力調査：前述

「2020年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％に
なるよう期待し，各分野の取組を推進」することとされている国の
男女共同参画基本計画（第2次）を勘案した設定

・審議会等：県及び市町の事務事業に関して審査，審議，調査等を
行うため，県民，学識経験者等を委員として，法令に基づき県及
び市町が設置する附属機関

制度が発足し認証を開始した平成11年度から平成16年度までの年平
均伸び率から設定

交通バリアフリー基本構想が策定された市町において，交通バリア
フリー法に基づき国が定めた「移動円滑化の促進に関する基本方針」
に掲げられた目標値（100%）を設定

・交通バリアフリー基本構想：主要な旅客施設（特定旅客施設）を
中心とした周辺地区の旅客施設，歩行空間，道路，信号機等のバ
リアフリー化に関する重点的，一体的な整備計画で，交通バリア
フリー法に基づき市町が作成

・主要旅客施設：1日平均5,000人以上の利用者のいる旅客施設（駅
等）

常に入賞を目標として設定

経済状況等，施策以外の要因に影響されやすい指標であるため，相
対的な目標として，常に全国平均以上となることを目標として設定

経済状況等，施策以外の要因に影響されやすい指標であるため，現
状値より改善することを目標として設定

現在実施している就業支援策により1万人減を設定

・フリーター：労働経済白書（厚生労働省）では，在学者を除く年
齢15～34歳（女性は未婚者）の者で，①就業している者は勤務先
の呼称が「アルバイト」又は「パート」の者，②無業の者は家事
も通学もしていない「アルバイト・パート」希望者と定義

県内企業における障害者実雇用率が法定雇用率と同水準を設定

・法定雇用率：民間企業，国，地方公共団体は，「障害者雇用促進
法」により，一定割合（法定雇用率）に相当する数以上の身体障
害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが定められ
ている。（一般の民間企業は1.8％（H17現在））

目標値設定の考え方 用 語 解 説
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指 標 名 目標値（H22）現状値（H17） 指標の説明分野

興
す

5分野の付加価値額
（情報通信，環境，新製造
技術，医療・福祉，バイ
オテクノロジー）

19,200億円
（H22年）

14,396億円
（H15年）

成長が期待される5分野の経営力の向上を示す付加価値額の合計
額（事業分類によっては重複計上されている）
【出典】：工業統計調査

開業率 4.8%（H22年）4.3%（H16年）
既存事業所に対する新設事業所の割合
【出典】：事業所・企業統計調査

県内製造業の付加価値額
28,400億円
（H22年）

27,736億円
（H16年）

県内の製造業の経営力の向上を示す付加価値額の合計
【出典】：工業統計調査

農畜産物販売額 920億円（H22年）863億円（H15）
・県内産の米，野菜，果樹などの農産物や，和牛，鶏卵などの
畜産物の販売額
【出典】：農林水産部調査

農畜産物販売額の担い手
シェア

70%（H22年）52%（H15）
・県内の，農畜産物販売額に占める担い手の販売額の割合
【出典】：農林水産部調査

担い手農家数
（法人構成員を含む）

3,600戸（H22年）2,184戸（H15）
・県内の，担い手として位置づけられる農家の数
【出典】：広島県農林水産部調査

結
ぶ

広島空港の利用者数 3,950千人3,266千人（H16）
広島空港の年間の利用者数
【出典】：土木建築部調査

広島港のコンテナ貨物取
扱量

190千TEU（H19）
185千TEU

（H17見込値）
広島港で取り扱う年間（暦年）のコンテナ貨物個数
【出典】：土木建築部調査

福山港のコンテナ貨物取
扱量

100千TEU（H21）
78千TEU

（H17見込値）
福山港で取り扱う年間（暦年）のコンテナ貨物個数
【出典】：土木建築部調査

県境を越えた旅客数 現状値より向上127百万人（H15）
県境を越えて年間に移動した旅客数
【出典】：貨物・旅客地域流動調査（国土交通省）

県境を越えた貨物量 9,500万トン
9,208万トン
（H15）

県境を越えて年間に移動した貨物量
【出典】：貨物・旅客地域流動調査（国土交通省）

総観光客数
5,500万人
（H22年）

5,098万人
（H16年）

入込観光客と地元観光客を合わせた総観光客数
【出典】：商工労働部調査

安
ら
ぐ

健康寿命
75.9歳
79.3歳

男性：75.4歳
女性：78.8歳

寝たきりや認知症になることなく，健康で自立して暮らすこと
ができる期間
【出典】：総務省住民基本台帳人口要覧

広島県人口動態年報
広島県国保連合会業務統計表

がん検診受診率 全国平均以上
14.5%（H15）

（全国平均：16.7%）

市町が実施する老人保健法による老人保健事業のがん検診を受
診した者の割合
【出典】：厚生労働省地域保健・老人保健事業報告書

元気高齢者（要介護・要
支援認定を受けていない
高齢者）の割合

全国平均以上
80.5%

（全国平均：83.3%）
（H17.9 暫定値）

65歳以上高齢者のうち要支援・要介護の認定を受けていない者
の割合
【出典】：厚生労働省介護保険事業状況報告

守
る

温室効果ガス排出量 3,811万トン-CO2
4,422万トン-CO2
（H15）

県内で排出される温室効果ガスを二酸化炭素に換算した場合の
年間排出量
【出典】：広島県環境白書

一般廃棄物の再生利用率 20%（H18）12.1%（H15）
家庭等から排出される一般廃棄物の総量に対する再生利用量の
割合
【出典】：一般廃棄物処理事業の概況

防
ぐ

交通事故死者数
145人以下
（H22年）

187人
（H17年）

県内の交通事故による年間（暦年）の死者数
【出典】：交通事故統計（警察庁）

刑法犯認知件数

ピーク時の半減
（H22年）

（ピーク時：約6
万件（H14年））

36,938件
（H17年）

県内の年間（暦年）の刑法犯認知件数
【出典】：犯罪統計

自主防災組織率 75%61.6%
自主防災組織の組織率
【出典】：消防庁「消防防災・震災対策現況調査」（毎年4月1日）

支
え
合
う

事務・権限移譲受入市町
数

全市町（H20）3市町
事務移譲具体化プログラムに基づき事務・権限の移譲を受け入
れている市町数
【出典】：地域振興部調査
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目標値設定の考え方 用 語 解 説

年4.2％の伸び率を設定
・付加価値額：生産額－（原材料使用額等＋内国消費税額＋推計消
費税＋減価償却額）なお、従業者29人以下は粗付加価値額

・粗付加価値額：製造品出荷額－原材料使用額等

平成元（1989）年以降の最高の率を設定

年0.4％の伸び率を設定 ・付加価値額：前述

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の農畜産物販売額（998億円）に対し，H22年の目標数値を
示した）

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の農畜産販売額の担い手シェア（79％）に対し，H22年の目
標数値を示した）

・担い手：集落法人，集落法人以外の農業法人，農業外企業等の法
人経営と，農業所得が500万円以上の個別経営

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の担い手農家数（4,575戸）に対し，H22年の目標数値を示
した）

・担い手：前述

国際線においては搭乗率65％以上，国内線においては近年の平均搭
乗率以上の利用者数を目標として設定

過去の取扱実績や今後の需要予測等により，広島港のコンテナ貨物
の取扱目標として設定

・TEU：コンテナ取扱個数の単位（Twenty-Feet Equivalent Unit）コ
ンテナの長さが約6メートルの20フィートコンテナが1TEUに相当

過去の取扱実績や今後の需要予測等により，福山港のコンテナ貨物
の取扱目標として設定

・TEU：前述

旅客については減少傾向あるため現状値より向上を目標に設定

貨物は，一時期の減少から上昇傾向に転じているため直近3年間の
増加割合

年1.4%の伸び率を設定

国の健康フロンテイア戦略の目標「H17から10年間の間に健康寿命
を2年程度伸ばす」をもとに算定
生活習慣病，介護予防対策の取組みは短期間では効果が表れにくく，
長期的な視野に立って取り組む必要があり，10年間の前半の5年間
を0.5歳とし，現状値に加算

当面受診率の向上を目指し，5年後は全国平均以上を設定
・がん検診受診率：胃がん，肺がん，大腸がん，子宮がん，乳がん
検診の受診率の平均

全国平均を下回っているため，全国平均以上を設定
・元気高齢者：65歳以上高齢者のうち要支援・要介護の認定を受け
ていない者

広島県地球温暖化防止地域計画に基づき，平成2（1990）年度の広
島県内における二酸化炭素等温室効果ガス排出量の2%削減

・温室効果ガス：地表から放射される赤外線を吸収し，温暖化の原
因となる気体（主なものに二酸化炭素，メタン，フロン等がある）

・広島県地球温暖化防止地域計画：「広島県環境基本計画」，「広島
県生活環境保全条例」に基づき，県民・事業者・行政等の各主体
が総合的に温室効果ガスの削減対策に取り組むための県の基本計
画（目標年度：平成22（2010）年度）

一般廃棄物再生利用率の向上
（H19年度に次期計画策定）

国の「交通安全基本計画」に準拠し，平成24年までに，平成4～13
年の平均年間死者数の半減以上

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の行動目標

過去5年間は平均1.7ポイントの上昇であったが，今後5年間は毎年
2.0ポイント以上の上昇

・自主防災組織：地域住民が自主的に連携して，平常時は防災訓練
や広報活動，災害時には初期消火，救出救護，集団避難，避難所
への給水給食活動などの防災活動を行う組織

分権改革推進計画に基づく県内全市町への事務・権限の移譲
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番号 施 策 名 指 標 名 現状値（H17） 指標の説明目標値（H22）

（21）新規成長産業の集積とベンチャー企業の創出

5分野の付加価値額
（情報通信，環境，新製造技術，医
療・福祉，バイオテクノロジー）

19,200億円
（H22年）

14,396億円
（H15年）

成長が期待される5分野の経営力の向上を示
す付加価値額の合計額（事業分類によっては
重複計上されている）
【出典】：工業統計調査

開業率 4.8%（H22年）4.3%（H16年） 既存事業所に対する新設事業所の割合
【出典】：事業所・企業統計調査

（25）ものづくりの高付加価値化
県内製造業の付加価値額

28,400億円
（H22年）

27,736億円
（H16年）

県内の製造業の経営力の向上を示す付加価値
額の合計
【出典】：工業統計調査

（28）担い手が中心となった力強い農業構造の確立

農畜産物販売額
920億円
（H22年）

863億円
（H15）

・県内産の米，野菜，果樹などの農産物や，
和牛，鶏卵などの畜産物の販売額
【出典】：農林水産部調査

農畜産物販売額の担い手シ
ェア

70%（H22年）52%（H15）
・県内の，農畜産物販売額に占める担い手の
販売額の割合
【出典】：農林水産部調査

担い手農家数
（法人構成員を含む）

3,600戸（H22年）2,184戸（H15）
・県内の，担い手として位置づけられる農家
の数
【出典】：広島県農林水産部調査

（30）持続的かつ安定的な水産業の確立
漁業生産額

325億円
（H22年）

297億円
（H15）

本県の海面漁業と海面養殖業の生産額
【出典】：漁業生産統計調査

（32）研究開発・技術支援機能の強化
県立試験研究機関の知的財
産権出願件数

25件19件
県立試験研究機関が，特許権等の知的財産権
を出願した件数
【出典】：政策企画局調査

（33）産業支援インフラの充実
高速インターチェンジに20
分でアクセスできる産業団
地数

90団地74団地

自動車による貨物輸送において，高速インタ
ーチェンジと20分以内で結ばれる県内の産業
団地の数
【出典】：広島県幹線道路協議会「ひろしまの

道づくり」（団地数を一部改訂）

（40）県境を越えた広域的な交流・連携の強化

県境を越えた旅客数 現状値より向上127百万人（H15）
県境を越えて年間に移動した旅客数
【出典】：貨物・旅客地域流動調査（国土交通

省）

県境を越えた貨物量
9,500万トン9,208万トン

（H15）

県境を越えて年間に移動した貨物量
【出典】：貨物・旅客地域流動調査（国土交通

省）

（44）子育て支援体制の充実 「未来に輝くこども夢プラ
ン」の主な目標値の進捗率

100%（H21）63.9%

「未来に輝くこども夢プラン」に示した主な
行動計画（放課後児童クラブ数，地域子育て
センター等14項目）数値の進捗率の平均
【出典】：福祉保健部調査

（47）健康寿命の延伸 健康寿命
75.9歳
79.3歳

男性：75.4歳
女性：78.8歳

寝たきりや認知症になることなく，健康で自
立して暮らすことができる期間
【出典】：総務省住民基本台帳人口要覧
広島県人口動態年報
広島県国保連合会業務統計表

（51）地球温暖化の防止 温室効果ガス排出量
3,811万トン-CO24,422万トン-CO2

（H15）

県内で排出される温室効果ガスを二酸化炭素
に換算した場合の年間排出量
【出典】：広島県環境白書

（52）地域環境の保全 測定局等における環境基準
達成状況

現状値より向上
大気：36%（H16）
水質：80%（H16）

環境基準を全て達成している大気測定局及び
水質基準点の割合
【出典】：広島県環境白書

（54）廃棄物の減量化・資源化 産業廃棄物の再生利用率 現状値より向上65%（H12）
産業廃棄物の総排出量に対する再生利用量の
割合
【出典】：広島県産業廃棄物実態調査

（57）食の安全・安心の確保 食中毒の人口10万人当たり
患者数

現状値より改善
50.9人

（H12～16の平均）

食品衛生法の規定により医師から届出された
食中毒の人口10万人当たりの患者数
【出典】：厚生労働省食中毒統計資料

（62）安全・安心なまちづくり 刑法犯認知件数

ピーク時の半減
（H22年）

（ピーク時：約6
万件（H14年））

36,938件
（H17年）

県内の年間（暦年）の刑法犯認知件数
【出典】：犯罪統計

（68）基礎自治体の自立へ向けた取組みへの支援
集中改革プラン策定市町数 全市町（H21）―

市町の行政改革の具体的な取組みを示す集中
改革プランを策定している市町の数
【出典】：地域振興部調査

Ⅱ指標一覧（施策指標）

122 附属資料

総合_資料P116-132  06.4.5 11:24 AM  ページ 122



目標値設定の考え方 用 語 解 説

年4.2％の伸び率を設定
・付加価値額：生産額－（原材料使用額等＋内国消費税額＋推計消費税＋減
価償却額）なお、従業者29人以下は粗付加価値額

・粗付加価値額：製造品出荷額－原材料使用額等

平成元（1989）年以降の最高の率を設定

年0.4％の伸び率を設定 ・付加価値額：前述

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の農畜産物販売額（998億円）に対し，H22年の目標数値を示した）

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の農畜産販売額の担い手シェア（79％）に対し，H22年の目標数値を
示した）

・担い手：集落法人，集落法人以外の農業法人，農業外企業等の法人経営と，
農業所得が500万円以上の個別経営

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の担い手農家数（4,575戸）に対し，H22年の目標数値を示した） ・担い手：前述

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画による
（H27年の漁業生産額330億円に対し，H22年の目標数値を示した）

毎年1件程度の増加 ・知的財産権：特許権，実用新案権，育成者権，意匠権，著作権，商標権等
の権利の総称

計画期間内の主要な道路の整備による高速インターチェンジへ20分でアクセ
スが可能となる産業団地数の増加

旅客については減少傾向あるため現状値より向上を目標に設定

貨物は，一時期の減少から上昇傾向に転じているため直近3年間の増加割合

すべての項目で100％に設定

・「未来に輝くこども夢プラン」：次世代育成支援対策推進法に基づく「県
行動計画」で，子どもが健やかに生まれ，かつ育成される環境づくりを推
進する上での基本理念，基本的視点及びその実現に必要な施策を明らかに
したもの。計画期間：平成17（2005）～21（2009）年度

・進捗率の平均：進捗率の単純平均（100％以上は100％に換算する）

国の健康フロンテイア戦略の目標「H17から10年間の間に健康寿命を2年程
度伸ばす」をもとに算定
生活習慣病，介護予防対策の取組みは短期間では効果が表れにくく，長期的
な視野に立って取り組む必要があり，10年間の前半の5年間を0.5歳とし，現
状値に加算

広島県地球温暖化防止地域計画に基づき，平成2（1990）年度の広島県内に
おける二酸化炭素等温室効果ガス排出量の2%削減

・温室効果ガス：地表から放射される赤外線を吸収し，温暖化の原因となる
気体（主なものに二酸化炭素，メタン，フロン等がある）

・広島県地球温暖化防止地域計画：「広島県環境基本計画」，「広島県生活環
境保全条例」に基づき，県民・事業者・行政等の各主体が総合的に温室効
果ガスの削減対策に取り組むための県の基本計画（目標年度：平成22
（2010）年度）

大気及び水質環境の向上

産業廃棄物再生利用率の向上
（H19年度に次期計画策定）

過去5年間（H12-16）の平均値からの減少

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の行動目標

集中改革プランの全市町の策定
・集中改革プラン：総務省より示された「地方公共団体における行政改革の
推進のための新たな指針」に基づき，平成17年度から，概ね21年度までを
計画期間として，各市町が行政改革の具体的な取組みを明示した計画
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附属資料 2
Ⅰ 広島県総合計画審議会の答申

1 諮問

2 答申

3 広島県総合計画審議会の構成

Ⅱ 策定経緯

1 計画策定の体制

2 計画策定の流れ

3 広島県総合計画審議会の審議経緯

4 県民意見の反映
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平成１８年３月２４日

広島県知事　藤　田　雄　山　　様

広島県総合計画審議会
会長　 須　司　登

新たな総合計画について（答申）

平成１７年５月２０日付けで諮問がありました新たな総合計画については，これまでに５回の審議会，１０回
の小委員会において調査審議を重ねて参りました。
この間，平成１７年９月１４日には，社会経済情勢の変化や広島県のこれまでの成果と課題等を踏まえ，新
たな総合計画の策定に向けた「論点整理」を知事に提出いたしました。
その後，この論点整理等を踏まえ，広島県でとりまとめられた「中間まとめ（案）」，さらには「新たな総合計画

（案）」について調査審議して参りました。
その結果，「新たな総合計画（案）」については，県政運営の総合的かつ基本的な計画として適当と認めます。
なお，計画の推進に当たっては，特に次の点に配慮されるよう申し添えます。

記

１． 21世紀初頭，時代の大きな転換期にあって，少子高齢・人口減少社会への移行，社会の成熟化，経済
活動等のグローバル化，分権改革の進展など本県を取り巻く社会経済情勢の変化は一層加速化していま
す。
こうした中で，県内の地域や産業が活力に満ちあふれ，安心できる環境の下で，県民一人ひとりが，

互いの違いを認め，尊重し合い，それぞれの個性や能力，主体性を十分に発揮しながら，希望を持って
生き生きと活動し，県内外の人々が「住んでみたい，住み続けたい」と実感できる広島県を築き上げて
いくことが重要です。

126 附属資料

Ⅰ 広島県総合計画審議会の答申
この計画は，平成17(2005)年5月20日，広島県総合計画審議会に諮問し，次のとおり答申を得たので，これに基

づいて，平成18(2006)年3月27日に決定しました。

1 諮問

政企第４号
平成１７年５月２０日

広島県総合計画審議会会長　様

広　島　県　知　事

新たな総合計画について（諮問）

このことについて，広島県総合計画審議会設置条例第２条第１項の規定によって，次のとおり諮問
します。

諮　問

人口減少，少子・高齢化社会への移行や分権改革の進展など本県を取り巻く社会経済動向等の変化
を踏まえ，広島県の目指すべき姿や政策の方向，取り組むべき施策等を明らかにする新たな総合計画
について，調査審議を求めます。

2 答申
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このため，時代潮流を見定め，柔軟かつ機動的に対応しながら，県民生活の質的向上に努めるとともに，
これからの広島県の明日を拓く「人」づくり，人や企業を惹きつけ，地域の求心力を高める「活力」づくり，
人々の活動や生活を支える基本となる「安心」づくりと，これらを推し進める基盤である新しい「自治」
づくりに総合的に取り組み，さらなる県勢の発展に向け，挑戦を積み重ねられることを期待します。
また，計画の推進に当たっては，仕組みの創造的革新，「強み」の積極的活用，地域協働の枠組み構築の
３つの視点を踏まえ，地域全体の発展を方向付ける舵取り役，広域的な地域の総合プロデューサーとして，
本県のリーダーシップを遺憾なく発揮されることを期待します。

２． 基本目標に掲げられた「活力と安心，希望のある『元気な広島県』」の実現」に向けては，特に次の
点に着目し，総力を結集して取組みを展開されることを期待します。

（１）活力と発展の源となる人づくり
・長期的な展望に立って，広島県が目指す人づくりの基本理念を明確にしたうえで，乳幼児期から高齢
期まで生涯を通じて，一人ひとりが大切にされ，きめ細かい視点から人を育て，活かすための組織
横断的な取組みを進めること

・地球温暖化や自然環境破壊などの環境問題はもとより，経済（生産・消費），開発，防災，発展途上
国支援など多岐にわたる分野も含め，持続可能な社会を創造していく力を育む教育を推進すること

・次世代人材育成が，地域の存続に関わる最重要課題であるとの認識に立ち，次世代育成政策をより一
層重視し，子育て支援の充実や自立した社会人としての規範意識や責任感を持った人材の育成に向
けて，県民，企業，行政が総力を結集した取組みを強化すること

（２）産業クラスターの形成
・情報通信，環境・エネルギー，新製造技術，医療・福祉，バイオテクノロジーなど成長性の高い分野
等における先端的技術企業や大学・研究機関，産業支援機関との情報交換，欧米ばかりでなく成長
著しい東アジアなど世界のクラスターとの連携や研究交流などを通じ，ハイテク関連産業クラスター
地域の形成に向けて戦略的な展開を図っていくこと

・食品残さや家畜の糞尿，汚泥などを利用した有機質肥料の土壌還元技術を活用する循環型農業の推進
などを通じ，自然との共生の中で，地域内での資源循環型の食料・食品産業クラスターの形成を推
進すること

（３）都市と農山漁村地域が一体となった取組みの推進
・都市の賑わいや特色のある産業，農山漁村地域の歴史・文化財，伝統芸能，豊かな自然などを組み合
わせるなど，地域資源を活用した滞在型の観光メニュー開発に努めるとともに，ＵＪＩターン希望者
の将来的な定住も視野に入れながら，定住促進のための効果的な情報発信を推進すること

・農業協同組合，社会福祉協議会，商工会議所，商工会，ＮＰＯ等のネットワークや人材を有機的に連
携・活用し，生活関連サービス事業の展開を図るなど，コミュニティビジネスの促進に努めること

・自給率の向上を意識した地産地消などの取組みを促進するとともに，付加価値や雇用吸収力が高く，
土地の有効活用にも寄与する工場生産方式による農業を支援していくこと

（４）中枢・中核都市圏における求心力の向上
・広域・国際交流圏の活力を牽引する拠点都市圏の高次都市機能の向上を目指し，ビジネス支援サービ
スの集積促進を図るなど，広島県が中心となって関係市町や経済界等との連携・協力を深めること

・高速交通基盤の整備，公共交通ネットワークの充実など都市の骨格づくりの早期実現に努めること
・歴史を踏まえた創造性のある文化施設の整備，個性ある芸術・文化イベントの開催などの都市の魅力
づくりや，大学，高等教育機関，専門学校等が連携したコンソーシアムの形成といった若者が集い
賑わうしかけづくりに官民を挙げて取り組むこと。

・子どもから高齢者までだれもが安全で，安心して活動できるまちづくりを積極的に促進すること
（５）広島県の魅力のさらなる創出と発信

・温暖な気候・風土，２つの世界遺産，瀬戸内海や西中国山地の豊かな自然，歴史・文化，産業・技術，
県産品など，広島らしさや世界に誇ることのできる地域資源を活用した新たな商品開発・ブランド
化の促進及び国内外への情報発信を強化すること

・アジア市場など国内外からの集客を視野に入れ，近隣県や県内外の旅行関係者との連携を図り，県境
を越えた観光ルートの開発や販路開拓など，広域的かつ中長期的な観光戦略に基づいた取組みを強
化すること

（６）広島型分権改革の積極的な推進
・市町の教育委員会や消防本部の広域化など，基礎自治体の執行体制の強化を積極的に支援すること
・道州制の導入を視野に入れ，広島都市圏がもつ既存の機能・基盤を最大限活かしつつ，県境を越えた
広域・国際交流圏の発展を考慮した近隣県とのパートナーシップや国への制度改革の働きかけを強化
すること
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区 分 小委員会
委員 氏　名 役　職　名

128 附属資料

3 広島県総合計画審議会の構成

会　長

委　員

30人

○

○

○

○

○

○

○

○

委員長

○

○

○

（○）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

21人

須　司　登

伊　藤　敏　安

上　嶋　英　機

上　田　宗　冏

碓　井　静　照

宇　田　　　誠

大　田　哲　哉

大　野　　　徹

岡 哲　夫

小笠原　道　雄

加　島　英　俊

栗　原　俊　二

小　島　敏　文

児　玉　靜　秋

小　見　志　郎

櫻　井　正　弥

佐々木　清　蔵

中　村　一　朗

（野 村　慶太郎）

檜　山　洋　子

平　田　冨美子

松　坂　敬太郎

宮　　　政　利

宮　地　　　稔

三　好　久美子

山　木　靖　雄

山　下　三　郎

山　田　知　子

山　本　一　隆

山　本　勇　二

（勝　間　　　讓）

渡　部　朋　子

中国経済連合会会長

広島大学大学院地域経済システム研究センター長

広島工業大学大学院環境学研究科教授

（社）青少年育成広島県民会議会長・県「減らそう犯罪」推進会議委員

（社）広島県医師会会長　

広島県商工会議所連合会会頭

（社）バス協会会長・（社）広島県観光連盟副会長

（財）広島県体育協会専務理事

広島県議会議員

放送大学教授広島学習センター所長

広島県商工会連合会会長

広島県議会議員

広島県森林組合連合会会長

広島県農業協同組合中央会会長

県立広島大学副学長

広島県民生委員児童委員協議会会長

広島県町村会会長

（社）広島青年会議所理事長

前　　　　　〃

（財）広島県女性会議理事長

ＩＷＡＤ環境福祉専門学校理事長・校長

（社）中国ニュービジネス協議会会長

広島県議会議員

日本労働組合総連合会広島県連合会会長

ひろしまＮＰＯセンター副代表理事

広島県議会議員

広島県市長会会長　　　　　　　　　　

比治山大学地域文化政策学科助教授

広島経済同友会代表幹事

広島県漁業協同組合連合会代表理事会長　　

前　　　　　〃

ＮＰＯ法人平和貢献ＮＧＯｓひろしま理事

注：（ ）内は人事異動に伴う前任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （50音順，敬称略）
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Ⅱ 策定経緯

1 計画策定の体制

○ 平成17(2005)年4月7日　広島県総合計画策定本部を設置（広島県総合計画策定本部設置要綱の策定）

〔本部長〕

知事

〔副本部長〕

副知事

〔本部員〕

出納長

総務企画部長

政策企画局長

地域振興部長

環境生活部長

環境局長

福祉保健部長

商工労働部長

農林水産部長

土木建築部長

空港港湾局長

都市局長

企業局長

教育長

警察本部長

本部会議

〔代表幹事〕

政策企画局長

〔幹事〕

出納長室 副出納長

総務企画部 管理総室長

〃 財務総室長

政策企画局 総括企画監

地域振興部 管理総室長

環境生活部 管理総室長

環境局 環境創造総室長

福祉保健部 管理総室長

商工労働部 管理総室長

農林水産部 管理総室長

土木建築部 管理総室長

空港港湾局 空港港湾総室長

都市局 都市総室長

企業局 次長

教育委員会事務局　管理部長

警察本部 総務部　総務課長

幹　事　会

〔事務局長〕

政策企画局長

〔事務局次長〕

政策企画局総括企画監

〔事務局員〕

政策企画局政策企画担当企画監

政策企画局スタッフ

各部局企画担当スタッフ　　等　　

事　務　局

【策定本部】

【審議機関】

総合計画審議会 小委員会

2 計画策定の流れ

総合計画策定本部の設置
総合計画審議会への諮問
施策点検，県政世論調査，地域フォーラムの実施
総合計画審議会からの論点整理の提出
新たな総合計画「中間まとめ」の公表
県民意見募集（パブリックコメント）の実施
新たな総合計画（案）の公表
総合計画審議会からの答申
計画決定

4月 7日
5月20日
6月～ 8月
9月14日
12月19日
12月～ 1月
2月 6日
3月24日
3月27日

平成17(2005)年

平成18(2006)年
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3 広島県総合計画審議会の審議経緯

日　程 審議状況等
◆第1回審議会
平成17（2005）年5月20日（金）
13：30～15：00
◆第1回小委員会
平成17（2005）年5月20日（金）
15：00～15：30

横断的テーマの調査審議
◆第2回小委員会
平成17（2005）年6月6日（月）
13：30～17：00

◆第3回小委員会
平成17（2005）年6月16日（木）
13：30～17：00

◆第4回小委員会
平成17（2005）年6月21日（火）
13：30～17：00

分野別テーマの調査審議
◆第5回小委員会
平成17（2005）年7月14日（木）
13：30～17：00
◆第6回小委員会
平成17（2005）年7月21日（木）
13：30～17：00
◆第7回小委員会
平成17（2005）年8月1日（月）
13：30～17：00
◆第8回小委員会
平成17（2005）年8月5日（金）
13：30～17：00

第2～8回小委員会での審議の論点整理
◆第2回審議会
平成17（2005）年9月13日（火）
13：30～15：30
◆論点整理の提出
平成17（2005）年9月14日（水）
新たな総合計画の中間まとめ（案）についての調査審議
◆第9回小委員会
平成17（2005）年11月24日（木）
13：30～16：30
◆第3回審議会
平成17（2005）年12月13日（火）
16：00～17：30

新たな総合計画（案）についての調査審議
◆第10回小委員会
平成18（2006）年1月30日（月）
13：30～16：30
◆第4回審議会
平成18（2006）年2月6日（月）
15：00～17：00

新たな総合計画に対する答申文案についての調査審議
◆第5回審議会
平成18（2006）年3月23日（木）
13：30～14：30

答申
◆答申
平成18（2006）年3月24日（金）
16：30～16：45

○ 会長選出，小委員会設置（21名）
○ 諮問
○ 策定方針等の説明，意見交換
○ 委員長選出
○ 小委員会の進め方

○ テーマ：分権時代の地域政策
・参考人講演「分権時代における地域政策のあり方」

政策研究大学院大学教授　横道清孝氏
・事務局説明と調査審議

○ テーマ：人口減少，少子・超高齢社会における地域政策
・参考人講演「人口減少，少子高齢化による可能性と課題」

株式会社大和総研チーフエコノミスト　原田泰氏
・事務局説明と調査審議

○ テーマ：成熟化経済・グローバル時代における地域政策
・参考人講演「21世紀の社会・経済的情勢と地域産業政策・都市政策」

大阪市立大学大学院文学研究科教授　富田　和暁氏
・事務局説明と調査審議

○ テーマ：地域経済と産業政策のあり方
（新規成長産業，農業等）

・事務局（各部局）説明と調査審議
○ テーマ：人材活力の強化のあり方

（人間力，産業人材，協働社会形成等）
・事務局（各部局）説明と調査審議

○ テーマ：安心・安全・快適な地域政策のあり方
（医療・福祉，介護予防，循環型社会形成，治安等）

・事務局（各部局）説明と調査審議
○ テーマ：都市・地域政策のあり方

（社会資本整備，拠点都市形成，中山間対策等）
・事務局（各部局）説明と調査審議

○ テーマ：第2～8回小委員会での審議状況及び論点
・事務局説明と調査審議

○ 「新たな総合計画」の策定に向けた論点整理を知事に提出

○ テーマ：新たな総合計画の中間まとめ（案）
・政策企画局からの説明と調査審議

○ テーマ：新たな総合計画の中間まとめ（案）
・政策企画局からの説明と調査審議

○ テーマ：新たな総合計画（案）
・ 政策企画局からの説明と調査審議

○ テーマ：新たな総合計画（案）
・政策企画局からの説明と調査審議

○ テーマ：新たな総合計画に対する答申文案
・事務局説明と調査審議

○計画（案）について付帯意見を付して適当の旨の答申
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4 県民意見の反映

（1）地域フォーラムの開催
○ 県民の意見を広く聴き，計画に反映させるため，地域別の意見交換会「地域フォーラム」を県内7か所

で開催し，各地域で様々な活動に従事している64名の有識者（教育，医療，福祉，産業，農林漁業，

地域活動，地域づくり，環境，安全，国際等の分野）からご意見をいただいた。

（2） 県政世論調査の実施
○ 県内在住の満20歳以上の県民2,000人を対象に，「人」「地域」「産業」「基盤」に関する27項目につ

いてこれまでの改善状況と今後の重要度についての調査を実施

・ 実施期間：平成17(2005)年8月4日～8月19日

・ 無作為抽出・郵送にて調査票を配布，回収数（率）1,012（50.6％）

（3） 県民意見募集（パブリックコメント）の実施
○ 新たな総合計画「中間まとめ」を公表し，ともに目指す広島県の姿や，元気な広島県づくりに欠かせな

いと思われることなどについての意見募集をした結果，260件（217人）のご意見をいただいた。

・ 実施期間：平成17(2005)年12月20日～平成18(2006)年1月19日

・ ホームページ掲載，各市町，県内地域事務所（7箇所）にパンフレットを設置

・ 郵送，FAX，電子メールにて受付

7月20日（水）

7月25日（月）

7月28日（木）

8月 2日（火）

8月 8日（月）

8月 9日（火）

8月11日（木）

広島地域事務所

呉地域事務所

尾三地域事務所

芸北地域事務所

福山地域事務所

備北地域事務所

東広島地域事務所

9名

7名

11名

8名

9名

11名

9名

日 程 会 場 有識者
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