2018 年度（平成 30 年度）第 2 回びんご圏域活性化戦略会議

次第

日時：2018 年（平成 30 年）11 月 13 日（火）10:00～
場所：福山市役所本庁舎 60 会議室

１ 開会

２ 挨拶（福山市長）

３ 議題
(1) 2018 年度（平成 30 年度）連携事業の実施状況について
(2) 2019 年度（平成 31 年度）連携事業について
(3) その他

４ 閉会
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引
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（１）
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圏域全
体の産
業振興
の仕組
みづく
り

中小企
業事業
者等へ
の支援

事業名・事業概要
ア 成長戦略の
フォローアッ
プ
イ 備後圏域産業
連関表の作
成・活用
ウ 産業支援拠点
機能の充実

成長戦略の進行管理，「びんご圏域活性化戦略会
議」の運営，事業の評価と見直し等を行う。

ア 中小企業事業
者のイノベー
ション等の推
進
イ 女性の創業支
援

異分野異業種の合同研修や中小企業の経営改善，
大学又は様々な業種とのマッチング等を進めるび
んご産業支援コーディネーターの育成や活動支援
等に取り組む。
産学金官で連携することにより，女性が働きやす
く，創業できる環境整備に取り組む。

ウ 地域の産業集
積による競争
力向上

圏域の企業が，ものづくり技術を活用し，ご長寿
産業等の新たな分野への参入や新たな製品開発に
取り組むことができるよう支援する。また，圏域
に集積する先端ものづくり技術や地域資源等の効
果的な発信に取り組むなど，販路開拓等を支援す
る。
圏域の市町が連携し，若者や女性，高齢者，障が
い者の就労支援等，雇用の促進に取り組む。

○ものづくりワーキングの開催
○ビジネス交流フェアの開催
○デニムプロジェクト（デニム産地PRの強化）

ア ６次産業化の
推進

圏域内の地域資源を活用した農林水産業の新たな
付加価値の創出を図る６次産業化を推進すること
で，雇用創出や地域経済の活性化に取り組む。

○備後圏域6次産業化ネットワーク会議の開催
・具体的な方向性及び取組内容について分野別に
検討（農業・林業・水産業）
○6次産業化の推進
・販路開拓推進・6次産業化推進事業の実施
・備後圏域ワインプロジェクトの実施

イ 第一次産業振
興のための環
境整備

第一次産業の担い手の確保や生産基盤の整備等に
取り組むとともに，地域間連携・異業種間連携に
よる瀬戸内の小魚の地域ブランド化等を推進す
る。

○水産物ブランド化推進事業
○農業の魅力創出・発信事業
・担い手の育成・確保
・せら農業体験《世羅町》

ア 戦略的な観光
振興

圏域内の観光資源を見つめ直すことで，圏域全体
の魅力に磨きをかけ，圏域外からも多くの観光客
を引き付ける取組を推進する。

○広域観光ワーキングの開催
○びんご圏域周遊促進事業
○備後圏域サイクリングエリアの構築
○（再掲）備後圏域PR事業～BINGOフェスティバル～《尾道
市》
○まちぐるみ・まちグルメの開催《府中市》

エ 雇用対策

（３）

（４）

第一次
産業の
活性化

戦略的
な観光
振興

2018年度（平成30年度）事業計画

圏域全体の産業振興に資する備後圏域産業連関表
を作成し，活用する。
産学金官が連携し，企業の経営革新，技術革新，
人材育成等，圏域における産業振興に必要な拠点
機能の充実に取り組む。

○びんご圏域ビジョンの進行管理・更新（備後圏域連携協議
会・びんご圏域活性化戦略会議の開催）
○新たな広域連携促進事業（総務省委託事業）
○備後圏域産業連関表の活用
（経済波及効果算出システム活用推進事業）

進捗概要
（●実施済・○実施中・△実施予定）

資料１

○備後圏域連携協議会の開催（8/7：福山市，11/5：福山市，1月）
○びんご圏域活性化戦略会議の開催（6/27，11/13，2月）
○新たな広域連携促進事業（総務省委託事業）
○域内経済の現状把握ツールとして活用（福山市立大学都市経営学部長谷川准教授との連携）
・事例を含めた使い方マニュアルの作成

○産業支援拠点「福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz」 ○産業支援拠点「福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz」の運営
の運営
・売上向上，創業支援に重点をおいた経営相談（相談件数：1,660件（10月末現在））
○ものづくり人材育成支援事業
・出張相談の実施（三原市4/24 尾道市8/6,10/22,12/10 府中市6/18,2月 世羅町7/23,11/19 神石高原町5/31,3月 笠岡市12月
・各団体が行う人材育成に関するセミナーなどを
井原市9/10,12/17）
「ものづくり大学」として一元的に実施
○ものづくり大学の実施
・びんご産業支援サイトの運用
・最先端技術セミナーの実施（7講座/649人参加（11/13現在））
○備後圏域創業促進事業
・啓発事業の実施（11講座／4,144人参加（10月末現在））
○起業化促進支援拠点運営事業《三原市》
・ポリテクカレッジ福山・㈱テクノプラザと連携した実技セミナーの実施（17講座／97人参加（10月末現在））
○びんご産業支援サイトの運用（関連団体のセミナー情報掲載によるサイトの充実）
○備後圏域創業促進事業
・ベンチャー創業の現状及び可能性調査
○ワンストップ相談窓口（支援拠点）「みはら創業応援隊」の運営
○びんご産業支援コーディネーター派遣事業
○びんご産業支援コーディネーターの派遣（66回〔福山市40回 三原市2回 尾道市1回 府中市3回 神石高原町1回 世羅町1回
笠岡市16回 井原市2回〕9月末現在）
○びんご産業支援コーディネーター会議・研修の開催（9/28，2月）
○備後圏域女性活躍促進事業
・駅前女子カフェの管理運営
・輝く女性応援サイトの管理運営

○U・Iターン就職支援事業
○雇用対策
○学生の地元定着支援
○若年者就職支援事業
・圏域外の学生と備後圏域企業の交流会の開催
○障がい者の雇用対策（福祉的就労）
○仕事と家庭の両立支援
○都市圏からの人材呼び戻し事業《三原市》

○駅前女子カフェ「LADY WORK CAFÉ」の管理運営【登録者：672人（9月末現在）】
・各種セミナー・相談会等を実施
面接対策講座（4/14,4/22,5/12,5/26,6/16,7/4,8/10,9/11【参加者：14人】）
青山商事イベント（5/11【参加者：12人】），中国銀行座談会（6/8【参加者：9人】）
やりたいことの探し方講座（6/30【参加者：4人】），トモテツセブンの会社紹介（7/11【参加者：7人】）
就職活動のグループディスカッション練習（9/17【参加者：6人】）
○輝く女性応援サイト「BINGO WOMAN」の管理運営（企業の紹介，イベント・セミナー情報等を発信）
●ものづくりワーキングの開催（7/24）
△ビジネス交流フェアの開催（2月）
○デニムプロジェクト
・PRグッズの製作（㈱アクセ（PARIGOT）への委託） ・海外展示会（ミラノウニカ）への出展（2/5～2/7）
・デニムコンテスト（11/1～2019/1/11まで） ・バスツアー(1月）
○U・Iターン就職支援事業
・福山・府中U・Iターン合同企業説明会の開催（8/10 【参加企業：120社，参加者：233人】）
・U・Iターン就職家族相談会の開催（7/13【参加者：2組】，12/14）
・中小企業の採用担当者を対象とした研修会(1月実施予定）
○雇用対策
・就職ガイダンス（4/27【参加企業：125社，参加者：355人】）・企業ガイドの発行
・企業と学校の交流会（参加企業：58社81人，学校：44校46人）・高校生の事業所見学補助（２校，135人，3社見学）
・高校生の職場体験学習（2校，27人，10社体験）
・人事問題研修会 ・学生による学生のための福山地域就職情報誌の作製
○学生の地元定着支援
・地場企業分析力養成講座（6月～9月 全15回 【参加者：16人】） ・就職報告会（11/7 【参加者：6人】）
△関西の大学生を対象とした企業研究会（2/9），東京の大学生を対象とした企業研究会（2/16）
○障がい者の雇用対策（福祉的就労）
・ネットワーク会議の開催（6/18） ・事業所への就労支援（7月から随時対応）
△仕事と家庭の両立支援セミナーの開催（2/4）
△都市圏からの人材呼び戻し事業
・企業採用担当者向け研修会の開催 ・都市圏での合同企業説明会への参加支援
○備後圏域6次産業化ネットワーク会議の開催（4/26，1月）
・農業部会，林業部会（7/19），水産業部会（5/28，7/10）
○販路開拓推進業務等
・首都圏におけるびんご産品販路開拓
事業説明会・マーケティング力強化セミナー（5/11）【参加者：24人】，支援事業者選定会(5/25)（5事業者を選定）
テーマ別セミナー・びんごフェア準備面談（6/11），びんごフェア（8/17～31，東京都）
ブラッシュアップ（9～12月 月1回），首都圏同行商談・売場視察（1月，東京都），フォローアップ面談（2月）
・備後圏域6次産業化推進･設備整備等事業（4/2～27募集〔申請1件／採択1件〕，随時募集中）
・びんご6次産業化アドバイザー派遣（9件〔福山市3 尾道市4 府中市1 井原市1〕（10月末現在））
○備後圏域ワインプロジェクトの実施
・ワインPR（福山ばら祭（5/19,20）BINGOフェスティバル～尾道市～（6/2,3），feel NIPPON（2月東京）への出店等）
・備後ワインフェス（11/3）
・ワイン列車の実施 ・備後ワインオーナーズクラブ事業
○水産物ブランド化推進事業
・「備後フィッシュ」PR活動
料理教室の実施（5/12 駅家公民館 8/21 内海市民交流センター 9/26 霞公民館
11/10 福山すこやかセンター(参加者：64人） 計8回の予定）
既存イベントへの出店（6/2 BINGOフェスティバル～尾道市～ 9/16R313ロマンチックJAM 10/28サイクリングしまなみ2018
計6回の予定）
・備後フィッシュの食べられる店認定事業（6/25 認定48店舗〔福山市38店舗 三原市8店舗 笠岡市2店舗〕）
・備後フィッシュグルメキャンペーン（6/30～7/31 応募者数：385件）
・（再掲）備後フィッシュフェスの開催（11/3）
○担い手の育成・確保
・新・農業人フェアへの出展（7/28東京，9/1東京，12月大阪）
・移住定住フェア等と連携したPR
・「せとうち農業ガイドブック Be a Farmer」を活用した情報発信（第39回広島広告企画制作賞金賞受賞（6/4））
アンケート回答者への配布（随時），読者アンケートの実施（随時），県立沼南高校への贈呈式（4/27）
△せら農業体験の実施（9/29,30 参加者：2人）
○広域観光ワーキングの開催（6/4，8月）
○備後圏域における2次交通（タクシー）を活用した募集型企画旅行及び周遊プランの策定
・びんご圏域タクシー観光キャンペーン（10/18～3/31）
△備後圏域サイクリングエリアの構築
・（仮称）しおまち海道サイクリングロードの設定
ふくやまサイクリングロード整備検討調整会議（7/23），パブリックコメント（9/3～10/2）
・備後圏域サイクリングエリア検討担当者会議
（再掲）BINGOフェスティバル（6/2,3 尾道市開催：第58回全日本花いっぱい尾道大会と連携して実施）
●まちぐるみ・まちグルメ「第10回備後府中食博30 食で賑わうまちおこし」の開催（11/4）
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（１）

高度医
療の充
実や強
化

ア 高度な医療
サービスの提
供

圏域における安心・安全な医療提供体制の確立を
めざし，医療連携の促進と圏域全体の医療の質の
向上に取り組む。

○医療連携準備会議の開催（広島県，岡山県の医療連携の促
進）
○看護職員確保対策事業
・看護職員再就職支援セミナーの開催
・看護職員啓発事業の実施
・看護職員養成施設への補助
・府中地区医師会准看護学院補助≪府中市≫
○高度医療機器の整備
○こども発達支援センターの施設管理等

△医療連携準備会議の開催（11月，2月）
○県境会議の開催（6/4）
（小児救急医療体制検討部会，周産期医療体制検討部会，救急医療・MC体制検討部会）
○看護職員確保対策事業
・看護職員再就職支援セミナーの開催（1月）
・看護職の魅力と備後圏域で働くことを伝える啓発冊子（びんごで看護の夢探し！）やＨＰ（びんご看護ネット）の効果検証，
今後の取組の検討（配布先の高校へのアンケート調査）
・看護職員養成施設への補助
○福山市民病院の高度医療機器の更新
○こども発達支援センターの施設管理等（福山市）

（２）

広域的
な都市
基盤の
整備

ア 広域的な都市
基盤の整備

備後圏域の将来の発展を見据え，公共交通網の整
備等，圏域全体の住民の利便性の向上や企業の拠
点強化につながる都市基盤の整備に取り組む。

○立地適正化計画等の策定
○地域公共交通再編実施計画の策定
○公共施設の広域的な管理・運用等に関する情報交換

△立地適正化計画担当者会の開催
○地域公共交通再編実施計画の策定
・福山・笠岡地域公共交通活性化協議会の開催（7/6，12月，1月，3月）
・地域公共交通の利用を促進するための施策の実施（総合時刻表の作成）
●公共施設の広域的な管理・運用等に関する関係課長会議の開催(10/3)

（３）

高等教
育機能
の充実
や強化

ア 次世代の人材
育成に向けた
高等教育の充
実

大学や研究機関，企業等と連携し，圏域のシンク
タンク機能を高めることで，幅広い分野で圏域の
発展を支える人材の育成に取り組む。

○高度人材育成ワーキングの開催
○大学連携の推進
○グローバル人材の育成

（１）

医療や
福祉
サービ
スの充
実

ア 地域医療の充
実

地域医療の充実を図るため，各医療機関のネット
ワークの強化や機能に応じた役割分担，救急医療
体制等の連携強化を促進する。

○夜間成人診療所の運営
○圏域内公立病院等連携事業

△高度人材育成ワーキングの開催（10/18）
○6大学エクステンション連携会議の開催（5/26，9/13，12月）
〔参加大学〕尾道市立大学，県立広島大学，福山大学，福山平成大学，福山職業能力開発短期大学校，福山市立大学
・特別企画「6大学エクステンション連携講座」の開催（5/26府中市文化センター，3月）備後圏域6大学の2017年度人気講座紹介
・6大学連携講座の開催（チラシ・ポスターによる情報発信 vol.5 6-8月講座，vol.6 9-2月講座）
○グローバル人材育成事業実施協議会の開催（4/27，6/12，12月）
〔参加大学〕 尾道市立大学，福山大学，福山平成大学，福山市立大学
・びんご圏域連携グローバル人材育成事業の実施
講義（9/29～12/1 全15回）
海外研修（12/9～15 タイ【参加者：20人（学生）】）
○夜間成人診療所の運営
△びんご圏公立病院等連絡会議の開催（8/28，2月）
○圏域内公立病院等の担当部署と連携し，医療スタッフの知識や技術の標準化及び向上を図るための合同研修を実施
（がん化学療法〔7/27〕）
（感染管理〔5/11【参加者：8人】，9/21【参加者：10人】，10/19【参加者：9人】，11/30〕）
びんご圏域感染管理研修会の開催（9/21【参加者：56人】，10/19【参加者：52人】，11/30）
△公立病院事務担当者会議の開催（7/27，11/20）
○福山市民病院からの診療支援の実施
[支援先]総合病院三原赤十字病院（循環器内科1人），神石高原町立病院（内科1人，外科1人），
井原市立井原市民病院（循環器内科1人），中国中央病院（循環器内科1人）

イ 高齢者や障が
い者等の福祉
の充実

高齢者や障がいのある人等が，いつまでも住み慣
れた地域で生き生きと暮らすことができる環境整
備を推進する。

○ご長寿ワーキングの開催
△連絡調整会議及びご長寿ワーキングの開催（9/25，12月）
○社会福祉法人・社会福祉事業等の適正運営とサービスの質 △社会福祉法人・社会福祉事業等の適正運営とサービスの質の向上
の向上
・有料老人ホーム等事業者研修（3月）
○地域包括ケアシステムの構築
・感染症予防研修（9/28 【事業社：392社，参加者：400人】）
・チャレンジフォーラムの開催《三原市》
・介護保険事業者集団指導（3/8）
・備後圏地域包括ケア資源マップ運用・保守
○地域包括ケアシステムの構築
・市民後見人の養成 など
・認知症普及啓発講演会（12/16） ・高齢者虐待防止講演会（2/6）
○福祉・介護人材確保等総合支援事業
・高齢者徘徊SOSネットワークの実施 ・地域包括ケアシステムの普及啓発（2/2 チャレンジフォーラム 三原市開催）
・備後圏域地域包括ケア資源マップ運用・保守（システムへの情報追加）
・市民後見人養成講座（11/3～2/9全12講座） ・成年後見制度講演会の実施（10/20【参加者：75人】）
・金融機関と連携した高齢者の生活支援 ・郵便局と連携した高齢者・子ども等の見守り
●備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議（9/25）
・「圏域各市町の社会福祉協議会とハローワークが連携した連絡会議」と「ネットワーク加盟校（広島県・岡山県の大学，短大，
専門学校と備後圏域の高校）」が連携して，圏域内事業所の福祉・介護人材の確保に当たるとともに，就職面談会や学校説明な
どを実施。

ウ 子育て支援の
充実

産前産後の母子を支援する取組や発達に課題のあ
る子どもへの支援等に取り組み，圏域における子
育て支援サービスの向上に向けた環境整備を進め
る。

○子育て応援センター「ことばの相談室」
○子どもの発達支援の研究（備後圏域発達支援研究会）
○産前・産後のケア体制の整備
○こども発達支援センターの共同運営

エ 健康づくりの
推進

健康寿命の延伸や広域的な健康づくり等に取り組
む。

○子育て応援センター「ことばの相談室」における障がい児保育・特別支援教育の研修
（6/7 参加者:159人 ，8/7，10/26）
○備後圏域発達支援研究会の開催（5/21【参加者：9人】，8/30【参加者：9人】，1月）
〔参加大学〕県立広島大学，福山大学，福山市立大学
・発達支援に係るワークショップ，講座の開催
・実態把握の分析・ヒアリング
・研究内容を取りまとめ分析
○産前産後ケア事業の広域的な実施に向けた検討
○こども発達支援センター関係市町連絡会議の開催（4/24，2月）
△こども発達支援ネットワーク協議会の開催（11/29）
・相談や診察，訓練などの医療的支援の実施【センター利用延件数1,921件（10月末現在）】
○健康ワーキングの開催
△健康ワーキングの開催
（圏域住民の健康づくりに係る職員間の情報交換）
・「産前・産後のケア体制の整備」をテーマとするワーキング（11月～12月）
○圏域住民の健康づくりに係るボランティアの共同育成と広
・「ボランティアの共同育成と広域的な活動の促進」をテーマとするワーキング（1月～2月）
域的な活動の研究
△ボランティアの共同育成と広域的な活動の推進
○備後圏域ヘルスツーリズム
・地元食材を使ったレシピの作成（食のボランティア）
○オリンピック・パラリンピックに向けたスポーツ振興推進
・各市町のウォーキングコースマップの作成（運動のボランティア）
事業
●びんご圏域周遊ヘルスツーリズム（10/13～14，【参加者：28人】）
○メキシコオリンピックチームへの練習環境の提供
○メキシコオリンピックチームとの交流事業
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2018年度（平成30年度）備後圏域連携中枢都市圏 連携事業一覧表 進捗概要
連携協約・圏域ビジョン
分野

施策名
（２）

（３）

広域化
による
住民
サービ
スの向
上

地域活
性化の
推進

事業名・事業概要

2018年度（平成30年度）事業計画

進捗概要
（●実施済・○実施中・△実施予定）

資料１

ア 災害に関する
安心・安全の
確保

圏域における「災害時の相互応援に関する協定
書」に基づき，広域的な連携による復旧支援等，
圏域住民の安心・安全の確保に取り組む。

○地域防災を担う人材の育成（防災士養成講座）
○備蓄物資の整備

●災害連絡調整会議の開催（8/7，8/30，11/5）
●防災士養成講座を兼ねた福山防災大学の開講（第1回 9/9【参加者：90人】，第2回 10/7【参加者：88人】
第3回 11/11【参加者：87人】）
○防災リーダーの活用（防災リーダーの防災講座等への講師派遣【派遣数：30件，34人（10月末現在）】）
△災害時の備蓄物資の状況を共有（12月）
○ベスト運動の会員増に向けた圏域の市町連携によるＰＲ強化（イベントでの周知など）
・各市町所在の企業情報の取得について連携し，企業への啓発・協賛依頼を実施（協力及び協賛企業数：2018年70社）
○学校TFP（福山市が取り組んでいる事業を紹介し，連携可能な事業を検討する。）（実施校：駅家西小）
○次期ごみ処理施設整備に係る地域資源を生かした地域活性化策の検討
○情報システム部会の開催（10/19）
△備後圏域広報担当者会議の開催
○各市町の広報媒体を活用した備後圏域の情報発信
・各市町広報誌への備後圏域連携事業の掲載
・広報活動（テレビ放送等）の実施（各市町にて放映）
△備後圏域DV被害等相談連携事業
・連携市町職員との研修会
・セミナー
△消費者行政連携会議の開催
○備後圏域消費者行政連携事業
・情報交換会
・債務関連相談
・消費者教育講座
・弁護士アドバイザー

イ 環境に配慮し
た循環型社会
の構築

環境への負荷の少ない低炭素・循環型社会を構築
するための広域的な取組等，地球にやさしい環境
づくりを推進する。

○ベスト運動
○循環型エネルギー供給システムの研究

ウ 行政サービス
の向上

共同利用可能な情報システムの整備に向けた調
査・研究等を行うとともに，地域の課題解決や新
たな価値の創出に資する情報を公開するための仕
組みづくりに取り組む。

○情報システム等の共同利用・共同調達
○備後圏域情報発信強化事業
○備後圏域DV被害等相談連携事業
○備後圏域消費者行政連携事業

ア 農林水産物を
活用した地域
活性化

圏域内の農林水産物を地域の産直市や学校給食等
に活用することで，安心・安全な食の確保，地産
地消・食育等の推進に取り組むとともに，道の駅
等を活用した地域活性化に取り組む。

○道の駅等のネットワーク化
・周遊促進イベント
○備後圏域PR事業～BINGOフェスティバル～《尾道市》
○備後圏域PR事業～「まるごとにっぽん」出展～
○備後フィッシュフェス
○尾道スイーツコンテスト《尾道市》
○水産まつり《尾道市》

○道の駅等のネットワーク化
・道の駅等連絡会議の開催（6/11，9/21，3月）
・道の駅 BINGURU DRIVE Vol.3『怪盗びんごナインズからの挑戦状 ぬすまれた宝をさがせ！』の開催
（8/1～9/30【応募者：902人】）
●BINGOフェスティバル（6/2～3 尾道市開催：第58回全日本花いっぱい尾道大会と連携して実施）
○東京の浅草にある「まるごとにっぽん」に備後圏域として出展
●備後フィッシュフェスの開催（11/3）
△尾道スイーツコンテストの開催（1月～2月）
△水産まつりの開催（11/17～18）

イ 公共交通体系
とデマンド交
通の検討

住民の移動手段を確保するため，圏域における公
共交通体系と圏域の市町のデマンド交通の在り方
の研究に取り組む。

○福塩線・井原線を活用した地域活性化事業

●福塩線対策協議会総会の開催（5/24）
○福塩線利用促進事業（観光リーフレット作成，河佐駅レンタサイクル（7/14～9/2），乗車料補助）等の実施
○福塩線全線開通80周年記念イベント（フォトコンテスト（5/1～6/20），1日駅長，臨時列車（7/28））の実施
●井原線振興対策協議会総会の開催（5/15）
○井原線利用促進事業（乗車料補助，井原線感謝デー）等の実施
△井原線開業20周年記念イベント（フォト・絵画コンテスト，ラッピング列車，あなたの夢叶えます！事業）の実施

ウ 大学を活用し
た地域活性化

圏域内の大学等と協力し，地域課題の解決やにぎ
わいの創出に向けた事業について研究を行う。

○（再掲）大学連携の推進

（再掲）6大学エクステンション連携会議の開催（5/26，9/13，12月）
（再掲）特別企画「6大学エクステンション連携講座」の開催（5/26府中市文化センター，3月）備後圏域6大学の2017年度人気講座紹
介
（再掲）6大学連携講座の開催（チラシ・ポスターによる情報発信 vol.5 6-8月講座，vol.6 9-2月講座）

（４）

定住促
進

ア 備後圏域定住
促進事業

圏域外からの住民の移住を促進するため，ＵＩＪ
ターンの希望者に対するＰＲ活動を始め，学生を
対象としたインターンシップの実施等に取り組
む。

○移住・定住ワーキングの開催
○備後圏域定住促進事業
・びんご移住体験ツアーの実施
・移住支援事業費補助
・ひとり親家庭移住支援事業費補助
・地域おこし協力隊の連携
・定住パンフレットの作成《神石高原町》
・婚活イベント《神石高原町》
○備後圏域プロモーション事業

○移住・定住ワーキングの開催（5/22，9/27，3月）
○備後圏域定住促進事業
・びんご移住体験ツアーの実施（9/15,16【参加者：6組11人】）
・移住支援事業費補助
・ひとり親家庭移住支援事業費補助
・備後圏域「地域おこし協力隊」担当者会議の開催（5/22），備後圏域「地域おこし協力隊」合同研修会（8/27【参加者：28人】）
・定住パンフレット「私たちが 田舎暮らしを 決断した理由」の作成（2,000部）
・婚活イベントの実施（7/21）
○備後圏域ウェブサイト「びんごライフ」を活用した，圏域外に進学した学生のUターン促進

（５）

圏域マ
ネジメ
ント能
力の強
化

ア 人材の育成と
人材ネット
ワークの構築

生涯学習等を通じて，地域の課題解決や魅力発信
につながる人づくり・地域づくりを推進する。
自治体職員については，合同研修や交流により資
質の向上に取り組む。

○自治体職員の人材育成
○人材ネットワークの広域活用
（備後圏域生涯学習講師派遣事業）

●備後圏域市町職員人材育成連絡会議の開催（8/23）
●生涯学習担当者会議の開催（11/6）
○びんご人材ネットワーク「まなびんご」の活用（講師92人，回数7回（10月末現在））
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びんご圏域活性化戦略会議

研究部会報告

資料２

○産学金官民の立場から連携事業に対する効果検証を実務的に行う機関
○３つの分野ごとにワーキング・関連会議の情報共有と方向性の調整をする場
地域経済活性化研究部会
部会長：佐々木 崇
（広島銀行）
開催日：2018年（平成30年）10月4日（木）

都市機能研究部会
部会長：渡邉 一成
（福山市立大学）
開催日：2018年（平成30年）10月18日（木）

住民サービス研究部会
部会長：藤井 孝紀
（福山市社会福祉協議会）
開催日：2018年（平成30年）9月27日（木）

○ワーキング・関連会議報告
・ものづくりワーキング
Fuku-Bizによる出張相談，チャレンジャーズマルシェの実施 など
ものづくり大学による最先端や学びなおしに関する講座の実施 など
・広域観光ワーキング
人気モデルを活用した周遊促進プロモーションの実施
タクシーを活用した旅行商品化に向けた取組 など
・備後圏域6次産業化ネットワーク会議
販路開拓事業による首都圏企業とのマッチング など
・びんご圏域サイクリングエリア構築事業について

○ワーキング・関連会議報告
・高度人材育成ワーキング
６大学エクステンション連携講座，びんご圏域グローバル人材育成事業 など
・備後圏域立地適正化計画等連絡調整会議
・公共施設関係課長会議
・医療連携準備会議
看護職員確保対策事業として圏域内公立・私立高校へ啓発冊子を配布

○ワーキング・関連会議報告
・健康ワーキング
ボランティアによる，地元食材を使ったレシピ集・備後圏域のウォーキング
マップの作成 など
・ご長寿ワーキング
高齢者徘徊ＳＯＳネットワークの運用開始
備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議の立上げ など
・移住・定住ワーキング
びんご移住体験ツアーの実施，地域おこし協力隊の合同研修会 など

○協議事項
戦略会議への参画団体な
ど民間主導の取組の促進策
について協議

○協議事項
公共施設や医療など，
圏域が連携していく必要
性の高い課題について，
国の2040構想研究会資
料などをもとに協議

○協議事項
「地域共生社会」の実現
に向け，地域包括ケアシ
ステムを深化させる。住民
や事業者，金融機関等の
参加も促し，圏域全体で
取り組むことを協議

2018年（平成30年）10月25日

資料３

第32次地方制度調査会第5回専門小委員会

圏域経済の活性化に向けて

福山市長 枝廣 直幹

１ 備後圏域の現状と特徴

1

備後圏域の概要
圏域全体（６市２町）
人口 約86万人
面積 2,509 km2
広島県

岡山県

神石高原町
（9,217人）

井原市

世羅町
（16,337人）

中国地方

（40,069人）

尾道市
三原市

（41,390人）

府中市

（138,626人）

福山市
（464,811人）

笠岡市
（50,568人）

（96,194人）

（出典）平成27年国勢調査

福山市への通勤・通学割合
※備後圏域のうち４市町が他圏域と重複
三原市、世羅町
広島都市圏域へ…（連携中枢都市：広島市）
笠岡市、井原市
高梁川流域圏へ…（連携中枢都市：倉敷市）

（注）④通勤・通学割合＝③÷（①－②）×100
（出典）平成27年国勢調査

2

備後圏域の地域経済循環の現状
○圏域内企業の稼ぐ力を高め、家計や企業での所得増加につなげていく必要がある。
○地域で稼いだ所得（付加価値額）のうち、約１２％が本社機能がある圏域外に流出している。
○稼ぐ力をつけるため、地域の基幹産業を中心に、圏域内で所得を循環させる構造を構築するこ
とが重要。
○民間消費の流入は強みであるが、活かしきれていない。
3,907億円

財政移転は補助金、
交付税などの国・都道
府県からの所得移転

15億円

3,426億円

生産・販売
（29,232億円）
の約12％

財政移転（政府支出－税金）

通勤

本社（大都市圏）
等へ流出
所得

所得の域外への流出

所得の域内への流入

1人当たり所得343万円
全国376万円

分配
所得

所得の流れ：循環構造
（生産→分配→支出）

所得

消費（観光（出張含む）、
買物）

29,697億円

所得

29,232億円

29,232億円

生産・販売

支出

所得

1,557億円

設備投資等
所得
522億円

平均生産性735万円/人
全国平均809万円/人
資料：株式会社価値総合研究所作成資料を基に福山市加工

所得

地域外から購入

1,501億円

3

備後圏域における産業間の地域内取引の構造
○福山市単独で見ると、鉄鋼の円の大きさが際立っており、取引も集中している。
○圏域で見ると、各産業の円が大きくなっている（市場が拡大）。産業間の取引も増え、圏域内
で補完しあっている。※関連する業種とのクラスター化により産業を活発化できる可能性。
○赤い円の川上の製造業が強みであり、青い円の川下のサービス業などの稼ぐ力を高めることが
重要である。
純移輸出額がプラスの産業
（数値及び円の大きさは当該産業の地域内生産額）

当該産業（矢印始点）が他の産業（矢印終点）に販売した財・サービスの総額が地域内生産額
の0.2％以上を占める、かつ当該産業の地域内生産額の30％以上を占める取引

純移輸出額がマイナスの産業
（数値及び円の大きさは当該産業の地域内生産額）

当該産業（矢印始点）が他の産業（矢印終点）に販売した財・サービスの総額が地域内生産額
の0.2％以上を占める取引

■産業間取引構造（福山市）

■産業間取引構造（備後圏域）
38 対事業所サービス

単位：10億円
38 対事業所サービス

単位：10億円

39 対個人サービス
30 小売業
178.5

川下産業

31 金融・保険業

140.7

30 小売業
254.2

36 公務
278.9

31 金融・保険業
35 情報通信業

123.7

110.7

54.8

74.0

25 建設業
176.9
5 食料品

160.9

144.0

42.5 28 水道・廃棄物処理業

7.9

11.7

27 ガス・熱供給業

18.5

20.1

26 電気業

22 皮革・皮革製品 0.0

41.6

16 輸送用機械

139.0 15 電気機械

11.2

107.7 14 一般機械

31.9

17 精密機械

川上産業

31.3 13 金属製品

0.7
6 繊維

35 情報通信業

257.2

191.1

89.4

34 運輸業
232.8

33 その他の不動産業

50.8

18 衣服・身回品 38.8

32 住宅賃貸業

181.1

22.4

24 その他の製造業

36 公務
495.9

29.3

82.6

川中産業

23 ゴム製品

243.2

5 食料品
232.1

33 その他の不動産業

19 製材・木製品

21 印刷

259.0

129.0

25 建設業
319.4

34 運輸業

18 衣服・身回品 22.6

20 家具

37 公共サービス

29 卸売業

37 公共サービス

29 卸売業

19 製材・木製品

39 対個人サービス

21.1 10 窯業・土石製品

13.3
4.3

8.2

7 パルプ・紙

1.5

24.3

0.2
8 化学
4 鉱業

資料：株式会社価値総合研究所

2.2
3 水産業

0.3

15.1

2 林業

1 農業

9 石油・石炭製品

1,076.9
12 非鉄金属
11 鉄鋼

20 家具

32 住宅賃貸業

330.2

87.4 28 水道・廃棄物処理業

40.2

9.2

29.3

48.1

30.8

22 皮革・皮革製品 0.8

186.5

21 印刷

23 ゴム製品

212.8

34.0

281.6

24 その他の製造業445.1

17 精密機械

104.8

11.5
6 繊維

27 ガス・熱供給業

26 電気業

16 輸送用機械

15 電気機械

14 一般機械

13 金属製品

37.8 10 窯業・土石製品

22.9
8.4

19.0

7 パルプ・紙

75.4

72.1

3.0
8 化学
4 鉱業

3.2
3 水産業

3.0

2 林業

62.8
1 農業

9 石油・石炭製品

1,152.4
12 非鉄金属
11 鉄鋼

4

備後圏域の基幹産業

－産業連関表による分析－

○備後圏域は、世界シェア・国内シェアトップ企業や、他に代替製品がないオンリーワン企業、
グローバル企業が立地している。
○域外から稼ぎ、地域に所得をもたらす基幹産業は、鉄鋼、繊維製品、その他の製造工業製品
（プラスチック等）、一般機械、輸送機械、電気機械、運輸の７産業である。
■全国を１とした場合の産業部門別粗付加価値額の係数と純移輸出額（基幹産業の抽出）
（億円）

5,000

稼
ぐ
力

鉄鋼

備後圏域の基幹産業

4,000
産 3,000
業
部
門 2,000
別
純 1,000
移
輸
出
0
額
0.0

その他の製造工業
製品

電気機械

一般機械

輸送機械

運輸
繊維製品

産業部門別粗付加価値額特化係数
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

所得をもたらす地域の
特徴となる産業

-1,000

-2,000
窯業・土石製品

-3,000

資料：福山市「平成24年備後圏域産業連関表」

5

圏域経済への影響度が高い域内産業の抽出

－産業連関表による分析－

○繊維製品（基幹産業の１つ）と飲食料品が生産影響度が高い。これら産業の最終需要が増加す
ると、圏域全体への新たな生産増加が多く発生する。
○市町相互の相乗効果を生み出す施策を実施することが、圏域経済の活性化のために重要。
■生産影響度と生産感応度
生産影響度
当該産業で、最終需要が１単位増加したときに経済全体でどれだけ生産
が増加するかを示す。（当該産業が持つ圏域経済への生産影響度（生産
波及力）を表す。）

生産感応度
当該産業の生産額が、各産業で最終需要が１単位増加したときにどれだ
け増加するかを示す。（圏域のあらゆる産業の生産活動から当該産業が
影響を受ける生産感応度を表す。）

生
産
感
応
度

基幹産業の中で、
圏域経済の活性化に
向け、効果的であり、
関係者の機運が高いも
のから戦略的に実施。

資料：福山市「平成24年備後圏域産業連関表」

生産影響度

6

経済分析を踏まえた課題と今後の方策
○「個々の市町の持続性強化」を図るため、圏域で所得が循環する構造づくりなどの課題を解決
し、市町間で経済的なつながりの強い圏域形成を目指す必要がある。
○消費活動が重なる圏域が、人口減少下においても持続可能で成長力のある「地域単位」になっ
ていくと期待されるため、圏域経済の好循環に向けた取組などが重要となる。
目標

個々の市町の持続性強化
－強い圏域経済の実現を通じた人口減少の緩和－

【目標達成のための基本課題】
圏域内で所得（お金）が循環する構造づくり

目標達成
のための課題

・市町を越えた産業連関の更なる強化
・基幹産業を中心とした経済循環の仕組みづくり
・民間消費の流入を活かした取組の強化
【新たな時代を見据えた挑戦】
特色ある地域産業の創出
・創業支援の充実
・地方大学と産業界の連携強化

圏域経済
の活性化に
向けた方策

①中小企業の稼ぐ力の向上を通じた圏域経済
のダム機能の強化
②地域資源の活用や基幹産業による活性化
③創業支援体制の強化
④企業が求める人材育成

（例）
福山ビジネスサポートセンター

Fuku-Biz

備後圏域デニムプロジェクト
等

7

２ 圏域ビジョンの推進

8

2018年度（平成30年度）びんご圏域ビジョンの施策体系
【分野】

産業
圏域全体の
経済成長のけん引
【ＫＰＩ】
・製造業事業所数
・製造業従業者数
・製造業の粗付加価値額
・総観光客数 等

【基本施策】
(1)圏域全体の産業振興の
仕組みづくり

・福山ビジネスサポートセンター Ｆuku-Biz
・ものづくり人材育成支援事業 等

(2)中小企業事業者等への支援

・デニムプロジェクト
・

(3)第一次産業の活性化

・販路開拓推進・6次産業化推進事業
・備後圏域ワインプロジェクト 等

(4)戦略的な観光振興

・

(1)高度医療の充実や強化

都市機能
高次の
都市機能の集積・強化

(2)広域的な都市基盤の整備

(3)高等教育機能の充実や強化
【ＫＰＩ】
・看護師等の圏域内就職率
・大卒者の圏域内就職率 等

住民
サービス
圏域全体の
生活関連機能
サービスの向上
【ＫＰＩ】
・合計特殊出生率
・人口社会動態 等

【主な事業（2018年度）】

(1)医療や福祉サービスの充実

等

等

・医療提供体制の充実
・ こども発達支援センターの共同運営
・看護職員確保対策事業 等
・地域公共交通再編実施計画の策定
・立地適正化計画等策定の連携
等
・グローバル人材育成事業
・大学連携の推進
等

徘徊SOSネットワーク）

等

(2)広域化による
住民サービスの向上

・備後圏域消費者行政推進事業
・地域防災を担う人材の育成
等

(3)地域活性化の推進

・備後圏域ＰＲ事業
・道の駅等のネットワーク化

(4)定住促進

・備後圏域定住促進事業
・地域おこし協力隊の広域連携

(5)圏域マネジメント能力の強化

・人材ネットワークの広域活用（生涯学習講師派遣）
・自治体職員の人材育成（合同研修の実施）
9

等

等

圏域全体の産業振興の仕組みづくり

・備後圏域の中小企業の「稼ぐ力」を高める。
・チャレンジしやすい地域として創業者が増える。

目標
概要

－福山ビジネスサポートセンターFuku-Bizの開設－

・売上向上、創業支援に重点を置いた、備後圏域の産業支援機関
・質の高いマーケティング、デザイン、販路開拓、ブランディングなどを
一貫して提案
相談体制

２０１６年１２月に開設
step1 ・事業者自身も気づかなかった
強みを一緒に見つける
step2 ・強みを生かした事業提案

・センター長
・プロジェクトマネージャー
・ＩＴアドバイザー
・クリエイティブアドバイザー
・ディレクター（3名）
1年契約による成果主義の徹底

☚Point

機能強化
圏域市町
への普及

○出張相談
・連携市町の利用拡充に向け無料出張相談を
実施

民間との
連携強化

○若手起業家を地元企業と支援
・若手起業家向けのオフィスビルを運営する
不動産会社と連携
・入居者へはFuku-Bizが個別の経営相談

創業支援
体制強化

○創業支援スペシャルチーム

体験の場
の提供

○チャレンジャーズマルシェ

・先輩起業家をアドバイザーとしたチーム
を編成（創業ワンストップ支援）

・起業や集客拡大を目指すFuku-Bizの利用者を
対象に商品のテスト販売の場を提供

○金融機関と連携した融資制度
・駅前のにぎわい創出に資する事業者への融資
制度を創設

○女性の起業・創業支援
・起業を身近に感じるイベントを金融機関と連携
して開催し、女性起業家を育成

10

Fuku-Bizの成果
○質の高い専門家集団を形成し、マーケティング、デザインなどの産業支援機能を圏域で確保。
圏域内の企業間の相互的なビジネス機会を創出。
○開設から１年半で相談実績が3,000件を突破。
○相談した事業者の63.8％が売上向上につながる。（事業者の稼ぐ力の向上に寄与）
相談件数
延べ3,988件
（2018年9月末）

開設から1年半で
相談実績が3,000件突破

f-Bizモデルで全国最速

事業者の稼ぐ力の向上事例

63.8％
（2017年度）

民間発の新しい地方創生モデル

地元事業者の売上倍増

（目標）

売上向上率

もやしメーカーの商品にプレミア感を
付加するためのアイデア支援。新た
な商品の生産のための機器などを導
入した新工場の整備も併せて進め、
売上を倍増。
年間売上高
約6千万円→1億2千万円

民間主体による連携事業促進

福山発の
若手起業家支援プロジェクト
・空き物件をオフィスビルにリノベーションした
若手起業家支援ビル「DioPorte（ディオポル
テ）」を民間不動産会社が運営。
・Fuku-Bizと連携し、起業家へのサポート体制
を充実させることで、「空き物件対策」「起業
家の創出」「創業支援」を多面的・持続的に
解決するためのモデルを構築。
２年で約10人の起業家を支援

金融機関×Fuku-Biz連携融資制度

びんご女性起業応援カフェ

・Fuku-Bizの推薦を得られた事業者を対象に、
まちのにぎわいの創出に資する事業支援のた
めの融資制度「にぎわい」を創設。

・備後圏域の起業を希望する女性を対象に、
起業の先輩やFuku-Bizスタッフとのパネル
ディスカッション、グループワーキングなどを
実施。

・今年度中に、「にぎわい」を活用した店舗が
オープン予定。

・起業が身近になるイベントを通じ、備後圏域の
女性の起業への一歩目を支援。
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圏域経済の好循環に向けた取組①

－備後圏域デニムプロジェクト－

[特徴]○備後圏域は、高品質のデニムを生み出す企業が集積
しており、世界の有名ブランドからも注目。
○紡績、染色、織布、縫製、加工といったデニム生産
にかかわる業種が全て揃っている日本唯一の地域。

[課題]○最終製品がなく製品を活用
した産地ＰＲがしにくい。
■デニム製造・販売関連企業

12

福山市「デニムMAP（2016年）」掲載企業。（掲載企業以外にも多数関連企業あり）

圏域経済の好循環に向けた取組②

－備後圏域デニムプロジェクト－

○域内企業を中心とした最終製品の開発によるデニムのブランド化。
○繊維産業は、最も圏域経済への生産影響力が強く、圏域への高い波及効果を期待。
目標

・備後圏域がデニムの産地として注目される。
・関連企業や素材・技術等が世界から求められる。

概要

・備後圏域共通の地域資源であるデニムを関連事業者とともに情報発信
・企業ニーズを反映した販路開拓支援等の事業を展開
圏域が誇る
地域資源

圏域内における
最終製品の製作

①デニム関連事業者の集積

（ブランドの立ち上げ）

海外市場
への展開
域内メーカーと
バッグブランドとの
マッチング

②デニム生産にかかわる業種
が揃う唯一の地域

①紡績

②染色

③織布

・ブランドとデニムメーカー
とのマッチング

・海外展示会出展
への挑戦
デニムを世界的な素材展示会
「ミラノ・ウニカ」へ出展

・地場企業とデザイナーの
マッチングによる商品開発
国内有名ブランド、デザイナー
とのマッチングにより最終製品
を圏域内で製作

地元デニム生地を活用した
商品化（国内の人気バッグ
ブランド4者とマッチング）
・ECサイトのランキングで
上位を独占

ジーンズ工程

会場風景（The Japan Observatory
at MU 2018AWより)
④整理加工

⑤縫製

⑥洗い

・ローンチイベントの開催
都内屈指の集客力を誇る商
業施設において、製品発表

13

３ 圏域経済活性化に向けた成果と今後の方向性
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成果と今後の方向性
成果

― 連携事業を実施して得たもの

今後の方向性

― 今後取り組んでいかなければならないこと

○単独自治体では実施が難しい事業の実現 ○地域所得の流出の抑制

・共通課題（中小企業の稼ぐ力を高めるなど） ・地域所得を逃がさないための、本社機能
の解決に関する事業
の確保（県、国との連携）
（Fuku-Biz、びんご産業支援コーディ
ネーター）
○圏域における経済循環の促進
・圏域経済の発展を支える人材育成
・市町相互の相乗効果を生み出す産業
（グローバル人材育成、ものづくり大学、
施策の実施（デニムＰＪの発展型）
独自の留学制度の創設）
・販路拡大
○裾野の広い産業の活性化
（まるごとにっぽん出展）
・戦略的な観光振興など

○産学金官民のつながりの強化
・各団体との連携による効果的な事業展開
（ものづくり大学、6大学連携講座）

○圏域経済活性化のための
民間企業との連携
・金融機関等との協定の活用

・地域共通の資源の磨き上げ
（ワインＰＪ、デニムＰＪ）
・産学金主体の連携事業の促進
（融資制度「にぎわい」創設、
備後福山ワイン振興協議会）
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中間評価で抽出した６課題への対応状況について

資料４

○昨年度，びんご圏域ビジョン（計画期間：2015 年度（平成 27 年度）～2019 年度（平成 31 年度））の折返しの時期を迎えるに当たり中間評価を行った。
○中間評価では，事業者及び住民にアンケート調査を実施し，広域連携（圏域市町が連携して取り組むべき）のニーズが高かった項目を６課題として整理した。
分野

中間評価により取組の拡充が必要とされた事項

①-1 人材育成・確保の支援【経済/都市機能】
○行政施策の満足度に係る DI 値が，ビジョン策定時（2014 年）
と比較して最も下がっている（▲17.9％P→▲37.6％P）項目
が「人材確保に向けた取組支援」である。
○事業者からのニーズが極めて高い「人材育成・確保」につい
ては，各業種における専門性の磨き上げや，若者，高齢者
が力を発揮できる取組などが必要である。
※「DI 値」･･･アンケートの「満足，やや満足」－「不満，やや不満」の差

経
済
成
長
の
け
ん
引

①-2 仕事と家庭の両立【経済】
○「仕事と家庭の両立を支援する制度の推進」に対する高いニ
ーズ（事業者 82.0％，住民 85.6％）
○女性の活躍推進や若者の地元定着につながる働き方改革
の施策を推進することが求められる。

成果と課題

今後の方向性と 2019 年度事業（案）

●雇用対策

●企業の採用力の強化と多様な人材の確保

○圏域からの進学者数が最も多い関西圏を対象に，圏域の企業
について学ぶ研究会を開催し，圏域企業へのＵターン就職に
つながった。
（2016 年度 対象 30 人中 6 人，2017 年度 対象 42 人中 9 人）
○保護者が地元企業のことを知らず，子どもの地元就職に同意し
ないケースが多いことから，保護者や家族を対象とした就職相談
会を 2017 年度より開始した。
（2017 年度 8 組参加）
○U・I ターン用の情報発信サイト「びんごライフ」の立上げ
（アクセス数：月平均 2,000 件以上）
■学生の就職活動状況を踏まえた，企業側の「採用力」の強化
■人材不足が顕著なものづくり企業と就労希望者とのマッチングの強化

圏域企業の採用力を強化するとともに，実効性のある働
き方改革を推し進めることで多様な人材（女性，高齢者，障
がい者など）が活躍できる環境を整備する。

●仕事と家庭の両立支援

※2018 年度からの取組
○仕事と家庭の両立支援セミナーの開催
2019 年（平成 31 年）2 月 22 日（予定）定員 60 名程度
■両立支援につながる効果的な施策を打つことができていない
■企業において制度を推進することのメリットが浸透していない

拡 企業の採用力強化事業
○

企業向け研修会を開催し，企業が学生の就職動向や就
職観を的確に捉えるとともに，企業説明会における企業
側のプレゼンテーション能力の向上などをめざす。2018
年度にモデル実施を行い，2019 年度から参加企業を拡
大する。
備後圏域連携協議会での提案意見（資料５へ）
）

●ワーク･ライフ･バランス認定制度の充実
ワーク・ライフ・バランスの推進の意義について，企業を
含めた社会全体へ浸透させることを目的に，長時間労働な
どの課題解決に向けた両立支援セミナーを広域で開催す
る。
仕事と家庭の両立支援に対する施策が必要
備後圏域連携協議会での提案意見（資料５へ）

② 観光振興による圏域の活性化【経済】
○観光振興策のうち「魅力的な観光スポットの掘り起こし・磨き
上げ」のニーズが高い（事業者 49.6％，住民 52.1％）
○圏域市町それぞれの強みを生かした広域観光の推進が必
要である。
○スポーツや花・食など魅力ある地域資源の活用と各施策間
の連携を図ることが必要である。

●戦略的な観光振興

●広域連携観光の強化

○インバウンド観光客数の増（2016 年度 381 千人→2017 年度
420 千人※広島県側）を受け，広域観光ルートのパンフレット
マップを作成（日本語１０万部,英語１万部,中国語（簡体字,
繁体字）,フランス語,韓国語各５千部）し，圏域市町の鉄道各駅
や道の駅，広島空港に設置・配布
○美びんごフォトコンテスト 2017 の実施（応募総数：652 件）
「#美びんごで美を磨く旅」をテーマに雑誌掲載による情報
発信やモニターツアーの参加者の声を SNS で発信した。
（いいね！数：64,000 件以上 2018 年 3 月 31 日時点）
○二次交通（JR 福山駅から各市町の観光地へのアクセス）の
課題に対応するため，８市町の観光資源をタクシーで周遊
する「遊覧タクシー」のサービス事業を開始
（2018 年 10 月 23 日から 利用３件）
■第三次産業者からの評価・満足度が低い
■広域連携による相乗効果が出ていない

県と圏域との連携を強化し，観光資源の発掘・磨き上げ，
情報発信に取り組み，特に外国人観光客の誘客を拡大さ
せる。遊覧タクシーの効果的なプロモーションを推進する。
拡 びんご圏域周遊促進事業
○

備後圏域への誘客・周遊を促進し，飲食や宿泊など関連
企業に波及効果が出るよう，圏域の素材をつなぐ旅行商
品の開発に取り組む。
拡 備後圏域サイクリングエリアの構築
○
しまなみ海道を訪問するサイクリストの備後圏域周遊を
促進するため，圏域市町のサイクリングルートの連結や
一体となった情報発信に取り組む。
外国人観光客の誘客に対する施策が必要
備後圏域連携協議会での提案意見（資料５へ）

※○主な成果，■中間評価（課題）
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中間評価で抽出した６課題に対応状況について
分野

中間評価により取組の拡充が必要とされた事項

③ 医療連携の充実【都市機能/住民】

都
市
機
能
の
集
積
・
強
化

○医療関連では，「夜間や休日に体調が悪くなった時の受診
体制」(事業者 45.7％ 住民 64.0％)と「医師や看護職員の確
保に向けた取組」(事業者 42.7％ 住民 38.0％)のニーズが
高い。
○広島・岡山両県と協力し，県境を越えた医療連携の強化
○看護職員等の医療スタッフ確保

成果と課題

●高度な医療サービスの提供/地域医療の充実
○福山市民病院から診療支援
2016 年度
(平成 28 年度)
2017 年度
(平成 29 年度)
2018 年度
(平成 30 年度)

尾道市立市民病院(内科 1 人)，府中市民病院(循環器内科 1 人)，神石高原町立
病院(内科・外科各 1 人)，井原市民病院（循環器内科 1 人）
総合病院三原赤十字病院（循環器内科 1 人），尾道市立市民病院（内科 1 人），
府中市民病院（循環器内科 1 人），神石高原町立病院（内科・外科各 1 人），
井原市民病院（循環器内科 1 人），中国中央病院（循環器内科 1 人）
総合病院三原赤十字病院（循環器内科 1 人），神石高原町立病院（内科・外科
各 1 人），井原市民病院（循環器内科 1 人），中国中央病院（循環器内科 1 人）

○看護職員再就職支援セミナーの開催（約５割が再就職）
2015 年度(平成 27 年度)
2016 年度(平成 28 年度)
2017 年度(平成 29 年度)

２回開催，参加者 27 人，就業者 19 人
１回開催，参加者 18 人，就業者 9 人
１回開催，参加者 14 人，就業者 2 人

○看護職員啓発事業として，看護師啓発パンフレットとＨＰを
作成し，パンフレットを圏域内の全高等学校への配付
（1,800 部作成，1,662 部配付，HP アクセス数：月平均 200 件）

■圏域の中心である福山市の医療水準が全国・広島県と比較して低い
■医療スタッフ確保に向けた有効な手段が打てていない

④ 地域公共交通対策【都市機能】
○道路整備,公共交通体系については,「利用しやすい公共交
通の整備」（事業者 52.6％,住民 64.0％）のニーズが高い。
○圏域市町と連携し，利用しやすい地域公共交通を維持でき
るよう計画的に取り組む。

●広域的な都市基盤の整備
○地域公共交通網形成計画策定（2017 年 3 月）
○地域公共交通再編実施計画の策定（2019 年 3 月（予定））
○利用者の利便性向上のため，福山・笠岡の両市を含んだ公共
交通マップを２万部作成し，バス乗り場などで配布
■立地適正化計画との連携，中山間地域に対する圏域としての対応策の検討

今後の方向性と 2019 年度事業（案）

●安定した医療提供体制確保のための圏域
マネジメント
圏域共通の課題である安定した医療提供体制の構築に
向けた課題抽出や，その解決方策について検討を行う。ま
た，県と連携して看護師確保対策を強化する。

継 圏域内公立病院等連携事業
○

福山市民病院からの診療支援の継続，病院間での医療
スタッフの教育・研修を実施する。
拡 看護職員確保対策事業
○
2019 年度より新たに市外看護学校に通う看護学生やそ
の保護者を対象とした，地元への就職セミナーを開催す
る。
備後圏域連携協議会での提案意見（資料５へ）

●広域的な公共交通網の維持・確保
行政・交通事業者・地域の役割分担による地域交通の確保
やデマンド交通の導入促進など，多様な移動手段の維持・確
保をめざす。また，自動走行運転などの新たな技術を活用し
た移動手段の確保・補完についても，広域での検討を行う。
継 地域公共交通再編実施計画推進事業
○
地域公共交通に対する施策が必要

●高齢者や障がい者等の福祉の充実

●地域を基盤とする包括的支援の強化

○圏域内の医療や介護施設等の情報を一元化した
備後圏域地域包括ケア資源マップの作成（2016 年度）
（アクセス数 月平均 240 件，掲載施設約 3,100 施設）
○チャレンジフォーラムや合同研修，有料老人ホーム等
事業者研修会，感染症予防研修，介護保険事業者等
研修会・集団指導等を実施
○ボランティア全国フォーラムの開催
（連携中枢都市としての開催は初 2017 年 11 月）
■多様な主体と連携した地域包括ケアシステムの構築や質の高いサービスを
提供できる環境整備

地域包括ケアの連携の仕組みを，広域で共有することによ
り，効果的・効率的な運用を行う。また，地域住民や多様な
主体が参画して，一人ひとりの暮らしと生きがいを創る「地域
共生社会」の実現に向け，地域を基盤とする包括的支援の
強化に取り組む。
継 地域包括ケアシステムの構築
○

⑥ 健康づくりの推進【住民】

●健康づくりの推進

●圏域一体となった健康づくりの推進

○「健康づくりのための運動の普及・啓発」（住民 51.2％），
「 が ん の 早 期 発 見 ・ 治 療 に つ な が る 啓 発 」 （ 住 民 30 代
52.9％）のニーズが高い。
○生活習慣の改善につながる施策の充実と，健康寿命の延伸
に向けた取組。

○圏域住民の健康づくりに係るボランティアの共同育成と
広域的な活動の研究
○備後リトリートツアー（ヘルスツーリズム）の実施
（参加者：関東・関西圏などの 20～30 代の女性 28 人）
■住民の健康づくりへのニーズは高いが，具体的な取組が
不足している

介護予防や地域で取り組む健康づくりなどを推進し，健康
寿命の延伸をめざす。住民の健康増進のため，民間企業と
の連携も視野にがん検診や特定健診の受診率向上に取組
を推進する。

⑤ 地域包括ケアの構築など福祉施策の充実【住民】
○「高齢者が安心に暮らしていける支援」(住民 63.5％)，「元気
な高齢者の活躍支援」(住民 47.3％)のニーズが高い。
○医療と介護の連携等を推進し，地域福祉を担う人材の確保
を推進することで，地域包括ケアシステムの構築をめざす。

住
民
サ
ー
ビ
ス

※○主な成果，■中間評価（課題）

関係団体や住民を対象とした講演会を開催するほか，
医療介護連携や金融機関やＪＰ等との連携，高齢者
徘徊 SOS ネットワークの連携を進める。

健康づくりに対する施策が必要

２

備後圏域連携協議会 発言要旨

資料５

○備後圏域連携協議会（2018年（平成30年）11月5日開催）における市長・町長の発言要旨
○圏域の課題解決に向けて，備後圏域で取り組んでいく事項について意見交換
項目

テーマ

①
人材育成・
確保の支援

提案内容
○雇用対策は商工会議所や商工会等との連携が必要。
○ワーク・ライフ・バランスの取組を備後圏域内で共通の仕組みにすればインパ
クトが出るのではないか。
○企業の規模や業種など対象を分類した対応策にするべきではないか（インター
ンシップは小規模事業所では実施が困難など）。
○上下高校では，地元企業との通年インターンシップ「デュアル実習」に取り組
んでいる。備後圏域にある大学・高校とも連携して欲しい。

関係
資料

資
料
４

○圏域市町に居住する外国人が増加している。外国人労働者について，各市町に
おける考え方とともに，備後圏域としても考え方をまとめる必要があるのでは
ないか。

②

③

圏域内経済
循環の促進

○地域資源を積極的に活用したらどうか。
・世羅町はワインの振興を行っており，乾杯条例など地元消費に力を入れている。
デニムについても，地域内消費を高めるべき。

資
料
３
・
4

―

医療連携の
充実

○医師の確保について，連携した取組を更に充実して欲しい。
→（総務省委託）安定した医療提供体制の確保に向けた圏域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ検討を実施

資
料
４

資料６

びんご圏域の課題への対応（案）

１．人材育成・確保の支援
① 対応状況
○事業者の規模を問わず,人材の確保・育成に関するニーズが高い。
○人材育成・確保等の施策は実施しているものの，事業規模が小さい事業者には，一部活用がさ
れていない状況。

参考データ

事業者規模ごとの施策（現状）

■事業者が認識している経営課題（従業員規模別）（上位3つ）
（％）

項目

人材
育成

人材確保

規模

大企業

資料：福山市「ものづくり福の耳プロジェクト アンケート調査報告書（2018年3月）」

■圏域市町の連携による取組への期待
雇用対策

中小
企業

女性の活躍支援
（％）

（％）

圏
域
企
業
と
関
（西
企圏
業等
研の
究学
会生
）の
マ
ッ
チ
ン
グ

レ
デ
ィ
ー
ワ
ー
ク
カ
フ
ェ
の
運
営

企
業
の
採
用
力
の
強
化

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
支
援

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成

小規模
事業者
(20人
以下)

（
び
ん
ごも
産の
業づ
支く
援り
サ大
イ学
ト開
の催
運
営
）

※活用状況
多様な
働き方

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
セ
ミ
ナ
ー
開
催

その他

福
山
地
方
雇
用
対
策
協
議
会
に
よ
る
労
働
力
確
保
の
取
組

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
就
職
支
援

課題
事業規模等に応じた施策の再構築。
資料：びんご圏域ビジョン中間評価に係る事業者アンケート（2017年8月）」
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② 今後の方策の検討
人材確保に向けた他地域の参考事例
効果的な情報発信

小規模事業者の求人転職情
報の流通
【事例】
・転勤なしの正社員求人「Goen」
採用支援のプロが企業の魅力や
雰囲気が伝わる求人原稿を作成。
リーズナブルな料金設定の求人情
報サイト
・就職情報サイト「はりまっち」
兵庫県播磨エリアをカバーする
最大級の就職サイトを地元企業が
運営

地元学生とのマッチング

地域と関わりの深いアット
ホーム企業と学生のマッチ
ング
【事例】
・“学食”でつなぐマッチング
サービス「モグジョブ」
（豊橋商工会議所等）

商工会議所と企業とが連携し，
「学食」で食事をしながら，気軽
な雰囲気で交流し，仕事を学べる
仕組みづくり

多様な人材の受入れ

兼業・副業で地域の魅力づ
くりを支援
【事例】
・兼業・副業で地域貢献に関わる
ビジネスプロ人材公募
地域をけん引する企業の「経営
陣の右腕」として，ビジネスの成
長と自身の成長に挑戦できるビジ
ネスモデルを提案

今後の方策
○事業者規模・業種ごとのニーズに対応した効果的な施策の構築は，行政だけでは困難。
→地元の商工会議所や企業等と行政が連携し，互いに役割分担を明確にした施策を構築すること
が必要。
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③ 外国人材の現状
○人口減少社会で日本人が減少する中，在留外国人(日本で暮らす外国人)は年々増加している。
○広島県，岡山県，備後圏域においても在留外国人は年々増加している。
○備後圏域では2012年～2017年でﾍﾞﾄﾅﾑ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝからの在留外国人が24%(約4,500人)増加。
○備後圏域の在留外国人のうち，約4割が技能実習生。
全国の在留外国人数

圏域の在留外国人数
2,561,848

2,500,000
2,000,000
1,500,000

法務省入国管理局「在留外国人統計」（各年12月末現在）

■ 井原市

2,033,656

■ 笠岡市

■ 神石高原町

5年間で約1.3倍

■ 世羅町
■ 府中市

1,000,000

■ 尾道市
500,000
（人）

外国人技能実習生

5年間で約1.4倍
2012年

■ 三原市
■ 福山市

2017年

2018年全体：13,648人

（例）製造業，建設業，農業，漁業など

広島県内の
外国人技能実習生の
約4割が備後圏域(4市2町)
例えば

その他
18%

福山市
22%
備後圏域43％

呉市
9%
東広島市
11%

・介護実習生は
広島県が39人で全国最多

広島市
20%

・うち，備後圏域は19人と約5割を占める。
(福山市8人･尾道市6人･府中市5人)

今後の方策

尾道市
11%

三原市
6%

○外国人が暮らしやすい環境づくり（日常生活・言
府中市
2%

神石高原町 世羅町
1%
0.4%

葉の支援など）

○外国人材の受入れに当たって，業種・分野ごとの
セミナー（注意事項の共有など）の開催を検討
など
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２ 圏域内経済循環の促進
○圏域外からの所得の流入（観光消費など）を圏域内で循環させることが重要である。（資料３）
○これまで広域観光で取り上げてきた地域資源を組み合わせて圏域の魅力を高め，観光客の増加
と所得の圏域内循環を高める。
○世羅ワイン：日本ﾜｲﾝｺﾝｸｰﾙ2018 銀賞・奨励賞，福山わいん工房：ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾜｲﾝ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ2018 銀賞・銅賞
これまで取り上げてきた地域資源

観る・体験する
道の駅

花

味わう

美・癒し
ワイン
備後
フィッシュ

・圏域内の「道の駅」と主要な産直
市を巡るルートマップを作成
・「道の駅世羅」がじゃらん道の駅
満足度ランキング2018で第３位

・圏域内の思わず写真を撮りたくなる
花スポットのマップを作成
・花の見頃が一目でわかる「びんご花
カレンダー」も作成
・カメラ女子や高齢者に人気

各市町が推す

食ブランド
・狙いは「女子旅」「女性の一人旅」
・美・癒しをテーマに圏域内の地域資
源の掘り起こし

今後の方策
○インフルエンサーを活用したSNSでの情報発信力，拡散力を強化する。
→発信されたコンテンツが各市町や観光協会などと連動されていることが必要。

4

［参考］ 観光事業での関心度の高いコンテンツ（美・癒しなど）
女性

外国人

モニターツアーの実施

○「♯美びんごで美を磨く旅♡」
【参加者】38名（10代2人，20代26人，30代10人）
（関西圏7人，関東圏6人，九州8人，その他17人）
参加者の関心が高かったコンテンツ
・瀬戸田サンセットビーチで夕日鑑賞（尾道市）
・多々良大橋で絶景サイクリング（尾道市）
・八天堂くりーむパン作り体験（三原市）
・森林セラピー（神石高原町）
・料理研究家黒田千晴さんによる地元食材を使用した昼食

留学生フィールドワーク

市外大学の留学生による観光体験プログラム開発フィールドワークにおい
て関心が高かったコンテンツ
「留学生フィールドワーク」
【参加者】首都圏の大学の留学生等 8名（オーストリア，ドイツ，
イタリア，フランス，ブルガリア，カザフスタン等）
福山市立大学学生
【テーマ】歴史・伝統文化，食・郷土料理

食
【地元産品を使った食事】

茶道体験
【福寿会館で茶道体験】

○「備後圏域リトリートツアー」
【参加者】28名（20代25名，30代3名）
（関西圏8人，関東圏6人，その他14人）

自然・運動体験
【森林セラピー】

満足度
９６％

【ばら摘み体験】

満足度
100％

【参加者の声】
・味付けも良く大変満足。和食は欧米で
も大変人気。
英語メニュー等があり，食材の説明が
あればなおよい。

【参加者の声】
・日本らしい体験が出来て満足。
欧米の旅行者は，昔ながらの日本のイ
メージの体験を求めており，これが日
本らしいと感じる。

自然・文化
【神勝寺で自然・文化・食を体感】
【参加者の声】
・普段体験できない自然に触れること
で，リラックスできた。

【参加者の声】
・次回は友達や，家族と訪れて，バラの
体験をしたい。

食
【地元産品を使った食事】

【参加者の声】
・食事を通した生活習慣の話を聞いて，
今から意識しておけば事前に防げると
思うので，このツアーを機に意識した
食事を心がけたい。

【参加者の声】
・自然・文化・食をそれぞれの地域で楽しむことは出来ても，一体で満喫出来るところは
めずらしい。欧米の富裕層向けに大変受けるのではないか。
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