
� 広島版ポジティブ・エコノミー・インデックス県内経済トピックス県内経済トピックス

◇将来世代のための指標◇
　「ポジティブ・エコノミー・インデックス」と
は、ポジティブ・エコノミー財団（注）主催の国際
会議が提唱している「将来世代の利益を最優先に
考える」という基本概念を社会で現実化していく
ために考案された指標です。
　すなわち、環境問題、貧富の格差拡大など、
様々な社会課題に対して、「将来世代によりよい
環境を継承していくという長期的視野に立って、
意思決定をしていかなければ、有効な解決策を生
み出すことができない」という考え方に基づくも
のです。

（注）  ポジティブ・エコノミー財団：フランスのミッテラ
ン元大統領の特別補佐官をはじめ、歴代大統領のアド
バイザーを務めたジャック・アタリ氏が会長を務める。
ポジティブ・エコノミー・インデックスを開発し、国
際会議などを通じて啓蒙活動を実施している。

◇インデックスは5分野26指数◇
　広島県はポジティブ・エコノミー・インデック
スを全国の自治体で初めて作成しました。このイ
ンデックスは、①ポジティブな環境、②ポジティ
ブな活力、③ポジティブな包括性、④ポジティブ
な生活の質、⑤ポジティブなガバナンスの5分野、
26指数で構成され、「持続可能な開発目標
（SDGs）」とも関連しています。

◇広島県の総合的な評価◇
　このインデックスでは、広島県の現状を表す各
種データについて、過去からの変化度合や都道府
県平均と比較をしたうえで、ポジティブ・エコノ

ミー財団独自の計算方法により、スコアが算出さ
れており、例えば、都道府県平均から算出する場
合、平均値が50％となります。過去からの改善
状況によってスコアは100％を上回る場合があり
ます。
　広島県の総合的なスコアは59.8％となり、「相
対的に良いスコアである」と評価されました。分
野別では、「ポジティブな環境」が66.4％、「ポ
ジティブなガバナンス」が62.9％と高い評価を
得た一方、「ポジティブな活力」（56.9％）、「ポジ
ティブな生活の質」（53.1％）は「改善の余地があ
る」と指摘されています。また、「ポジティブな
包括性」（59.8％）についても、「都道府県平均に
近く評価できるが、将来に向けて改善の余地があ
る分野」とされています。

広島版ポジティブ・エコノミー・インデックス
　2020年11月、ひろしま平和推進ネットワーク協議会（会長：湯㟢英彦広島県知事）は、フランスのポジテ
ィブ・エコノミー財団と連携し、次世代にとってより良い未来を築くことを目指すための指標「広島版ポジテ
ィブ・エコノミー・インデックス」を発表しました。当研究所はデータの収集・分析等に携わりましたので、
今回はその概要をご紹介します。

広島県のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成
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� 広島版ポジティブ・エコノミー・インデックス

◇5分野の評価◇
■「ポジティブな環境」分野
　「ポジティブな環境」の分野では、「大気の質」
（102％）、「水質管理」（79％）、「自然環境及び生
物多様性の保護」（75％）が高いスコアとなりまし
た。
　一方、「リサイクル」（48％）の他、「再生可能エ
ネルギー」（27％）については改善の余地がある項
目となりました。

■「ポジティブな活力」分野
　「ポジティブな活力」の分野では、行政の財政
状況を示す「自己資金能力」（105％）及び「流動
指数」（71％）は良好なスコアとなりました。
　一方、「社会的連帯経済」（42％）、「ボランティ
ア」（41％）は改善の余地がある項目となった他、
「企業の創業者にとっての魅力」は25％と、創業
の活発化と支援の必要性を示す結果となりました。

「ポジティブな環境」分野のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな環境」分野のスコア算出のために使用したデータ
指数 スコア スコア算出のために使用したデータ

大気の質 102% 1年間のうち大気の汚染度合いが低いまたはとても低い日数の割合

水質管理 79%
水質（水質調査検体数のうち環境基準に適合している検体数の割合）

漏洩率（給水量から実際に利用するまでに漏水した量の割合）

自然環境及び生物多様性の保護 75% 県面積に占める緑化面積の割合

リサイクル 48% リサイクル率（一般廃棄物に対する再資源化量の割合）

再生可能エネルギー 27% エネルギー消費における再生可能エネルギーの割合

平均 66.4% -

（注）  は26指数のうち、ポジティブ・エコノミー財団により「優先的に改善できると考える」とされた指数（以下同様）。
（資料） ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな活力」分野のスコア算出のために使用したデータ
指数 スコア スコア算出のために使用したデータ

自己資金能力 105%
金融ニーズを満たすために使用できる、 発生されるすべての金融リソース（県財政の

うち税収や地方債発行収入）

流動指数 71%
通貨流動率（県財政のうち地方債償還支出と支払利息の合計額に対する現金預金等

の割合）

社会的連帯経済 42% 労働者数に占めるSSE従業員（協同組合、 共済組合などの従業員）の割合

ボランティア 41% 住民10万人あたりのボランティア数

企業の創業者にとっての魅力 25% 住民10万人あたりの創業企業数に対する倒産企業数の割合

平均 56.9% -

（資料） ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな活力」分野のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成
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■「ポジティブな包括性」分野
　「ポジティブな包括性」の分野では、「託児所の
利用」（104％）及び「若者の関与（就業）」（65％）
で高いスコアとなった一方、「社会的不平等」（46
％）、治安状況を示す「信頼及び尊敬」（45％）、
「公営住宅」（39％）は改善の余地がある項目とな
りました。
　因みに、“包括性”には「あらゆる人が孤立し
たり排除されることなく、社会の構成員として支
え合う」という意味が含まれています。

■「ポジティブな生活の質」分野
　「ポジティブな生活の質」の分野では、「デジタ
ルサービスへのアクセス」（85％）で高いスコアと
なりましたが、「地域の交通機関へのアクセス」
（52％）、「人口統計学的魅力」（52％）、「地域の
医療サービスへのアクセス」（51％）は50％近傍、
人口に対する施設数の割合を示す「文化政策及び
イニシアティブ」（42％）及び「スポーツへのアク
セス」（36％）は改善の余地がある項目となりまし
た。

「ポジティブな包括性」分野のスコア算出のために使用したデータ
指数 スコア スコア算出のために使用したデータ

託児所の利用 104% 幼児100人あたりの収容人数

若者の関与 65% 若者の失業率

社会的不平等 46% Gini係数（世帯毎の所得の分布状況に基づく所得格差の状況を表す指標）

信頼及び尊敬 45% 住民10万人あたりの110番通報件数

公営住宅 39% 住宅における公営住宅の割合

平均 59.8% -

（資料） ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな生活の質」分野のスコア算出のために使用したデータ
指数 スコア スコア算出のために使用したデータ

デジタルサービスへのアクセス 85% ブロードバンド設置世帯の割合

地域の交通機関へのアクセス 52% 公共交通機関を使用する人の割合

人口統計学的魅力 52%
住民の転入／転出率（人口における1年間の人口増減数の割合）

人口における学生の割合

地域の医療サービスへのアクセス 51% 住民10万人あたりの医者の数

文化政策及びイニシアティブ 42%

住民10万人あたりの劇場数

住民10万人あたりの博物館数

住民10万人あたりの映画館数

住民10万人あたりの図書館数

スポーツへのアクセス 36% 住民1万人あたりのスポーツ施設の数

平均 53.1% -

（資料） ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな包括性」分野のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブな生活の質」分野のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成
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広島版ポジティブ・エコノミー・インデックス� 広島版ポジティブ・エコノミー・インデックス

■「ポジティブなガバナンス」分野
　「ポジティブなガバナンス」の分野では、「社会
的責任政策の明文化」（120％）と「将来世代を代
表する団体の存在」（100％）で100％以上の高い
スコアとなった他、「県議会・県行政の代表制」
（57％）も良好なスコアとなりました。
　「地域の民主主義」（38％）、「地域規模でのパリ
協定に基づく業務計画」（0％）は低いスコアとなり
ましたが、後者は2020年度に業務計画を策定予
定で、それによりスコアは改善される見込みです。

「ポジティブなガバナンス」分野のスコア算出のために使用したデータ
指数 スコア スコア算出のために使用したデータ

社会的責任政策の明文化 120% 社会的責任政策の明文化の有無（広島県職員の行動理念の明文化の有無）

将来世代を代表する団体の存在 100% 将来世代を代表する団体の存在（広島県の労働組合におけるユース部の有無）

県議会 ・県行政の代表制 57%

議会における女性割合

県庁内における女性割合

議会における若手割合

県庁内における若手割合

地域の民主主義 38% 県議会議員選挙投票率

地域規模でのパリ協定に基づく業務計画 0% 地域規模でのパリ協定に基づく業務計画の有無

平均 62.9% -

（資料） ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

「ポジティブなガバナンス」分野のスコア

（資料）ひろしま平和推進ネットワーク協議会の資料より作成

◇広島に生まれてよかったと思える県に◇
　湯㟢知事は、ポジティブ・エコノミー財団主催
の国際会議で、次のように述べています。

◇おわりに◇
　今回、客観的データに基づく次世代のための指
標をつくったことは全国から見ても画期的な取組
みと言えます。今後、広島県は今回把握した強み
や弱みの改善に取り組む方針で、次世代が幸せに
暮らせる基盤を、全国に先駆けて創り上げていく
ことが期待されます。
� （久木田　浩紀）

湯㟢知事あいさつ（抜粋）

　ビジネスや経済の面から、地球環境をはじ
めとする様々な社会課題を解決する取り組み
が必要な時が来ており、このことがSDGsの
達成や平和の構築にも繋がっていくのではな
いかと考えています。その一環として、次世
代の利益を見据えた広島版ポジティブ・エコ
ノミー・インデックスを作成しました。
　この結果、ポジティブ・エコノミー財団か
ら、広島県が積極的に取り組んできた子育て
支援などでは高い評価をいただいた一方で、
スポーツに関する指数については、さらなる
改善の余地があることが判明しました。こう
いった客観的な指数を基に、県としての強み
や弱みを把握・改善して、県民が広島に生ま
れ、育ち、住み、働いて良かったと思える県
を実現して参ります。

湯㟢知事

（資料） 広島県

ひろしま平和推進ネットワーク協議会が公表している
今回の調査内容は以下をご覧ください。
ひろしま平和推進ネットワーク協議会
https://hiroshimaforpeace.com/hiroshima-positive-economy-index/
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