
 
 

４４４４    次次次次代を支える医療関連・環境浄化代を支える医療関連・環境浄化代を支える医療関連・環境浄化代を支える医療関連・環境浄化産業クラスター産業クラスター産業クラスター産業クラスターのののの形成形成形成形成    

の 

- 18 - 

１１１１    ねらいねらいねらいねらい    

「ひろしま産業新成長ビジョン」で次代を担う新たな産業と位置づけ，概ね 10 年後の

産業クラスター（※１）形成を目指す。 

「医療・健康関連分野」では，「医療関連産業クラスターアクションプラン（※２）（平

成 24 年７月策定）」の着実な実行と，ひろしま発のビジネスの創出により，県内医療関

連産業の振興・集積を図る。      

また，「環境浄化分野」では，環境浄化に関する市場が拡大している海外（東南アジア

や中国等）でのビジネス機会の創出などを支援し，県内企業が有する技術・ノウハウの

活用及び企業間連携による現地の環境事業への参入を促進する。  

    

２２２２    事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

（１）（１）（１）（１）医療関連産業クラ医療関連産業クラ医療関連産業クラ医療関連産業クラスター形成事業スター形成事業スター形成事業スター形成事業                                 （２３８，７８９千円，単県） 

   医工連携による研究開発や販路拡大など，県内企業の意欲的な取組を総合的に支援

するとともに，「ひろしま医療関連産業クラスター推進会議」における取組方策の検討

や，医療・福祉関連機器やサービスの実証フィールドの具体化等により，国内外の企

業に注目されるひろしま発のビジネス創出を促進する。 

事業内容 

企業活動に対する支援
 

医療・福祉現場のニーズ発掘等 〇 専門職団体（医師会等）のニーズ発掘・発信  ・医療・福祉関係団体等によるニーズ・課題の発掘，マッチング支援 
機器・サービス 開発 

〇 ひろしま医療関連産業創出支援事業費補助金  ・研究開発や販路拡大など企業の戦略的な活動への補助  【補助限度額】3,000 千円／件，【補助率】1/2，【補助件数】10件程度  〇 医療・福祉課題解決に向けたデバイス開発パイロット事業  ・医療関連ビジネスを牽引・先導するモデル的な製品開発を関係者で実施するとともに，成果を普及させ企業活動を促進  【委託限度額】20,000 千円／件，【予定件数】 6 件 〇 総合技術研究所による共同研究  ・総合技術研究所の保有技術を活用した企業との共同研究の実施 〇 医工連携イノベーション拠点での開発促進  ・地域イノベーション戦略を推進するための研究拠点の利用促進 製品化・販売支援 〇 薬事・経営戦略等の専門家による相談・現地指導   ・NPO法人医工連携推進機構による専門家の派遣等 〇 展示会・商談会の出展・開催  ・展示会・商談会の出展・開催等による販路拡大支援 ひろしま発のビジネス創出

 

医療福祉,企業の連携体制の構築 〇 クラスター推進会議，専門委員会での取組方策検討  ・「ひろしま医療関連産業クラスター推進会議」での取組方策検討 実証フィールドの具体化 〇 臨床試験・治験フィールド（パイロット事業）の維持・改善  ・病院連携による被験者の相互紹介事業の実施 〇 福祉用具・介護ロボット実証フィールドの構築  ・福祉用具モニタリング評価事業を全県に展開 〇 医療・福祉イノベーション推進フィールドの構築  ・医療福祉団体，企業，大学等の協働による医療と福祉，機器とサービスを融合した新たな価値の創造 クラスター推進基盤・環境づくり 〇 ひろしま医療関連産業研究会活動の展開，産業支援体制の確保 ・ひろしま医療関連産業研究会活動の展開，プロジェクトディレクター（施策全体の総括責任者），地域連携コーディネーターの配置等 
 

 

課   名 医工連携推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ，次世代産業課 

 

 ※１ 産業クラスター：特定分野の企業，研究機関，公的機関などが一定地域に集積した状態 ※２ アクションプラン：ある政策や企画を実施するための基本方針。また，行動計画 
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  平成２２年度時点で９０億円の広島県内の医療機器等生産額を，平成３２年度に１，０００億円とする目標を設定し，「県内企業の医療関連ビジネスの拡大」と「国内外の医療関連産業の誘致」等を基本戦略とした施策を重点的に実施しています。   

   ものづくりで培った優れた技術を有する企業が医療・福祉分野にチャレンジ   【会員数：Ｈ２６．５現在 ２６２団体（うち企業２２４社）】 研究会活動研究会活動研究会活動研究会活動    サポート体制サポート体制サポート体制サポート体制    支援メニュー支援メニュー支援メニュー支援メニュー    ◆活動内容◆活動内容◆活動内容◆活動内容    セミナー・交流会，展示会出展 医療現場のニーズ・課題発表会等      
◆サポート体制◆サポート体制◆サポート体制◆サポート体制    ・（公財）ひろしま産業振興機構 ・広島県医工連携推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ ﾁｰﾑ ・ＮＰＯ医工連携推進機構(東京)  ◆サポート活動◆サポート活動◆サポート活動◆サポート活動    マッチング活動，専門家相談 外部資金獲得支援，情報提供等 

◆医療・福祉課題解決に向けた◆医療・福祉課題解決に向けた◆医療・福祉課題解決に向けた◆医療・福祉課題解決に向けた        デバイス開発パイロット事業デバイス開発パイロット事業デバイス開発パイロット事業デバイス開発パイロット事業    委託上限額：2,000 万円/件 委託期間：最長 3 年(総額 6,000 万円)  ◆ひろしま医療関連産業創出支援◆ひろしま医療関連産業創出支援◆ひろしま医療関連産業創出支援◆ひろしま医療関連産業創出支援    事業費補助金事業費補助金事業費補助金事業費補助金    補助限度額：300 万円/件 補助率：1/2 ≪事務局≫（公財）ひろしま産業振興機構 ひろしま医工連携推進グループ   
 

ひろしま医療関連産業研究会ひろしま医療関連産業研究会ひろしま医療関連産業研究会ひろしま医療関連産業研究会    

                                         
    
    
 

 

  ひろしま発のビジネス創出に向けた３種類の「実証フィールド」づくり  

国内外企業の誘致（５００億円） 県内企業のビジネス拡大（５００億円）     現状（現状（現状（現状（H２２２２２２２２）））） 生産額生産額生産額生産額    ９０億円９０億円９０億円９０億円 企業数企業数企業数企業数    ３０社３０社３０社３０社 

＊１０年を３期のステージに分け 計画的に推進  
目標（目標（目標（目標（H３２）３２）３２）３２） １１１１,０００億円０００億円０００億円０００億円 １００１００１００１００社社社社 

 

【基盤づくり】 H２３～２５ 【成長段階】 【拡大段階】 H２６～２９ H３０～３２ 戦略１戦略１戦略１戦略１    クラスター形成に向けたクラスター形成に向けたクラスター形成に向けたクラスター形成に向けた    推進体制の構築推進体制の構築推進体制の構築推進体制の構築    戦略２戦略２戦略２戦略２    県内企業の医療関連ビジネス県内企業の医療関連ビジネス県内企業の医療関連ビジネス県内企業の医療関連ビジネス    の拡大の拡大の拡大の拡大    戦略３戦略３戦略３戦略３    国内外の国内外の国内外の国内外の医療関連企業の誘致医療関連企業の誘致医療関連企業の誘致医療関連企業の誘致    戦略戦略戦略戦略４４４４    ひろしまの技術を応用したひろしまの技術を応用したひろしまの技術を応用したひろしまの技術を応用した    ビジネスの創出ビジネスの創出ビジネスの創出ビジネスの創出    

①①①① 臨床試験・治験フィールド臨床試験・治験フィールド臨床試験・治験フィールド臨床試験・治験フィールド    （広島県治験等症例集積機能向上ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業）（広島県治験等症例集積機能向上ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業）（広島県治験等症例集積機能向上ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業）（広島県治験等症例集積機能向上ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業）    ②②②②    福祉用具・介護ロボットの実証・実用化フィールド福祉用具・介護ロボットの実証・実用化フィールド福祉用具・介護ロボットの実証・実用化フィールド福祉用具・介護ロボットの実証・実用化フィールド    （全県の施設・病院等で福祉用具（全県の施設・病院等で福祉用具（全県の施設・病院等で福祉用具（全県の施設・病院等で福祉用具等の等の等の等のモニタリングモニタリングモニタリングモニタリング評価評価評価評価をををを    実施）実施）実施）実施）    ③③③③    医療・福祉イノベーション推進フィールド医療・福祉イノベーション推進フィールド医療・福祉イノベーション推進フィールド医療・福祉イノベーション推進フィールド    （医療と福祉・機器とサービスを融合した新たな価値の創造（医療と福祉・機器とサービスを融合した新たな価値の創造（医療と福祉・機器とサービスを融合した新たな価値の創造（医療と福祉・機器とサービスを融合した新たな価値の創造        EXEXEXEX：生体情報とＩＣＴインフラ）：生体情報とＩＣＴインフラ）：生体情報とＩＣＴインフラ）：生体情報とＩＣＴインフラ）    

医療関連産業クラスターアクションプラン医療関連産業クラスターアクションプラン医療関連産業クラスターアクションプラン医療関連産業クラスターアクションプラン    

ひろしま発の新たな取組の促進ひろしま発の新たな取組の促進ひろしま発の新たな取組の促進ひろしま発の新たな取組の促進    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

125億円(見込) 
37社 



 

 

    
の 
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（２）（２）（２）（２）環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】          （７３，０７２千円，単県） 

県内環境関連企業の国内トップクラスの生産力や技術力を生かして，環境問題が  

深刻化する東南アジアや中国での新事業展開などを促進するため，協議会活動による

企業間の連携体制の構築，海外企業との商談会等の開催や企業のビジネス活動への支

援などを行う。 

 

■事業内容 

①基盤・環境づくり 

○ 企業間連携や海外展開を促進するための「ひろしま環

境ビジネス推進協議会」の運営及び支援 

 ・企業の海外展開を促進するためのセミナーの開催 

 ・企業の海外展開をサポートする専門家などの配置 

②商談会等の開催 

【一部新規】【一部新規】【一部新規】【一部新規】 

○ 県内企業の海外展開を促進するため，海外企業とのビ

ジネス交流の機会の創出 

1 東南アジア 

 ・ベトナム（メコンデルタ地域）での商談会の実施 

 ・ベトナム・ハナム省等の現地環境課題への解決提案 

・展示会への出展 

 2 中国四川省 

 ・四川省環境保護庁，広島ゆかり人材との連携を図り， 

広島・四川経済交流事務所を活用してマッチング支援

を行う 

③戦略的海外ビジ 

ネス活動への支援 

○ 企業の戦略的海外ビジネス活動に対する支援 

 ・海外での商談活動，事業化可能性調査，ビジネスパー

トナーの発掘などへの補助 

補助限度額 1,000 千円/件 

補助率 1/2 

補助件数 20 件 

 
 

  
事事事事    業業業業    スススス    キキキキ    ーーーー    ムムムム    

 
広島県 ひろしま環境ビジネス推進協議会(H24 設置)  会員数：131 社・団体 （H25 年末） 事務局：次世代産業課  環境関連企業の海外ビジネス展開を支援 ・専門家設置 ・セミナー開催 ・マッチング機会創出  

■中国四川省 ・環境保護庁 ・国際科技合作協会 等 
    ■インドネシア 

  PJ案件推進  (ｼﾞｬｶﾙﾀ周辺自治体)  ■ベトナム ・現地 CD配置 ・PJ案件推進(ﾊﾅﾑ省等) 
 

 
商 談 会 の 実 施 

広島・四川経済交流事務所 （マッチング支援） 
県内企業 

東南アジアの 展示会に出展 PJ 案件の 発掘・提案 

 

 参画 メコンデルタ地域 
参画・支援
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    ステージ 第１期（H23～26） 「企業間連携の基盤と海外展開の支援体制づくり」 第２期（Ｈ27～29） 「海外展開の加速化」 第３期（H30～32） 「集積の自立的成長」 

支援事業 
                                                                    

          
    

集積形成 イメージ 
                            

     
                        

        
 

 

 

 

 

 

 

 ※１ ソリューションビジネス：問題や課題を見極め，ネットワークを活かして解決策を提案し，実現するビジネス 

環境浄化産業クラスター形成事業の概要環境浄化産業クラスター形成事業の概要環境浄化産業クラスター形成事業の概要環境浄化産業クラスター形成事業の概要    

･企業活動による国内外への展開の促進 【クラスターの形成】 ■海外展開活動の重点的な支援  (1)商談会等 ・中国四川省  ・インドネシア・ジャカルタ  ・ベトナム・ホーチミン  ・ベトナム・メコンデルタ地域  ・東南アジアへの展示会出展   （シンガポール等） (2)地域間連携 ・ベトナム・ハナム省浄水場等整備支援    ■戦略的海外ビジネス活動への支援 ・広島県環境浄化産業クラスター形成事業補助金の設置（H24.5 月） 

･企業活動の本格化， プロジェクトの具体 化に向けた支援 

支援事業を通じた海外でのビジネスモデルや企業間連携の構築 目標目標目標目標(H32)(H32)(H32)(H32)売上高売上高売上高売上高    1,5001,5001,5001,500 億円以上億円以上億円以上億円以上    (H22)(H22)(H22)(H22)売上高売上高売上高売上高    1111,,,,000000000000 億円程億円程億円程億円程度度度度     国内市場分 海外市場分 
  成功体験に基づく水平展開 ・幅広い環境ソリューションビジネス(※１) の提供 ・グローバルな事業展開 など 

■企業活動の基盤づくり ・ひろしま環境ビジネス推進協議会設立 ,運営  ・広島・四川経済交流事務所の活用 

 国内市場分 850億円 海外市場分 150億円 海外市場分 500 億円 国内市場分 1,000 億円 


