挑戦！そして実現。～引き出せ、広島県の底力～
ゆざき英彦四年間の「実現！」
分野：人づくり
 将来の広島県を支える人材の育成
‐学力定着に課題を抱える中学校を対象に改善対策を集中実施し，
全国順位を大幅改善 (H21：28 位 ⇒H25：11 位)
‐「生きる力」の養成に向け，全公立小学校で取り組む長期宿泊体験
を具体化(H24：「山・海・島体験活動全県展開プロジェクト」)
「山・海・島」体験活動

 女性の活躍を支える環境の整備
‐待機児童解消に向けた保育の充実
・入所児童定員数：+4,026 人(H21：58，010 人⇒Ｈ25：62,036 人)
・保育士不足の解消にむけた保育士バンクの創設(H24.7)
‐地域の子育てサポート体制の充実
・「子育てスマイルマンション認定制度」の創設(H25)
・ベビールーム等の公共施設，店舗等への設置(3,233 箇所)
・子育てサービス登録店舗数:+2,392 店舗(H21:2,826⇒H24:5，208 店舗)
・大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰへ「子育てサポートステーション」を設置
(8 個所，延 33 万人利用)

子育てサポートステーション設置

子育て支援知事による同盟

-女性の職場復帰を強力にサポート
・「しごとプラザマザーズひろしま」の開設(H24.3)
-H25 男性の育児休業取得率（県内企業）が大幅改善(H22:1.2％⇒H25:7.2％)

 若年層の社会減の歯止め対策
‐県内大学の魅力向上
・県内大学共用のサテライトキャンパスを広島市中区に開設(H25.4)
・グローバル人材の育成等，地域ニーズに応える大学連携教育
プログラムの開発(7 プログラム)
‐大学卒業者の県内就職の促進

サテライトキャンパスひろしま開設

・県内理工系大学生の県内企業インターンシップ等
の強化(講座受講者数：2,136 人)
・Ｕ，Ｉターンを加速する地元企業と連携した
合同就職説明会の開催 (参加企業：217 社)
関西での合同就職説明会開催

 グローバル化を睨んだ人材の育成・確保
‐高校でのグローバル教育の充実
・留学支援助成制度の創設し，渡航費，学費を支援(H23～)

県立高等学校姉妹校締結

・異文化理解を加速する環境の整備に向け，全県立高校で
姉妹校交流協定を締結(H25)
‐地元企業の即戦力グローバル人材の採用支援
・県内中小企業等のグローバル人材確保意欲を高める
補助制度の創設(H24)

分野：新たな経済成長
 企業誘致・雇用
‐県経済の活性化と雇用基盤の安定確保に向けた企業誘致の強化
(設備投資：1,575 億円，新規雇用：2,523 人(H22-H24))
-緊急雇用対策等を活用した就労支援の実施(H22-H24)
(就業機会の創出：13,149 人)

竹原工業・流通団地

 イノベーション，創業を活発化
-地元企業の成長加速支援に向け，㈱ひろしまイノベーション
推進機構を設立(H23.5)
・基金規模：105 億円，2 案件へ投資
-創業・第 2 創業の徹底支援
・経営課題の速やかな解決を支援する「ひろしま創業
サポートセンター」の設置(H25.4)
地域イノベーション戦略推進会議
・成長資金の円滑な確保を支援する「技術・経営力

地域イノベーション戦略推進会議の開催

評価制度」を創設(H25)

 中小企業の活性化に直結する高度な技能，知識を持った人材の育成支援
-経営，サービスの高度化等へ意欲ある企業，個人対象の
支援制度の創設(H23) (資金支援：400 万/年)

企業 ⇒ 最大１,２００万円を補助

（３年間では）

個人 ⇒ 最大

（３年間では）

７２０万円を貸付

 中小企業のグローバル化を強化
-企業のグローバル展開を支える環境の整備
・四川省政府，上海市旅遊局との交流協定等の締結
～四川省事務所の新設，上海事務所の機能強化(H24)
・ハワイ州政府との経済分野等の交流強化に関する覚書
の締結(H24)
-広島空港，広島港・福山港のグローバルゲートウェイ機能
の強化
・広島空港の路線拡充：+6 路線
・広島・福山港の航路拡充：+２航路

ハワイ州政府訪問

 海の道構想の推進，観光振興
-瀬戸内ブランドの展開
・「瀬戸内 海の道構想」の策定(H23.3)
・近隣 7 県による推進組織，「瀬戸ブランド推進連合」
の設立(H25)
・瀬戸内ブランドの形成づくり
～ひろしまオイスターロード(かき小屋)の展開
(年間 35 万人の利用)
～企業と連携した新商品開発：80 品目以上
ひろしまレモンサイダー，瀬戸内レモンミックス等
・瀬戸内サイクリングロードの形成
～しまなみ海道サイクリング客数；17.5 万人(H24 推計)
-戦略的な観光プロモーションの展開
・「おしい！広島県」等の集中プロモーションの展開
(過去最高：H24 総観光客数：5,893 万人，観光消費：3,356 億円)
-首都圏への情報発信拠点「ＴＡＵ」の開設(Ｈ24.7)
(来店者数：62.3 万人，売上：4.8 億円)
-大規模観光イベントの開催
・海フェスタおのみち関連：211.8 万人(H23-H24)
・ひろしま菓子博 2013：８０万人(H25)

瀬戸内ブランド推進連合設立

広島オイスターロード（広島）

しまなみ海道サイクリング

企業タイアップによる新商品開発

 産業として自立できる農林水産業の確立
-経営力の高い担い手の育成
・生産の維持・拡大に意欲ある担い手への農地集積の促進
+4,806 ㌶(H21⇒H24))
・農業経営の持続的な発展をけん引する農業経営人材の育成
～ひろしま農業経営者学校の開校(H23)，
研修修了者：180 人(H23-24)
-農林水産物の生産・販売を支援
・民間企業との包括協定等を活用した新たな販路開拓等
（レモン：1,153 ㌧,牡蠣：116 ㌧）
・H27 実用化に向け，レモンの周年供給の実現に向けた
貯蔵技術の戦略的な研究の推進
・農産品の海外消費拡大へ向けた販路対策
～マレーシア物産展(H24.6，H25.3)，香港物産展(H24.11)

農業経営者学校研修

海外プロモーション実施（香港）

分野：安心な暮らしづくり
 安心で質の高い医療の確保
-中山間地域等での医師確保対策
・(公財)広島県地域保健医療推進機構を通じた医師派遣
延 5,184 人(H24.1～)
・過疎地域を対象とした移動診療車の運航開始(H24.3～)
-新たな救急医療体制の構築
・ドクターヘリの運用の開始(H25.5～)
-がん対策日本一への取り組み
・高精度放射線治療センターの開設に向けた整備(開設：H27.10)
・５大がん医療機関ネットワークを完成(H24)

ドクターヘリの運航

県内全域で質の高いがん医療が提供可能
(乳がん，肺がん，肝がん，胃がん，大腸がん)

-地域医療再生計画に基づく医療機関の着実な機能強化
(総事業費：87.9 億円(H22-H25))

「がんよろず相談医」に関する医師会との協定締結

 地域で暮らしを支えあう仕組みの充実
-障害者の生活サポートの強化
・県立障害者リハビリセンター，県立福山若草園
の整備の推進(H27 共用)
・軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入助成制度
の創設(H25)
-支援が必要な人を地域で支える仕組みの充実
・商業店舗等と連携し，障害者，妊婦等をサポートする
「思いやり駐車場制度」の創設(H23)
-介護サービスの質の向上
・介護福祉士養成に向け，就学資金貸付制度の運用
～貸与者：551 人
・優秀な介護支援専門員の顕彰制度「ケアマネマイスター広島」
の創設(H24)

県立若草園 整備イメージ

ケアマネマイスター広島の認証

 防災・危機管理の強化
-公共施設等の耐震化
・県立学校施設の耐震化：254 棟
・道路の災害防除箇所数：364 箇所
・２次救急医療機関等の耐震化整備：6 病院
-県・市町の防災対処能力の向上
・東日本大震災を踏まえた県地域防災計画の見直し
・県庁施設の耐震化等，県防災拠点等の機能強化
・県防災ヘリ，広島市消防ヘリの 2 機体制による運用能力の強化

県立学校施設の耐震化

道路の災害防除

分野：豊かな地域づくり
 中山間地域の魅力・活力を支援
-中山間地域振興条例の策定(H25)
-地域の生活課題の解決を推進
・地域生活サービスの提供を克服に向けた対策
～生活支援配送システムの実証実験の支援(3 市町)
～住民自治組織による主体的な生活支援対策の支援(6 団体)
-地域産業の基盤づくりの支援
・過疎地域の産業対策を基本とした総合的な対策(未来創造計画)
を支援：９市町
・地域資源のブラッシュアップ等，市町の観光振興対策を支援：９市町
-中山間地域等での医師確保対策
・(公財)広島県地域保健医療推進機構を通じた医師派遣
延 5,184 人(H24.1～)
・過疎地域を対象とした移動診療車の運航開始(H24.3～)
・奨学金制度を活用したへき地等勤務医師の着実な養成

道の駅たかの

無医地区等への巡回診療

 国際平和拠点ひろしま構想の推進
-平和拠点の実現に向けた対策
・「国際平和拠点ひろしま構想」の策定（H23)
・県トップとしての海外 PR
～潘基文国連事務総長をはじめ国際機関等の要人
への協力要請
・ユニタール，広島国際協力センターを通じた平和貢献人材の
育成：3,775 人(H22-H24)
・核廃絶の機運を高める「ひろしまレポート」を公表(H25)
-多彩な平和貢献イベントの開催
・ワールド・ピース・コンサートを開催(H25)
参加者数：１９．5 万人 全世界で 6 億世帯の視聴へ向け配信
・国際平和のための世界経済人会議を開催(H25.7)
国連やダボス会議等，内外の経済団体等と連携して開催

潘基文事務総長への協力要請

ワールド・ピース・コンサート開催

1

1
世界経済人会議の開催

1

行財政改革の徹底
 財政の健全化
-借金の大幅返済
・実質的な県債残高を着実に減少：▲1,054 億円
(H21:15,516 億円⇒H24:14,462 億円)

-貯金の大幅還元

1

1
実質的な県債残高

16,000
15,500

15,516

15,000

（単位：億円）

14,462

14,500
14,000
13,500
21年度

24年度

1

・財政調整的基金を着実に復元：+283 億円
(H21:25 億円⇒H25:308 億円)

-人件費の大幅削減
・人件費マネジメントの徹底：5 年合計で▲449 億円(期間：H23-H27)

