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第１章 ビジョン改定（後期期間）にあたっての基本方針

１ ビジョン改定（後期期間）の趣旨

本市では、市内の商工業、農林水産業、観光関連産業等の連携を一層推進し、本市の経済的自立性を

高めるため、平成28年度に本市の産業振興の基本方向、横断的戦略及び施策並びに推進方策を明らか

にする「廿日市市産業振興ビジョン」（平成28年度～令和7年度）を策定しました。

これまで、本ビジョンの将来イメージである「はつかいち広域経済都市圏の形成」に向けて、地域特性を

活かした経済活動の促進や交流人口の拡大、生産性の向上等の施策を展開し、市内企業及び事業者の

発展とともに、地元の雇用創出や所得向上に結びつくことにより、持続可能な地域社会の実現に取り組んで

きました。

この度、本ビジョンの前期期間（平成28年度～令和2年度）が終了することから、前期期間の点検・評価

を行うとともに、社会経済の変化や国の施策等に対応するべく、改定を行います。現在、新型コロナウイル

ス感染症の拡大にともなう不安から、地域の経済や観光、働き方等においてさまざまな影響が生じており、

ウィズコロナ・アフターコロナ時代における新たな潮流やニーズの変化を踏まえて、改定及び推進に取り組

んでいくものとします。

なお、本市の産業振興は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力を尊重し、事業者、産業経済団体、

国・県の産業支援機関、金融機関、大学、ＮＰＯ等のまちづくり活動団体、市民及び市が相互に連携し、協

働することにより、事業者の活力が最大限に発揮され、地域経済の持続的発展が図られることを本旨としま

す。

２ 計画期間

「第6次廿日市市総合計画」（計画期間：平成28年度～令和7年度）を上位計画とし、市の産業

振興に関する個別計画とすることから、総合計画と同様に平成28年度から令和7年度までの10年

間を計画期間とします。また、総合計画の前期・後期基本計画に合わせ、5年間の目標を設定し、毎

年度、施策、事業等の点検、評価を行うとともに、社会経済状況の変化や国の施策等を踏まえ、施

策等の見直しを行うこととします。

したがって、本ビジョンの後期期間は令和3年度～令和7年度とします。

■廿日市市産業振興ビジョンの位置付け

第 6 次 廿日市市総合計画
平成 28 年度～令和 7 年度

後期基本計画 令和 3 年度～令和 7 年度

廿日市市産業振興基本条例
（平成28年4月施行）

□廿日市市観光振興基本計画
平成27 年度～令和6 年度

□廿日市市観光誘客アクションプラン
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

観光誘客策 令和2 年度～令和6 年度

□廿日市市農業振興ビジョン
※地産地消ですすめる 持続可能な農業

・農村づくり 令和3 年度～令和12 年度

等の各種分野別個別計画

廿日市市産業振興ビジョン
平成 28 年度～令和 7 年度

後期期間 令和3年度～令和7年度

国・県の

関連計画・施策等

廿日市市産業構造調査
※廿日市市産業連関表の作成及び

地域経済の分析 令和１-２年度

第２期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略
令和3 年7 月～令和7 年度
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３ 策定方針

〇「第6次廿日市市総合計画」（後期基本計画期間：令和3年度～令和7年度）「第2期廿日市市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和3年7月～令和7年度）等の上位計画との整合を図ります。

〇廿日市市産業振興基本条例に掲げられている「産業間の連関強化による新たな経済循環の創出」

に資する横断的な戦略の推進という、本ビジョンの策定方針を継承します。

〇ビジョンの策定時（平成28年度）以降、少子高齢化や人口減少にともなう労働力の減少や人手不

足の顕在化、ＩＣＴ等の情報通信技術の多様化・高度化、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の導

入・達成等といった社会経済においてさまざまな変化が生じていることから、必要に応じて戦略

の位置づけや基本施策の見直し及び立案に取り組みます。

〇あわせて、新型コロナウイルス感染症の拡大にともなう不安から、地域の経済や観光、働き方等におい

てさまざまな影響が生じており、ウィズコロナ・アフターコロナ時代における新たな潮流やニーズの変化を

踏まえて、改定及び推進に取り組んでいくものとします。

〇改定にあたっては、廿日市市産業構造調査の結果を反映し、立案及び推進に活用します。

〇本ビジョンにおける戦略や戦術の進捗及び達成状況が的確に評価できるよう、ＫＰＩ（重要業績

指標）の見直し及び適正化を図ります。

〇市内各地で課題解決に向けた政策的投資が進む中、商工会議所及び各商工会等の産業支援機関と

の連携のもと、効果的にビジョンの推進を図るべく、エリア別の取組を整理、強化します。

〇上記の策定方針に基づき、本ビジョンの効果的な推進を図るため、産業支援プラットフォームの

あり方を見直し、強化を図ります。

〇なお、新型コロナウイルス感染症のさまざまな影響を受ける中、業種・事業規模、地域特性等を

踏まえて、現場に対して柔軟かつ効果的に対応できる計画として、状況に応じて随時計画及びＫ

ＰＩ（重要業績指標）の見直しを行っていきます。
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第２章 本市産業の現状と課題

１ 社会経済環境の変化

（１）時代の潮流

① 人口減少社会の本格的な到来と少子高齢化の進行

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という）の「将来推計人口（平成29 年推計）」

によると、このまま人口減少が進むと2060年の総人口は9,284万人にまで落ち込み、老年人口は

2042年に3,935万2千人でピークを迎えると推計されており、本格的な人口減少社会を迎える中、

出生数や出生率の低迷により若い世代の人口が減少する一方、総人口に占める高齢者世代の割合

が高まり、少子高齢社会が続くことが見込まれています。

社人研では本市の 2045 年の人口は 105,410 人と推計されており、平成 27 年国勢調査での

114,906人と比較すると、9,496人の減少となっています。廿日市市まち・ひと・しごと創生人口

ビジョンでは、2045年の人口の将来展望を110,000人（109,427人）としています。

今後は、人口の減少や高齢化による働き手・担い手の減少とともに、消費市場の縮小やにぎわ

いの不足、所得の低下等を招くおそれがあり、地域経済の活性化に向けた取組が求められていま

す。

② 持続可能な社会経済活動への関心の高まり

東京への一極集中にともなう都市化及び過疎化の進展、自然環境への負荷、エネルギーの調達、

食料自給率の低下、消費者意識の変化等が進む中、わたしたちのライフスタイルの変化を背景に

持続可能な社会経済のあり方に関心が高まっています。

持続可能な社会経済の実現には、地域内の生産や加工、流通、販売、サービス、消費、リサイ

クル等の多様な経済活動をつなぎ循環させることが重要であり、一極集中の是正や分散化による

負荷の低減、地域資源の有効活用、自然環境との共生、地元雇用・税収への相乗効果等を促進さ

せ、地域社会に新たな事業の創出やビジネスによる地域課題の解決等の多様な効果をもたらしま

す。

こうした中、2015年の国連サミットでは、2030年までを期限とする世界共通の持続可能な開発

目標（以下「ＳＤＧｓ」と言う。）を採択し、誰一人取り残されない社会の実現をめざし、持続可

能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットを設定し、経済・社会・環境を包含す

る統合的な取組を進めることとしています。

第６次廿日市市総合計画後期基本計画では、同計画の各施策方針にＳＤＧｓのめざすゴールを

関連付け、同計画の推進を図ることでＳＤＧｓの目標達成に資するものと位置付けており、本ビ

ジョン後期期間においても、ＳＤＧｓの目標達成との連動を図ることにより、持続可能な社会経

済の実現に取り組んでいくことが求められています。

また、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする、「カーボンニュートラル・脱炭素社会」

の実現をめざすこととしています

③ デジタル技術の活用による新しい社会づくりの進展

国は、次世代通信規格「５Ｇ」の基幹インフラとなる光回線の整備とともに、ＡＩやＩｏＴ等

の革新的なテクノロジーを導入し、新たなサービスやビジネスモデルの研究開発等を進め、人々

の暮らしや経済のあらゆるシーンにおいて、より良い方向に変化させるという考えのもと、ＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）を推進していくこととしています。

こうした中、国では社会のデジタル化を進め、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重

点的に推進する新たな司令塔として、デジタル庁を創設することとなりました。

デジタル化の進展は、物理的な距離のハンディキャップを解消することから、オンラインによ
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る会議や商談の普及、テレワークによる在宅勤務の定着等を急速に進めています。あわせて、地

方分散による経済活動として、地方への本社移転やサテライトオフィスの進出、仕事と余暇を組

み合わせるワーケーション等といった新たな働き方や会社のあり方が模索されています。

今後は、デジタル化の急速な進展を市経済の発展の好機ととらえ、Society5.0の到来を踏まえ、

経済活動や企業経営、働き方等におけるデジタル化の促進、デジタル人材の育成・確保などを推

進していくことが求められます。

④ ウィズコロナ・アフターコロナ時代のリスク対策と事業再構築

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）の流行は、地域経済や市民の生活様

式、働き方、家庭環境、学習環境に大きな影響を与え、企業経営のあり方や店舗の営業形態、テ

レワーク等の多様な働き方の導入、消費者の意識や買物行動の変化、ネット販売等のＥＣの拡大

等といった経済活動において大きな影響を及ぼしています。

とりわけ、３密（密集・密接・密閉）の回避や外出自粛の要請、営業時間の短縮等にともない、

客数減少や業績不振により事業継続が困難な店舗も生じており、国や県、市及び産業支援機関に

おいて幅広い対策が講じられています。当分の間、新型コロナとの共存を余儀なくされることが

見込まれる中、新型コロナの感染防止対策とともに、社会・経済活動の維持の両立をめざした新

しい生活様式に対応することが求められます。

こうした中、これまでの大都市や大型商業施設、有名観光地等に集中しがちであった経済活動

や働き方、消費のあり方等が見直され、自然と共生しつつ都市とも近接する中山間地域や離島が、

過密から分散、経営リスクの回避といった新型コロナとの共存における新たなニーズに整合する

ことから、多様な働き方の実現やデジタル技術を活かした持続可能な経済活動を実現するフィー

ルドとしてとらえられつつあります。

今後は、新型コロナといった疫病や多発する大規模災害等の経営リスクへの対策の強化を図る

とともに、新しい生活様式に対応できるよう企業や店舗の事業を再構築する取組が求められます。
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（２）国の施策の方向

本ビジョンの改定（後期期間）にあたり、各目標に位置付けられている主な施策の方向性を踏

まえて、本市の産業振興における戦略及び施策に関連する取組を整理します。

①経済財政運営と改革の基本方針2020（令和2年7月17日 閣議決定 ）

国では、経済財政運営と改革の基本方針2020において、ポストコロナ時代の新しい未来として、

『「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現』を掲げ、これまでの構造的問題の解決と

ともに、感染症の拡大により浮き彫りとなったリスクに対応するべく、次の通り「新たな日常」

の実現に取り組むこととしています。

１）「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備

『社会全体のＤＸが「新たな日常」の原動力となる』の考え方のもと、民間部門のＤＸ（デジ

タルトランスフォーメーション）をはじめＡＩやロボット化等の導入を促進し、民間の投資やイ

ノベーションを誘発する環境づくりに取り組むとしています。

あわせて、テレワークの促進やワーク・ライフ・バランスの実現など新しい働き方・暮らしの

改革を、少子化対策や女性活躍の拡大と連携して推進することとしています。

２）「新たな日常」が実現される地方創生

「新たな日常」が実現される地方創生を推進していくため、首都圏等での地方移住に対する関

心の高まりを活かし、テレワークの推進やサテライトオフィスの設置、地方での兼業・副業等を

通じて、東京一極集中の流れを大きく変えることをめざしています。

あわせて、観光先進国の実現に向けた持続可能な観光地経営の仕組みづくり、成長産業として

のスマート農林水産業の実現、中堅・中小企業・小規模事業者における生産性向上や事業再構築

等の推進、インバウンド・越境ＥＣ・対日直接投資による海外活力の取り込み等を推進すること

としています。

３）「人」・イノベーションへの投資の強化、「新たな日常」を支える生産性向上

「新たな日常」の実現に向けた社会変革の推進力となる人材の育成をめざし、教育の充実を通

じて、人的資本の形成を図り、将来の成長の礎を築きます。

あわせて、科学技術・イノベーションを加速し、生産性向上を通じた経済成長を実現すること

としています。

４）「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現

コロナ禍にともなう社会経済の影響から、困難に直面している女性や若者などへの支援を通じ

て、所得向上策を推進し、格差拡大の防止を図ることとしています。

５）新たな世界秩序の下での活力ある日本経済の実現

このたびの感染症拡大を機に、官民が連携してＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）推進の機運を醸成し、

環境・地球規模課題への貢献に資するイノベーションや関連投資を強化することとしています。
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②「第２期まち･ひと･しごと創生総合戦略」（2020改訂版）（令和2年12月21日 閣議決定 ）

国においては、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正

を共にめざすため、「まち･ひと･しごと創生総合戦略」の策定に取り組み、このたび感染症を受け

た国民の意識の変化や行動変容を踏まえて、第２期「総合戦略」の改訂を行い、６つの新たな取

組により、地方創生を推進することとしています。

１）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進と脱炭素社会の実現に向けた取組

地域におけるSociety5.0の実現に向け、社会全体の未来技術の実装を支援することを通じて、

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進することとしています。

あわせて、環境と成長の好循環及び脱炭素社会の実現に向けて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）等の取組を推進することとしています。

２）地方創生テレワークの推進

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方におけるサテライトオフィスでの勤務など地

方創生に資するテレワーク（地方創生テレワーク）を推進することで、首都圏等から地方への新

しい人の流れを創出し、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図ることとしています。

そのため、各種支援策を講じるとともに、産業界や自治体等の関係者を巻き込むための取組や、

企業のＩＣＴ環境、労務面などの環境整備を進めることとしています。

３）魅力ある地方大学の実現と地域産業の創出・振興

自治体や大学、産業界等の連携のもと、地域に特色のある研究開発や専門人材の育成等に取り

組み、地域産業の振興や新事業の創出、若者雇用の促進に取り組むこととしています。

あわせて、自治体と連携した地方へのサテライトキャンパスの設置を推進することとしていま

す。

４）関係人口の創出・拡大

地域課題の解決や地方移住の裾野拡大のため、都市と地域の両方の良さを活かす「関係人口」

の創出・拡大に取り組むこととしています。

５）企業版ふるさと納税（人材派遣型）の創設

専門的知識・ノウハウを有する人材に対するニーズが高まる中、企業版ふるさと納税の仕組み

を活用して、企業の専門的人材を地方に派遣する取組を進めていくこととしています。

６）スーパーシティ構想の推進

ＡＩやビッグデータ等の先端技術を活用し、暮らしや経済の幅広い分野で利便性や生産性の向

上を図り、先端的なサービスを基盤とする未来社会の実現に取り組むこととしています。
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２ 本市産業の特性と現状

（１）本市経済の概観

①人口の推移

本市の国勢調査による人口は、昭和40年代以降増加傾向が続いていましたが、平成7（1995）年

以降は11万人台で推移しています。世帯数は一貫して増加傾向にあります。また、人口が横ばいと

なった平成7（1995）年以降、昼夜間人口比率（夜間人口を100とした場合の昼間人口の比率）が上

昇傾向で推移し、ベッドタウンとしての要素が徐々に弱まりつつあります。

地域別の人口推移をみると、廿日市地域は昭和40（1965）年から平成７（1995）年の間は増加傾

向にありましたが、平成12（2000）年以降はほぼ横ばいとなっています。佐伯地域は、昭和40

（1965）年から平成７（1995）年の間は増加傾向にありましたが、平成12（2000）年以降は減少へ

と転じています。大野地域は、昭和40（1965）年から一貫して増加傾向にあります。吉和地域及び

宮島地域では昭和40（1965）年から一貫して減少傾向にあり、昭和40（1965）年と比較すると人口

が半数以下となっています。

■人口の推移

総務省「国勢調査」 ※各年10月1日現在

■昼夜間人口の推移 （1990～2015 年）

総務省「国勢調査」 ※昼夜間人口比率＝昼間人口100人当たりの昼間人口

※労働力状態「不詳」を含む
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■地域別人口の推移

総務省「国勢調査」 ※各年10月1日現在

②人口の将来展望

平成22（2010）年から平成27（2015）年にかけて人口が増加したことから、国立社会保障・人口

問題研究所による将来人口の推計値が上方修正され、「第２期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」では、自然動態における出生率の上昇と社会動態における人口移動の増加傾向の継続を想定

し、令和27（2045）年の人口の将来展望を110,000人としています。

2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「超高齢化社会」を迎え、本市産業におい

ても人材不足の深刻化、経営者の高齢化や事業承継問題などの顕在化が予測されます。今後の人口

構造や社会環境の変化を見据えて、本市産業の担い手、後継者等を確保・育成する取組が重要です。

■人口の将来展望 （～2045 年）

出典：廿日市市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン ※2010年まで 総務省「国勢調査」に基づく実績値

※2015年以降 廿日市市独自推計
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■年齢３区分別人口及び高齢化率の推移

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より作成

※2015年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデ

ータに基づく推計値

③雇用就業構造

本市では、平成22（2010）年から平成27（2015）年にかけて15歳以上人口が増加しましたが、

労働力人口は5.8万人から5.7万人へ減少しています。従業地と常住地に着目すると、本市に住む

就業者数5.5万人のうち2.5万人が市外で従業する一方、市外から1.5万人の雇用を吸収していま

す。就業者の流出先、流入元はともに広島市が中心で、西区・中区・佐伯区への流出及び佐伯区・

西区からの流入の割合が高くなっています。さらに隣接する大竹市及び山口県岩国市に対しても一

定規模の流出・流入関係にあることから、引き続き市内外の雇用・就業を広域的な視点で捉えてい

く必要があります。

広島県全体及び西部地域の雇用情勢は、平成25年度以降、求人が求職を上回って推移しています。

受理地別の有効求人倍率は、広島公共職業安定所（管轄区域：広島市中区、西区、安佐南区、湯来

町・杉並台を除く佐伯区）と広島東公共職業安定所（管轄区域：広島市東区、南区、安芸区、安芸

郡）では、県全体より高い水準で推移している一方、廿日市公共職業安定所では着実に改善しつつ

あるものの求人が求職を下回る状況が続いています。

■労働力状態

総務省「国勢調査」 ※15歳以上総数には労働力状態「不詳」を含む

就業者 完全失業者

平成12年（2000） 96,656 58,351 55,863 2,488 37,807 498

平成17年（2005） 98,762 59,160 56,303 2,857 38,531 1,071

平成22年（2010） 98,327 57,893 54,793 3,100 38,357 2,077

平成27年（2015） 99,300 56,985 55,057 1,928 39,018 3,297

15歳以上

総数

労働力

人口

非労働力

人口
不詳
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■業種別15 歳以上就業者の流出・流入状況 （2015 年）

総務省「国勢調査」 より作成

■流出先、流入先別 15 歳以上の就業者

総務省「国勢調査」 より作成

■公共職業安定所別有効求人倍率（受理地別・原数値）の推移 (平成24 年度～令和元年度)

広島労働局調べ

廿日市市から
他市町村へ（流出）

他市町村から
廿日市市（流入）

総数（男女別） 24,720 14,590

　　Ａ 農業，林業 77 71

　　　うち農業 72 62

　　Ｂ 漁業 6 8

　　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 0

　　Ｄ 建設業 2,208 835

　　Ｅ 製造業 4,310 2,822

　　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 214 130

　　Ｇ 情報通信業 908 89

　　Ｈ 運輸業，郵便業 1,750 1,540

　　Ｉ 卸売業，小売業 4,441 2,585

　　Ｊ 金融業，保険業 765 234

　　Ｋ 不動産業，物品賃貸業 537 185

　　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 982 214

　　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 821 790

　　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 626 692

　　Ｏ 教育，学習支援業 1,444 892

　　Ｐ 医療，福祉 2,672 2,054

　　Ｑ 複合サービス事業 158 172

　　Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 1,544 600

　　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 917 503

　　Ｔ 分類不能の産業 339 174

廿日市市から
他市町村へ（流出）

他市町村から
廿日市市（流入）

総数 24,720 14,590

県内 22,989 13,644

広島市 19,329 11,795

中区 4,929 627

東区 794 434

南区 1,955 547

西区 5,578 2,527

安佐南区 1,225 1,094

佐伯区 4,123 5,900

その他の区 725 666

大竹市 1,799 1,089

その他の市町 1,861 760

県外 1,549 946
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④民営事業所数・従業者数

「平成28年経済センサス-活動調査結果」によると、本市の民営事業所数は約4,400事業所で、

平成24年調査と比較すると5.2％増加しています。業種別に推移をみると平成26年から平成28年

にかけて卸売業・小売業は約140事業所、宿泊業・飲食サービス業は約50事業所増加しています。

また、医療・福祉は平成24年から平成28年にかけて80事業所増加しています。業種の内訳は卸売

業・小売業が突出しており、次に宿泊業・飲食サービス業、建設業、医療・福祉などの順です。

民営事業所の従業者数は約4.3万人で平成24年調査と比較すると8.6％増加しています。業種別

に推移をみると医療・福祉と卸売業・小売業は平成24年から平成28年にかけて1,000人以上増加

しているほか、宿泊業・飲食サービス業は500人以上、製造業は400人以上増加しています。業種

の内訳は、卸売業・小売業、製造業、医療・福祉の従業者が全体の6割近くを占め、本市における

雇用吸収力の高い産業となっています。また、従業者数のうち常用雇用者は約3.8万人で、従業者

数に占める常用雇用者の割合は平成24年調査の80.7％から6.4ポイント上昇し87.1％となってい

ます。

本市の民営事業所の従業者規模は、従業者5人以下の小規模な事業所が6割を占めています。経

営組織別にみると法人経営においても従業者5人以下が半数近く、従業者20人以下が8割を占める

など小規模事業者、中小企業が大半です。

■民営事業所の事業所数・従業者数の推移 (平成 24－28 年度)

総務省「経済センサス‐基礎調査」、「経済センサス-活動調査」

■民営事業所の事業所数の推移 (平成24－28 年度)

総務省「経済センサス‐基礎調査」、「経済センサス-活動調査」

平成24年 平成26年 平成28年

事業所数 4,225 4,303 4,445

従業者数 39,944 41,731 43,360

うち常用雇用者 32,236 35,304 37,749

従業者数に占める
常用雇用者の割合

80.7 84.6 87.1

平成24年 平成26年 平成28年 H24-H28
A～R 全産業（Ｓ公務を除く） 4,225 4,303 4,445 220

A～B 農林漁業 42 42 40 △ 2
A 農業，林業 20 23 20 0

B 漁業 17 19 20 3
C 鉱業，採石業，砂利採取業 - - - -

D 建設業 460 469 448 △ 12
E 製造業 319 319 300 △ 19

F 電気・ガス・熱供給・水道業 8 10 9 1
G 情報通信業 24 31 28 4

H 運輸業，郵便業 147 139 139 △ 8
I 卸売業，小売業 1,055 1,051 1,199 144
J 金融業，保険業 61 59 59 △ 2

K 不動産業，物品賃貸業 352 366 331 △ 21
L 学術研究，専門・技術サービス業 163 161 168 5

M 宿泊業，飲食サービス業 457 456 508 51
N 生活関連サービス業，娯楽業 389 375 373 △ 16

O 教育，学習支援業 162 169 157 △ 5
P 医療，福祉 319 371 399 80

Q 複合サービス事業 43 41 40 △ 3
R サービス業（他に分類されない） 224 244 247 23
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■民営事業所の従業者数の推移 (平成24－28 年度)

総務省「経済センサス‐基礎調査」、「経済センサス-活動調査」

■業種別の事業所数・従業者数

■経営組織別・従業者規模別の内訳

総務省「平成28年経済センサス‐活動調査結果」 より作成

平成24年 平成26年 平成28年 H24-H28
A～R 全産業（Ｓ公務を除く） 39,944 41,731 43,360 3,416

A～B 農林漁業 425 415 383 △ 42
A 農業，林業 175 190 170 △ 5

B 漁業 189 225 213 24
C 鉱業，採石業，砂利採取業 - - - -

D 建設業 2,391 2,302 2,309 △ 82
E 製造業 7,626 8,008 8,062 436

F 電気・ガス・熱供給・水道業 174 171 170 △ 4
G 情報通信業 149 249 86 △ 63

H 運輸業，郵便業 4,054 3,930 3,810 △ 244
I 卸売業，小売業 8,348 8,920 9,501 1,153
J 金融業，保険業 462 453 462 0

K 不動産業，物品賃貸業 798 914 889 91
L 学術研究，専門・技術サービス業 542 526 535 △ 7

M 宿泊業，飲食サービス業 4,045 3,921 4,606 561
N 生活関連サービス業，娯楽業 1,940 1,968 1,879 △ 61

O 教育，学習支援業 993 1,098 1,081 88
P 医療，福祉 5,753 6,575 7,000 1,247

Q 複合サービス事業 402 571 536 134
R サービス業（他に分類されない） 1,842 1,710 2,051 209
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⑤市内総生産

「平成30年度広島県市町民経済計算結果」によると、本市の平成30年度の市内総生産は約3,626

億円で、平成24年度以降増加傾向にあります。

経済活動別の構成比は、第三次産業が全体の6割以上を占めています。総生産の規模が最も大き

い製造業は、近年850億円以上で推移しています。保健衛生・社会事業、卸売業・小売業、運輸・

郵便業、情報通信業などでは増加基調にあるほか、建設業では平成28年度には落ち込みましたが再

び増加に転じています。

■市内総生産の推移 (平成21-30 年度)

広島県「平成30年度広島県市町民経済計算結果」（令和3年3月公表）

■経済活動別市内総生産の推移 (平成 21～30 年度)

広島県「平成30年度広島県市町民経済計算結果」（令和3年3月公表）
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⑥産業構造

「廿日市市産業構造調査」（令和3年3月）によると、2016年の廿日市市の総需要額は9,783億円

で、市内で発生した需要額（市内需要額）6,790億円と移輸出額（市外から獲得した所得）2,993億

円から成り立っています。これに対する総供給額のうち、市内産業の生産活動により供給された金額

（市内生産額）は6,414億円、市外から供給された移輸入額は3,369億円でした。

2016年における市経済全体の純移出額（移輸出額－移輸入額）はマイナス376億円の赤字となって

います。人口一人当たり換算では32万円の赤字であり、県平均や隣接する広島市と比較すると、純

移輸出額の赤字の大きさが市経済の際立った特徴となっています。これは市内で市内産業の生産を超

える支出が発生していることを示しています。その理由として、通勤を通じた市外からの所得移転、

財政による所得再配分、公共・民間の将来債務などが挙げられますが、特に、廿日市市は広島市のベ

ッドタウンとして発展してきた経緯があるため、広島市への通勤による所得移転が大きいことが主な

原因と考えられます。

■廿日市市経済の供給・需要構造 （2016 年)

廿日市市 「廿日市市産業構造調査（令和3年3月）」

※市内生産額について

市内生産額は、１年間における廿日市市内事業所の生産活動及び取引の総額で、中間投入額と粗

付加価値額の合計と一致し、粗付加価値額は、おおよそ市内総生産に等しい。
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■廿日市市の産業部門別純移出額 （2016 年、66 部門）

廿日市市 「廿日市市産業構造調査（令和3年3月）」
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（２）産業別の現状と動向

①農林水産業

本市では、稲作のほかほうれんそう・こまつな、長なす、いちご、たまねぎ、花きの生産や酪農

が行われています。「2015年農林業センサス」によると本市の農家数は約1,500戸、このうち販売農

家は約520戸です。農業経営体532経営体のうち会社や農事組合法人などの組織経営体は10となっ

ており大半が家族経営です。農産物販売金額50万円未満の農業経営体が6割を占めており、新規就

農者など市内外からの就農のほか兼業農家による産直市への出荷など、立地や特性を活かした農業

が展開されています。また、本市の林業経営体数は40経営体で、このうち組織経営体は12です。

林業経営体は平成22年からの10年間で半数以下と大きく減少しているほか、保有山林規模が10ha

以下の林業経営体が半数を占めています。

「2018年漁業センサス」によると、本市には約140の海面漁業の経営体があり、その半数が漁獲

物・収穫物の販売金額100万円未満の漁業経営体です。漁業のうち海面養殖業は本市の特徴的な産

業のひとつであり「平成30年海面漁業生産統計調査」によると、かき（殻つき）の漁獲量は約

17,700tで全国の漁獲量の約1割を占める産地を形成しています。かき、あさり等の水産資源を活か

したブランド化や産品開発によって市外への販路開拓が積極的に行われています。

■農業の主要指標…農家総数、農業経営体数、農産物販売金額別農家数

農林水産省「農林業センサス」
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■林業の主要指標…林業経営体数の推移、林業経営体の保有山林面積規模別の割合

農林水産省「農林業センサス」

■水産業の主要指標…海面漁業経営体数の推移、漁獲物・収穫物の販売金額別の割合

農林水産省「漁業センサス」

かきの漁獲量

農林水産省「海面漁業生産統計調査」
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②工業（製造業）

「2019年工業統計調査（2018年実績）」によると、本市の製造業(従業者4人以上)は約160事業

所、従業者数は約7,500人です。製造品出荷額等は約2,000億円、粗付加価値額は約900億円です。

業種別の内訳をみると、事業所数は木材・木製品製造業（家具を除く）と食料品製造業が上位を

占め、パルプ・紙・紙加工品製造業、生産用機械器具製造業、家具・装備品製造業、印刷・同関連

業などが続いています。従業者数は食料品製造業が約3,600人で最も多く、全体の半数近くとなっ

ています。製造品出荷額等は、食料品製造業が約4割を占め、次いで木材・木製品製造業（家具を

除く）、化学工業が続いています。粗付加価値額でも食料品製造業の規模が最も大きく、次に木材・

木製品製造業（家具を除く）が続いています。

■工業の主要指標

従業者数・事業所数・製造品出荷額等・粗付加価値額

経済産業省「工業統計調査」 ※従業者4人以上

業種別の従業者数・事業所数

経済産業省「2019年工業統計調査（2018年実績）」 ※従業者4人以上
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業種別の製造品出荷額・粗付加価値額

経済産業省「2019年工業統計調査（2018年実績）」 ※従業者4人以上

③商業（卸売業・小売業）

「平成28年経済センサス‐活動調査（卸売業，小売業）」によると、本市の卸・小売業は約1,000

事業所（卸売業：約200事業所、小売業：約800事業所）で、従業者数は約7,700人です。年間商

品販売額は約2,100 億円（卸売業：約1,000 億円、小売業：約1,200 億円）、小売業の売場面積は

14.3万㎡です。平成26年から平成28年にかけて、事業所数、従業者数、年間商品販売額及び小売

業の売場面積がそれぞれ増加しています。

業種別にみると、卸売業の事業所数は約3割を占める建築材料,鉱物・金属材料等卸売業が最も多

く、従業者数及び年間商品販売額でも約3割を占めています。また、飲食料品卸売業が従業者数の3

割以上、年間消費販売額の半数近くを占めています。小売業の事業所数はその他の小売業が4割近

くで最も多く、従業者数では飲食料品小売業が4割近くを占めています。年間商品販売額は飲食料

品小売業とその他の小売業がそれぞれ3割ずつとなっています。

■商業の主要指標…事業所数、従業者数、年間商品販売額、小売業売場面積
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平成26年：経済産業省「商業統計調査」、平成24年・平成28年：総務省「経済センサス‐活動調査」

業種別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、小売業売場面積

総務省「平成28年経済センサス‐活動調査」

卸 売 業 計 190 100.0% 1,378 100.0% 993 100.0%

50 各種商品卸売業 1 0.5% 3 0.2% x ‐

51 繊維・衣服等卸売業 7 3.7% 37 2.7% 13 1.4%

52 飲食料品卸売業 37 19.5% 498 36.1% 476 47.9%

53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 65 34.2% 373 27.1% 294 29.6%

54 機械器具卸売業 42 22.1% 241 17.5% 126 12.6%

55 その他の卸売業 38 20.0% 226 16.4% x ‐

事業所数  従業者数（人）
年間商品販売額

（億円）

小 売 業 計 782 100.0% 6,338 100.0% 1150.6 100.0% 142,561 100.0%

56 各種商品小売業 3 0.4% 495 7.8% 110.7 9.6% x ‐

57 織物・衣服・身の回り品小売業 114 14.6% 591 9.3% 67.3 5.9% 20,999 14.7%

58 飲食料品小売業 218 27.9% 2,374 37.5% 365.7 31.8% 38,069 26.7%

59 機械器具小売業 111 14.2% 647 10.2% 208.7 18.1% 9,424 6.6%

60 その他の小売業 302 38.6% 1,988 31.4% 353.0 30.7% x ‐

61 無店舗小売業 34 4.3% 243 3.8% 45.3 3.9% - ‐

従業者数
（人）

年間商品販売額
（億円）

売場面積
（㎡）

事業所数
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④サービス産業

「平成28年経済センサス‐活動調査」によると、本市のサービス産業（9業種の合計）の民営事

業所は約2,400事業所、従業者数は約22,000人です。事業所数、従業者数ともに増加傾向にありま

す。

業種別にみると、宿泊業，飲食サービス業が事業所数、従業者数ともに2割を占めるほか、医療,

福祉が従業者数の3割を占めています。さらに産業中分類別にみると、事業所数は飲食業が最も多

く、次いで洗濯・理容・美容・浴場業、不動産賃貸業・管理業、医療業の順となっています。従業

者数は、医療業が約3,900人で最も多く、次いで飲食業が約3,200人、社会保険・社会福祉・介護

事業及び道路貨物運送業が約3,000人、宿泊業及び洗濯・理容・美容・浴場業が約1,000人となっ

ています。

■サービス産業（9 業種の合計）の主要指標…事業所数、従業者数

総務省「経済センサス-基礎調査」、「経済センサス‐活動調査」

業種別（産業大分類）の事業所数、従業者数

総務省「平成28年経済センサス-活動調査」

※サービス産業：総務省「サービス産業動向調査」では、G 情報通信業、H 運輸業，郵便業、K 不動産業，物

品賃貸業、L 学術研究，専門・技術サービス業、M 宿泊業，飲食サービス業、N 生活関連サービス業，娯

楽業、O 教育，学習支援業、P 医療，福祉、R サービス業（他に分類されないもの）を対象としている。

※サービス関連産業B：「経済センサス-活動調査」において売上（収入）金額を把握している、G2 情報通信業

（情報サービス業，インターネット附随サービス業）、大分類K 不動産業，物品賃貸業、大分類L 学術研究，

専門・技術サービス業、大分類M 宿泊業，飲食サービス業、大分類N 生活関連サービス業，娯楽業、O2 教

育，学習支援業（その他の教育，学習支援業）、R2 サービス業（政治・経済・文化団体，宗教を除く）を指

す。
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業種別（産業中分類）の事業所数、従業者数

総務省「平成 28 年経済センサス‐活動調査」

事業所数 従業者数

37 通信業 4 12

38 放送業 2 9

39 情報サービス業 19 38

40 インターネット附随サービス業 - -

41 映像・音声・文字情報制作業 3 27

42 鉄道業 3 107

43 道路旅客運送業 16 327

44 道路貨物運送業 90 2,975

45 水運業 3 53

46 航空運輸業 - -

47 倉庫業 7 172

48 運輸に附帯するサービス業 20 176

49 郵便業（信書便事業を含む） - -

68 不動産取引業 33 101

69 不動産賃貸業・管理業 267 517

70 物品賃貸業 31 271

71 学術・開発研究機関 5 119

72 専門サービス業（他に分類されないもの） 70 171

73 広告業 3 5

74 技術サービス業（他に分類されないもの） 90 240

75 宿泊業 58 1,046

76 飲食店 411 3,214

77 持ち帰り・配達飲食サービス業 39 346

78 洗濯・理容・美容・浴場業 282 994

79 その他の生活関連サービス業 54 195

80 娯楽業 37 690

81 学校教育 14 657

82 その他の教育，学習支援業 143 424

83 医療業 234 3,936

84 保健衛生 - -

85 社会保険・社会福祉・介護事業 165 3,064

88 廃棄物処理業 26 262

89 自動車整備業 35 164

90 機械等修理業（別掲を除く） 25 163

91 職業紹介・労働者派遣業 8 51

92 その他の事業サービス業 57 705

93 政治・経済・文化団体 32 111

94 宗教 62 574

95 その他のサービス業 2 21
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⑤観光

市内の観光においては、広島～廿日市（宮島）～岩国という世界文化遺産を結ぶルートが形成さ

れており、国内外から多くの観光客が訪れています。「広島県観光客数の動向」によると令和元年の

総観光客数は年間791万人、宮島を発着する各船会社から提供された乗船者数を集計した「宮島来

島者数」は466万人、宿泊観光客数は67万人、外国人観光客数は37万人です。平成24年以降、本

市の総観光客数は年間700～800万人、「宮島来島者数」はほぼ400万人台で推移しています。外国

人観光客数は平成26年から平成28年にかけて増加し、その後30万人台で推移しています。

令和元年の観光消費額は約287億円、1人当たりの観光消費額は約3,627円となっています。観光

客数が700万人台に到達した平成24年以降、観光消費額は約250～300億円で推移しています。1人

当たりの観光消費額は、観光客数が700万人台に到達した平成24年以降低下していましたが、近年

は僅かながら上昇しています。観光関連産業は、宿泊、飲食、物販、土産物等の製造、運輸・交通、

ガイド・情報提供・通信など多くの産業が関わる複合型産業であり、特に宿泊業や運輸業は本市の

基幹産業のひとつとなっています。

■観光の主要指標

総観光客数、宮島来島者数

宿泊観光客数、外国人観光客数

観光消費額、１人当たり観光消費額

広島県（～平成30年）、一般社団法人広島県観光連盟（令和元年～）「広島県観光客数の動向」

宮島来島者数：発着する各船会社から提供された乗船者数を集計（廿日市市調べ）
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（３）産業構造と成長シナリオ ～廿日市市産業構造調査より～

①産業連関表からみた廿日市市の経済構造

調査報告書によると、2016 年の本市の総需要額は9,783 億円であり、内訳は市内で発生した需要

額（市内需要額）6,790 億円と移輸出額2,993 億円で構成されます。

本市経済全体の純移輸出額（移輸出額－移輸入額）は、マイナス376億円であり、本市の経済構造

の特徴といえます。主な理由としては、ベッドタウンとして発展してきた本市の特性から、広島市へ

の通勤による市外からの所得移転が大きいことが挙げられます。

産業部門別の純移輸出額をみると、食料品と木材・木製品の2つの製造業で大きくプラスとなって

いる点が特徴であるほか、道路輸送や宿泊業等がプラスとなっています。一方、農業とともに、卸売

業、金融・保険、通信等の第三次産業の複数の分野がマイナスとなっています。

②本市経済を牽引する産業の設定

１）基幹産業の考え方と分析

本市のあらゆる産業の経済活動を支え、地域経済を牽引している産業は「基幹産業」として位置づ

けられ、その重要性は高まっています。地域経済全体の生産規模や経済成長は、移輸出産業＝基幹産

業の生産と成長に依存し、基幹産業は「市外から所得を獲得する、経済循環の起点となる、市内の所

得を生み出す」といった特徴を有しています。本市の基幹産業は次の通りです。

■廿日市市の基幹産業

２）本市経済の成長産業

成長産業とは、「市場規模が拡大している、成長の速度が速い、将来の成長が期待される」産業分野

であり、地域経済を牽引する中心的な産業分野と位置付けられます。こうした「成長産業の考え方」

と「本市の基幹産業の実態」を組み合わせて、本市の成長産業を整理します。

第1群は、市内総生産及び製造品出荷額が最も大きい規模であり、成熟化・都市化しつつある国内

市場への移出とともに、将来的に人口増加や経済発展が続く海外市場への展開も見込まれます。市外

からの所得を稼ぐことで、市内の経済循環の起点となり得る産業である特性から、「木材・木製品製造

業」と「食料品製造業」を市の成長産業として位置づけることができます。

第2群をみると、世界的観光地・宮島のある本市の観光は、海外からのインバウンドや国内のツア

ーや教育旅行、個人客等の増加によって年間500万人規模に成長しており、アフタ－コロナ期の段階

に移行すれば、再び市外・国外の所得を獲得できる「宿泊業」が成長産業として期待されます。あわ

せて道路輸送分野は、「木材・木製品製造業」と「食料品製造業」をトラック等の物流面から支える機

能を有するとともに、バスやタクシー等の観光面を支える機能を有している点で、産業間の連関が認

められます。

また、準ずる群をみると、観光関連産業として、フェリーや高速船、遊覧船の水運、神社等の宗教

施設、水族館や美術館、自然公園等の教育・娯楽サービス、温泉等の浴場業、さらに飲食サービスを

加えた、廿日市市らしい観光関連産業の特性が認められます。

産業分野 根拠

第1群 木材・木製品製造業 対全国特化係数と純移輸出額がともに高い

食料品製造業 純移輸出が市内第1位、対全国特化係数が5を上回る

第2群 印刷・製版・製本 対全国特化係数が2を上回る、純移輸出も上位

道路輸送 対全国特化係数が2を上回る、純移輸出も上位

宿泊業 対全国特化係数が2を上回る、純移輸出も上位

準ずる群 観光関連産業 市の経済循環の厚みを増す、所得獲得力の強化の可能性あり

（水運、その他の非営利団体サービス、教育、娯楽サービス、洗

濯・理容・美容・浴場業）
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したがって、上記の第2群の宿泊業を中心に道路輸送分野等を含めた「観光関連産業」が成長産業

として位置づけられます。

改定（後期期間）にあたっては、廿日市市の成長産業として、「木材・木製品製造業」「食料品製造

業」「観光関連産業」を位置付け、本ビジョンの基本方向である「横断的戦略」にそれぞれ反映し、そ

の実現に取り組みます。

③今後の競争力強化に必要な産業分野

１）成長産業を伸ばすための産業分野

市内経済を支える・牽引する産業である成長産業の発展には、競争力強化や生産性向上等の促進が

重要です。そのためにはデジタル技術の導入をはじめＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の

推進が求められることから、今後は「情報通信産業」の強化や連携が必要となります。

一方、瀬戸内の海の幸を提供する漁業、地元の旬の食材を提供する農業は、食料品製造業や観光関

連産業とのつながりがあります。また、けん玉発祥の地である本市の林業は、地元材の活用の観点か

ら木材・木製品製造業との結びつきがあります。取引額こそ大きくはないものの、今後は「農林水産

業」との連携の強化が重要となります。

２）特に生産性の向上が課題の産業分野

人口減少や担い手不足の中、持続可能な地域経済の実現にとって、地域雇用の創出と所得の確保は

重要な課題です。とりわけ多様な働き方に対するニーズへの対応が期待されています。

本市の産業部門別の従業者数をみると、「小売」が際立って高く、次いで「飲食サービス」「道路輸

送」、「医療・保健」、「食料品」となっており、地域雇用の重要な受け皿となっています。

一方、雇用者所得について、一人当たりの雇用者所得からみると、「小売」や「飲食サービス」は極

めて低く、「宿泊業」においても同様の傾向にあり、生産性の低さが指摘されています。こうした状況

を踏まえ、生産性の向上や多様な働き方の推進を通じて、雇用者所得の向上とともに多様な就業形態

の実現に取り組むことが求められています。

したがって、地域雇用の最大の受け皿である産業分野ながら、一方で所得の低さが構造的な課題と

なっている「小売業」をはじめ、観光関連産業である「飲食サービス業」、「宿泊業」は、生産性の向

上が特に期待される産業として位置づけられます。

■廿日市市の産業部門別従業者数と一人当たり雇用者所得額（2016年、66部門）

廿日市市 「廿日市市産業構造調査（令和3年3月）」
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■廿日市市の産業部門別従業者数と市内生産額（2016年、66部門）

廿日市市 「廿日市市産業構造調査（令和3年3月）」
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④本市の産業特性と横断的戦略のつながり

廿日市市産業振興ビジョンでは、本市の産業振興の基本方向を踏まえて、既存産業の競争力強化や

成長分野への挑戦を進めるため、多様な産業連関の創出・強化や、外貨獲得による地域経済の成長が

期待される領域として「横断的戦略」を設定しています。

前述の通り、本市の成長産業及び競争力強化に必要な産業分野を設定し、横断的戦略とのつながり

を整理して後期期間の取組に反映します。

■横断的戦略と関連する産業分野

ビジョンの基本方向と

横断的戦略

本市の成長産業

※地域経済を支える・

牽引する産業

競争力強化に必要な産業分野

成長産業との

連携・強化

特に生産性向上

が必要

【循環させる】

市内を縦断する食産業「フード

バレーはつかいち」の創出

食料品製造業 漁業・農業・林業

情報通信産業
飲食サービス業

【循環させる】

森林の育成から木の消費までを

結ぶ「木のたびネットワーク」

の形成

木材・木製品製造業
林業

情報通信産業

【呼び込む】

観光まちづくりのマーケティン

グ／マネジメント機能の強化

観光関連産業

（宿泊・道路輸送）

漁業・農業・林業

情報通信産業

宿泊業

飲食サービス業

【打って出る】

企業の生産性の向上や新事業の

創出支援

※情報通信分野での新た

な事業やサービスの開発

が必要

※情報通信分野で

の新たな事業やサー

ビスの開発が必要

【人づくり】

地域経済を支える・成長させる

人材の育成、確保

※情報通信分野での創業

や起業、人材育成を期待

小売業

※情報通信分野で

の創業や起業、人材

育成を期待
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■廿日市市の産業部門別対全国特化係数（粗付加価値額）と純移輸出額（2016年、66部門）

廿日市市 「廿日市市産業構造調査（令和3年3月）」
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（４）市内事業者の課題やニーズ

廿日市市産業構造調査に係る各種調査結果からみえる市内事業者及び観光事業者、消費者の動向実

態は、次のとおりです。

① 市内事業所・消費動向・宮島観光の実態

１）移輸入・移輸出の実態

…食品や木材等の製造業は市内の産業連関が空洞化、対事業所サービスは広島市内から調達

本市の成長産業である、食料品や木材・木製品を含む製造業は、生産額の100％近くが移輸出され、

市内需要額の100％近くを移輸入しており、市内の川上、川中、川下の産業集積がないことや産業間の

つながりが不足していることから、農林水産物や木材等の原材料やものづくりの部品等の多くを市外

から調達している点が特徴となっています。

今後は、成長産業の競争力強化に向けて、連関効果を生み出す農林水産業等の育成や強化が求めら

れます。

また、金融・保険や対事業所サービス等のサービスについて、広島市からの調達が多いことから、

今後も広島市等との連携を図り、はつかいち広域経済都市圏の形成が重要となります。

２）消費動向の実態

…最寄り品は市内での買い物＝経済循環が向上、買回り品やサービスは広島市で購入

本市の消費動向をみると、食料品や生活雑貨等の最寄り品は廿日市地域で購入しており、広島市に

近接するベッドタウンである本市の構造的な課題であった購買力の流出及び経済循環の不足について、

商業エリアの充実等により一定の是正が図られ、市内での消費活動が拡大しています。

一方で、耐久消費財や趣味品等の買回り品や文化芸術や教育等のサービスは、広島市への購買流出

が生じており、分野の特性に応じて、広島市との経済的なつながりがあります。

３）宮島観光における客層変化

…市内や広島市からの観光客の増加、近場で体験や食事、宿泊を楽しむ観光形態の普及

新型コロナウイルス感染症の影響から、地元や近隣地域の観光や体験を楽しむ、いわゆるマイクロ

ツーリズムが進む中、宮島地域においても客層等に変化が生じています。

コロナ対策の観光支援制度の活用もあって、島内宿泊事業者の8割が、廿日市市内及び広島市内か

らの利用客が増加している状況にあり、今後こうした近場を楽しむ、身近で持続可能な観光スタイル

が普及、定着することが重要と考えられます。

【調査概要】

１）廿日市市内事業所の取引実態に関する調査（令和2年3月実施）

２）廿日市市消費地調査（令和2年3月実施）

３）宮島観光関連事業所の取引実態等に関する調査（令和3年1月実施）

② 市内事業所における産業振興のニーズ

新しい生活様式の普及協力支援金給付事業に係る廿日市市内事業者への新型コロナウイルス感染症

の影響調査結果からみえる市内事業者の産業振興のニーズは、次のとおりです。

１）新型コロナウイルス感染症による業績への影響

・「大幅なマイナス影響」（業績：前年同月比20％以上減少）は全体の60％、「現在及び将来のマイナ

ス影響」でみると、94％とほぼすべての事業者に深刻な影響を及ぼしている。

・「大幅なマイナス影響」の内訳をみると、宿泊業・飲食サービス業が86.7％と最も高く、教育・学習

支援業、卸売業・小売業、製造業において影響が大きい。

⇒コロナ禍は全業種においてダメージを与え、とりわけ観光関連・食関連産業へのマイナス影響が

大きい。
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２）自然災害、感染症のリスク下での持続可能な企業活動に必要なこと

【事業面でみる…商品サービスの見直し、提供方法の改善等】

・事業面でみると、「継続的に提供できる商品やサービスの開発」が30.2％、「既存商品やサービスの

提供方法の見直し」が26.8％と上位にあり、「非接触やオンラインのサービス」のようなデジタル技術

を用いた継続的な提供手法の導入、「来店からテイクアウトや宅配への移行」のような既存の提供方法

の見直しの必要性を感じている。

・従業員規模や売上高の大きい事業所では、「業務プロセス見直し・ＩＣＴ活用」が40％以上と高く、

デジタル技術の導入による持続可能な業務プロセスや生産性の向上の必要性が高まっている。

⇒コロナ感染拡大にともない、こうした「業態変更」の支援が重要となる。

【労務面でみる…仕事の進め方、働き方や場所等】

・労務面でみると、最も高い「わからない」30.2％を除くと、「会議や事務手続きのオンライン化」が

26.8％と高く、とりわけ従業員規模や売上高の大きい事業所では50％前後と顕著になっている。

・テレワークが可能な業種においては、「在宅勤務やテレワーク等の働き方実現」が50％前後とニーズ

が高まっている。

⇒「業務のオンライン化や多様な働き方の実現」といったデジタル技術の導入に対するニーズの高

まりがうかがえる。

３）関心のある市の産業振興の取組

【全体】

・全体の5割が選択した「事業継続性の強化」への関心が最も高く、次いで「地元消費の喚起・にぎ

わい創出」、「次世代への事業承継」、「人材の発掘・誘致」、「子育てや介護との両立」が上位５項目と

なっている。

⇒新型コロナは企業経営にさまざまな影響を及ぼしており、農林業を除くすべての業種で「事業継

続性の強化」に対する関心が高くなっている。

【従業者規模別・売上高規模別】

・「事業継続性の強化」を除くと、従業者50人以上の規模では、「子育てや介護との両立」が6割、「次

世代への事業承継」が5割、また売上高5億円以上の規模では「人材の発掘・誘致」が6割、「次世代

への事業承継」と「子育てや介護との両立」が4割となっている。

⇒地域経済を牽引する企業において、人材の育成や多様な働き方に関するニーズの高まりを顕著に

示している。

【業種別】

・宿泊業・飲食サービス業や漁業での食関連産業では、「食の情報発信の強化」が50％を超えており、

地元の食と観光を組み合わせた情報発信に対する期待がうかがえる。

・農林業は、「次世代への事業承継」が40％と高く、担い手不足を示している。

⇒宿泊や飲食サービス、水産業等の食関連産業では「食の情報発信の強化」、農林業においては、

「次世代への事業承継」といったニーズを顕著に示している。

【所在地別】

・宮島地域では「近隣住民や国内客向けの観光振興」が62.3％、「地元消費の喚起・にぎわい創出」が

51.3％と高くなっており、国際的な観光地ならではの課題が浮かび上がる。

・また、佐伯・吉和地域では「地元消費の喚起・にぎわい創出」が48％と高く、人口減少が続く地域

における深刻な影響がうかがえる。

⇒宮島地域では観光客数やインバウンドの減少、佐伯・吉和地域では定住人口や来訪者の減少にと

もなう地域の消費力（購買力）の減少が懸念される。

【調査概要】

調査対象：本店、事業所の所在地が廿日市市の法人・個人 回収件数：1,912件

調査時期：令和2年8月～10月



31

（５）産業振興のテーマに関する市内事業者の動向

事業者ヒアリング調査結果から見えてくる本市産業の重点的な分野やビジョンでの課題テーマに関

する市内事業者の課題やニーズは、次のとおりです。

① 次世代づくり・多様な働き方・事業の承継

② 食料品製造業と農林水産業との連携

子どもたちの地元への愛着と誇りを育

むビジネス体験の重要性

・市経済の発展には人材の確保が重要であり、市内の子どもたちに「地元

で働きたい」という意識が芽生えるよう、小さい時からの地元での職場体験

やビジネス体験等の取組が重要と考える。

多様な人材の能力が発揮できる・働き

方の多様化に対応する、ダイバーシ

ティ経営の推進

・子育て世代の採用や定着のため、未就学児の保育料を会社が負担し

て、子育てと仕事の両立ができる就労環境の充実を図っている。

・シニアや障がい者、外国人等の多様なニーズを踏まえて、会社を選んで

働き続けてもらうため、多様な働き方や就労環境を提供しており、結果とし

て定着率が高くなっている。

・すでに外国人従業員が上回っている工場もあり、外国人向け社員寮の

建設や、市民センターでの国際交流活動への参加等に取り組んでおり、

今後は企業経営の面から多文化共生の取組が一層重要になる。

３密を回避・遠隔地勤務が可能なテレ

ワーク、観光地やアクティビティ施設

でのワーケーションといった、新しい

働き方の開発・発信

・宮浜温泉や宮島、吉和地域では、テレワークと休暇を組み合わせたワー

ケーションの導入に向けて、体験コンテンツ等と組み合わせた、新たな観

光需要の可能性を模索している。

・ワーケーションはアウトドアとの相性がよいので、アクティビティが盛んな

佐伯・吉和地域は適していると思うが、働く人の労務管理といった経営面

での課題への対応が必要と考える。

変化に対応する計画的な事業承継、

時機を逃さない世代交代による新たな

チャレンジの芽

・市内には、後継世代に事業承継を計画的に行うことができた事業所が複

数あり、その背景には、「変化の激しい時代だからこそ次世代の新しいチ

ャレンジや新事業の創出が重要、ゆえに時機を逃さず世代交代が必要」と

の経営者の意識が共通している。

生産者との連携や食料品製造業にお

ける農業生産による、地元農林水産

物の持続可能な調達の仕組み

・生産者の高齢化が進み、農業生産の担い手が不足する中、地元産の原

材料確保に向けて、今後は食料品製造業の役割が求められる。

・地元の農産物等の情報が少ないことから、定期的に情報提供があると、

食品製造業としても活用しやすくなる。

・地元農産物を必要とする民間企業が、市や JA 、地元コミュニティ等と連

携して、農業参入する流れが理想的な形態と考える。

・地元生産者と連携して、佐伯地域で生産された大豆を使った商品開発

に取り組んでおり、今後は取扱量を増やし、生産者の安定収入に貢献し

たいと考えている。

・菓子製造業者自ら、もみじまんじゅうに使用する小豆を佐伯地域で栽培

しており、引き続き栽培面積の拡大に取り組んでいきたいと考えている。

オンリーワンの農産物を活かした産地

形成や６次産業化

・自社の農場でルバーブを栽培、面積を拡大する予定である。今後は、ル

バーブを使った収穫や加工の体験事業に取り組み、観光との連携を図

り、吉和ルバーブの産地に来てもらう取組に成長させていきたい。
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③ 製造業のネット販売や海外展開

④ 食関連分野の体験観光の事業化

⑤ 観光拠点のにぎわい創出とエリア連携

⑥ 観光・ものづくりにおけるデジタル技術の活用

食料品や木製品の製造業による輸出

や越境ＥＣへの関心

・アフターコロナへの準備として、アジアの大都市富裕層向けの商品開発

やブランディングに取り組み、将来的に輸出事業に挑戦していきたい。

・今後の海外展開については、リアル店舗の進出ではなく、越境ＥＣへの

参画が有効と考えている。

・けん玉及び木工オブジェメーカーとして、パリやイタリア等の海外の一流

ブランドに向けた販路開拓に取り組んでおり、取引実績が拡大中。けん玉

発祥の地として100周年の記念の年を市民とともにお祝いしたいと考えて

いる。

巣ごもり消費の拡大にともなう、ネット

通販への参入、オンラインの活用

・コロナにともなう巣ごもり需要が高まる中、その恩恵を最も享受したのは

ネット通販であり、自社サイトでネット通販の事業化を準備中、今後はＳＮＳ

や動画配信サービス等を活用して展開していく。

・自社の商談や展示会への参加もオンライン化しつつあり、営業や販路開

拓はもとより社内業務等のデジタル化の推進が必要となっている。

市内の食関連分野の工場、店舗、農

園等において体験観光の事業化に着

手

・瀬戸内海かきの水揚げ体験を商品化したが、内容が十分伝わらず、集

客不足となり、今後は体験観光の進め方を見直す必要があると考えてい

る。

・佐伯工業団地で新工場の建設を進めており、工場見学ができることか

ら、近隣の食品工場や観光農園等との連携を図り、一般客はもとより、食に

関心のある学生向けに食の現場を巡る体験ツアーを考えてみたい。

・吉和ルバーブを使った収穫や加工の体験事業に取り組み、観光との連

携により、吉和に来てもらう取組に成長させていきたい。

宮島口でのにぎわい創出と事業者が

稼ぐ仕組みづくり

・宮島口の再開発により、マルシェやスタンプラリー等が開催できるイベン

トスペースが開設されることから、新たなにぎわいの拠点としての展開が

可能となり、今後は宮島口商店会としてこのにぎわいを活かし、事業者が

稼ぐ仕組みづくりが求められてくる。

宮島のゲートウェイである宮島口と、

市内各エリアを結ぶ連携軸の形成

・はつかいち観光協会の移転にともない、玄関口である宮島口と連携しや

すくなったことから、今後は宮島口が他地域とつなぐハブ的機能を発揮す

ることが期待されている。

・観光関連事業者において、宮島口から吉和地域までの市の本土側を、

すべて宮島口ととらえるくらいのイメージ刷新が必要なのではないか。

観光地の渋滞や人混みを回避、抑制

するため、ＡⅠやスマホ等を活用した

人流の予測や誘導

・これからの観光地においては、ＡＩや携帯端末を活用して、人の流れを

予測し、稼げる観光地づくりやあらゆる人にとって快適な観光サービスの

提供等が可能と考える。

外出自粛やステイホームが続く中、観

光地からの情報発信としてオンライン

ツアーを開催準備

・コロナ禍で観光事業が厳しい中、宮島や瀬戸内海を舞台にオンラインツ

アーの開催を検討しているが、自社単独ではノウハウ等が少なく、他社及

び支援機関等との連携を図って実現したいと考えている。

非接触サービスの導入による、安全

安心な接客や飲食サービスの提供、

販売効率の向上や省力化

・コロナ感染防止対策として、ＱＲコードによる注文を実施しており、非接

触サービスの導入や３密の回避等の点で成果を上げている。

・対人サービスが難しくなる中、既にもみじまんじゅうの自動販売機事業に

取り組んでおり、人の省力化や新たな販路開拓に成果を上げている。

ものづくり✕デジタルによる生産性の

向上に向けた挑戦

・広島県が取り組むサンドボックス事業は、デジタル技術とモノづくりを組

み合わせて、企業や地域の抱える課題解決に挑戦する実験的な取組で

あり、工場の生産性向上等で有益な機会となっている。
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⑦ 持続可能な観光地づくり・ＳＤＧｓへの対応

⑧ 異業種や企業間の連携・デジタル化によるイノベーション

⑨ 新型コロナウイルスの支援策の効果

【調査概要】

調査対象：本市産業の重点的な分野やビジョンでの課題テーマ、地域性を鑑みて抽出

対象事業所数：22者

調査時期：令和2年11～12月

宮島の食べ歩きスタイルの普及にとも

ない、観光地経営におけるゴミ問題に

対する官民連携の取組の必要性

・揚げもみじは、食べ歩きができること、３密を回避して屋外で食べられる

ことから、コロナ禍にあっても人気が衰えることはない状況だが、近年は竹

串のポイ捨てが課題となっており、島内に自社独自の竹串回収箱を設

置、こうしたゴミ対策が島内全体で重要になると考える。

・テイクアウトや食べ歩きの普及から、宮島ではプラスチックカップや紙コ

ップ等のゴミが増えており、民間事業者と行政が連携のもと、ゴミ処理の仕

組みや制度、財源（例えばネーミングライツや広告募集）等の検討が必要

ではないかと考えている。

瀬戸内海のかき養殖業における竹の

廃材処理及び活用

・カキ養殖は、漁業の生産現場であるとともに、瀬戸内海の風景であり、体

験観光のコンテンツとしても注目されているが、現在かき筏で使用する竹

の廃材処理が課題となっており、速やかな環境対策が求められている。

持続可能な地域や経済の実現に向け

た地域規模でのＳＤＧｓの普及と具体

的な取組

・ＳＤＧｓは社会経済のテーマとして、商工会議所や行政等と協力して

取り組むことが必要と考える。

・「みんなの食堂」を定期的に開催し、地域の子どもから高齢者が利用

するコミュニティの場としても好評。コロナ禍ではテイクアウト利用が増

加、事業者の食品ロスの削減にも貢献している。

異業種や企業間、地域との連携によ

る新商品・サービスの開発やデジタル

化によるイノベーションの推進

・近年、相手先ブランドの商品開発であるＯＥＭの相談が増えており、企

業間のコラボによる新商品開発は、今後一層広がるものと考える。

・宮島島内の異業種の事業者が参加する新ブランドを立ち上げ、新たな

販路開拓に取り組んでいる。

・コロナ禍の影響から、あらゆる業種において、既存商品やサービス提供

手法の見直し、業務プロセスのＩＴ化、オンラインでの商談や会議が急速

に進み、デジタルスキルの不足や通信環境の遅れ等から、今後は情報通

信技術を提供する事業者のサポートや連携が必要不可欠となる。

新型コロナウイルスの影響に関する

支援策の効果と継続的かつタイムリ

ーな実施

・市内観光関連事業者を対象にした市のコロナ支援策（宿泊キャンペー

ン、はつかいち再発見ツアー、今こそチケット等）は、市内や近隣圏域の

住民の宿泊や体験の新規需要の開拓や再評価のきっかけとなり、リピート

利用もあり、効果的な支援策となった。

・新型コロナの影響が長引きそうな中、状況に応じてこうした支援策を実施

してほしいという要望が多くあった。

・アフターコロナでは、ステイホームが習慣化していることから、今後は外

出したくなる新たな需要喚起策が必要不可欠となる。
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３ 後期期間の基本認識

（１）産業振興の可能性

前期期間に掲げる3つの視点は、本市の地域特性を踏まえた産業振興の中長期的な可能性であ

り、今後も「本市の経済的自立性・持続可能性の強化に資する」ことから後期期間も継承します。

（２）産業振興における課題設定

これまでの考察を踏まえて、本市が取り組むべき産業振興の８つの課題を設定します。

課題１ 新型コロナの感染対策と経済・観光の継続的な活動の両輪化

〇新型コロナの収束が見通せない中、外出自粛や時短営業等の感染対策を講じつつ、市内の企業や

店舗、旅館ホテル等の経済・観光の活動を継続させるべく、双方のリスクを回避しながら、両輪

のごとくバランスを取る取組が課題です。

課題２ 困難を乗り越える・未来を育む 地元の人づくり・働き方づくり・仕事づくり

〇新型コロナ等の危機を乗り越えて、強靭な地域経済をつくるため、地元の子どもたちや学生等が

地域の未来を担う人材として育つこと、個性に応じた多様な働き方を実現すること、事業の承継

及び新たな挑戦を通じて地域の仕事を創りだすこと等が課題です。

課題３ デジタル技術を活用した持続可能なビジネス・感染リスクの回避・生産性の向上

〇デジタル技術により集中・過密から分散・適疎への転換を促進させるため、ビジネス環境の多様

化を図ること、非接触やオンライン等の技術導入により、感染リスクの回避に資するサービスを

開発・提供すること、ＡＩ等の導入によりさまざまな現場の生産性の向上を図ること等が課題で

す。

課題４ 食関連産業の育成に向けた、生産者との連携強化や地元食材を活用した商品開発

〇製造業は市内総生産の規模が最も大きく、その最上位を占める食料品製造業は市経済を支える重

要な産業分野であり、宿泊や飲食、土産、体験等のサービス業を加えた食関連産業の育成に向け

て、生産現場との連携や多様な担い手の育成、地元食材を活かした商品開発、それらを推進して

いく仕組み等が課題です。

①ベッドタウンから、暮らしと多様な仕事・働き方が実現する本拠地としてのホームタウンへ

の成長・発展の可能性

②昼間人口（地元シニアや就労者、観光客等）が増加する中、市内への集客や購買力の流入を

とらえた産業振興の可能性

③市内外の地域特性、地域資源、ネットワーク等を地元企業・事業者・生産者が経営に活かす

ことで経済循環や外貨獲得が実現する可能性
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課題５ 安全・安心な観光地づくりと近隣商圏からの体験観光の推進

〇世界的観光地である宮島への誘客をはじめ、市内全域を結ぶマイクロツーリズムを促進するべ

く、デジタル技術等を活用した安全・安心な受入環境の整備や情報発信機能の強化とともに、地

域で稼ぐことができる観光関連産業の育成、持続可能な観光地の形成に向けた体制づくりが課題

です。

課題６ ネット通販や輸出等の新たな販路開拓への挑戦

〇新型コロナの流行にともない、消費者の消費行動は従来の店頭での買物が見直され、携帯端末等

を使ったネット通販が急速に普及するとともに、企業間の商談もオンラインに移行しつつあるこ

とから、市場拡大が見込まれるネット通販やＥコマースによる輸出等の新たな販路開拓の好機と

とらえ、挑戦する取組及びその支援のあり方が課題です。

課題７ 産学金官による知財連携や広域経済圏の取引拡大等による事業の再構築支援

〇新型コロナの流行による経済活動や消費行動の変化にともない、企業において業態変更や業種転

換あるいは新分野進出等が求められており、こうした現場と知財1を結ぶ産学金官の連携や広域経

済圏での取引やマッチング等の支援による、存続に向けた事業の再構築が課題です。

課題８ 環境と共生する、持続可能な社会経済の実現

〇瀬戸内海の環境保全や観光地でのゴミ対策、食品ロスの低減等に向けた取組が進む中、多様な主

体の協力や連携により、ＳＤＧｓに資する持続可能な経済活動や観光地づくりの実現が課題で

す。

1 知財 知的財産のこと。価値がある情報で情報財ともいう。
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第３章 産業振興の基本方向と施策展開

１ 本市産業の将来イメージ

本市が取り組むべき産業振興の８つの課題をもとに、本市産業の将来イメージを定めます。

この将来イメージは、本ビジョンに基づく産業振興の推進を通じて、地域の経済活動を後押しし、

事業者の生産性の向上が図られ、市内の雇用創出や所得向上に結びつくことにより、市民が暮らし

やすい持続可能な地域社会の実現をめざすものです。

ヒト（通勤者や消費者、観光客）、モノ（商品やサービス）、コト（事柄、ノウハウ）、カネ（消費

や投資）、情報（知財やネットワーク）が循環する経済都市への成長・発展をめざし、近隣の都市や

中山間地域、観光地等と連携した「はつかいち広域経済都市圏」の形成に向けて挑戦します。

なお、広域経済都市圏のエリアは、東は広島市、西は岩国市、南は瀬戸内海、北は西中国山地

（島根県）と想定します。

２ 産業振興の基本方向

将来イメージを実現するため、次の５つの基本方向に沿って産業振興を推進します。

■ 人づくり

多様な働き方の実現とともに、働く人をはじめ創業や継承する人、地元の子どもたち等に選ば

れる、「人が育つ」環境をつくります。

■ 循環させる ： 域内（市内＋都市圏）の供給と需要を循環させること

商業（卸売業・小売業）などの地域内「循環」を高め、農林水産業の生産品に付加価値を創り

出し、域内（市内＋都市圏）の供給と需要を循環させます。

■ 呼び込む ： 域外（市外）から消費を呼び込むこと

域内の観光や商業のにぎわい、暮らしに対する「外需」を増やし、域外（市外・海外）から消

費を呼び込みます。

■ 打って出る ： 域外（市外）の市場に打って出ること

市経済を牽引する主要製造業（食品、木材、機械・化学）などが成長市場に挑戦できるよう、

イノベーションを支援し、域外（市外）の市場に打って出ます。

■ 産業インフラの整備

市経済の発展を支える産業インフラ(ハード・ソフト)を整備します。

挑戦！ はつかいち広域経済都市圏の形成
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【後期期間における施策展開の構造図】

【持続可能な経済基盤である人づくり＝ヒューマン支援】

【ニューノーマル時代を切り拓くＤＸの推進】

【本市経済を牽引する ３つの成長産業】

【産業インフラの整備】

「オールはつかいち」の

産業支援

【観光関連産業】
観光まちづくりの

マーケティング／

マネジメント機能の強化

【デジタル・販路開拓・産学金官】
企業の生産性の向上や新事業の創出支援

【産業インフラの整備】

新たな都市活力の創出

【木材関連産業】
森林の育成から木の消費

までを結ぶ「木のたび

ネットワーク」の形成

【ひと・働き方・しごと】
地域経済を支える・成長させる人材の育成、確保

【食関連産業】
市内を縦断する食産業

「フードバレー

はつかいち」の創出

挑戦！はつかいち広域経済都市圏の形成

ヒト（通勤者や消費者、観光客）、モノ（商品やサービス）、コト（事柄、ノウハウ）、

カネ（消費や投資）、情報（知財やネットワーク）が循環する経済都市への成長・発展をめざし、近隣

の都市や中山間地域、観光地等と連携した「はつかいち広域経済都市圏」の形成

に向けて挑戦します。

将来イメージ

【持続可能な社会経済活動の推進】

産業振興ビジョンとＳＤＧｓとの関連付け

戦略３ 戦略２ 戦略４

戦略５

戦略６ 戦略７

戦略１
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３ 産業振興の横断的戦略

産業振興の５つの基本方向に沿い、様々な産業振興施策を融合・連携させて既存産業の競争力強

化・成長分野への挑戦を進めるため、小規模事業者から大企業まで参画することができ、多様な産

業連関の創出・強化や、外貨獲得による地域経済成長への挑戦が期待される領域を対象として「横

断的戦略」を設定します。

＜指標＞
成果指標2

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

市内総生産 3,626 億円（H30） 4,000 億円

市内事業所数 4,455 事業所（H28） 4,500 事業所

市内従業者数 43,360 人（H28） 44,000 人

市内従業者数に占める常用雇用者の割合 87.1％（H28） 88％

2 成果指標のうち市内事業所数、市内従業者数、市内従業者数に占める常用雇用者の割合は、民営事業所のみの数値。

廿日市版 DMO・DMC や地域商社の設立検討を含めた新たな産業振興体制の
構築

産業人材の育成、多様な働き方の実現、創業や事業承継、第２創業の支援
新しいプレーヤーの呼び込み

農林水産事業者・食関連事業者・観光関連事業者、知財の連携による、
新たな食の循環の創出

木のまち・はつかいちの魅力を発信する、市産材を活用する仕組み

マーケティング／マネジメント機能の強化による、住んでよし、訪れてよしの
観光振興基本計画の着実な推進

産学金官連携やデジタル技術の導入等によるイノベーションの促進
ＥＣ市場を活用した海外／国内の販路開拓の強化

新たな都市活力創出基盤の整備推進による立地誘導、市内企業の留置・市外
企業の誘致の促進

観光まちづくりのマーケティング／マネジメント機能の強化

市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出

「オールはつかいち」の産業支援

呼び込む

地域経済を支える・成長させる人材の育成、確保戦略

１人づくり

戦略

２

循環させる

森林の育成から木の消費までを結ぶ「木のたびネットワーク」の形成戦略

３

戦略

４

打って出る 企業の生産性の向上や新事業の創出支援戦略

５

新たな都市活力の創出戦略

６

産業インフラの

整備

戦略

７
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【人づくり】…多様な働き方の実現とともに、働く人をはじめ創業や継承する人、地元の子どもたち等に
選ばれる、「人が育つ」環境をつくります。

戦略１ 地域経済を支える・成長させる人材の育成、確保

＜将来像＞

市内事業者にダイバーシティ経営の考え方が浸透し、子育てや介護等をしながら働くことができる

就労環境づくりと、働きやすい・働き続けられる労働環境が創出され、多様な働き方が実現していま

す。

市内事業者に対するしごとづくり・人づくりのサポート機能が強化され、地域資源を活かした創業

や事業承継、新しい価値を生みだす事業創造が増え、地元企業が求める専門性を有する多様な産業人

材が育つ環境が整っています。

＜主な取組方向＞

【誰もが働きやすい、働き続けられる労働環境と働き方が実現している】

【創業や事業承継、新たな事業創造が進んでいる】

【地域や企業に求められる多様な産業人材が育っている】

＜関連するＳＤＧｓ＞

① 市内経済団体と連携した企業へのダイバーシティ経営の普及

② 産業経済団体、国・県の産業支援機関、金融機関、大学、ＮＰＯ等のまちづくり活動団体等

と連携した産業振興サポート体制の構築と人材育成の充実

③ 市内の子どもたちや学生、若者等が地域の未来を担う産業人材として成長できるようサポ

ート、地元企業等への就職を促進

④ 新型コロナの影響から、企業の取組が加速しているＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）の推進やビジネスにおける専門ノウハウを有する多様な人材の育成、確保
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＜前期期間における主な取組＞

＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇子どもたちの地元就職、専門的な人材の確保・誘致、円滑な就職・再就職をサポートすること

・地元の子どもたちや学生等こそ地域の未来を担う人材として位置づけ、今後は教育現場と経済界の連携のもと、

小学校から大学に至る教育課程の中で、体系的に地元企業や店舗、生産現場等を理解するためのビジネス体

験に取り組み、地元企業等への就職を促進していくことが求められています。

・経営環境の急速な変化への対応や新しい分野での事業創出等において、今後は専門的な人材や技術者等のマ

ッチングが必要となっていきます。

・コロナ禍の地域雇用への影響が懸念される中、今後はデジタル技術やビジネス知識の習得等を通じて、地元企

業等への就職支援や業種を超えた再就職のサポートに取り組むことが求められています。

〇多様な就労ニーズを踏まえた働き方の提案と職場環境の充実を促進させること

・人口減少や少子高齢化の進展から人手不足が深刻化する中で、地元企業の人材確保は慢性的な経営課題とな

■人材育成の充実

・しゃもじん創業塾の開催…主に食や観光等の地域資源

を活用した創業を支援

・中小機構の創業支援プログラム「ＴＩＰ＊Ｓ」を同機構中国

本部と市の共催で実施

・ビジネスプランコンテスト…オール廿日市でまちづくり、

女性起業、若者の3つの部門を設定

・中小企業大学校研修受講補助金…研修を受講する経費

に対し補助金を交付

■市内経済団体と連携した企業へのダイ

バーシティ経営の普及

・市内事業者を対象としたダイバーシティ

経営の導入セミナーの開催

・広島県知事や地元事業者等によるイクボ

ストークの開催

■産業経済団体、国・県の産業支援機関、金融機関、大学、ＮＰＯ等のまちづくり活動団体等と連携した産

業振興サポート体制の構築と人材育成の充実

■産学金官民等による産業サポート体制の構築

・創業支援施設しゃもじんキューブの運営…市内で起業しようとする人を支援

・廿日市市業界研究セミナーの開催…広島工業大学にて市内食料品製造企業が説明PR

・市内企業訪問ツアーの実施…安田女子大学の学生を対象に実施

・企業インターンシップの実施…安田女子大学キャリアセンターとの連携
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っており、次世代にとって、地元で働きたくなる職場環境づくりや就業体験の受入、地元企業を知る機会の提供

等が求められています。

・また、若者や女性、子育て世代、シニア、障がい者、外国人等の多様な就労ニーズに対応する働き方の提案や職

場環境の整備等に取り組むことが必要となっています。

〇地域資源・産業特性×デジタル技術による創業を支援すること

・毎年開講しているしゃもじん創業塾は、安定して受講の申し込みがあることから、今後は修了者に対するフォロー

アップの強化を図るとともに、コロナ禍において需要が高まっているデジタル分野での創業や事業創出の支援

に取り組むことが求められています。

〇コロナ禍における事業承継の対策強化を図ること

・コロナ禍の影響から景気の先行きが不安な状況にあって、事業継続が困難になり廃業を選択するケースも生じる

中、店舗や事業所、工場等の多様な事業承継のニーズを踏まえて、国県等の支援機関と連携のもと、円滑な事

業承継の実現に向けた支援が必要とされています。

＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術１）産業人材の育成、確保、誘致

・市内大学生（出身者も）や高校生と市内企業とのマッチング、就職支援

・市内及び近隣の大学生や高校生のインターンシップ

・市内小中学生の市内企業でのビジネス体験

●戦術２）多様な働き方の実現と就職支援の強化

・若者、女性、子育て世帯、シニア、障がい者、外国人等の就労ニーズの把握

・ワークシェアリングや副業等といった多様な働き方の促進

・ビジネス教育訓練の強化を通じたデジタル人材や専門技術者の育成

・業種を超えた再就職の支援

●戦術３）創業の支援

・しゃもじん創業塾やビジネスプランコンテスト等の開催

・しゃもじんキューブのあり方の見直し、機能強化

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

高校生や大学生のインターンシップ受入企業数 ※市内経済団体調べ － 10社

廿日市市に住み続けたい、または将来は廿日市市に戻ってきたい

と思っている小中学生の割合 （ふるさと学習アンケート）
83％ 85％

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる企業数 ※1、※2

（次世代育成支援法に基づく一般企業主行動計画策定状況）
98社 114社

ビジネス教育訓練や、デジタル人材育成に係るセミナー開催数 11回 15回

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

創業支援事業計画を活用した市内創業者数 ※1、※2 101人 110人
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●戦術４）事業承継、第2創業の支援

・事業承継や第２創業を促進させるセミナー開催やマッチング支援

●戦術５）商店街等のリーダー育成と多様なプレーヤーの呼び込み

・空き店舗等の活用

・持続可能なにぎわいづくりや地域課題を解決するビジネスの支援

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

産業支援機関等を活用した事業承継成立件数【累計】 0件 5件

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

産業支援機関等を活用した空き店舗等の再生件数【累計】 ※2 2件 10件
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【循環させる】…商業（卸売業・小売業）などの地域内「循環」を高め、農林水産業の生産品
に付加価値を創り出し、域内（市内＋都市圏）の供給と需要を循環させます。

戦略２ 市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出

＜将来像＞

農林水産事業者・食関連事業者・観光関連事業者が、高原の軟弱野菜から瀬戸内の水産物まで、標

高差のある本市で生産される多彩な食資源や市内・近郊に立地する大学等の知財の集積を活かし、消

費者・観光地・都市における多様な食需要に対応できる生産・流通・製造現場のイノベーション3、商

品・サービスの付加価値向上に取り組み、市内を縦断する新たな食産業のネットワーク「フードバレ

ーはつかいち」が市内・都市圏内に形成されています。

＜主な取組方向＞

【市内の食関連産業が稼いでいる】

①市内・都市圏内の取引を盛んにする流通・販路の確立

②商品・サービスの付加価値を高める地域資源活用や６次産業化4

③生産や製造の現場のイノベーションを進める農商工連携

【市内事業者及び市民が食・食関連産業に関心を持っている】

④「食育」の推進により、地産地消5や健康づくりへの理解が深まることによる地場の農林水産品

の利用拡大

⑤生産や製造の現場における産業体験事業、環境学習の推進

【市民や近隣住民、観光客が食の魅力を求めて来訪している】

⑥情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した食の循環にまつわる情報発信やマルシェ6の開催による交流

人口の増加

＜関連するＳＤＧｓ＞

3 イノベーション 単なる「技術革新」という狭義の概念ではなく、従前には存在しない新たな財やサービスを設計し、新たな価値を生

み出し、社会的に大きな変革を起こすこと。
4 ６次産業化 第1次産業と、第2次・第3次産業が一体となり、地域資源を活用した新たな価値を生み出すとともに、付加価値を高め

る取組。
5 地産地消 市産品等（市内で採れた農林水産品、市内で製造、加工された物品、市内で提供されるサービスなど）を消費し、又は利

用すること。
6 マルシェ フランス語で「市、市場」をいう。「散歩する」や「働く」といった意味もある。
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＜前期期間における主な取組＞

■図） 戦略２ 市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出

ＪＡ佐伯中央と連携した地産地消の推進

ＪＡふれあい産直市場を活かした野菜流通システム

市内生産者と沿岸部飲食店等とのマッチング

フードバレーはつかいち研究会による新商品開発

広島県西部食品加工・開発研究会との連携

もみじ饅頭業者の農業参入

水産事業者による地域資源活用事業の認定取得

中山間地域の農業生産者による６次産業化

地域特産品目の振興

酒造会社による地元産酒米の活用試行

吉和ルバーブ研究会ともみじ饅頭業者の農商工連携

中小機構中国本部との連携協定の締結、活用

農業指導員の配置や機械設備の導入支援

農業法人や認定農業者、新規就農者の支援

漁業資材の流出防止及び改良、漁場の改良試験

アサリの漁獲量の安定化、カキの品質向上

食・農マッチング支援、地産地消ネットワーク推進

広島湾北部海域連絡協議会での魚食普及、料理教室

漁業資材の流出防止及び改良、漁場の改良試験

産学連携による吉和川の鮎の生息環境の保全

ひろしまフードフェスティバル、けん玉ワールドカップでの地産地消ＰＲ

廿日市の漁協によるカキイベントの開催や出展

宮島口商店会での「みやじまぐちＳＯＣＯ２マルシェ」の開催

けん玉商店街での「はつかいちほうれん草グルメフェス」の開催
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＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇生産者と実需者の取引を盛んにすること

・中山間地域や瀬戸内海の農林水産物が集まる JAふれあい産直市は、市内で農林水産業を営む生産者と実需者

（飲食店やホテル旅館、パン・スイーツ店、食料品製造業等）の橋渡し拠点として、JA佐伯中央が集荷や店頭販

売、営業、配送等の本格的な事業構築を図るとともに、食育の場として生産者との交流促進が必要です。

〇食に係る商品やサービスの価値を高めること

・地域資源の活用、６次産業化の推進、大学の知財等を活用しながら、市内食料品製造業や農林水産業の生産者

等の商品・サービスの付加価値を高める取組、新たな価値を生み出すチャレンジを促進させることが必要です。

〇食品製造業との連携のもと、多様な担い手の育成や生産性の向上を図ること

・食料品製造業における農商工連携や生産性向上の取組は、農林水産業における多様な主体の育成やスマート

農林水産業の導入、製造プロセスの見直し等といったイノベーションの可能性をもっており、今後はJAや漁協等

の地元生産者組織との連携強化や IoT等の新たな技術の導入促進が必要となります。

〇食育の推進により地産地消や健康づくりへの理解が深まること

・これまで検討してきた（仮称）「はつかいち地産地消応援店制度」の導入等により、地元消費者や観光客が地産地

消の食を楽しめる場の拡大を図り、地元食材に対する関心や健康づくり等への理解を育む「食育」の普及が必要

とされています。

〇交流や体験、情報発信を通じて、はつかいちの食の魅力を知ってもらうこと

・生産者とふれあうことができるマルシェの開催、食の生産現場や工場等を訪問する産業観光、多様なメディアを活

かした食の情報発信等は、本市の特徴である食関連産業の魅力に出会う貴重な機会であり、今後さらに必要性

が高まっています。

〇環境との共生やＳＤＧｓへの対応により持続可能な経済活動に取り組むこと

・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進が求められる中、市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出

を通じて、多様な食の現場や食料品製造業との連携、環境保全の推進、持続可能な生活様式等に対する理解

や実践が一層求められています。

〇「フードバレーはつかいち」に対する理解と共有、実践に取り組むこと

・同戦略は、本市の経済をけん引する食料品製造業の振興はもとより、農林水産業との連携や観光での食の魅力

づくり、食育や健康づくりの推進、自然環境の保全等と幅広い分野に波及する内容であることから、戦略に対す

る理解と共有、推進体制の再構築が必要です。

＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術６）農業の多様な担い手の育成と経営力の強化

・認定農業者や新規就農者の育成

・集落法人や農作業受託組織の支援

・民間企業や半農半Xなど地域農業を支える多様な担い手の育成

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進等によるスマート農業の推進

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

ＪＡ産直市場の売上高 ※1
－ 2.2億円

（R3年度）

認定農業者数・認定新規農業者数 ※2 32 42

認定農業者の内スマート農業に取り組む者 － 10
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●戦術７）水産業の６次産業化の推進と環境の保全

・瀬戸内海の景観を活かしたかき小屋等のロケーションビジネスの展開

・水産資源を活かした新商品の開発、ブランディングの促進

・かき筏等の処理対策等による環境保全の推進

●戦術８）食の現場ツーリズムの立ち上げ

・食品工場や和菓子店、飲食店、かき養殖、果樹農園、農産加工場等の食関連事業者の現場を訪ねる、学ぶ、

食べられるツーリズムの商品化、ブランディング

●戦術９）地元農産物と観光等をつなぐ地産地消の仕組み

・宮島及び宮島口、宮浜温泉等の観光事業者や市内飲食店等での消費を促す地産地消の仕組みの検討、構築

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

漁業生産額 ※1
30億円

（H28）

30億円

漁獲物・収穫物の出荷先として「流通業者・加工業者」や「直接販売」を行って

いる経営体の割合 ※出典：漁業センサス

0.72

（H30調査）

0.78

(R5調査）

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

観光農園来客者数 5,912人 6,600人

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

地元の食材を提供するホテル旅館及び飲食店数 － 10

市内の農林水産物を購入している市民の割合 ※1 31.8％ 37％
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戦略３ 森林の育成から木の消費までを結ぶ「木のたびネットワーク」の形成

＜将来像＞

市内の多様な木材関連事業者が連携し、森林の育成から木の消費までを結ぶ「木のたびネットワ

ーク」が形成され、森を育むとともに、生産・加工・流通・販売、資源循環のイノベーションに取

り組む事業者が増え、市産材の生産・加工量の安定化や新たな木材需要の創出が図られています。

＜主な取組方向＞

【市内の木材関連産業が稼いでいる】

【市内事業者及び市民が木材関連産業に関心を持っている】

④「木のまち廿日市」を意識した森林保全、木材需要等への意識喚起

⑤木を使ったライフスタイルの提案

【持続可能な森づくりや後継者の育成に取り組んでいる】

⑥生産や製造の現場における産業体験事業、環境学習の推進

＜関連するＳＤＧｓ＞

①木材関連産業における生産・加工・流通・販売、資源循環のイノベーションの促進

②デザイン性やストーリー性など消費者の共感を得る新商品開発や販売手法による新たなビジ

ネスモデルの創出

③市産材・国産材活用の仕組みづくり（木の駅 、公共建築物、バイオマス ）
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＜前期期間における主な取組＞

＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇木のまち・はつかいちを牽引する、多様な事業者やグループを支援すること

・本市の主要製造業である木材関連製造業の振興について、個社及びグループ、業界等のニーズを踏まえて、新

商品の開発や生産性の向上等による競争力の強化、国内及び海外への販路開拓、専門人材の確保等といった

イノベーションを支援する取組が求められています。

〇木のまち・はつかいちとして、森林・林業の育成や市産材の活用、持続可能な森づくりに取り組むこと

・「木のたびネットワーク」の趣旨である、森林の育成から木の消費までを結ぶという戦略の実現に向けて、林業事

業体の育成や市産材の活用を推進するとともに、ＳＤＧｓに代表されるように持続可能な森づくりが求められていま

す。

地域産業資源活用事業計画の認定／ふるさと名物応援宣言を実施

けん玉の新商品「けん玉オブジェ」の開発、海外の販路開拓を支援

森林経営の高度化や効率化の促進

「木の駅」事業の制度設計、事業化のマニュアル

作成、公共空間等での市産材の利用促進、応援

制度の導入

デザイナーの監修による市産材を使った木製品の

試作、けん玉ワールドカップと連携した「木のまち

廿日市」のＰＲ

はつかいち木工研究会による商品開発や情報発信

宮島細工と宮島お砂焼きの技術融合による新商品開発

木工体験やけん玉づくり等による木材利用センター

の活用

伝統的工芸品である宮島細工の後継者を育成

森林ボランティア活動団体の支援による森づくり
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＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術10）木のまち・はつかいちを牽引する企業／挑戦するグループ等の集中支援

・木材関連製造業、けん玉メーカー、伝統工芸品の担い手、木工デザイングループ、アップサイクル事業者、

林業事業体等の育成、商品開発、販路開拓、情報発信、人材確保等の支援

●戦術11）産官連携による市産材活用の仕組みの構築、事業化

・市産材活用を促進する制度設計、試行、事業化

・公共空間や建築、製品等での市産材の利用促進

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

木材関連産業の製造品出荷額

（木材・木製品製造業＋家具・装備品製造業）※出典：工業統計

439億円

（H30）

450億円

（R6）

地域産業資源（木製品）について知っている市民の割合 ※1 42.8％ 50％

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

市産材支給を受けて建設した公共建築物等の数 － 5施設

地域産業資源（木製品）について知っている市民の割合 ※1 42.8％ 50％
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【呼び込む】…域内の観光や商業のにぎわい、暮らしに対する「外需」を増やし、域外（市外・
海外）から消費を呼び込みます。

戦略４ 観光まちづくりのマーケティング／マネジメント機能の強化

＜将来像＞

地域経済分析システム7の情報を活用したマーケティング等に基づき、観光消費に結びつく既存事

業の見直しや、新たな事業化・ビジネス創出が増え、観光に関するヒト・モノ・カネ・情報のマネ

ジメントのもと観光消費が拡大し、幅広い産業領域、市域全体の魅力やまちづくりが効果的に結び

ついて観光の総合産業化8が図られ、住んでよし、訪れてよしの観光まちづくりが進んでいます。

＜主な取組方向＞

【一流の観光地として宮島ブランドが持続・向上している】

①一流の国際観光拠点形成に向けた宮島ブランドの持続・向上

【中山間地域の観光関連産業が充実・稼いでいる】

②地域の魅力三点セット（交流資源、食事・食材、商品・店舗）の充実

【宮島と市内各地をつなぐ宮島口から新たなビジネスが育っている】

③宮島と市内各地をつなぐ観光結節点でのビジネス創出

＜関連するＳＤＧｓ＞

7 地域経済分析システム 産業構造や人口動態、人の流れなどに関する官民のビッグデータを集約し、可視化するシステム。内閣官

房まち・ひと・しごと創生本部事務局が、平成27年から「地域経済分析システム（RESAS：リーサス）」として提供している。
8 観光の総合産業化 観光に関する宿泊・飲食・物販・製造・運輸・情報・サービスなどの多様な産業が融合すること。
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＜前期期間における主な取組＞

■宮島や市内各所の魅力の情報

発信と送客の仕組みづくり

・体験観光ガイドブックの作成…観

光消費額の増加や着地型観光メニュ

ーの情報発信の強化

■宮島口の新たな観光結節点で

のインバウンドビジネスの創出

・地域の魅力創造事業の推進…中

山間地域の「交流資源・食・商品」を

活かした外国人向けのモニターツア

ーの実施、モデルコースづくり

■宮島口地区での市内各所と連

携したにぎわい創出

・市内の公的観光交流施設のあり方

検討…施設ごとの目的や設置経緯、

地域性等、運営状況等

宮島と市内各地をつなぐ

観光結節点でのビジネス創出

一
流
の
国
際
観
光
拠
点
形
成
に

向
け
た
宮
島
ブ
ラ
ン
ド
の
持
続
・向
上

地域の魅力三点セット（交流資源、

食事・食材、商品・店舗）の充実

■地域の交流資源の充実

・沿岸部の観光関連事業者向

けの中山間地域の観光資源を

巡る現地見学会

・中山間地域の体験観光に関

するカメラ女子向け写真ツアー

■アクティビティ／ヒストリー

／リラックス分野での事業化・

ビジネス化

・観光友好都市「モン・サン＝ミ

シェル」との提携10周年に向け

た連携強化

・世界遺産登録20周年記念事

業…原爆ドームを有する広島市

との連携

・平清盛公生誕900年記念事業

・宮島観光案内業の登録及び

研修の実施…満足度の高い観

光ガイドの養成

■地域の個性的な食事・食材

の充実

・中山間地域の「交流資源・食・

商品」を活かした外国人向けの

モニターツアーの実施、モデ

ルコースづくり

■観光支援ビジネスの

事業化

・宮島おもてなしトイレ整備事業

…観光案内や無料休憩スペー

ス等

・無料公衆無線LAN（Ｗｉ-Ｆｉ）ア

クセスポイントの整備

・包ヶ浦自然公園リニューアル

事業

■地域に根ざした商品・店舗

の充実

・中山間地域の「交流資源・食・

商品」を活かした外国人向けの

モニターツアーの実施、モデ

ルコースづくり（再掲）

■産学官連携によるサービス

工学の導入

・外国人来島者数の調査

…ビッグデータを活用

～廿日市市観光振興基本計画～
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＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇稼ぐ力を備えた観光関連産業への成長を促進させること

・本市の観光は、市内のにぎわいの創出をはじめ、宿泊や食事、農林水産物、アクティビティ、伝統文化、買物、交

流等の多様な需要を生み出す可能性を持っており、今後は総合産業としての稼げる観光に成長することが必要

とされています。

〇マーケティング／マネジメント機能を備えた観光地づくり＝観光経営を実現すること

・観光庁では、自治体の観光振興に資する「日本版観光DMO」の創設を提示しており、国際的な観光地・宮島のゲ

ートウェイである宮島口の拠点化が期待される中、横断的戦略である「観光まちづくりのマーケティング／マネジ

メント機能の強化」を図るべく、持続可能な観光地・稼ぐ力のある観光地づくりのコーディネート役となる新たな組

織が求められています。

〇デジタル技術の導入等により、観光関連産業の生産性を向上させること

・一流の国際観光拠点の形成に向けて、国内海外からの多様な観光客のニーズに対応できるよう施設や設備の充

実を図っており、今後はビッグデータ分析等による実態把握や新たな技術導入によるサービス効率の向上、おも

てなし人材の育成等に取り組んでいくことが求められています。

〇宮島口の拠点性を活かし、市内観光の周遊化や滞在性の強化を図ること

・宮島口ターミナルのリニューアルにともない、国内及び海外からの観光客に対する情報提供や2次交通、ランドオ

ペレーション等の機能強化が期待できる中、中山間地域への国内観光客や外国人旅行者の誘客促進を図り、市

内観光の回遊性や滞在性の強化が求められています。

〇近隣商圏からの誘客を図るマイクロツーリズムの普及・定着を図ること

・移動や外出等の自粛が続くコロナ禍において、都市部の3密（密閉・密集・密接）を回避し、自然豊かな中山間地

域や離島の安全安心なエリアが注目されており、今後は地域固有の食や体験、アウトドア等への需要をとらえた

マイクロツーリズムの普及・定着が必要とされています。

〇ポストコロナ期に向けたインバウンド観光の復活を図ること

・インバウンドの回復に向けた準備段階として、これまで進めてきた訪日外国人旅行者等がストレスフリーで観光で

きる受入環境整備に、引き続き戦略的に取り組むことが必要とされています。また、訪日外国人の地方部への周

遊、及びその土地ならではの体験を楽しむ”コト消費”ニーズの高まりを踏まえ、自然体験やアクティビティ等の

商品・サービスの充実が求められています。

＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術12）レスポンシブルツーリズム（※）の推進 （※）旅行者も含む責任ある観光

・宮島でのテイクアウトの拡大や食べ歩きの定着にともなうゴミ問題等への対応

●戦術13）ストレスフリーな観光地づくり

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進による新しい観光事業や移動手段の検討、展開

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

情報のわかりやすさ、入手のしやすさに満足している人の割合

（宮島） ※出典：広島県観光入込客統計調査
－ 70％

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

情報のわかりやすさ、入手のしやすさに満足している人の割合

（宮島） ※出典：広島県観光入込客統計調査
－ 70％
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●戦術14）マイクロツーリズムの普及・定着／「適疎」コンテンツの充実

・近隣圏域からの誘客と地域ファンの獲得推進

・地域資源等の魅力再発見

・地域のネットワークづくり

・密を避けることができる、中山間地域や離島ならではの「適疎」コンテンツの充実

（自然体験、アクティビティ、エコツーリズム、ワーケーション、リモートワーク 等）

●戦術15）インバウンド観光の復活・市内回遊促進

・国内在住外国人の誘客推進、インバウンド受入環境整備の充実、インバウンド対応人材の育成、市内回遊

促進施策の展開

●戦術16）「新たなにぎわい✕地元事業者」による稼ぐ仕組み

・観光交流拠点など集客施設を活かし、市民や近隣住民、観光客の人の流れをとらえたビジネスの創出

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

観光消費額 ※2 287億円 310億円

宿泊観光客数 ※1、※2 67万人 70万人

観光客一人当たり消費額（観光消費額／観光客数） ※1 3,627円 4,000円

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

観光消費額 ※2 287億円 310億円

宿泊観光客数 ※1、※2 67万人 70万人

観光客一人当たり消費額（観光消費額／観光客数） ※1 3,627円 4,000円

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

宮島口地区開催イベント参加人数 ※1 － 2.5万人

関連する拠点・施設を活かしたビジネス創出件数（累計） 4 10
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【打って出る】…市経済を牽引する主要製造業（食品、木材、機械・化学）などが成長市場に
挑戦し、域外（市外）の市場に打って出ます。

戦略５ 企業の生産性の向上や新事業の創出支援

＜将来像＞

主要製造業（食品、木材、機械・化学）を中心に、近接する国・県の産業支援機関、金融機関や

大学の知財を活用して、経営基盤の強化、生産性の向上を図る成長意欲のある企業が増え、東京圏

や海外市場へ挑戦する企業等が地域経済の成長の原動力、けん引力となっています。

＜主な取組方向＞

【市内の主要製造業等における生産性の向上、経営基盤の強化が進み、競争力が強化されている】

①市内の主要製造業等の生産性向上や経営基盤強化等による競争力の強化

【大都市圏や海外市場に挑戦し、外貨の獲得に取り組む市内企業が増えている】

②中小企業施策（事業再構築や海外展開等）等の活用による商品開発や販路開拓

【産学金官等の連携のもと、今後の成長や地域貢献が期待される市内企業が発掘されている】

③地域経済貢献期待企業、成長期待企業等を発掘する企業訪問等による情報収集・掘起し

＜関連するＳＤＧｓ＞
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＜前期期間における主な取組＞

＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇越境ＥＣやＤ２Ｃ等を活用し、ネットによる販路開拓や海外市場への展開を支援すること

・新型コロナの影響から、非接触サービスや巣ごもり等の消費需要が高まり、ネット通販市場が急速に拡大しており、

今後はＥＣ（電子商取引）やＤ２Ｃ（消費者直接取引）の事業化の支援が求められています。

・人口減少にともなう国内市場の縮小を踏まえて、海外市場への販路開拓が進みつつあり、今後は海外市場とのオ

ンライン商談や越境ＥＣ、輸出等を促進させることが必要です。

〇デジタル技術を活用して、生産性の向上に取り組むこと

・コロナ禍における本市経済の発展においては、成長産業である食関連・木材の製造業及び観光関連産業を中心

として、生産性の向上や新事業の創出が重要課題となっており、今後はデジタル化時代に対応するためのイノ

ベーションの推進や最新のデジタル技術を活用できる人材の育成等が必要となります。

〇大学の知財や金融機関のネットワークを活かした産学金官の連携に取り組むこと

・経営課題の解決や新事業の創出には、大学の研究開発等の知的財産や金融機関の有するネットワーク等との連

携が有効であり、今後は新たな販路開拓やデジタル技術の導入、イノベーション等の推進にあたり、産学金官の

連携のもとでの産業振興や企業支援に取り組むことが必要とされます。

・本市の観光は、市内のにぎわいの創出をはじめ、宿泊や食事、農林水産物、アクティビティ、伝統文化、買物、交

流等の多様な需要を生み出す可能性を持っており、今後は総合産業としての稼げる観光に成長することが必要

とされています。

地域経済成長の原動力・牽引力

地域資源活用・農商工連携の認定

企業、フードバレーはつかいち研究

会等を通じた新商品の開発、

国内・海外への市場開拓

産学金官の連携・協働による

多様な経営支援 生産性向上経営基盤強化

広島県西部食品加工・開発研究会

との連携（広島工業大学や市内事

業者等が参画）

継続的な企業訪問による現場ニー

ズの把握、庁内ワーキングによる情

報共有と施策推進、国や県、支援機

関等との連携による企業支援

産業支援

プラットフォーム

情報収集・分析

地域経済への貢献が

期待される企業等
（雇用・外貨獲得等の規模）

成長が期待される企業等

（事業拡大・新事業展開への意向）

東京圏・海外市場への挑戦
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＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術17）大学の知財や金融機関ネットワーク、デジタル技術をつなぐ場づくり

・経営課題の解決や新ビジネスの創出等を促進する産学金官連携の場づくり

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進支援

・ＩＴ人材や技術者等の知財を活用するハッカソン等の開催

●戦術18）ＥＣ市場／首都圏／海外の販路開拓支援

・ネット通販や越境ＥＣ等の事業化支援

・シティセールスの強化による首都圏や海外の販路開拓支援

●戦術10）木のまち・はつかいちを牽引する企業／挑戦するグループ等の集中支援 ※再掲

・木材関連製造業、けん玉メーカー、伝統工芸品の担い手、木工デザイングループ、アップサイクル事業者、

林業事業体等の育成、商品開発、販路開拓、情報発信、人材確保等の支援

●戦術19）ウィズ／アフターコロナの需要をとらえた事業再構築／新商品・サービスの開発支援、

事業継続力の強化

・新型コロナ対策にともなう業態変更や業種転換等の支援

・地域資源の活用や企業間のマッチングの場づくり（例：広域的な産業連関強化塾の開催）

・事業継続力の強化を図るセミナー開催、認定制度の活用

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

産業支援機関を活用した産学連携の件数 ※2 0 3

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

産業支援機関等が開催するビジネスフェアへの参加企業数※2 17社 35社

産業支援機関等を活用した首都圏、海外での見本市や商談会へ

の参加企業数 ※2
9社 20社

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

木材関連産業の製造品出荷額

（木材・木製品製造業＋家具・装備品製造業）※出典：工業統計

439億円

（H30）

450億円

（R6）

地域産業資源（木製品）について知っている市民の割合 ※1 42.8％ 50％

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

経営革新計画承認企業数【累計】 ※2 104社 150社

産業経済団体、産業支援機関等を活用したビジネスマッチング

への参加事業者数
87社 100社

事業継続力強化計画の認定を受けた市内事業者数 【累計】 6社 50社
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【産業インフラの整備】…市経済の発展を支える、成長させるための産業インフラ(ハ
ード・ソフト)を整備します。

戦略６ 新たな都市活力の創出

＜将来像＞

新たな都市機能を誘導することにより、市内企業の移転や新規立地の促進、宿泊施設の整備等が

進み、新ビジネスの創出や交流人口の増加、雇用機会の拡大等といった効果が生まれ、地域経済の

活性化や若者の定住促進等が進んでいます。

＜主な取組方向＞

【製造及び観光分野等の立地誘導により、地域雇用の創出や交流人口の増加が進んでいる】

①新たな都市活力創出基盤の整備推進

【市内企業の市外流出を回避するとともに、市外からの企業立地が進んでいる】

②市内企業の留置・市外企業の誘致

＜関連するＳＤＧｓ＞

＜前期期間における主な取組＞

・新都市活力創出拠点地区である平良地区における、新機能都市開発事業について、地権者、事業協力者及

び廿日市市の３者が連携し、各関係機関との協議調整を図りながら事業を推進

・雇用機会の確保や情報サービス産業などの新たなビジネス拠点の創出を促進するため、県と連携してオフ

ィス誘致活動を推進

＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇関係機関との協議調整、事業面積の確保に取り組むこと

・新機能都市開発事業を着実に推進するため、引き続き、各関係機関との協議調整や地権者との合意形成を図りま

す。

・産業用地に関する調査により、多くの土地需要が判明しています。

〇新型コロナの影響による企業ニーズや働き方等の変化に対応すること

・新型コロナにともない、オフィスの移転や分散化、働き方など企業の多様なニーズをとらえ、地域特性を活かした

戦略的な取組を行う必要があります。
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＜具体的な取組とＫＰＩ＞

●戦術20）市内企業の留置・市外企業の誘致 → 20）

・新都市活力創出拠点地区（平良地区）に、製造系・業務系・商業系施設を立地誘導

・土地需要への対応や企業の誘致を推進するため、新たな事業用地の確保に向け、調査・検討を実施

・オフィス誘致活動の推進（情報サービス業等）

戦略７ 「オールはつかいち」の産業支援

＜将来像＞

これまで培ってきた産業支援プラットフォームの機能とネットワークを活かし、商工会議所や

商工会、ＪＡ、ＪＦ、国・県の産業支援機関、金融機関、大学、ＮＰＯ等のまちづくり活動団体

等、地域の産学金官と連携し、市域全体を対象とした「オールはつかいち」の産業振興体制を構

築し、本市の観光や食関連等の魅力を活かした産業支援に取り組むことで、地域の稼ぐ力が強化

されています。

＜主な取組方向＞

【オールはつかいちによる産学金官の連携が進み、産業支援ネットワークが形成されている】

①オールはつかいちによる産業支援体制の構築

【観光や食関連等の魅力を活かして、地域の稼ぐ力が強化されている】

②観光地の経営や地域産品の販売といったプロデュース機能を備えた稼ぐ力の強化

＜関連するＳＤＧｓ＞

＜前期期間における主な取組＞

・産業振興ビジョンの推進にあたって、しごと共創センターの設立を通じて、継続的に市内企業を訪問、ヒ

アリングを通じてニーズ把握、専門家による経営支援や創業サポート等の伴走支援

・各種セミナーの開催や研修機会の提供

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

新機能都市開発事業地に立地が決定した企業の面積割合 － 100％
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＜後期期間に向けた課題と方向＞

〇しごと共創センターと既存支援機関との役割分担を明確にすること

・しごと共創センターの立ち上げにより、市内の商工会議所及び商工会等が担っている機能等と重なる部分があり、

今後は同センターの役割や機能共有した上で、協力・連携の仕組みを構築する必要があります。

〇現行組織を活かした全市横断的な産業支援組織を構築すること

・新型コロナ対策にともない立ち上げられた新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会の取組や成果を

踏まえて、同委員会をベースとするオールはつかいちの産業支援プラットフォームの構築が必要とされています。

〇地域全体で稼ぐ力を強化する仕組みを構築すること

・持続可能な自治体経営においては、地域の稼ぐ力の強化が重要になっており、今後は本市の特性を踏まえて、

観光政策と観光関連産業の連携強化により、稼ぐ産業への成長を促進させるＤＭＯ・ＤＭＣの設立、食関連産業

や木材関連産業等の特徴を活かして首都圏や海外市場への販路開拓等に取り組む地域商社の設立等の検討

が必要とされています。

＜具体的な取組とＫＰＩ＞ ※1 ＝第6次廿日市市総合計画の成果指標と共通項目

※2 ＝廿日市市産業振興ビジョン前期期間のKPI と共通項目

●戦術21）廿日市版ＤＭＯ・ＤＭＣ、地域商社の設立検討 → 21）

・廿日市版ＤＭＯ・ＤＭＣの設立検討：マーケティングの視点から観光戦略の企画実施に取り組み、稼ぐ観

光産業の育成、支援

・廿日市版地域商社の設立検討：特産品の開発販売、商談サポート、観光関連事業の運営、ふるさと納税商

品の開発販売等の事業化を支援

●戦術22）産業支援プラットフォーム機能の発揮 → 22）

・当面「新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会」をオールはつかいちの産業支援プラットフォームと

して位置づけ、ネットワークを活かしたビジョンの推進

・進捗状況を踏まえて、廿日市版ＤＭＯ・ＤＭＣ及び地域商社との役割分担や連携の仕組みを検討、構築

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

観光消費額 ※2 287億円 310億円

宿泊観光客数 ※1、※2 67万人 70万人

観光客一人当たり消費額（観光消費額／観光客数） ※1 3,627円 4,000円

産業支援機関等を活用した首都圏、海外での見本市や商談会へ

の参加企業数【累計】 ※2
9社 20社

産業経済団体、産業支援機関等を活用したビジネスマッチング

への参加事業者数
87社 100社

KPI

（重要業績指標）

現況値

（R1 年度）

目標値

（R7 年度）

経営革新計画承認企業数【累計】 104社 150社

産業経済団体、産業支援機関等を活用したビジネスマッチング

への参加事業者数
87社 100社

事業継続力計画の認定を受けた市内事業者数 【累計】 6社 50社
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４ キーワード別の戦術一覧

地域資源活用

にぎわい創出

観光の総合産業化

多様な働き方

都市基盤の整備

戦術１９）ウィズ／アフターコロナの需要をとらえた

事業再構築／新商品・サービスの開発支援、事業継続力の強化

戦術１１）産官連携による市産材活用の仕組みの構築、事業化

戦術 ５）商店街等のリーダー育成と多様なプレーヤーの呼び込み

戦術１６）「新たなにぎわい✕地元事業者」による稼ぐ仕組みづくり

戦術１２）レスポンシブルツーリズム（※）の推進（※）旅行者も含む責任ある観光

戦術１３）ストレスフリーな観光地づくり

戦術１４）マイクロツーリズムの普及・定着／「適疎」コンテンツの充実

戦術１５）インバウンド観光の復活・市内回遊促進

戦術 ９）地元農産物と観光等をつなぐ地産地消の仕組み

戦術 ６）農業の多様な担い手の育成と経営力の強化

戦術 ７）水産業の6次産業化の推進と環境の保全６次産業化

戦術 ８）食の現場ツーリズムの立ち上げ

戦術１８）EC市場／首都圏／海外の販路開拓支援都商・輸出

戦術１７）大学の知財や金融機関ネットワーク、デジタル技術をつなぐ場づくり

産学金官

戦術１０）木のまち・はつかいちを牽引する企業／挑戦するグループ等の集中支援

戦術 ４）事業承継、第2創業の支援

戦術 ３）創業の支援

戦術20）市内企業の留置・市外企業の誘致

戦術 ２）多様な働き方の実現と就職支援の強化

戦術 １）産業人材の育成、確保、誘致

戦術21）廿日市版のＤＭＯ・DMC、地域商社の設立検討

創業・承継

戦術22）産業支援プラットフォーム機能の発揮

推進体制の構築
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５ 各地域の現状とエリア展開

人口減少や少子高齢化等を背景に地元消費の低迷が深刻になる中で、新たな政策的投資事業を活か

した需要創出や回遊促進を図るべく、行政と市内産業経済団体との連携が一層重要となっています。

特に、商工会議所・商工会が策定する「経営発達支援計画」においては、行政との一体的な計画策定

と連携分担による実施、効果的なPDCA管理が求められています。

後期期間では、各地域の現状を踏まえて、産業経済団体と連携して戦術のエリア展開を図ります。

なお、市域全体を対象に取り組むべきテーマ・課題については、産業経済団体による各エリアの支援

プラットフォームのほか行政部局間が横断的に連携して、オールはつかいちで取り組みます。

■各地域の現状 ～地域経済の状況や見通し、商工会議所及び商工会へのヒアリングを踏まえて～

① 廿日市地域

・廿日市市の地域特性やビジネス環境の優位性から、創業塾の受講者数は毎年順調

・一方、コロナの影響から廃業が発生、創業案件も減少、今後は事業承継が課題となる見通し

・これまで活発だった商店街組織の活動が停滞気味、今後はリーダーの育成や多様な人材の呼び込

み、面的な活性化策が必要

・地産地消や物販、交流の拠点（ＪＡふれあい産直市場）の活用可能性

・行政各部局と産業経済団体によるオールはつかいちの産業支援プラットフォームの構築や活用に

対する期待

② 佐伯・吉和地域

・津田商店街の活性化に向けた組織の立ち上げ、地元事業者や移住者等の多様なプレーヤーが参

画、空き店舗への出店や創業、人材の呼び込みが進行中

・一方、地域全体としては人口減少が進み地元消費の縮小、担い手不足、事業承継が課題

・大型複合遊具の整備を機に生まれた佐伯総合スポーツ公園の賑わいを佐伯・吉和地域内の店舗や

観光施設などにつなげるため、回遊促進に向けた取組が必要

・宮島を来訪する海外からのインバウンド、国内からの観光客や教育旅行、広島広域都市圏在住の

市民等の来訪や需要を、地元事業者の集客や売上につなぐ仕組みが必要

③ 大野地域

・土地条件や利便性等から宅地開発が進み人口が増加中、それにともない創業や新たな出店が進み

商工会員は増加、但し高齢化にともない地元商店の事業承継が課題

・水産業では後継者や担い手の人材確保、外国人技能実習生の生活支援、かき筏の廃材処理の環境

保全等が課題

・今後、大野支所付近にまちの駅を整備予定、物販・飲食、創業支援機能をもつ拠点施設が誕生

・宮島口のにぎわい拠点（宮島口旅客ターミナル、観光商業施設）の活用可能性

・宮島口、宮浜温泉、まちの駅等のにぎわいを地元事業者の集客や売上へつなぐ仕組みが課題

④ 宮島地域

・新型コロナの影響から観光客が激減、アフターコロナに向けた将来的な準備が必要

・当面は近隣商圏からのマイクロツーリズムの需要増加、宮島観光の多様な魅力や体験観光を発信

・島内のサービス形態が多様化し、観光マナーや環境面の問題が顕在化

・今後は、持続可能な観光地域づくりの検討や仕組みづくりが必要

・これまで通勤者や観光客は増加傾向、一方で人口減少や過疎化が進み、地元商店等の存続も課題
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大野地域

宮島地域

廿日市地域

佐伯・吉和地域

■主な戦術のエリア展開と産業経済団体との連携

●商店街等のリーダー育成と多様なプレー

ヤーの呼び込み（戦術5）

●創業の支援（戦術3）

●産業支援プラットフォーム機能の発揮
（戦術22）

廿日市商工会議所との連携

宮島町商工会との連携

●レスポンシブルツーリズム（※）の推進
（※）旅行者も含む責任ある観光 戦術（12）

●マイクロツーリズムの普及・定着／「適

疎」コンテンツの充実（戦術14）

●食の現場ツーリズムの立ち上げ（戦術８）

大野町商工会との連携

●「新たなにぎわい×地元事業者」による

稼ぐ仕組みづくり（戦術16）

●マイクロツーリズムの普及・定着／「適

疎」コンテンツの充実（戦術14）

●水産業の６次産業化の推進と環境の保

全（戦術7）

佐伯商工会との連携

●商店街等のリーダー育成と多様なプレー

ヤーの呼び込み（戦術5）

●「新たなにぎわい×地元事業者」による

稼ぐ仕組みづくり（戦術16）

●マイクロツーリズムの普及・定着／「適

疎」コンテンツの充実（戦術14）

廿日市市水産振興協議会との連携

●水産業の６次産業化の推進と環境の保

全（戦術7）

宮島観光協会・はつかいち観光協会との連携

●ストレスフリーな観光地づくり（戦術
13）

●インバウンド観光の復活・市内周遊促進
（戦術1５）

●廿日市版DMO・DMC、地域商社の設

立検討（戦術21）

●マイクロツーリズムの普及・定着／「適

疎」コンテンツの充実（戦術14）

●地元農産物と観光等をつなぐ地産地消の

仕組み（戦術9）

●農業の多様な担い手の育成と経営力の強

化（戦術6）

佐伯中央農業協同組合との連携
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６ 新型コロナウイルス感染症の影響とビジョンとのつながり

廿日市市では、新型コロナウイルス感染症対策について、市と市内産業経済団体などで廿日市市新

型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会を立ち上げ、地域活動の回復及び持続的かつより強

靱な地域経済の再構築を行うため、必要な対策について官民を挙げて取り組んでいます。

後期期間では、新型コロナウイルス感染症の動向と市内事業者への影響を踏まえ、業績回復の支援

（売上増加や販路開拓等）とニューノーマル対応（デジタル化や生産性向上等）の２つの視点で横断

的戦略を推進し、感染症対策と社会経済活動の両立に向けて市内事業者への支援を効果的に行います。

次の通り、主な取組を整理します。

■人づくり

戦略１：地域経済を支える・成長させる人材の育成、確保

■循環させる

戦略２：市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出

戦略３：森林の育成から木の消費までを結ぶ「木のたびネットワーク」の形成

■呼び込む

戦略４：観光まちづくりのマーケティング／マネジメント機能の強化

【業績回復の支援】
・地域雇用の維持及び確保、円滑な労働移動に係る支援メニューの活用

・市内企業への就職、産業人材の育成確保、創業や承継等の支援

【ニューノーマル対応】

・地元の子どもたちの育成、市内就職の促進に資する情報発信や現場体験

・働き方の多様なニーズへの対応、デジタル人材の育成、アフターコロナ期

の需要をとらえた創業等の支援

【業績回復の支援】
・新型コロナ対策の強化や安全性の向上に資する設備投資、環境づくり

・消費需要の創出や事業継続に係る支援メニューの活用

【ニューノーマル対応】

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進や産学金官の連携によ

る生産性の向上やイノベーションの推進

・地産地消の促進や市内消費の拡大、食の体験観光、農業や水産業の担い手

育成、スマート農林水産業の推進、食品ロス削減等の推進

【業績回復の支援】
・木材関連中核企業や挑戦する木工グループ等の集中支援

・消費需要の創出や事業継続に係る支援メニューの活用

【ニューノーマル対応】 ・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進、産学金官の連携によ

る生産性の向上やイノベーションの推進、持続可能な森づくり

【業績回復の支援】
・近隣商圏からの誘客、マイクロツーリズムの開拓及び定着

・消費需要の創出や事業継続に係る支援メニューの活用

【ニューノーマル対応】

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進等によるストレスフリ

ーな観光地づくり

・３密回避に向けた適疎コンテンツの充実

・持続可能な観光地づくりに向けたゴミ問題への対応
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■打って出る

戦略５：企業の生産性の向上や新事業の創出支援

■産業インフラの整備

戦略６：新たな都市活力の創出

戦略７：「オールはつかいち」の産業支援

【業績回復の支援】
・新型コロナ対策の強化や安全性の向上に資する設備投資、環境づくり

・大都市圏や海外市場、ＥＣ市場での販路開拓

【ニューノーマル対応】

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進や産学金官の連携によ

る生産性の向上やイノベーションの推進

・社会課題の解決やアフターコロナ期に求められる新たな商品・サービスの

開発、販売

【業績回復の支援】 ・新機能都市開発事業等の推進にともなう市内企業の移転や民間投資の促進

【ニューノーマル対応】 ・新型コロナの影響によるオフィスの地方移転や分散化、ＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）の推進、働き方等の多様な変化への対応

【業績回復の支援】
・新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会による市内事業者の新型

コロナ対策の強化、事業継続、消費需要の創出等の支援

【ニューノーマル対応】
・アフターコロナ期における持続可能な／稼ぐ観光地づくり、海外やＥＣ市

場等に向けた販路開拓の仕組みづくり
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７ 後期期間のロードマップ

■人づくり

■循環させる【食産業・木材産業】

戦略１：地域経済を支える・成長させる人材の育成、確保
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術１）産業人材の育成、確保、誘致

・市内大学生（出身者も）や高校生と市内企業とのマッチング、就職支援

・市内及び近隣の大学生や高校生のインターンシップ

・市内小中学生の市内企業でのビジネス体験

●戦術２）多様な働き方の実現と就職支援の強化

・若者、女性、子育て世帯、シニア、障がい者、外国人等の就労ニーズの把握

・ワークシェアリングや副業等といった多様な働き方の促進

・ビジネス教育訓練の強化を通じたデジタル人材や専門技術者の育成

・業種を超えた再就職の支援

●戦術３）創業の支援

・しゃもじん創業塾やビジネスプランコンテスト等の開催

・しゃもじんキューブのあり方の見直し、機能強化

●戦術４）事業承継、第2創業の支援

・事業承継や第2創業を促進させるセミナー開催やマッチング支援

●戦術５）商店街等のリーダー育成と多様なプレーヤーの呼び込み

・空き店舗等の活用

・持続可能なにぎわいづくりや地域課題を解決するビジネスの支援

戦略２：市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術６）農業の多様な担い手の育成と経営力の強化

・認定農業者や新規就農者の育成

・集落法人や農作業受託組織の支援

・民間企業や半農半Xなど地域農業を支える多様な担い手の育成

・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進等によるスマート農業の推進

●戦術７）水産業の６次産業化の推進と環境の保全

・瀬戸内海の景観を活かしたかき小屋等のロケーションビジネスの展開

・水産資源を活かした新商品の開発、ブランディングの促進

・かき筏等の処理対策等による環境保全の推進

●戦術８）食の現場ツーリズムの立ち上げ

・食品工場や和菓子店、飲食店、かき養殖、果樹農園、農産加工場等の食関連

事業者の現場を訪ねる、学ぶ、食べられるツーリズムの商品化、ブランディ

ング

●戦術９）地元農産物と観光等をつなぐ地産地消の仕組み

・宮島及び宮島口、宮浜温泉等の観光事業者や市内飲食店等での消費を促す地

産地消の仕組みの検討、構築
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■呼び込む【観光産業】

戦略３：森林の育成から木の消費までを結ぶ

「木のたびネットワーク」の形成
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術10）木のまち・はつかいちを

牽引する企業／挑戦するグループ等の集中支援

・木材関連製造業、けん玉メーカー、伝統工芸品の担い手、木工デザイングル

ープ、アップサイクル事業者、林業事業体等の育成、商品開発、販路開拓、

情報発信、人材確保等の支援

●戦術11）産官連携による市産材活用の仕組みの構築、事業化

・市産材活用を促進する制度設計、試行、事業化

・公共空間や建築、製品等での市産材の利用促進

戦略４：観光まちづくりの

マーケティング／マネジメント機能の強化
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術12）レスポンシブルツーリズム（※）の推進
（※）旅行者も含む責任ある観光

・宮島でのテイクアウトの拡大や食べ歩きの定着にともなうゴミ問題等への対

応

●戦術13）ストレスフリーな観光地づくり

・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による新しい観光事業や移

動手段の検討、展開

●戦術14）マイクロツーリズムの普及・定着／「適疎」コンテンツ

の充実

・近隣圏域からの誘客と地域ファンの獲得推進

・地域資源等の魅力再発見

・地域のネットワークづくり

・密を避けることができる、中山間地域や離島ならではの「適疎」コンテンツ

の充実 （自然体験、アクティビティ、エコツーリズム、ワーケーション・

リモートワーク 等）

●戦術15）インバウンド観光の復活・市内周遊促進

・国内在住外国人の誘客推進

・インバウンド受入環境の整備

・インバウンド対応人材の育成

・インバウンド向け周遊促進策の展開

●戦術16）「 ✕新たなにぎわい 地元事業者」による稼ぐ仕組み

・観光交流拠点など集客施設を活かし、市民や近隣住民、観光客の人の流れを

とらえたビジネスの創出
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■打って出る【販路開拓・イノベーション】

■産業インフラの整備

戦略５：企業の生産性の向上や新事業の創出支援
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術17）大学の知財や金融機関ネットワーク、

デジタル技術をつなぐ場づくり

・経営課題の解決や新ビジネスの創出等を促進する産学金官連携の場づくり

・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進支援

・ＩＴ人材や技術者等の知財を活用するハッカソン等の開催

●戦術18）EC市場／首都圏／海外の販路開拓支援

・ネット通販や越境EC等の事業化の支援

・シティセールスの強化による首都圏や海外の販路開拓支援

●戦術10）木のまち・はつかいちを

※再掲 牽引する企業／挑戦するグループ等の集中支援

・木材関連製造業、けん玉メーカー、伝統工芸品の担い手、木工デザイングル

ープ、アップサイクル事業者、林業事業体等の育成、商品開発、販路開拓、

情報発信、人材確保等の支援

●戦術19）ウィズ／アフターコロナの需要をとらえた

事業再構築／新商品・サービスの開発支援、事業継続力の強化

・新型コロナ対策にともなう業態変更や業種転換等の支援

・地域資源の活用や企業間のマッチングの場づくり（例：広域的な産業連関強

化塾の開催）

・事業継続力の強化を図るセミナー開催、認定制度の活用

戦略６：新たな都市活力の創出
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術20）市内企業の留置・市外企業の誘致

・新都市活力創出拠点地区（平良地区）に、製造系・業務系・商業系施設を立

地誘導

・土地需要への対応や企業の誘致を推進するため、新たな事業用地の確保に向

け、調査・検討を実施

・オフィス誘致活動の推進（情報サービス業等）

戦略７：「オールはつかいち」の産業支援
R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

●戦術21）廿日市版DMO・DMC、地域商社の設立検討

・廿日市版DMO・DMCの設立検討：マーケティングの視点から観光戦略の企

画実施に取り組み、稼ぐ観光産業の育成、支援

・廿日市版地域商社の設立検討：特産品の開発販売、商談サポート、観光関連

事業の運営、ふるさと納税商品の開発販売等の事業化を支援

●戦術22）産業支援プラットフォーム機能の発揮

・当面、「新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会」をオールはつか

いちの産業支援プラットフォームとして位置づけ、ネットワークを活かした

ビジョンの推進

・進捗状況を踏まえて、廿日市版DMO・DMC及び地域商社との役割分担や連

携の仕組みを検討、構築
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