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重点分野別の現状・課題と今後の取組方向（たたき台） 

新たな経済成長 

 

 

 

 
 

論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

１ イノベーションを通じた

新たな産業の育成 

 

○景気の影響を受けやすい産業構造のため，県内産業の

停滞 

 ・鉱工業生産指数（季節調整値）（H17=100） 

（H20.Ⅲ期）108.9 → （H21.Ⅰ期）67.8 

 

○企業誘致の低迷，生産拠点や保有技術の海外流出 

 ・県内立地動向 

    (H18) 50 件,65.4ha → (H21) 12 件,17.7ha 

 

○人口減少，経済の成熟化に伴う，国内既存市場の縮小 

 

○経済のグローバル化，新興国の台頭に伴う，企業にお

ける地域間競争の激化，国際競争力の低下 

 

○アジアを中心とする新興国の台頭に伴う，新規・成長

市場の出現 

 ・ＧＤＰ実質成長率（H20） 

（中国）  9.0％ 

（インド） 7.3％ 

（日本）  0.4％ 

 

○ライフスタイル・価値観の変化，ニーズの高度化・多

様化に伴う，国内外における新規・成長市場の出現 

 

○低炭素社会・環境制約への対応に向けて，環境・資源・

エネルギー関連市場の需要拡大 

 ・県内CO2排出量 (H2)3,699万ｔ→(H18)4,335万ｔ 

 

○環境への取組をビジネスチャンスと捉える企業の増加 

 

○日本の高い技術力を生かした地球温暖化防止・環境保

全・廃棄物対策等の分野における海外貢献への期待の

高まり 

 

○アジアの成長市場を取り込み，新た

な課題やニーズへの対応など成長分

野の展開が進んだ，多彩で重層的な

産業拠点を形成 

 

○基幹産業である製造業 

・自動車関連産業の集積，中枢部材・

コア技術を有する企業（オンリーワ

ン・ナンバーワン企業等）の存在 

・ものづくり技術・ノウハウ，技能・

技術人材，学術・研究開発機関等の

集積 

 

○環境・資源・エネルギーに関する資

源（副生水素，バイオマス，太陽光

利用のための日射量等），技術，学

術・研究機関の集積，企業や地域に

おける取組 

 

 

○成長が期待できる産業への挑戦 

・社会課題・地域課題を解決する産業への取組 

例：地域特性に応じた環境・資源・エネルギー

関連産業の展開など 

・高付加価値の獲得が期待できる産業への取組 

例：先端技術（新素材，バイオ等）の活用によ

る新たな産業の創出など 

 

○産業や企業の創出・成長を促進する仕組みづく

り 

・本県産業を担う人材の育成【後掲】  

・将来の成長の芽となる企業の活動を多角的に支

援するファンドの創設 

・研究開発機能の強化と応用・普及に向けた仕組

みづくり 

例：産学官連携の推進，知的財産戦略，世界標

準の獲得など 

【基本認識（目指す姿・目標）】 

起業家精神と斬新なアイデアによって新たな挑戦を行う企業や人を，多様な方法で，積極的に後押しすることで，魅力のある雇用・労働環境を

創出して，新しい経済成長のステージを生み出し，県民が将来に向けて大きな希望が持てる強固な経済基盤を作る。 

資 料 ２
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

２ 既存産業の中長期的な競

争力の強化 

 

○世界自動車市場における構造変革（新興国市場の拡

大，環境制約や多様なニーズへの対応） 

・グローバル自動車市場(H20) 

（新興市場）3,100 万台 

（日本）    508 万台 

（欧州）  1,560 万台 

（北米）    1,620 万台 

 

 

○国際競争や地域間競争に勝ち抜くた

め，競争力のある企業が，県内にお

いて持続的に発展し，事業活動を継

続的に実施 

 

○アジアに対する地理的近接性，知名

度 

 

 

○ものづくり技術の高度化の推進 

・基盤技術の高度化の推進 

・次世代技術・コア技術の開発の推進 

・次世代自動車への挑戦 

 

○アジアをはじめとする成長市場の獲得に向け

た取組の支援 

 ・公設試による産業支援 

 

○県内企業や生産者等からの具体的なニーズに応じた

効果の高い研究開発・技術支援の必要性 

 

○実用化につながるテーマ（応用的，実用的分野）に 

重点化し開発研究を実施 

 H20 H21 H22

研究課題数 41 27 25

うち新規 7 7 8 

 

○地域経済を支える産業の持続的発展

に向けた研究開発・技術支援機能の

強化による県内企業や生産者等の技

術力・競争力の向上 

 

○多様化・複雑化するニーズに対応す

るため，技術分野を超えた研究体制

を構築（８つの技術センターの統

合・一所化，センター間人事交流を

通じた複数の専門技術領域を備えた

研究員の育成 等） 

 

○研究開発・技術支援の推進 

・県内企業や生産者等のニーズに即した研究開

発・技術支援の推進 

・製品化，商品化を見据えた研究成果の技術移転

を推進 

 ・建設産業の経営革新支援 

 

○建設産業の売上減少・収益性の低下 

 ・建設投資の状況 (H13)20,480 億円→(H20)9,505 億円 

 

○経営革新への関心の高まり 

 ・新分野進出業者数(H14～H21) 約 400 社（予定含む） 

（要因） 

・建設投資の減少 

・受注競争激化 

 

○地域の基幹産業である建設産業につ

いて，経営革新（新分野進出）を推

進し，活性化することにより，地域

の雇用を確保し，地域の活力を増進

 

○建設機械等を所有し，地域に密着し

ている建設業者は，担い手が不足し

ている農業や成長が見込まれる環

境・福祉等の分野へ新規参入のため

の環境がある程度整備済 

 

 

○中小企業の意欲ある取組の支援 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

 

○人口減少，少子高齢化に伴う，労働力人口の減少 

（労働市場の縮小） 

 ・労働力人口 (H19) 147.8 万人→(H29 推計)144.4 万人 
※仕事と家庭の両立支援，高齢者・若者への就業支援な 
どにより，労働力市場への参入が進んだ場合を国で試 
算しており，それを本県に準用して試算したもの 

 

○団塊世代の大量退職，熟練技術者の高齢化，若年層の

技術・技能離れ，理工系大学等卒業生の県外流出によ

る,高度産業人材（優秀な技術・技能人材）の不足 

 ・県内理工系大学卒業者の県外就職率 71.3%(H21.3 卒) 

 

○企業における産業人材確保の競争の激化 

 

○ポストドクター（博士号取得研究者）の増加 

 ・ポストドクター数(全国) (H16) 14,854人→(H20)17,945人 

 ・広島大学における理工系ポストドクター数  92 人 

 
○新たな知識創造とイノベーションを

担う技術人材や，基盤技術を支える

技能人材などの「人財」が育成・集

積し，産業活動を牽引 
 

 

○基幹産業である製造業 

・自動車関連産業の集積，中枢部材・

コア技術を有する企業（オンリーワ

ン・ナンバーワン企業等）の存在 

・ものづくり技術・ノウハウ，人材，

学術・研究開発機関等の集積 

 

○専門技術の高度化・多様化に対応できるマネー

ジメント能力のある産業人材の育成・確保 

・産学官連携による高度産業人材の育成・確保 

 

○潜在的な労働力（女性，高齢者），海外人材を

活用する仕組みづくり 

・産業人材が活躍できる環境づくり 

 

○技術・技能の継承の推進 

・後継者人材の育成，現場の高技能を維持させる

取組の支援 

３ 本県産業を担う人材の育

成・活用 

 

 

○若者に勤労観，職業観の未熟さ，コミュニケーション

能力の低さ，及び基本的なマナーの未定着等，職業人

としての基礎的資質・能力が不十分なまま社会へ出て

いく者がいることが指摘されている 

 

○新規求人に占める非正規雇用の割合が高くなってお

り，正規採用が厳しい 

・広島県新規高等学校卒業者の 3年以内の離職状況 

  (H16.3 卒)45.9%→(H17.3 卒)47.4%→(H18.3 卒)42.3% 

※広島労働局資料：H22.3.10 作成 

・広島県新規高等学校卒業者の求人状況 

(H21.3)7,912人→(H22.3)4,448人（△3,464人〔△43.8%〕） 

※広島労働局調査：H22.3.31 現在 

 

○若者に将来のスペシャリストとして

必要な基礎的・基本的な知識，技術

及び技能が育成 

 

○若者に望ましい勤労観・職業観など

社会人・職業人として自立していく

ために必要な資質・能力が育成 

 

○若者に新しいことや困難な課題に果

敢に挑戦し，社会や組織の変革に貢

献しようとする意欲・態度が育成 

 

○世界トップレベルの技術やトップシ

ェアを誇るオンリーワン・ナンバー

ワン企業や最先端の学術・研究開発

施設が集積 

 

 

○人材育成の機能強化 

・企業等との連携による実習・研修の実施 
・職業人として必要とされる自立心，創造力及び

チャレンジ精神などの起業家精神を育み地域

社会や産業の活性化に貢献できる人材を育成 
・ものづくりに関する技能の向上を図り，将来の

本県産業を担う人材を育成 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

４ 産業として自立できる持

続的な農林水産業の確立 

 
 

 

 

 

 

 

 

・経営能力のある担い手の 

育成 

 
○農林水産従事者の減少と高齢化の進行 
 ・総農家数  (H12)82 千戸→(H17)74 千戸 
・基幹的農業従事者(販売農家)数及び 65歳以上の比率 
   (H12)36.8 千人(69.3%)→(H17)34.0 千人(73.2%) 
・漁業経営体数  (H15)3,323→(H20)2,943 
・林業従事者数  (H12)1,370 人→(H17)727 人 
 
○雇用情勢の悪化に伴う農林水産業を志向する者が増加 
・集落法人設立数(H22.3) 175 法人（4,396ha 集積） 
 ・農業外企業参入(H22.3)  37 社（157.3ha 集積） 
 
○農業技術大学校への入学生の増加 
 
○県民（消費者）の地産地消（県産品）に対するニーズ
の高まり 

 
（要因） 
・不況による離職者の増加 
・農林水産業への関心の高まり 
・安全・安心な農林水産物に対する需要の高まり 
・農林水産物の低価格化に対する要求の増加 

 

○経営者感覚に優れた担い手を育成

し，そうした担い手が農林水産業生

産額における相当部分を担う構造へ

転換することにより，持続的な農林

水産業を確立 

 

○農業就業者数，農業参入企業数の増

加 

 

○農地の所有から利用への転換の促進

に向けた，農地法等の改正 

 

○市町，ＪＡと連携した農業参入企業

への支援体制の構築 

 

○戸別所得補償制度の創設による，集

落営農のメリット享受策の拡大 

 

○食料自給・食の安全安心による農業

への期待の高まり 

 

○人工林の集約化の取組による全国で

もモデル的な森林組合の育成 

 

○経営能力を持つ力強い経営体が農業生産の中

心となった生産構造の実現 

 

○需要にこたえる産地体制の実現 

 

○販売戦略を踏まえた生産・流通・加工・販売体

制の実現 

 

○農商工連携の推進 

 

○林業事業体の育成強化と森林の集約化施業を

担う人材の育成 

 

・販売戦略を踏まえた農水

産物の生産・流通・加工・

販売体制の確立と消費拡

大 

 
○農水産物価格の低迷 
 ・青果物市場別卸売価格（県内産） 

野菜  (H16) 276 円/kg → (H20) 266 円/kg 
果物  (H16) 251 円/kg → (H20) 269 円･kg 

 ・鮮魚平均単価  (H16)756 円/kg → (H20)711 円/kg 
（広島農林水産総計年報） 

 
○国内市場の縮小 
 ・県内食料自給率(生産額ベース) (H18)40％→(H20)36％ 
 （農林水産省） 
・青果物市場別卸売数量（県内産） 

野菜  (H16) 29 千ｔ → (H20) 27 千ｔ 
果物  (H16) 19 千ｔ → (H20) 17 千ｔ 

 ・海面漁業生産量  (H15)23 千ｔ → (H20)18 千ｔ 
（広島農林水産総計年報） 

 
○農林水産物の流通，販売経路の多様化 
 
○安心安全な農林水産物に対する需要の増加 
 ・国産農産物の購入意向 67.9％（886 人/1,305 人） 
（H21 農林水産省消費者モニター調査） 

 
○ブランド化した農林水産物に対する需要の増加 
 
○農林水産物の低価格化に対する要求の増加 
 
（要因） 
・人口減少 
・消費者ニーズの多様化 
・輸入作物の増加 
・先の見えない景気動向 
・消費者の嗜好の変化 

 

○産業として自立できる農林水産業構

造を確立し，農林水産業者の所得向

上により産業の振興及び地域の活性

化を推進 

 

 

○ブランド化作物の生産量の増加 
 

○集落法人育成や，農業の企業参入に

より生産・加工・流通等を行う経営

体の増加 
 

○農林水産品の輸出に対する機運の高

まり 

 

○経営能力を持つ力強い経営体が農業生産の中

心となった生産構造の実現 

 

○需要にこたえる産地体制の実現 

 

○販売戦略を踏まえた生産・流通・加工・販売体

制の実現 

 

○農商工連携の推進 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

４ 産業として自立できる持

続的な農林水産業の確立 

  

 

 

 

 

 

 

・木材の生産・流通・加工

体制の確立と利用の拡

大 

 

○県内のスギ等の森林資源が成熟期を迎えており，積極

的な有効活用が必要 

・低コスト林業団地面積  4.9 万 ha（H21 年度末） 

 

○国産材の競争力の向上 

 

○国産集成材や人工乾燥材等の安定供給が求められて

いる。 

 ・高性能林業機械整備数  17 セット（H21 年度末） 

 ・スギ・ヒノキの県内素材生産量 69 千㎥（H21） 

 

（要因） 

・中国等における木材の需要増に伴う，外材価格の変動 

・木材の品質・性能に対する消費者ニーズの増加 

○適正な森林資源管理を行い，効率的

で安定的な木材生産体制を構築 

 

○県内経済に貢献する流通・加工体制

の実現 

 

○県産材を最大限活用する木材利用の

実現 

○県営大朝工業団地に木材集出荷施設

が既に整備され，大規模製材工場が

Ｈ22 秋に併設整備される予定であ

り，今後は，これまで活用されてい

なかったスギ・ヒノキの曲り材等を

活用した製材品の大量安定供給が可

能 

○林業事業体の育成・強化と人材の育成 

 

○効率的な木材生産システムの構築と基盤の整

備 

 

○消費者ニーズに的確かつ迅速に対応できる流

通の効率化 

 

○全国的に競争力のある木材加工体制を活用し，

外材から県産材へのシフトを促進 

 

○住宅を機軸として県産材の利用拡大を図ると

ともに，県産材を活用した多様なマーケットを

創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 集客・交流機能の強化と

ブランド力向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観光産業） 

○国内における観光・行楽活動の伸び悩み 

 ・総観光客数 (H18)5,799 万人→(H20)5,632 万人 

 ・宿泊者数 (H18) 731 万人 →(H20) 736 万人 

 ・観光消費額 (H18)3,065 億円→(H20)2,974 億円 

 

○若年層のレジャー離れ 

 

○「体験」「個人」型の旅行が増加（従来は「遊覧見物」

「団体」型） 

 

○情報入手方法や宿泊・交通等の予約・申込手段等の多

様化（インターネット等） 

 

○東アジア地域からの外国人観光客の増加 

 ・外国人観光客数  (H18)50.4 万人→(H20)55.9 万人 

 

○地域間競争の激化 

 
（要因） 
・人口減少，少子高齢化 
・ライフスタイルの変化や観光ニーズの多様化 
・不況や新型インフルエンザ等の経済・社会情勢の影響 
・インターネットや携帯電話など多様な情報通信システ
ムの普及 

・高速交通網等による行動圏域の拡大や定額高速道路料
金による，観光客の流れの変化 

・アジアを中心とする新興国の台頭（富裕層の拡大） 
・中国の個人旅行ビザの解禁 

 

○２つの世界遺産や瀬戸内海などを一

層積極的に活用するとともに，ニー

ズに対応した観光振興による，地域

経済を牽引する観光産業の実現 

 

○観光客の満足度向上，リピーターや

外国人観光客の増加による観光交流

人口等の拡大 

 

○効果的な媒体を活用した，本県情報

の積極的な発信による，観光地「広

島」の知名度向上 

 

○２つの世界遺産や風光明媚な瀬戸内

海など豊富で多彩な観光資源 

 

○広島空港・広島港発着の定期路線や

新幹線，高速道路等の発達した国内

外との広域交通網 

 

○四季を通じた幅広い野外体験型レジ

ャーを可能にする豊かな自然環境 

 

○「ものづくり県」の産業集積をいか

した産業観光 

 

○市町村合併の進展により，区域内に

増加した地域資源の一体的活用など

を通した地域づくりの取組 

 

○多様な観光メニュー・ツアーの開発や高付加価

値化 

・参加・体験・感動型など，観光メニューの開

発や高付加価値化 

・着地型・滞在型ツアー等の開発支援 

 

○外国人観光客の誘致促進の取組 

・プロモーション強化や受入体制の充実 

 

○集客・交流機能の強化 

・おもてなしの充実や環境整備などの受入体制

の整備促進 

 

○情報発信力の強化 

・世界遺産や瀬戸内など本県強みの積極的活用

・高度情報化や観光ニーズの多様化に対応した

情報発信 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

５ 集客・交流機能の強化と

ブランド力向上 

    

 

【県立美術館】 

○県民に愛され，親しまれる，魅力に

溢れた施設の形成 

 

○名勝庭園「縮景園」と一体的憩い空

間を形成 

○市内中心部に位置しアクセス良好 

○総入館者，延床面積は全国美術館の

中でも上位 

 

【広島県民文化センター，同ふくやま】 

○優れた音楽，演劇，舞踊，その他文

化芸術の鑑賞機会の提供 

○県民による創作，発表の場の提供 

○県民への幅広い文化情報の発信拠点

 

○好立地による利便性 
・集客・交流施設の機能

向上 

 

○県立施設の現状 

・県民ニーズの多様化による利用者の伸び悩み 

   県立美術館入館者数 (H20)446 千人→(H21)352 千人 

   県民文化センターホール利用率 

      広島    (H20)71.1％→(H21)66.1％ 

ふくやま (H20)54.5％→(H21)49.4％ 

   県立文化芸術ﾎｰﾙ入場者数 (H20)279千人→(H21)252千人 

・新たな施設オープンなど周辺環境の変化 

 

【県立文化芸術ホール】 

○優れた音楽，演劇，舞踊，その他文

化芸術の鑑賞機会の提供 

○県民による創作，発表の場の提供 

 

○音響効果の高いホール 

 

○県立文化施設の機能のあり方を検討 

 

 

 

・情報発信力の強化 

（県政情報や知名度向

上） 

 

 

○高度情報化やグローバル化が進展し，また地域間競争

が激化する中で，県内に加え全国や海外にも向けて，

県政情報や本県の魅力をより強力に発信することが

必要 

 ・記者クラブへの資料提供  年間約 3,000 件 

 

ターゲットへの効率的・効果的な広

報の実施により， 

○県政に対する県民の理解と参画促進

○県外･海外における広島県の知名度

向上（観光客や県産品売上の増加な

ど） 

○首都圏における県政情報や地域情報

の発信機能の強化 

 

○全国的･世界的な広島の知名度（平和

都市，世界遺産等） 

 

○東京事務所が有する県人会や実業界

とのネットワーク 

 

○パブリシティの強化方策 

・強化すべき重点地域，重点広報テーマの選定，

最適な広報媒体の選定などについて検討 

 

○県民向け自主広報のあり方 

 ・現在行っている自主広報の現状と課題，今後

のあり方について検討 

  

○広報推進体制の充実 

 ・職員の広報能力の向上，庁内連携体制の充実

について検討 

 

○首都圏における情報発信強化 

・東京事務所や東京アンテナショップの情報発

信機能等のあり方について検討 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

６  広域的な交流・連携基盤

の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交通基盤の整備，利便性

向上 

・企業活動を支える物流基

盤の整備 

 

【道路】 

 

○拠点となる中枢・中核都市圏における都市機能の強化 

 ・広島市２時間圏域カバー人口 

(H12)427 万人→(H19)451 万人→(H25 末)571 万人 

 ・広島空港２時間圏域カバー人口 

(H12)424 万人→(H19)631 万人→(H25 末)680 万人 

 

○広域的な交流活動が活発化する中で，近隣県との交流

連携 

 

○企業活動を支える物流を更に円滑化し，定時性確保，

物流コスト削減 

 ・高速道路 ICに 20 分でアクセスできる産業団地数 

(H12)73 団地→(H19)77 団地→(H25 末)95 団地 

 

○交通の集中する都市部における踏切事故の防止及び

交通の円滑化の観点から，『開かずの踏切』等の解消

に向けた踏切対策の強化・スピードアップへの対応 

 ・広島県街路整備率  (H11)50.9％→(H21)55.1％ 

   〔参考(全国平均)  (H11)49.3％→(H21)57.4％〕 

 

○都市圏の骨格形成に資する放射・環

状型の都市圏幹線道路網の整備と周

辺幹線道路網の連絡強化 

 

○地域間交流の活性化に資する広域交

通ネットワークの整備 

 

○広島港や福山港へのアクセス道路の

整備 

（福山港から高速道路ＩＣまでの到達

時間の短縮） 

 

○慢性的な渋滞対策を解消する現道拡

幅やバイパス整備，鉄道高架化工事

を推進することにより円滑な都市活

動を支え，地域経済を活性化 

 

○県内の高規格幹線道路の整備の進展

により，隣接県との広域ネットワー

ク化の着実な推進 

（高速自動車国道の供用済み延長は

全国５位） 

 

○広島・備後・備北３地方生活圏の経済成長を下

支えするための有機的連携，都市中心部の機能

強化及び周辺地域との機能分担を図るため，高

規格幹線道路や地域高規格道路等の早期整備

による道路ネットワークの強化 

 

○道路整備に当たっては，選択と集中の下，客観

的な指標を用いた事業評価により，整備の優先

順位を明確にした上で，優先度の高い箇所から

順に早期完成を目指して道路整備を推進 

 

○国の事業については，計画的かつ早期に実施さ

れるよう，関係機関への働きかけ 

 

○利用しやすい高速道路とするため，スマート IC

の設置の推進や料金施策の検討を行い，関係機

関への働きかけ 

 

○広島市東部地区連続立体交差事業の推進  

・グローバルゲートウェイ

機能の強化 

 

【港湾】 

 

○一昨年秋の世界的な金融危機による景気が低迷し，平

成 21年の港湾取扱貨物量等は一時的に減少 

 ・コンテナ取扱量(千 TEU) 

    広島港  (H17)192 → (H20)210 → (H21)163 

福山港  (H17) 78 → (H20) 83 → (H21) 75 

・粗鋼生産量（万トン／JFE ｽﾁｰﾙ㈱西日本製鉄所） 

     (H17)914 → (H20)1,005 → (H21)996 

 

○港湾の国際競争力の強化を図るため，国は『選択と集

中』により，重点投資する港湾を選定 

・尾道糸崎港原木輸入量 

(H16)約 160,000 ﾌﾚｰﾄﾄﾝ → (H21)約 195,000 ﾌﾚｰﾄﾄﾝ 

 

○広島港・福山港の港湾機能を強化し，

地域経済の活性化，県内企業の国際

競争力の向上を推進 

 

○全国でも有数の木材供給拠点港であ

る尾道糸崎港において木材の流通の

効率化を目指す 

 

○広島港は中国・四国地域の中核国際

港湾として位置づけられており，大

消費圏を背後圏に抱える 

 

○福山港の背後圏にはオンリーワン・

ナンバーワン企業が数多く立地 

 

○福山港の臨海部には粗鋼生産量が国

内第１位の製鉄所が立地 

 

○尾道糸崎港の木材取扱量は全国上位

であり，木材取扱企業が後背地に集

積 

 

○港湾機能の強化を戦略的に展開 

・広島港は中国・四国地域の中核国際港湾として，

アジア地域との海上輸送ネットワークの拠点

となる港湾機能の強化 

・福山港は地域のコンテナ需要に対応した港湾，

製鉄所の国際競争力を強化する国際バルク港

湾としての港湾機能の強化 

・尾道糸崎港は西日本地域の原木取扱港として物

流の拠点性を強化 

 

○外航コンテナ航路の新規航路の誘致や既存航

路の拡充 

 

○臨海部に物流拠点が形成できる計画的な土地

造成と物流施設が立地できる仕組みづくり 
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論点（項目） 現在の社会情勢や今後のトレンド 目指す姿 強みとなるもの 今後の施策の方向（事業局案） 

６  広域的な交流・連携基盤

の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グローバルゲートウェイ

機能の強化 

 

【空港】 

 

○景気低迷や新型インフルエンザ等の流行による航空

需要の減退（路線網の縮小） 

 ・国際定期路線の推移 
(H18)33便→(H19)35便→(H20)37便→(H21)35便→(H22)29便 

 ・国際線利用者数 
(H18)352千人→(H19)344千人→(H20)305千人→(H21)297千人 

 ・国内線（東京線） 
   (H14.12)１日 18便 → (H22.6)１日 14便 

 

○地方空港のオープンスカイの進展 

（航空会社間の競争激化） 

 

○羽田空港の第４滑走路の供用開始（2010 年 10 月） 

 

○広島空港の国内・国際ネットワーク

を拡充し，中四国地方の拠点空港と

しての拠点性を確立 

 

○中四国地方の拠点空港 

⇒運航便数の充実 

・国際定期便運航便数 

（H22.4 現在）6路線 29便…国内６位 

・利用者数（国内＋国際合計） 

3,130,889 人（H20年度）…国内 10位 

 

○広島空港を取り巻くマーケット（中国

地方人口約770万人，国内総生産約30

兆円…欧州先進諸国に匹敵する経済

力とものづくり産業の強みによる自

立的発展のポテンシャルを有する） 

 

○路線誘致活動を戦略的に展開 

・国際定期路線の拡充 

 アジア主要都市とは直行便で，欧米等その他の

地域とは近隣の国際ハブ空港とのアクセスを

強化して，広島空港から世界各地へのネットワ

ークを形成 

・基幹路線である東京線の拡充 

（羽田線の増便を確実に獲得） 

 

○官民一体となった利用促進策を積極的に展開 

 

 

・経済成長を支える広域的

交通体系の総合的な活用 

 

○大規模な公共投資により，各種交通基盤の整備水準が

高まっているが，少子高齢・人口減少社会への移行や，

産業構造の変化等により，地域の交通量は減少傾向 

 ・トリップ数（全国 62 都市） 
(H4) 2.51／人・日 → (H17) 2.31／人・日 

 ・公共交通分担率（全国62都市） (H4)18.1%→(H17)16.6% 
※平成 17 年全国都市交通特性調査（国土交通省） 

 

○グローバル経済競争や地域間経済競争が激化してい

る中で，本県の発展・成長施策に戦略的に取り組む必

要性 

 

○国においては，高速道路料金施策や交通基本法の検討

など，既存の交通基盤の活用策が重視 

 

○広域的交通体系の総合的な活用によ

り，大都市，中小都市，中山間地域

等において，域内及び域間の移動時

間が短縮され，利便性の高い交通が

実現 

 

○それにより，人々の交流や産業を支

える物流が促進され，持続的な経済

成長が実現 

 

○新幹線，高速道路，空港，港湾等の

幹線的な各種交通基盤の整備は，従

来から全国的に優れた水準 

 

○今後数年の間には地域構造の骨格と

なる交通基盤（尾道松江線，広島高

速道路，東広島呉道路等）が順次整

備 

 

○ソフト面における総合的な交通対策や，交

通・物流基盤を活用した新たな地域振興策へ

の戦略的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


