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資料１





現状現状現状現状

広島広島広島広島はははは１０１０１０１０位位位位にににに

ランクインランクインランクインランクイン！！！！

Webサイトサイトサイトサイト 地球地球地球地球のののの歩歩歩歩きききき方方方方 「「「「今年今年今年今年はここにはここにはここにはここに行行行行きたいきたいきたいきたい！！！！国内旅行人気国内旅行人気国内旅行人気国内旅行人気ランキングランキングランキングランキング」」」」よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋
http://www.arukikata.co.jp/map/summer/domestic.html#35.63469761625343,139.84085083007812,12
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表表表表１１１１ 国内旅行人気国内旅行人気国内旅行人気国内旅行人気ランキングランキングランキングランキング



31.7%31.7%31.7%31.7% 27.1%

67.9%67.9%67.9%67.9% 47.4%47.4%47.4%47.4%25.5%25.5%25.5%25.5%13.0%13.0%13.0%13.0%14.8%14.8%14.8%14.8%40.3%40.3%40.3%40.3%
23.2%23.2%23.2%23.2% 40.6%22.3%42.2%

35.9%24.6% 45.4%57.1%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%地元ならではのおいしい食べ物が多かった 魅力のある特産品や土産物が多かった

魅力的な宿泊施設が多かった子どもが楽しめるスポットや施設が多かった若者が楽しめるスポットや施設が多かった
大人が楽しめるスポットや施設が多かった

交通案内板等のサインが整備されていた
地元の人のホスピタリティを感じた

広島県全国平均

表２ 旅行後の来訪者の満足度と項目別評価項　　　　目 広島県地元ならではのおいしい食べ物が多かった 67.9% （10位）魅力のある特産品や土産物が多かった 47.4% （22位）魅力的な宿泊施設が多かった 25.5% （42位）子どもが楽しめるスポットや施設が多かった 13.0% （35位）若者が楽しめるスポットや施設が多かった 14.8% （33位）大人が楽しめるスポットや施設が多かった 40.3% （19位）交通案内板等のサインが整備されていた 31.7% （22位）地元の人のホスピタリティを感じた 23.2% （31位）
総合的な満足度 81.5% （34位）

強化強化強化強化がががが

必要必要必要必要！！！！

（出典：じゃらん宿泊旅行調査2011）

広島県来訪者広島県来訪者広島県来訪者広島県来訪者のののの評価評価評価評価
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図１ 広島県への宿泊旅行の形態

13.1%18.3% 7.2%
5.8% 24.4%25.8% 12.8%9.3% 3.9%4.7%7.8%7.3% 9.0%8.9%

15.3%15.5% 4.7%3.0%1.8%1.4%0% 20% 40% 60% 80% 100%広島県全　国 １人旅 恋人との旅行 夫婦2人での旅行 小学生以下連れ家族旅行 中学生以下連れ家族旅行 親を連れた家族旅行 その他の家族旅行 友人との旅行 団体旅行 その他

図２ 広島県への宿泊旅行者の性・年代別構成

10.7%12.7% 12.6%12.0% 23.8%26.0% 12.0%13.2%11.8%9.2% 29.0%27.0%0% 20% 40% 60% 80% 100%
20～34歳 35～49歳 50～79歳 20～34歳 35～49歳 50～79歳女　性男　性

73万人70万人34万人 32万人 36万人 25万人（出典：じゃらん宿泊旅行調査2011）

表３ 旅行者のうち、

初回訪問者比率が高い都道府県
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（出典：じゃらん宿泊旅行調査2011）

順位 都道府県 初回訪問者の比率1位 高知県 50.5%2位 徳島県 48.6%3位 島根県 47.8%3位 香川県 47.8%5位 愛媛県 45.6%6位 広島県 42.6%7位 鳥取県 41.9%8位 秋田県 40.8%8位 佐賀県 40.8%10位 岡山県 40.0%26.6%　全　体

広島県来訪者広島県来訪者広島県来訪者広島県来訪者のののの実態実態実態実態



◆◆◆◆生活利便性生活利便性生活利便性生活利便性のののの高高高高いいいい都市圏都市圏都市圏都市圏ととととリゾートリゾートリゾートリゾート地地地地がががが人気人気人気人気

↓↓↓↓

幸福度幸福度幸福度幸福度ランキングランキングランキングランキングとはとはとはとは相反相反相反相反するするするする結果結果結果結果

表４表４ 住んでみたい街ランキング住んでみたい街ランキング

4

表表55 4747都道府県幸福度ランキング都道府県幸福度ランキング

（出典：法政大学大学院 幸福度指数研究会資料）



（出典：「広島県人口移動統計調査報告」）

△1,124 △1,290 △1,683 △1,615 △1,361 △1,238△574 △477 △516 △384 △371△732△568 △475△2,500△2,000△1,500△1,000△50005001,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
△1,130△1,130△1,130△1,130△1,433△1,433△1,433△1,433 △2,216△2,216△2,216△2,216 △2,330△2,330△2,330△2,330 △2,327△2,327△2,327△2,327 △1,786△1,786△1,786△1,786 △1,647△1,647△1,647△1,647

就職その他

図３ 広島県の若年層の県外流出の動向

15151515～～～～19191919歳歳歳歳の要因別転出入超過 20202020～～～～24242424歳歳歳歳の要因別転出入超過

661 527 763 620 603 442 491△874 △687 △743 △899 △754 △551 △584
△2,500△2,000△1,500△1,000△50005001,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
△145△145△145△145△182△182△182△182△249△249△249△249△430△430△430△430△129△129△129△129△87△87△87△87△245△245△245△245
就職

就学

その他

表６ 広島県の世帯の状況

（出典：総務省統計局 「平成22年 国勢調査」）
世帯数 割合 全国順位 世帯数 割合 全国順位 世帯数 割合 全国順位全　国 51,842,307 29,206,899 56.34% - 18,962,669 36.58% - 3,657,711 7.06% -広島県 1,183,036 684,489 57.86% 15位 428,142 36.19% 23位 65,531 5.54% 40位

うち子供のいる世帯 ３世代同居世帯核家族世帯一般世帯数
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広島県広島県広島県広島県のののの若年層若年層若年層若年層のののの流出流出流出流出やややや世帯世帯世帯世帯のののの現状現状現状現状



広島県は生活利便性の高い都市圏を持ち、

海、山の自然環境にも恵まれているのに、住みたい街、地域ではない。

→若者の流失が続く

広島県はその名は全世界に知られており、

原爆ドームや宮島など集客力のある観光スポットがあるのに、

滞在型、ファミリー型観光地として整備されていない

→リピーターが少ない

広島県広島県広島県広島県はははは「「「「おしいおしいおしいおしい」」」」

広島県広島県広島県広島県のののの今今今今あるあるあるある資産資産資産資産をををを強化強化強化強化してしてしてして

県外県外県外県外のののの人人人人をををを惹惹惹惹きつけきつけきつけきつけ、、、、U.I.Jターンターンターンターンをををを促促促促すためにはすためにはすためにはすためには

ターゲットターゲットターゲットターゲットをををを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした強強強強いいいいメッセージメッセージメッセージメッセージがががが必要必要必要必要

課題課題
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そんなそんなそんなそんな広島県広島県広島県広島県がががが「「「「おしくないおしくないおしくないおしくない」」」」ことことことこと

日本一出生率日本一出生率日本一出生率日本一出生率のののの伸伸伸伸びびびび率率率率がががが高高高高いいいい＝＝＝＝広島広島広島広島らしさらしさらしさらしさ

1.431.371.34 1.45 1.47 1.55
1.341.321.26 1.37 1.37 1.39

11.11.2
1.31.41.5
1.6

H17 H18 H19 H20 H21 H22広島県全国

これらの要因を、さらに

強化してアピールする

ことにより、行きたい、

住みたい人を増やす

図４ 合計特殊出生率の推移

(%)

・安心・安全な生活環境，食環境

・充実した育児環境，教育環境

・家庭と両立しやすい職場環境

・都市圏と自然環境の近接

ファミリーファミリーファミリーファミリーをををを持持持持つつつつ（（（（持持持持ちたいちたいちたいちたい））））女性女性女性女性にににに選選選選ばれるばれるばれるばれる県県県県になるになるになるになる

▼▼▼▼

ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー

家族で・行くなら・住むなら・ひろしま
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広島の強み



充実した育児環境、教育環境

� 受けさせたい教育

� 行かせたい学校

安心・安全な生活環境

都市圏と自然環境の近接

� 都市機能とホスピタリティ

� 海と島を楽しむ

観光レジャーの充実

家庭と両立しやすい職場環境

� セカンドチャンス採用枠

� ファミリー・フレンドリーな企業

EDUCATION

LIFE WORK

ファミリーファミリーファミリーファミリー（（（（小学生以下小学生以下小学生以下小学生以下のこどものこどものこどものこども））））をををを持持持持つつつつ（（（（持持持持ちたいちたいちたいちたい））））

女性女性女性女性にとってのにとってのにとってのにとっての魅力魅力魅力魅力とはとはとはとは？？？？
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全国の女性に向けて発信

・女性にアピールするwebサイト

・女性が共感するプロモーション活動



１１１１ EDUCATION

食育食育食育食育

男女を問わず、充実した人生を送るための第一歩

◆女性女性女性女性がこどもにがこどもにがこどもにがこどもに受受受受けさせたいけさせたいけさせたいけさせたい教育教育教育教育

「自立」のための教育

・食べる (生きることは食べること）

・働く (自分の好きなことで誰かを喜ばせる)

・整理、整頓、清掃、清潔、躾（公共心を養う）

9

「「「「住住住住むならむならむならむなら、、、、ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」のののの条件条件条件条件①①①①～～～～こどものこどものこどものこどもの教育環境教育環境教育環境教育環境



１１１１ EDUCATION

�日本一の給食を提供

日本一の給食とは、食を楽しみ、大切にし、給食を通して社会を学べるもの。

おいしいだけでなく、自立して生きる力を養う時間。

学校、保護者、行政、生産者だけでなく、地域の企業も含めて社会で支える給食。

10

生生生生きるきるきるきる力力力力：：：： 身体にとって大切な食べ物を知り、選ぶことができる。

つくるつくるつくるつくる力力力力：：：： 自然の恵みや料理を作ってくれる人等への感謝とともに責任感を養う。

楽楽楽楽しむしむしむしむ力力力力：：：： 食べること、仲間と集うことの楽しさを味わう。

考考考考えるえるえるえる力力力力：：：： 社会のしくみやつながりについて考えることができる。

�小学校での食育に関する実践型授業の充実

座学ではなく、実践型の授業で楽しみながら学ぶスタイル。健康なこころとからだを作

る食と、それを取り巻く社会の仕組みに興味をもつ時間。

農作物から加工品、それらがどのように作られ、自分たちの口に入るのかなど、さまざ

まな食のしくみや問題を知ることができる、広島県ならではの取り組み。

広島県広島県広島県広島県のののの食育食育食育食育とはとはとはとは



11

◆地元企業・団体がプロデュースする給食メニュー

・カープ球団の身体をつくる寮ごはん

(参考) 日本ハムの寮ごはん
http://news.livedoor.com/article/detail/5881141/

•中国電力の 節電 省エネクッキング

(参考) http://www.denkajutaku.com/kitchen/index.html
•広島銀行の100円レシピ
(参考) http://www.kinkiosakabank.co.jp/sp/recipe/

•オタフクソースのお好み焼きメニュー
•広島交響楽団の音楽にまつわるメニュー
•マツダの車でドライブする時のおでかけメニュー
•アンデルセンの子どもが作るキッズインザキッチンメニュー

たとえばたとえばたとえばたとえば・・・・・・・・・・・・

県庁の食堂で

誰でも食べること

ができる

レシピを配布して

家庭でも食べる

ことができる

◆さまざまな食育実践型授業

・小学校1年生からの調理実習

・畑を耕し、農作物をつくり、それを収穫し、加工して食べる体験学習

・地域の企業などといっしょに取り組む体験学習



１１１１ EDUCATION

女性女性女性女性がこどもをがこどもをがこどもをがこどもを行行行行かせたいかせたいかせたいかせたい学校学校学校学校

◆インターナショナルスクールインターナショナルスクールインターナショナルスクールインターナショナルスクールのののの拡充拡充拡充拡充・・・・強化強化強化強化

� 国際的でありながら、日本人としての教養も

身に付けられる学校

� 各種学校ではなく、学校教育法第一条で

定める学校

� 県立インターナショナルスクールの新設

(日本初）
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「「「「住住住住むならむならむならむなら、、、、ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」のののの条件条件条件条件①①①①～～～～こどものこどものこどものこどもの教育環境教育環境教育環境教育環境

都道府県 スクール数 うち各種学校等北海道 1校 1校宮城県 1校 1校茨城県 1校 1校埼玉県 1校 0校東京都 17校 12校神奈川県 3校 3校愛知県 3校 1校京都府 3校 3校大阪府 3校 2校兵庫県 5校 5校広島県 1校 1校福岡県 1校 1校沖縄県 2校 1校計 42校 32校
※各種学校：学校教育法第134条に基づき，都道府県知事の認可を受けた学校。※各種学校化されていない場合の問題点：・税金が高額である。・日本の大学に進学するのが困難な場合がある。・法的な学校としての一般の認知が得られず，公的助成や通学定期の割引が受けられない。

表７ インターナショナルスクール数

（出典：文部科学省資料 H24.3現在）



表８ 広島県内の高等学校における

海外留学の状況

表９ 広島県内の高等学校における

姉妹校提携の状況

（出典：広島県教育委員会調査，広島県環境県民局学事課調査）

H22年度 H23年度県立高等学校 8人 8人私立高等学校 30人 46人
留学者数区分

H22年度 H23年度県立高等学校 14.6％〔12校/82校〕 30.5％〔25校/82校〕私立高等学校 36.1％〔13校/36校〕 44.4％〔16校/36校〕
区分 姉妹校提携率

13

◆◆◆◆留学留学留学留学やややや県外進学県外進学県外進学県外進学のののの促進促進促進促進

早い段階から，親元から離れた環境や未知の世界で，

自立した幅広い経験を積ませることが，

子どもの判断力や決断力，創造性を育み，

将来の広島の活力を生み出す人材の育成につながる

� 姉妹校提携の促進や交換留学の促進

� 留学経験を評価する県内外の大学への

推薦枠の獲得

� 地元企業グループの奨学金による

県外、海外への進学制度の創設

就職は広島県内へのUターンを促す



２２２２ WORK
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「「「「住住住住むならむならむならむなら、、、、ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」のののの条件条件条件条件②②②②～～～～仕事仕事仕事仕事

◆女性女性女性女性がががが家族家族家族家族をををを連連連連れてれてれてれて来来来来るためにるためにるためにるために

★ 県、企業ともセカンドチャンス採用枠を設ける

30歳まで

職務経験不問

初任給は新卒に準じ、

昇給は能力次第

� 首都圏や関西圏で合同説明会を開催し，

UIJターン希望者の採用をバックアップ

◇ 一度挫折したけど、再度チャレンジしたいという人材

◇ 新たなフィールドで自分を試したいという人材

★ ３世代同居を促進する支援制度の創設

� 女性が仕事と子育てを両立しやすい環境づくりをサポート

・3世代住宅用資金の支援制度

・3世代手当の交付制度



ファミリー・フレンドリー企業とは

仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、

多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行っている企業

(厚生労働省webサイトより）

※過去の受賞企業・・・マツダ株式会社、生活協同組合ひろしま、株式会社サタケ

15

★ ファミリー・フレンドリーな官公庁、企業を増やす

� ワークライフバランスを重視する企業を，県がもっと積極的に

PRし，広島県では仕事と家庭の両立が当たり前と言える環境に

広島県では「仕事と家庭の両立支援企業」登録制度があるが、

登録制ではなく、県の認可制にして、さらなるＰＲをする



16

キャリアキャリアキャリアキャリア形成形成形成形成のためののためののためののための教育支援教育支援教育支援教育支援のののの充実充実充実充実

�既定の職業訓練の枠にとらわれず、広島県の企業のニーズ、

今後の社会のニーズを先取りし、キャリア形成のための支援を実施。

広島県では、観光産業を活性化させるための人材育成をめざす

★ 女性の活躍をサポートする仕組みの拡充

県主催県主催県主催県主催ののののホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ講座講座講座講座のののの開講開講開講開講

◇ホスピタリティキャスト（観光ガイド）

ボランティアからプロまでの各レベル（日本語と各国語）

◇ホスピタリティリーダー（観光産業従事者）

ホテルやレストラン従業員のための知識や接客技術

◇ホスピタリティオーナー（観光起業家）

ホテルやレストランを起業するためのノウハウ



２２２２ WORK
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�広島県広島県広島県広島県ではではではでは日本一女性日本一女性日本一女性日本一女性がががが活躍活躍活躍活躍していますしていますしていますしています

女性を積極的に活用する姿勢を知事自ら率先して示し、

女性が働きやすい、女性が能力を発揮しやすい環境が

広島にはあるというイメージを定着させて、女性にアピール

★まずは、女性の力を引き出せる広島県庁へ

� 県庁の女性管理職比率アップ

� 女性職員グループの意見を施策に反映する仕組みの創設

（期間限定のPTやワーキンググループ）



（出典：総務省「平成19年就業構造基本調査」）
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 3.0%5.0%7.0%9.0%広島県　女性職員割合広島県　女性管理職割合全都道府県　女性管理職割合図７ 広島県の職員及び管理職における女性比率

（出典：広島県「平成23年版広島県の男女共同参画に関する年次報告」）

17.3%
68.4% 63.5%73.5% 64.6% 71.1% 74.6% 70.9% 61.5% 43.5%11.0%
70.0% 70.8% 60.1% 65.5% 74.1% 77.1% 71.2% 44.6%62.9%

0%20%40%60%80%100%

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳
全 国広島県

図５ 女性の年齢階級別有業率

（出典：広島県「平成23年版広島県の男女共同参画に関する年次報告」）

表10 広島県内事業所の管理職における女性比率

図６ 雇用形態別に見た雇用者数の割合

【H19年・女性・県内事業所】

（出典：広島県「平成23年版広島県の男女共同参画に関する年次報告」）
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その他,12.30% 役員, 4.10% 正規の職員・従業員, 43.30%パート，アルバイト,40.30%
（単位：人）事業所規模 事業所 従業員 男性従業員 女性従業員 管理職 女性管理職 管理職に占める女性割合A B C D E F F/E10人未満 66 437 225 212 24 16 66.7%10～29人 320 5,529 3,130 2,399 324 161 49.7%30～49人 113 4,332 2,689 1,643 251 101 40.2%50～100人 111 7,754 4,311 3,443 353 135 38.2%101～300人 63 10,460 5,149 5,311 578 137 23.7%301人以上 29 17,349 10,142 7,207 1,298 74 5.7%合　　計 702 45,861 25,646 20,215 2,828 624 22.1%



３３３３ LIFE

◆◆◆◆女性女性女性女性にににに選選選選ばれるばれるばれるばれるリゾートリゾートリゾートリゾート

★★★★ リゾートアイランズリゾートアイランズリゾートアイランズリゾートアイランズ構想構想構想構想

瀬戸内海に２８００あまりある無人島も活用

◇宿泊アイランド（ラグジュアリーからカジュアルまで）

◇レストランアイランド（和食と各国料理・３つ星からB級まで）

◇アクティビティアイランド（各種マリンスポーツ＋スクール）

◇ウエディングアイランド（チャペルと神社）

◇無人島丸ごとレンタル

まずまずまずまず、、、、本土本土本土本土からからからから、、、、またまたまたまた島島島島とととと島島島島をををを結結結結ぶぶぶぶ

大小大小大小大小さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなテーマテーマテーマテーマ船船船船ののののルートルートルートルートをををを整備整備整備整備するするするする

（JR九州の列車のイメージ）
19

「「「「行行行行くならくならくならくなら、、、、ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」のののの条件条件条件条件～～～～滞在型滞在型滞在型滞在型リゾートリゾートリゾートリゾート施設施設施設施設のののの充実充実充実充実



JR九州の列車の参考例
（2012年7月6日 日経MJ掲載)
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表11 都道府県別ﾌﾟﾚｼﾞｬｰボート保有隻数順位 都道府県 在籍船数 順位 都道府県 在籍船数1 広　島 19,494 13 三　重 9,8002 長　崎 16,373 14 福　岡 9,7213 北海道 13,208 15 沖　縄 9,0104 愛　媛 12,693 16 千　葉 8,0525 兵　庫 12,555 17 和歌山 7,7876 愛　知 12,539 18 大　阪 7,4307 山　口 11,914 19 香　川 7,1628 神奈川 11,464 20 大　分 6,5299 熊　本 11,332 21 東　京 6,51510 鹿児島 11,098 22 高　知 6,43211 岡　山 11,04712 静　岡 10,499 ・
・
・

・
・
・

・
・
・（出典：小型船舶検査機構「平成23年度在籍船統計」）※「小型特殊船舶」「漁船」を除く

（H24.3.31現在）

図８ 主なマリーナにおける大型艇（50ft）の初年度保管料

0100200300400500600700800
西福岡マリーナマリノア ボートパーク広島 広島観音マリーナ 新西宮ヨットハーバー ラグーナ蒲郡 横浜ベイサイドマリーナ 小樽港マリーナ

（万円）

（出典：広島県土木局作成資料）
187

703
268305244107431 関東圏関東圏関東圏関東圏のののの

1/31/31/31/3～～～～1/61/61/61/6以下以下以下以下

※初年度保管料：保証金，保管料，施設利用料，契約手数料の合計



広島県広島県広島県広島県ははははホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティNO.1NO.1NO.1NO.1をめざすをめざすをめざすをめざす

◆充実したリゾート施設、飲食施設がある

ファミリー・フレンドリーMAPの整備

◆県庁のホスピタリティ度が高い

整理・整頓・清掃・清潔・躾の徹底による意識の向上

◆県民のホスピタリティ度が高い

県民全員がホスピタリティガイド

まずは、利便性利便性利便性利便性のあるのあるのあるのある都市機能都市機能都市機能都市機能ととととリゾートリゾートリゾートリゾートのののの楽楽楽楽しみしみしみしみのある

広島を訪れてもらう

ゆっくり広島を満喫する長期滞在や、繰り返し訪れることを通して、

広島での生活をイメージしてもらい、定住につなげる。

～～～～ 家族家族家族家族でででで・・・・行行行行くならくならくならくなら・・・・住住住住むならむならむならむなら・・・・ひろしまひろしまひろしまひろしま ～～～～

21



◆◆◆◆女性女性女性女性ををををメインターゲットメインターゲットメインターゲットメインターゲットにににに一貫一貫一貫一貫したしたしたしたメッセージメッセージメッセージメッセージをををを発信発信発信発信

ファミリーを持つ(持ちたい)女性が魅力を感じる

広島県ならではのEDUCATION、WORK、LIFE(観光)を

わかりやすく伝えていく

・入入入入りりりり口口口口(初初初初めのめのめのめの情報収集情報収集情報収集情報収集)ははははwebサイトサイトサイトサイト

女性にアピールするおしゃれでわかりやすいWEBサイト

広島県に対してよい印象、他とは違う印象を持っていただく

例）うどん県(香川県）、あきたびじょん(秋田県)

・女性女性女性女性のののの共感共感共感共感をををを得得得得るるるるプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション活動活動活動活動

たとえば、ファミリーのいる女性イメージキャラクター(広島出身の著名人)に

広島に移住していただき、さまざまなメディアを使って

教育、ワーク、ライフの日常生活をリアルタイムで発信する
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「「「「行行行行くならくならくならくなら、、、、住住住住むならむならむならむなら、、、、ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」とととと思思思思ってもらうためにってもらうためにってもらうためにってもらうために

まずはまずはまずはまずは知知知知ってもらうことがってもらうことがってもらうことがってもらうことが必要必要必要必要

県内外県内外県内外県内外にむけたにむけたにむけたにむけたＰＲＰＲＰＲＰＲ



参考資料
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フランスフランスフランスフランス、、、、 デンマークデンマークデンマークデンマークのののの出生率出生率出生率出生率アップアップアップアップ

《《《《要因要因要因要因》》》》 環境作環境作環境作環境作りとりとりとりと生活保障生活保障生活保障生活保障

フランスフランスフランスフランス

●高い出産期女性の労働力率(80%)と高い合計特殊出生率(2.0)～2012年

●手厚くきめ細かい家族手当

・第2子以降には所得制限なしで20歳になる直前まで家族手当を給付

●乳幼児迎入れ手当 保育ママ、ベビーシッターの利用に関する補助金。

など多様な保育サービス

●子どもをもつ家庭に有利なＮ分Ｎ乗方式の所得税制

●35時間労働制で男女とも短い労働時間

～ハーフタイム労働選択可

●同棲による婚外子が一般化

デンマークデンマークデンマークデンマーク

●高い出産期女性の労働力率(89%)と高い合計特殊出生率(1.9)～2012年

●保育所以外にデイケアの設置と学童保育制度

●学校教育、医療が無償

●事実婚でも 同じ権利を有する。

●出産休暇中も生活維持手当の支給
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図図図図９９９９ OECDOECDOECDOECD加盟加盟加盟加盟24242424かかかか国国国国におけるにおけるにおけるにおける女性労働力率女性労働力率女性労働力率女性労働力率とととと合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率(2009(2009(2009(2009年年年年))))
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東京都足立区東京都足立区東京都足立区東京都足立区のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

(足立区公式webサイトより抜粋 http://www.city.adachi.tokyo.jp/003/d16300007.html)

■■■■おいしいおいしいおいしいおいしい給食基本理念給食基本理念給食基本理念給食基本理念

「おいしい給食」とは、味として「おいしい」と感じるだけでなく、自然の恵みや料理を作ってく

れる人への感謝の気持ちや、給食の時間がより楽しく、心を豊かにすることができる「給食」

と考えます。

また、からだにとって大切な食べ物を知り、選ぶことができる「給食」でもあります。 足立区

では「生きた教材」として、児童・生徒が食を学び、自から食べたくなり、思い出に残る「おいし

い給食」を、学校、保護者、調理業者、農家等とともにめざしています。

■■■■おいしいおいしいおいしいおいしい給食給食給食給食のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ

（（（（生生生生きるきるきるきる力力力力：：：：生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防）））） 身体にとって大切な食べ物を知り、選ぶことができる。

（（（（感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちちちち）））） 自然の恵みや料理を作ってくれる人等への感謝の気持ちをもつ。

（（（（給食時間給食時間給食時間給食時間のののの充実充実充実充実）））） 給食の時間を楽しみ、意欲的に食べ、心を豊かにすることができる。

（（（（残菜残菜残菜残菜ゼロゼロゼロゼロ）））） 残菜率の低下

例）超人シェフのスーパー給食、おいしい給食レシピ集作成プロジェクト、学校給食を題材と

した指導集作成プロジェクト 、もりもり給食ウィーク、コシヒカリを使った給食、給食メニューコ

ンクール

■■■■おいしいおいしいおいしいおいしい給食給食給食給食へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ効果効果効果効果

年間の平均残菜率が２０年度に比べて減少。また、平成２１年度の年間残菜量（主食･主菜･

副菜）は、平成２０年度との比較で約３３．５トン減少し、総量約３０８．１トンに。



デンマークデンマークデンマークデンマークのののの職業訓練校職業訓練校職業訓練校職業訓練校

デンマークは手厚い福祉国家で失業手当がいつまでももらえるということも

あって、90年代の初めに失業率が12％を超えた。それを機に、失業手当を

受けている人たちに対し、その見返りにきちんと職業訓練を受けて次のス

テップにつなげられるよう無料の職業訓練プログラムを実施。

デンマークでの特徴は、国・企業・労組が一体となって失業者を訓練し、

低迷する産業から、環境分野などの成長産業に移動させる

“モビケーション”という戦略を実施し、産業の新陳代謝を盛んにしていること。

(1990年代はバイオ・製薬、2000年は風力発電など）

雇用につながる制度として各国から高い評価を得ている。

※デンマークでは3人に1人が1年のうちに職を変える。

平均勤続年数は8.3年、労働者の平均転職回数は6回。
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