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Ⅰ ビジョンの実現に向けた分野ごとの主な取組

イノベーションによる地域産業の強化 アジアの活力の県内への取り込み

・雇用の創出が進んでいます。～県内への設備投資及び新規雇用創出は，1,300億円，2,400人(H22～H24.11)， 有効求人倍率0.57倍[H21]⇒0.80倍[H23]

・広島のブランド価値が向上しています。～イズミ，カゴメ，ローソン，福屋，ポプラ，ワタミなど民間企業と連携し，｢瀬戸内広島レモン｣や｢広島かき｣など，

県産品を使用した商品の全国展開により，広島のブランド価値が向上。

・次世代の産業成長へ向けた基盤が整いつつあります。～ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構の投資案件決定，人材育成，医療･環境関連産業集積促進

新たな経済成長１

広島・四川経済交流事務所開設
（H24.5）

ハワイ州との経済分野等の交流
強化に関する覚書締結(H24.8)

広島県とチャイナエアラインの
覚書締結（H24.9）
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トピック１

～知事によるトップセールスの展開
広島空港，広島港の利活用の強化，国際観光の推進に向け
て，知事が自ら訪問し，トップセールスを展開

‐成都線(毎日運航)の新規路線開設

‐台北線(週2便),ソウル線(週2便),上海線(週3便)の路線増便

‐ベトナムへのコンテナ航路延伸（週1便）

中小企業のイノベーション力の底上げ
成長意欲のある中小企業を対象に，トップレベルの
専門家等で構成された支援チームによる集中支援の
実施[H24.7より公募]

知的財産の保護,活用等の総合サポートをワンストップ
で行うため,広島県中小企業知財支援センターを設置
[H23.4]

イノベーション人材の育成
イノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材
の育成・確保を図るための取組
‐中小企業の大学，研究開発機関等への派遣研修を支援
36人[H23-H24.9末]

‐大学院等でＭＢＡ等の取得を目指す個人に対する貸付
「未来チャレンジ資金」の創設[H24～]

海外との経済交流の拡大

成長するアジア主要国等を対象に経済交流協定等を締結
‐経済交流に関する覚書(インド･ﾀﾐﾙ･ﾅﾄﾞｩ州)[H22.11] 

‐経済交流協定（四川省）[H23.8]

‐観光に関する協定(上海市旅遊局)[H23.8]

‐経済分野等の交流強化に関する覚書(ハワイ州)[H24.8]

‐広島県とチャイナエアラインの覚書(台湾)[H24.9]

中国との本格的な経済交流に向け
‐「中国経済交流プログラム」を策定[H23.6]

‐広島・四川経済交流事務所の開設[H24.5]

空港,港湾の物流基盤としての機能の強化
広島空港の路線拡充に向けた取組の推進
‐新規開設路線：2路線（成都線，天津線）
‐既存路線便数増：台北線,ソウル線(2便増/週），

上海線(3便増/週)，
羽田線,成田線,沖縄線（1便増/日）

国際定期コンテナ航路の拡充
‐東南アジア航路：ベトナムへの延伸
‐韓国航路：週3便増（広島港2，福山港1）
港湾施設の物流機能強化
‐福山港の国際バルク戦略港湾への選定[H23.5]※水島港と一体

成長性の高い新たな事業展開の促進・加速化
本県産業力の強化に向け， 成長性の高い新たな事
業展開を促進・加速するため，資金・経営ノウハウ
等の必要な経営資源を提供する（株）ひろしま
イノベーション推進機構を設立[H23.5] （出資総額105.7億円）

-投資案件の決定（1件，投資総額約10億円〔Ｈ24.4〕）

「イノベーション立県」の具体化に向け，産業界，
大学，金融機関，行政で構成する「地域イノベーショ
ン戦略推進会議」の設置[H24.7～]

企業誘致の促進
設備投資1,300億円，新規雇用創出2,400人[H22～H24.11]

県内への企業立地件数～39件38.6ha[Ｈ22-Ｈ23]

広島臨空産業団地等県営7団地で10社(26.4ha)と立地
協定締結[H22～] ※投資額68.5億円，新規雇用135人



新たな成長産業の育成 農林水産業の新たな展開

経営力の高い担い手の育成
農地を面的に集積し，効率的な経営を行うことができ
る集落法人等の育成を支援

‐集落法人設立数 65法人[H21～]
担い手の経営力の強化に向け，ひろしま農業経営者学
校を開校 [H23.6]
農業への業容拡大等を目指す企業の新規参入に向けた支援

‐農業参入企業数:56法人[H24.11現在]

【イノベーション力の強化】㈱ひろしまイノベーション推進機構の設立により，成長性を見込む事業シーズへの投資スキームが構築されたが，今後は，イノ
ベーションの創出に向け，産学金官が連携を強め，さらに幅広い面から大胆に新たなビジネスを支える環境づくりが必要である。

【海外との経済交流拡大】 民間主体の経済交流等の基盤として，関係自治体等との交流協定を締結するとともに，本格的な企業間取引を促進するため，四
川省に現地事務所の設置も行った。今後は，現地事務所を活用するなどにより，具体的な商談等の実現に向け，意欲とポテン
シャルを有する県内企業へのサポート・コンサルティング機能を強化していく必要がある。

【新たな成長産業の育成】 医療関連産業クラスターの形成に向け策定したアクションプランに基づき，推進体制の構築や企業の意欲的な取組等への支援等
に着実に取組む必要がある。観光振興については，本県の年間観光客数の増加を図るため，来訪意向を向上させるとともに観光
地としての認知度やブランド力を高める必要があることから，継続したプロモーション活動による情報発信強化等が必要である 。

【農 林 水 産 業】 産業として自立した農林水産業の確立に向け，担い手の育成，新たな生産・流通・販売の仕組みづくり等の展開を全方位的に展
開しているが，今後は，経営規模等に応じ，必要となる支援策の充実を図る必要がある。

これまでの取組を踏まえた課題

ひろしま医工連携・先進医療イノ
ベーション拠点開所式（H23.4）

広島ブランドショップ「TAU」
開設（H24.7）
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宮城県とのかき消費拡大キャンペー
ンに関する協定締結（H24.11）

新たな成長産業の集積促進
本県が誇る「ものづくり」と医療を組み合わせ，医療
機器産業の集積を目指す医工連携プロジェクトを推進
‐国の「地域イノベーション戦略推進地域」に選定[H23.8]

環境浄化関連分野での企業間連携や海外展開を促進するた
め，ひろしま環境ビジネス推進協議会を設置・運営[H24.4～]

‐中国四川省での商談会の開催[H24.7]

ひろしまブランドの形成
平成24年の大河ドラマ「平清盛」をテーマに大規模
キャンペーンを展開[H23.5～]

観光地「ひろしまブランド」の確立・浸透に向け，
「おしい！広島県」のプロモーションを展開[H24.3～]

広島県庁「全力歓迎課！」発足[H24.9]

首都圏における広島のブランド価値向上等を図るため，
広島ブランドショップ「TAU」の開設[H24.7]

瀬戸内 海の道構想の推進
【構想策定】

｢瀬戸内 海の道構想」を策定[H23.3]

【推進体制の整備】
広域的連携を図るため，7県で構成する

「瀬戸内ブランド推進協議会」の設置[H24.5]

ブランドプロデューサー決定[H24.8]

瀬戸内ブランド推進協議会における広域連携事業（船
で巡るツアー，フォーラム）の実施，ブランドマークの発表[H24.10]

【事業推進】
ひろしまｵｲｽﾀｰﾛｰﾄﾞ(H23県内8箇所) 来客25万人[H23.10～H24.5]

サイクリングロード広域化に向けた環境整備
‐サイクルトレイン等の運行:延1,278人[H22～]

‐しまなみ海道ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞにﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ等を整備[H22]

しまなみ海道サイクリングイベントの実施[H24.5]

‐台湾ｼﾞｬｲｱﾝﾄ社 劉金標会長等とのｻｲｸﾘﾝｸﾞ実施等
瀬戸内しま博覧会（仮称）実行委員会の設立[Ｈ24.10]

戦略的な販売・流通等の仕組みの構築
持続的な農業を確立するため，実需者ニーズを踏まえた
担い手とのコーディネート体制の構築｢H23]

海外での販売戦略を構築し，県内産品のうち高付加価値
販売が見込める商品の販路開拓等を展開[H22～]

参入企業に対し,経営管理（生産,販売,財務,労務）の
トータルノウハウ提供のためのｻﾎﾟｰﾀｰﾊﾞﾝｸを設置｢H22～]

県産材の利活用強化に向け，生産，流通，加工の低コ
スト化と利用拡大に向けた各種支援

‐県産材を用いた住宅建築への支援:971戸
‐県内初の国産材大型製材工場（北広島町）整備[H23.1稼動]

「瀬戸内広島レモン」のブランド名による広島県産
レモンの首都圏広報の展開[H24.9～]
マレーシア物産展 [H24.6]，香港物産展[H24.11]の開催
首都圏をターゲットにしたかき消費拡大キャンペーン
の展開[H24.11～]



Ⅰ ビジョンの実現に向けた分野ごとの主な取組

・子育てしやすく，女性が働きやすい県になっています。～合計特殊出生率改善ﾎﾟｲﾝﾄ全国一，男性の育児時間19分(全国47位[H18])⇒53分(6位[H23]）
イクちゃんサービス登録店舗数 5,312店舗，子ども対応型トイレ2,155箇所設置

・若者の県内企業への就職が進んでいます。～県外大学新卒者等のU・Iﾀｰﾝ就職者数1,989人[H22]⇒2,044人[H23]，高校生就職率93.7％ [H22.3]⇒98.5％ [H24.3]

・グローバル社会に対応した人材の育成・確保が進んでいます。～県内留学生数2,301人[H21]⇒2,647人[H23]，海外の学校と姉妹校締結した県立学校52校

人づくり２

仕事と家庭の両立支援の推進
県内企業等の事業所内保育施設整備に対する補助

‐10事業所[H22-H24.9]

男性の育児休業取得を推進する企業に対する支援
‐企業登録 176社，奨励金 117人[H22-H24.9]

子育てに役立つ情報を集約･発信するポータルサイト
「イクちゃんネット」の開設[H23.4]
Kids☆めるまが登録者 24,074人[H24.10現在]

イクちゃんツイッターの開始 [H24.3]
親子で外出しやすい環境づくりへの支援
‐イクちゃんサービス登録店舗数 5,312店舗[H24.11現在]

‐子ども対応型トイレ 2,155箇所[H22-H23]

‐ベビールーム 1,068箇所[H22-H23]

子どもたちの学力を高める教育の推進
県内小学5年,中学2年を対象に「基礎・基本」定着状況
調査を実施し，調査結果の分析等を通して，学力の向
上を推進
高等学校の学力向上対策の推進[H24]

‐トップリーダーハイスクール(6校)
‐チャレンジハイスクール(15校)
‐ステップアップハイスクール(20校) 

子どもの体力の強化に向けた取組
体育，運動部活動の充実のための地域指導者等の活用
‐大学生による体育実技ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

：21校[H22]，20校[H23] ，20校[H24]

‐運動部の指導者

：145校202名[H22],133校193名[H23],146校208名[H24]

全国大会で優勝できる競技力を持つジュニア選手の
発掘･育成･強化
‐全国大会優勝数

：13種目[H22],21種目[H23] ,8種目[H24.10末]

トピック２

女性の社会参画の促進 将来の広島県を支える人材の育成

子どもたちの豊かな心を育む教育の推進
小学校５年生を対象に長期宿泊体験活動(3泊4日)を
実施

‐35校[H22]，39校[H23]，43校(うち民泊実施11校）[H24]

家庭や地域と一体となった体験活動に取り組む中学校
区の学校を支援
‐7市町15校区[H23]，9市町15校区[H24] 「山・海・島」体験活動推進事業

（H22～）

トップアスリート育成強化事業
（H23～）

「しごとプラザ マザーズひろしま」
開設（H24.3）
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就業支援・保育サービスの充実
待機児童解消に向けた保育所整備
‐60箇所，定員増2,449人 [H22-H24見込]

女性の就業相談ｺｰﾅｰ，サテライト窓口を開設[H23.9]

大型商業施設内に「子育てｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ」を設置
‐8箇所[H22-H24]

「しごとプラザ マザーズひろしま」開設[H24.3]

「保育士人材バンク」開所[H24.7]

～知事の育休取得宣言（H22.10.19)
知事が第３子の誕生を機に「育児休暇」の取得を内外
に宣言し，男性の育休取得に一石。
‐男性従業員の育休取得率 1.2％[H22] ⇒ 4.1％[H24]

～男性の育児時間（末子が就学前）
19分（全国47位[H18]）⇒ 53分（全国6位[H23]）

～広島県の合計特殊出生率
‐改善ﾎﾟｲﾝﾄが全国トップ 1.34 [H17]⇒1.55 [H22]

‐政令市を抱える都道府県で1位[H23]



若年層の社会減への対応 グローバル人材の育成・確保

【女性の社会参画】 結婚・出産，子育て，ポスト子育て期に応じた就業支援や，仕事と子育ての両立ができるよう，女性の働きやすさに焦点を絞り，保育
環境や職場環境の整備対策を強化する必要がある。

小・中・高では，「知・徳・体」の「基礎・基本」の徹底に，引き続き取り組むとともに，いじめ問題の発生防止など，安心して学校
生活を送ることができる環境の確保対策に総力を挙げて取り組む必要がある。また，大学では，県内大学の連携を強化し，更に魅力向
上を図る必要がある。

【若年層の社会減対策】若年層の県外流出を食い止める対策や県外からの転入を増加させる対策を強化するほか，転職や離職後の再就職が容易な環境の整備
に向けた対策を検討する必要がある。

【グローバル人材育成】引き続き，世界で活躍できるグローバルな視野と感覚を備えた人材の育成を図るとともに，企業の海外進出等に必要な即戦力人材の
確保に努める必要がある。

これまでの取組を踏まえた課題

大学生等の県内企業への就職促進
県内理工系大学生を対象としたインターンシップ，

講座を県内ものづくり企業と連携実施
‐インターンシップ 230人

‐県内企業の出前講座 延1,719人 [H22-H24]

関西の大学キャンパス内や大阪市内で，県内企業への

就職に向けた合同企業説明会を開催

‐延538人[H23-H24]

関東・関西の大学の就職担当者等と県内企業との交

流会を実施

‐延63大学,延104企業[H23-H24]

安芸府中高校姉妹校提携調印式
（H23.8）

留学生合同企業説明会

県外大学との協定締結式
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【将来の広島県を
支える人材の育成】

トピック３

高等教育機関の魅力向上
県内大学の魅力向上のための大学連携推進方策を

策定[H23.9]

県内大学が連携し，グローバル人材の育成など５件

のプログラムを開発・実施

‐グローバル人材育成（留学支援・産業分野・経営分野）

‐若手社員向け人材育成

[H24受講生 約300人（高校生・大学生・社会人）]

県内大学の共用サテライトキャンパスの整備に着手
[H24]

留学生受入･県内定着までの総合的な支援
県内の大学，経済・国際交流団体及び行政等で，

「留学生活躍支援センター」を設立。[H23.4]

県内企業への就職に向け，優秀な留学生を確保する仕組

みとして「広島県ものづくりｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人財育成協議会」を設立
[H23.7]

‐H23 3人受入れ，H24 4人受入れ

留学生受入の重点国（中国,韓国,ベトナム）等でＰＲ事

業や就職説明会を実施。日本留学フェアへ初参加[H23]

県内留学生数 2,301人[H21]⇒2,647人[H23]

国際化に対応した教育の推進
海外の学校との姉妹校締結の推進

‐県立高校82校中58校 [H24見込]

全校でのグローバル教育の推進に向けた外国語指導

助手(ALT)の配置 ‐43人[H23-H24]

留学経験者の増加を図るため，県立高校生の留学を

支援 留学者数29人[H22-H24見込]

～県内企業への就職状況が向上
県内理工系大学等卒業者の県内就職率 34.1%[H22]⇒38.2%[H24]
県外大学新卒者等のＵ･Ｉﾀｰﾝ就職者数 1,989人[H22]⇒2,044人[H23]

～県外大学との就職支援協定の締結（H24.4.4)
関西の３大学とＵ･Ｉターン就職支援に関する協定
を締結（立命館大学，龍谷大学，関西学院大学）



Ⅰ ビジョンの実現に向けた分野ごとの主な取組

・地域で安心して暮らせる医療提供体制の整備が進んでいます。～ドクターヘリ導入準備に着手，医師等確保対策，救急医療体制の強化

・「がん対策日本一」に向けた取組が進んでいます。～国から最上級の評価を受けた｢広島県がん対策推進計画｣・ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づき，総合的な取組を推進

・再生可能エネルギーの導入が進んでいます。～電力買取制度開始後国の設備認定を受けた太陽光発電施設の導入量中国地方１位(56,266KW,H24.10現在)

安心な暮らしづくり３

医師等の確保
地域における医師不足解消のための配置調整,人材育成
等に取り組む「財団法人広島県地域保健医療推進機構」
を設立[H23.7]

広島大学医学部ふるさと枠の拡充，岡山大学医学部

地域枠の新設（入学定員枠：広大15人，岡大2人）
[H22～]

広島大学医学部へ地域医療に係る寄附講座を開設
[H22～] ‐講座名:「地域医療ｼｽﾃﾑ学講座」

がん医療提供体制の充実
現在の医療供給体制では対応が難しい先端的な高精度
放射線治療を広く県民に提供するため，高精度放射線治
療ｾﾝﾀｰ(仮称)を整備

‐用地取得 [H24.12予定]，設計完成[H25.5月予定]，
運営開始[H27年度予定]

安心できる地域医療体制の構築に向けた取組 がん対策日本一に向けた取組

広島県地域保健医療推進機構設立
(H23.7）

がん検診啓発キャラクター(H24.7)

広島県地域包括ケア推進センター
開設(H24.6)
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トピック４

救急医療体制の確保
広島都市圏の救急医療体制の構築に向けた，広島市民

病院の救急医療コントロール機能の強化[H22～]

(受入交渉回数４回以上の困難事案の解消，搬送時間の短縮等）

県内救急医療体制の強化に向け，迅速な救命医療行為

が可能なドクターヘリの導入準備に着手[H23～]

三次･庄原地区の休日(夜間)急患ｾﾝﾀｰの拡充整備[H24]

がん検診受診率向上対策
「がん検診へ行こうよ」推進会議を設立し，キャンぺー
ンを展開
‐民間企業等参加団体 111団体[H24.11現在]

「広島県がん検診推進に関する協定」を締結
‐協定締結企業等 49団体[H24.11現在]

がん検診啓発キャラクターに，デーモン閣下を起用し，
受診率の向上に向けた活動を積極的に推進[H24.7～]

(社)広島県医師会と「広島県がん対策サポートドクター
事業の推進に関する協定」を締結[H24.11]

周産期医療･小児救急医療体制の確保
県内周産期医療体制の強化のため，ハイリスク分娩

に対応した周産期母子医療センター（東広島医療セン

ター）を認定[H24]

小児救急医療電話相談サービスの実施（H23: 6,469件）

小児救急医療を行う病院(広島市立舟入病院等8箇所)を

中心とした休日夜間も含めた24時間診療体制の確保

高度救命救急ｾﾝﾀｰ(広島大学病院)に小児救急専門病床

(PICU)を整備 [H24]

～広島ひきこもり相談センターの開設（H24.9.7）
ひきこもりの人や家族の相談窓口となる「広島ひきこも
り相談支援センター」を県と広島市で，県内3か所に開設

～広島県地域包括ケア推進センターの開設（H24.6.1）
医療･介護･予防･住まい･生活支援などのサービスを切れ目
なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進

～総合特区の指定（H23.12）
‐環境観光モデル都市づくり推進特区
‐尾道地域医療連携推進特区



防災・治安 持続可能な社会に向けた取組

【地域医療】 限りある医療資源の効果的な活用を図るため，広島都市圏の医療機能のあり方を検討するほか，地域包括ケアシステムの構築に向け，取組み
を具体化する。

【がん対策】 引き続き，高精度放射線治療センター（仮称）の整備を推進するとともに，「予防」「検診」「医療」「緩和ケア」「情報提供・相談支援」
など各段階における対策を強化し，がん対策日本一を目指す。

【再生可能エネルギー】 再生可能エネルギーの導入を推進するとともに，電力買取制度が抱える不公平性の緩和を図るための取組みを実施する。

【防 災】 大規模災害に対応するためには，県・市町，企業を含めた地域全体の事業活動等を継続させる取組や，自主防災組織の活性化，防災拠点の機
能強化など，ソフト・ハード両面からの総合対策の推進が必要である。

これまでの取組を踏まえた課題

行政機能の確保
大規模地震時においても必要な行政機能を維持する

ための対策を実施
‐執務環境の確保（県庁舎耐震化,非常用発電機整備等）
‐実施体制の確保（全庁的な応援体制の確立）

犯罪抑止に向けた情報発信の強化
県民の自主防犯行動に資するため，子ども・女性

に対する声かけ等の不審者情報・犯罪情報を，イン
ターネットや携帯電話を通じて提供

‐H23.10運用開始

防災ヘリコプター更新
(H25.1運航開始予定)

県立学校施設の耐震化
全国的に低位な県内学校の耐震化状況を踏まえ，

安全･安心な教育環境を早急に実現するため，耐震化
対策を加速化。H27までに耐震化率100％を目標

‐県立学校耐震化率 64.0％ (739棟/1,155棟) [H24.4.1] 

学校の耐震化
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トピック５
竹原工業･流通団地への商業用メガ
ソーラの誘致（H25.2稼動予定)

防災基盤の更なる充実
防災ヘリコプターの更新[H25.1運航開始予定]

国が検討している南海トラフ巨大地震の被害想定等に

基づき，県地震被害想定調査報告書の見直し等に着手

し，今後，県地域防災計画に反映[H24.4～]

局所的集中豪雨対策のため，雨量観測データを拡充す

るなど，防災情報システムを一新[H24.1運用開始]

自主防災組織の活性化を図るため，ひろしま防災リー
ダー等で編成したプロフェッショナルチームによる取

組を開始[H24～]

省エネルギー対策・リサイクル促進
交通信号灯器のLED化の推進（H24.3末：18.5％）

‐消費電力量23.0％減少（H19年度比）

（福山太陽光発電所(出力3メガ㍗)の約1.3基分）
県庁における省エネ対策の実施 [H23.6～]

‐節電対策の徹底により,本庁舎の電気使用量を削減
Ｈ23：対前年15％，Ｈ24上半期：対前年６％削減

びんごエコ団地への使用済小型家電リサイクル企業の

立地[H24.10立地協定締結]

再生可能エネルギー普及促進対策等
県民・事業者のＣＯ２排出削減の取組を促進する

「広島県グリーンニューディール基金事業」を実施
‐住宅用太陽光発電の普及促進: 3,401件[H22,H23]

‐事業者省エネ改修支援: 17件[H22,H23]

‐市町施設省エネ化支援:11市9町[H22,H23]

電力買取制度の課題に対応した再生可能エネルギー
の普及促進策の検討[H23.10～] 

クリーンディーゼル乗用車の自動車税を県独自に軽減
(登録の翌年度に概ね50％軽減[H24.4.1～H26.3.31])
公用車に電気自動車（ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵEV）を導入[H24.10]

県庁第1駐車場に急速充電器を設置し一般開放[H24.10]

県有地へのメガソーラーの誘致
竹原工業･流通団地(H23.12立地協定締結，4.3MW)
安浦産業団地(H24.4立地協定締結，6MW)
大仙地区[H24.11進出業者決定], ｸﾞﾘｭｰﾈﾝ入野[H24.11進出業者決定]

～「株式会社水みらい広島」の設立(H24.9)
持続可能な県営水道事業を構築するため，公民が連携

し，日本初の民間主体による水道事業運営会社を設立



Ⅰ ビジョンの実現に向けた分野ごとの主な取組

・豊かな中山間地域づくりに注力しています。
～若者定着に向け，全域過疎の９市町全てで未来創造支援事業を実施，重点４分野での中山間地域対策予算 51.3億円[H20]⇒77.2億円[H24]（1.5倍）

・平和な国際社会の実現に向けての取組を進め，広島のプレゼンスが高まっています。
～「国際平和拠点ひろしま構想」策定・国連等への協力要請，平和発信コンサート準備・プレイベント・リレーコンサートの実施

豊かな地域づくり４

地域の魅力向上に向けた取組の支援

新規就農者育成研修
（江田島市）

農産加工品スキルアップ研修
（神石高原町）

無医地区等への巡回診療（H24.7)

生活航路への支援（H23.4～)

体験型教育旅行の誘致（H24～）

地域の活力強化対策

社会活動実態にあわせた新たな航路支援対策
県民の暮らしや経済活動を支える生活航路を，将来に

わたって安定的に維持・確保していくため，国の離島
支援対策(7航路)に加え，県独自で，持続可能な交通体
系の構築に取組む市町を支援[H22-H24]

‐県内13航路（8市町）
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中山間地域観光振興
観光機能の強化に向け，市町等が策定した地域観光振

興計画に基づく取組を支援
‐8地域(9市町)[H23-H24]

島根県と連携し，共通するテーマ等を活かした振興施

策の推進のため，両県及び両県の観光連盟で構成する
「広島県・島根県観光連携協議会」を設置[H24.4]

ワールドスノーボードフェスティバルの開催
‐参加者数 2,750人[H23.2]， 3,500人[H24.2]

体験型教育旅行の誘致として「農山漁村生活体験ホーム
ステイ」の実施に取り組む市町を支援

‐取組市町：江田島市，大崎上島町，安芸太田町，北広島町[H24～]

地域医療対策の充実
中山間地域の医療体制の確保に向け，地域医療に従事

する医師確保対策を積極的に推進
‐（財）広島県地域保健医療推進機構の設置･運営[H23.7]

‐広島県医師育成奨学金貸付制度の創設･運営[H22～]等
県東部における医療機能維持に向けた機能分担等の

取組を支援[H22～]

‐公立世羅中央病院と三原市立くい市民病院
‐府中北市民病院と厚生連府中総合病院
県北部地域において医療機器等を搭載した診療車に
よる無医地区等への巡回診療の開始[H24.7]

日常生活を支える機能の確保
過疎地域における地域生活課題の解決に向けた住民自治
組織による先導的かつ新たな取組を支援するとともに，
その取組効果の県内他地域への波及促進を実施
‐モデル性の高い４件を採択[H24］

地域運営SS・店舗を活用した配送サービス，耕作放棄地を
地域住民が集う交流広場として整備活用 等

- 安芸高田市，江田島市，北広島町，神石高原町の自治組織

地域の将来を担う人材の定着に向けた就業対策
仕事づくりを中心として，将来的に地域に若者が定着

できるような取組を行う「未来創造支援事業」を実施

県庁内に「未来創造バックアップ会議」を設置し，全

域過疎市町の計画の着実な推進を支援する体制を確立
‐庄原市,世羅町[H23-H24]

‐三次市,安芸高田市,江田島市,

安芸太田町, 北広島町,大崎上島町,神石高原町[H24]



国際平和に向けた広島の役割

【地域の活力強化】 人口や経済活動が集中する都市部の活性化を図り，国内外から多様な人材を惹きつける魅力ある地域環境を創出するため，広島都市圏の

魅力創造戦略の策定に取り組むとともに，引き続き中山間地域においては，若者などが定着できる持続可能な地域の構築に向けて，安定
的な産業基盤の確立等を推進する。更に，都市と中山間地域が近接している広島の強みを活かして，都市圏と中山間地域がともに発展で
きる環境の創出に取り組む必要がある。

【国 際 平 和】 国際平和実現のため，世界の中の広島が，拠点となって果たすべき使命と役割について示した「国際平和拠点ひろしま構想」を策定した。

更に，構想の具体化の取組の方向性を示す「国際平和拠点ひろしま構想推進ガイドライン」を策定し，今後は，これに沿って，「核兵器
廃絶への信念」と「復興への確信と未来への希望」の２つのシンボル性を有する広島の強みを生かして，構想の具体化に向けた事業を推
進していく必要がある。

これまでの取組を踏まえた課題

国際平和拠点ひろしま構想策定委員会(H23.10)

ユニタール本部における連携協議(H24.10)プレイベントコンサート(H24.8)

潘基文事務総長への協力要請(H23.11)
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核兵器のない平和な国際社会実現に向けた貢献
広島として求められる役割を積極的に果たしていくため，

世界の有識者の参加を得て，「世界の中の広島」という

視点から「国際平和拠点ひろしま構想」を策定[H23.10]

構想の具体化に向けた取組の進め方を議論するため，世界

の有識者による「国際平和拠点ひろしま構想推進委員会」

を設置[H24.6]

「国際平和フォーラムひろしま」の開催[H24.9]

構想の具体化の取組の方向性を示すｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成[H24.10]

構想の積極的なＰＲの推進と協力の要請等

‐日本外国特派員協会での海外ﾒﾃﾞｨｱ向けｽﾋﾟｰﾁ[H23.7]

‐ナショナルプレスクラブ（ﾜｼﾝﾄﾝ）等でのＰＲ[H23.11]

‐国連本部で潘基文事務総長に構想への協力を要請[H23.11]

‐ユニタール本部で本部長と人材育成連携等を確認[H24.10]

‐国連欧州本部でトカエフ事務局長に構想への協力を要請等

[H24.11]

世界に向けた平和のメッセージの発信
世界に向け，平和のメッセージを発信する「ひろしま平和
発信コンサート」を開催するため，実行委員会を設置
[H23.10] （H25開催予定）

平和発信コンサートのプレイベントとして，国内外の著名
アーティストによるコンサートを開催[H23.8] [H24.8]

平和発信コンサートの認知度の向上と県民の機運の醸成を
図るため，23市町におけるリレーコンサートや子どもピー
ス音楽祭の開催，ピースサポーター制度の創設など[H24]



Ⅱ 「日本一強い県庁」を目指した取組

行政経営を支える仕組み１

職員の力を引き出す人材マネジメント
組織的な目標を共有するとともに，目標の達成に向

けたコミュニケーションを通じて，職員個人や組織の
育成を図ることを目的として，目標管理と連動した新
評価制度を導入[H23.4～]

管理職員について，定期昇給を廃止し，「実質的年俸
制度」を導入 [H23.4～]

事業レビュー等による事業見直しの推進
事業仕分けの実施[H21, H 22]

公開の場で「外部」の客観的な視点により事業を点検
し，行政の無駄削減を推進

‐削減額：14.8億円（その他事業への波及:11.2億円）
事業レビューの実施[H23, H24]

チャレンジビジョンの推進の観点で，同様の成果目標で括
られる事業群を一括で点検し，効果の高い施策運営を実現

財政健全化への取組２

経営戦略会議（H21.12～）

経済財政会議（H22.1～）

事業レビュー(H24.11)
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トピック６

「広島県職員の行動理念」の策定，普及･浸透
組織としての社会的使命，その使命を達成するために
職員一人ひとりが，日々の業務遂行にあたり守るべき
価値観や行動指針を策定[H22.3]

職場単位での唱和や優良な行動事例に対する月単位の
「ベストプラクティス」の選定など，行動理念の普及･
浸透に向けた取組を推進
全職員を対象に，「ひろしま未来チャレンジビジョン
の推進」説明会を開催（54回開催，3,411人参加）[H24]

職員の行動理念等への理解を深め，本県の経営戦略の
考え方等の浸透を図った。

ビジョンの推進を目指す体制づくり
経営戦略に係る意思決定の強化

‐経営戦略会議の設置[H21.12]

‐経済財政会議の設置[H22.1]

‐経営戦略審議官の設置[H22.4]

幹部職員の階層を従来の３層（局長-部長-課長）から
２層（局長-課長）へ改正[H23]

ビジョン推進上の重要案件等を所掌する担当部長制へ
移行[H23]

重点施策への取組を加速させるための体制強化[H24.4]

‐ひろしまブランド推進課の設置
‐産業振興監の設置
‐都市圏魅力づくり推進課の設置
組織の総合力を発揮するための体制整備[H24.4]

‐都市局を土木局へ統合

施策マネジメントの導入
予算主義から成果主義への転換を図るため，「ひろしま未来
チャレンジビジョン」を構成する施策・事業群ごとに設定した目標
の進捗状況を点検・検証し，その結果を次年度の取組に反映
[H23～]

事業の執行段階におけるモニタリングの仕組みを構築し，施策
の進捗状況を定期的に点検（H24年度上半期の点検結果を公
表）[H24.11]

～県・市連携検討（H24.2～）
広島市との連携や役割分担を整理するため，合同研究
会設置

計画的かつ着実な財政健全化の取組
「ひろしま未来チャレンジビジョン」の着実な推進
に向け，その基盤として弾力的かつ持続可能な財政構
造を確立するため，中期財政健全化計画を策定[H22.12]

‐計画期間：H23‐H27[5ヵ年計画]
‐財政健全化に向けた目標：
・経常収支比率を90％程度の水準に可能な限り近づける

[フロー指標]（92.2％[H21]⇒90.3％[H24末見込]）
・将来負担比率を288％未満に抑制[ストック指標]

（268.4％[H21]⇒271.2％[H24末見込]）

・実質的な県債残高を5年間で1,400億円程度縮減
（15,516億円[H21]⇒14,552億円[H24末見込] ～約1,000億円減）



市町とのリレーション強化
県･市町懇談会の開催[H22～]

施策の推進にあたって，知事自らが現地を視察し,
市町長と直接意見交換等を行う懇談会を各市町で開催

‐22市町(別途トップ会談を行う広島市を除く全市町)

県･市町共同会議の開催[H23～]

広域的課題の解決や地域の活性化等に向け，県,市町

の具体的な施策連携などについて，首長同士が協議･検

討を行う会議を開催（年4回）

民間企業との連携強化
地域で活動する民間企業等の本業ノウハウ等を，

県政全般で幅広く活用し，地域活力の強化につなげる

ため，積極的に包括協定締結等を推進
[H23]
ファミリーマート㈱，西日本高速道路㈱，㈱イズミ
㈱イオン，㈱中国クボタ,ヤンマー農機㈱中国販売
[H24]

㈱カゴメ，一橋大学，㈱ローソン， ㈱福屋， ㈱ポプラ

多様な主体との連携･協働１

県政情報発信の強化
行政情報の発信機能の強化

‐定例会見の週1回開催へ移行[H21.12～]

‐包括協定締結企業などを活用した県政情報の発信

[H23～]

‐ツィッター,フェイスブック等の新たな情報ﾒﾃﾞｨｱ

を活用した情報発信[H23～]

‐県政情報ポータルサイトである県HPのﾘﾆｭｰｱﾙ[H23]

情報公開トップに向けた県政の「見える化」
公正で透明性の高い県政を推進するため。情報公開

の充実を図る行動計画を策定[H22.11]

‐行政文書開示請求者の拡充

‐交際費支出状況の公開の拡充

‐建設工事に係る審査結果の公表の拡充

‐電子入札の導入に合わせた物品購入,業務委託に係る

予定価格の公表[H24.6～]

戦略的広報（広報機能の強化）２

民間企業との協定締結式(H24.10)

県･市町共同会議（H23～）

地域の宝ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ﾄｰｸ（H24.10）

トピック７

（H20) （H22） （H23,H24）
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Ⅲ 「見える県政」の推進に向けた取組

～広島県の透明性全国１位（４５位⇒２７位⇒１位）
全国市民オンブズマン連絡会議が公開した平成２４年

度の全国の自治体の情報公開度採点表において，広島県
の公開度ランキングは，満点と採点された。

※ H21年は，県・市の平均点の結果のみ公表

～包括連携企業等を活用した県政情報の発信拡大
・コンビニ店舗等に専用ラック設置 495店舗 [H24.11現在]

・高速道路SA･PAへの広告物配架開始 3箇所[H24.11現在]

・銀行やﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ等のﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞでの情報発信

県民リレーションの強化
「湯﨑英彦の宝さがし」の開催[H21-H22]

県政運営の基礎づくりのため，県内全市町を訪問し，

県民の活動現場の視察と意見交換会を開催

‐訪問現場数77箇所，意見交換参加者237名，来場者1,420名

「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレンジ･トーク」[H23]

県民の県政への主体的な参画を促進するため，チャ

レンジビジョンの説明，地域の取組発表や意見交換

を行う懇談会を開催 [県内8ブロック]

‐取組発表者69名，来場者1,490名，平均満足度88.7％

「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ･トーク」[H24]

県内全市町で，各地域の課題に対する主体的な取組推

進のための意見交換会等を開催 [H24.11現在9市町開催]

‐訪問現場数22箇所,取組発表者57名,来場者1,200名,平均満足度92.9％



Ⅳ 県政の重要課題への対応

梅雨前線豪雨への対応
平成22年7月の梅雨前線豪雨では，１時間最大雨量

91mmを記録し，庄原市，世羅町などで甚大な土砂災

害が発生するなど，５名の尊い人命が失われた。

今後の災害防止のため，地域住民の意向を十分に反映

した復旧策を実施している。

（内容：地区外へ移転される方の宅地や農地等を活用した，

より経済的で効果的な対策（庄原市）など）

広島高速５号線
広島高速５号線は，温品ジャンクションから広島駅

北口を結ぶ延長４kmの自動車専用道路であり，広島市

中心部から広島空港へのアクセス性の向上や広島駅周

辺の開発促進への寄与等の役割を担う路線である。

トンネル建設に係る地域の住民生活等の安全性を確認

するため，「広島高速５号線トンネル安全検討委員会」

を設置し，地表面沈下等の周辺地域への影響について，

審議・検討を行い，平成24年9月に報告書を受理した。

広島西飛行場の廃港方針の整理
県営広島西飛行場は，昭和36年9月に国管理の広島空

港として供用開始され，平成5年10月の新しい広島空

港（三原市）の誕生とともに，コミューター・小型機

専用の飛行場として開港

近年における利用の低迷や広島南道路の建設を踏ま

え，広島市との協議の結果，平成24年11月，ヘリ

ポートに機能転換し，運用開始

広島エアポートビレッジ開発㈱の整理
長引く景気の低迷の中，リーマンショックの影響を

受け，自立経営が困難な状況になった県が出資する

広島エアポートビレッジ開発㈱について，民事再生の

手法により，最大限，ゴルフ会員権保有者，一般債権

者に配慮しつつ協議を重ね，平成23年2月に再生手続

を完了した。

広島へリポート（旧広島西飛行場）

出島廃棄物処分場

庄原市の大雨被害現場の視察
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鞆地区道路港湾整備事業
「鞆地区地域振興住民協議会」における1年8か月の

話合いを通じて，生活の利便性だけでなく，観光振興

や景色・景観，まちづくりなど，鞆地区の将来の活性

化に向けた様々な住民ニーズが掘り起こされた。
県として，それらの住民ニーズをできるだけ満たす

方法について，総合的に評価を行った結果，山側トン

ネルを含む総合対策が，利便性や生活上の安全の確保

と景観保全とを両立させるという形で，すべての住民

ニーズについて最もバランスよく満たすことができる

ものと考えた。
このことから，平成24年6月に，埋立架橋から山側トン

ネルを含む総合対策へと事業計画の方針変更を行い，

7月には住民への説明を行った。

出島廃棄物処分場事業の見直し
県西部の公共関与廃棄物処分場として整備中の出島廃

棄物処分場は，廃棄物を海上から搬入する計画であっ

たが，平成22年9月に，処分量の減少等の状況変化を

踏まえ，廃棄物を陸上から搬入する方向で見直しの検

討を表明

以後，地元協議会や住民説明会を開催して，陸上搬

入への見直し計画について，地元の理解を深め，平成

23年4月に，知事と地元代表者で確認書に調印し，

見直し計画を決定

平成24年10月に，地元の了解のうえ，見直し計画に基

づく施設計画を決定


