
 

 

７７７７    次代を支える医療次代を支える医療次代を支える医療次代を支える医療関連関連関連関連・環境・環境・環境・環境浄化関連浄化関連浄化関連浄化関連産業産業産業産業ののののクラスター形成クラスター形成クラスター形成クラスター形成    

の 
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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）」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                            （１２９，３０７千円，一部国補） 

   県内企業の生産拡大に向けて付加価値が高い製品開発の取組を促進するとともに，

部品・部材等の受注拡大や県外企業とのネットワークづくりとコラボレーションの促

進など，企業誘致に向けた環境を整備することで，県内への医療関連企業の誘致につ

なげ，医療関連産業の振興と集積を図る。 

事業内容 

県内企業の生産拡大 ○ 県内企業による付加価値が高い製品開発  ・企業，医療関係者によるワークショップの開催  ・大学の技術シーズ，医療現場のニーズの活用  ・補助金による開発促進と外部資金の獲得支援   ひろしま医療関連産業創出支援事業費補助金    【限度額】3,000 千円～6,000 千円/件,【補助率】1/2～2/3  ・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 県内企業の受注拡大 ○ 県内企業の技術シーズの提案力強化【新規】  ・他社製品のベンチマーク，発注企業への試作提案 ○ ビジネスマッチング，県外企業とのネットワークづくり  ・展示会，学会，商談会等への出展  ・外資を含む医療機器メーカーへの売り込み，マッチング活動 
企業誘致に向けた イノベーション創出 

○ 訴求力の高い実証フィールドの構築  ・広島市内基幹病院連携による臨床試験フィールドの構築 など ○ バイオデザインプログラム（※３）の推進  ・広島大学と連携し，インド・バイオデザインプログラムを導入  ・バイオデザインプログラムの実践による人材育成・ビジネス創出 ○ 「広島」の強みを活かしたモデルプロジェクト創出【新規】  ・県内大学，企業の優れた技術シーズを活用し，医療・ヘルスケア分野の全国モデルとなる事業の創出 クラスター推進の基盤 ○ ひろしま医療関連産業研究会活動の展開，支援体制の確保  ・研究会活動の展開，ネットワーキング，地域連携コーディネーターの配置  ・先進地域のクラスターとの連携，シリコンバレー企業との交流 
 
 
 
  

課 名 医工連携推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ，海外ビジネス課 

 

※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 ※３ バイオデザインプログラム：すでに存在する課題を解くのではなく，課題そのものを見つけるところから始めてビジネスにつなげていく，課題発見型の医療機器に関するイノベーション人材の育成プログラム 
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  平成２２年度時点で９０億円であった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   
 【ひろしま医療関連産業研究会の設置】～ 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：４０１団体（うち企業３５５社），H29.6 現在≫ 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    支援メニ支援メニ支援メニ支援メニューューューュー    ◆活動内容◆活動内容◆活動内容◆活動内容    ワークショップ開催，展示会・学会・商談会出展等      

◆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 
◆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～600 万円/件 補助率：1/2～2/3 ◆◆◆◆県内企業の技術シーズの提案力県内企業の技術シーズの提案力県内企業の技術シーズの提案力県内企業の技術シーズの提案力強化補助金強化補助金強化補助金強化補助金    他社製品のベンチマーク，発注企業への試作提案に対する支援 ≪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センター≫ 

県内企業の生産拡大・受注拡大県内企業の生産拡大・受注拡大県内企業の生産拡大・受注拡大県内企業の生産拡大・受注拡大    

                                     
    

    

 

     
 

 

 【ひろしまヘルスケア推進ネットワークの運営】        【バイオデザインプログラム（※３）のプロセス】  
 800 件     

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    クラスタクラスタクラスタクラスター形成に向けたー形成に向けたー形成に向けたー形成に向けた    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    国内外の医療関連企業の誘致国内外の医療関連企業の誘致国内外の医療関連企業の誘致国内外の医療関連企業の誘致    戦略戦略戦略戦略４４４４    ひろしまひろしまひろしまひろしまモデルの構築モデルの構築モデルの構築モデルの構築    

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    

 

〈Ｈ27 実績〉 160 億円 50 社 

 

企業誘致に向けたイノベーション創出企業誘致に向けたイノベーション創出企業誘致に向けたイノベーション創出企業誘致に向けたイノベーション創出    

県内外の県内外の県内外の県内外の    

企企企企    業業業業    

ひろしまヘルスケアひろしまヘルスケアひろしまヘルスケアひろしまヘルスケア実証フィールド実証フィールド実証フィールド実証フィールド    医療機関，福祉施設 医療・福祉系大学 など 
イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション    

ひろしまモデル 

        ((((探索探索探索探索))))    現場観察現場観察現場観察現場観察        ((((創造創造創造創造))))            ((((選別選別選別選別))))        ((((選択選択選択選択))))    ニーズニーズニーズニーズ    企画案企画案企画案企画案    ↓↓↓↓        事業化事業化事業化事業化        800 件以上 2～3 件 
 ２０～３０件 最終 事業案 
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（２）環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】（２）環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】（２）環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】（２）環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】     （６４，６３８千円，一部国補） 

環境浄化に関する市場が拡大している海外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。 

 

■事業内容 

①重点案件の推進 

○ ベトナムにおける重点案件の横展開，インドネシアにお

けるビジネスマッチングの実施 

 ・インドネシア国ジャカルタ近郊，ベトナム国メコンデ

ルタ地域でのセミナー，商談会開催 

・現地自治体等との交流・連携強化による案件発掘 

・コーディネータによるハンズオン支援 

○ 取組の加速化への助成 

・県内企業の海外での実証事業への助成 

【補助限度額】3,000 千円/件，【補助率】1/2 

・現地拡販を狙った現地拠点設置，技術提携への助成 

【補助限度額】1,000 千円/件，【補助率】1/2 

②重点案件の発掘 

○ 欧州への展示会出展【新規】 

・Aquatech Amsterdam2017（オランダ）等への出展 

〇 中国四川省との協定に基づくマッチング 

 ・四川省環境保護庁等との連携により案件発掘 

○ 海外展示会への出展助成 

 ・県内企業の海外企業との商談案件発掘を支援 

  【補助限度額】1,000 千円/件，【補助率】1/2 

③JICA 等との連携 

○ 外部資金を活用したインフラ事業参入促進 

 ・インドネシア国ボゴール市の廃棄物処理案件への参入 

 

 

 

 

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：150 社・団体 （H28 年末） 事務局：海外ビジネス課  環境関連企業の海外ビジネス展開を支援 ・専門家設置 ・マッチング機会創出 等 

■中国 ・四川省 等 ■インドネシア ・ボゴール市 等  ■ベトナム ・ソクチャン省 等 
 県内企業 

【補助金】 ・実証事業 ・海外拠点設置 ・展示会出展 
 

 参画・支援 

 
 参画・支援 

《自治体連携》 
重点案件として推進  拡販可能 案件  マッチング可能案件 重点案件の創出 拡販 
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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」 ～企業活動の本格化，プロジェクトの具体化に向けた支援 第３期（H30～32） 「集積の自立的成長」 ～企業活動による国内外への展開の促進 【環境クラスター形成】 

支援事業 
■基盤   ■海外展開活動の重点的な支援 (1)企業マッチング            (2)地域間連携   ■海外ビジネス活動助成     

          
    

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    

・インドネシア・ボゴール市廃棄物処理支援（H26.4 月～）  ・県内企業の海外展開チャレンジ促進支援（H24～H26）  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    1,0001,0001,0001,000 億円億円億円億円    
   成功事例の水平展開 ・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 

・ひろしま環境ビジネス推進協議会設立,運営（H24.4 月～） ・広島・四川経済交流事務所の活用（H24.5 月～） 

国内市場分 850億円 海外市場分 150億円 海外市場分 500 億円 

・実証事業への支援（H27～） ・海外拠点設置支援（H27～） ・展示会出展支援（H27～） 

・中国四川省商談会（H23.8 月～） ・インドネシア・ジャカルタ商談会（H25.7 月） ・ベトナム・ホーチミン商談会（H25.7 月） ・展示会出展（H26.6 月～） ・ベトナム・メコンデルタ地域商談会（H26.7 月～） ・インドネシア・バンドン市商談会（H28.9 月～） ・ベトナム有力企業招聘（H27．9 月～） ・インドネシア有力企業招聘（H28.11 月～） 

(H26)(H26)(H26)(H26)売上高売上高売上高売上高    1,1121,1121,1121,112 億円億円億円億円    
国内市場分 906億円 海外市場分 206億円 国内市場分 1000億円 

(H27)(H27)(H27)(H27)売上高売上高売上高売上高    1,1621,1621,1621,162 億円億円億円億円    
国内市場分 949億円 海外市場分 213億円 国内市場分 920億円 海外市場分 275億円 

目標目標目標目標(H2(H2(H2(H2８８８８))))売上高売上高売上高売上高    1,11,11,11,195959595 億円億円億円億円    


