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広島県の行政施策の推進につきましては，かねてより格別の御高配をいただき，厚くお礼を
申し上げます。

県では，本年６月に発生した豪雨災害及び平成２６年８月に発生した土砂災害などを踏まえ，
国・市町と連携を図りながら，被災地の一日も早い復旧・復興に取り組むとともに，ハード・ソフト
両面からの防災・減災対策を着実に進めるため，「災害死ゼロ」を目指して，「広島県『みんなで
減災』県民総ぐるみ運動」などを強力に展開してまいります。

今年度から本格的な「事業展開」の段階に入る地方創生については，本県におきましても，人
口減少問題を克服し，成長力を確保するため，「広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づ
き，仕事も暮らしも，どちらもあきらめない「欲張りなライフスタイルの実現」を目指して，産業競
争力の強化や働き方改革などの取組を着実に進めることとしております。

国におかれましては，「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１６」において，地方創生を「一億総
活躍社会」を実現する上で最も緊急度の高い取組の一つと位置づけ，国及び地方において官
民の総力を挙げて取り組むとされていることから，日本全体の構造的課題である東京一極集中
の是正や地方分権改革はもとより関連施策を強力に推し進めていただく必要があります。

こうしたことを踏まえ，平成２９年度当初予算の編成に向け，国の御支援，御協力が不可欠な
事項について提案をいたしますので，予算編成及び施策の決定に当たり，格別の御理解・御配
慮を賜りますようお願い申し上げます。

平成２８年１１月

広 島 県 知 事

広島県議会議長

湯 﨑 英 彦

宇 田 伸
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１ 災害から命を守るための行動を促す取組の加速化

・ ウェブサイトや報道機関と連携した情報発信・普及啓発の強化
・ 防災訓練・防災教室の推進などにより，あらゆる手段・機会を通じて，
適切な避難行動などを促す取組の加速

２ 産業界への働きかけ

・ 企業・団体の従業員においては，避難場所・避難経路等の確認や,
非常持出品の準備などの取組が進むよう，産業界全体に対し強力に働き
かけること。
・ また，「防災推進国民会議」に属する団体・機関や国の職員において，
こうした取組を率先的に進めること。

３ 自助・共助の取組への支援

地方が行う防災知識の普及啓発及び自主防災組織の活性化等に係る
取組について，十分な財政措置を行うこと。

【提案先省庁：内閣府，総務省】

国への提案事項

１ 災害に強いまちづくりの推進
（１） 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実
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１ 災害に強いまちづくりの推進
（１） 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実

● 平成27年４月 広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動をスタート

・県民，自主防災組織，事業者及び行政等が一体となって，「災害死ゼロ」を目指す

● メディアを通じた定期的な広報や，推進大使による普及啓発活動を実施

・「みんなで減災」推進大使には，各放送局の気象予報士等を委嘱

● 本年度から企業等を個別に訪問し，従業員への防災教育の実施を要請

現状／広島県の取組

【「みんなで減災」推進大使による普及啓発活動】【知事による企業訪問】
（写真は，マツダ(株)の小飼社長訪問時のもの）
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● 国民一人一人が，災害から命を

守るための適切な行動をとるため
には，防災に関する情報が確実に
行き届き，具体的な行動に反映さ

れる必要がある。

（広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動の成果指標）

● 今年８月に，「第１回防災推進国民

大会」を開催するなど，国民の防災に

関する意識向上のための取組を推進

課 題現状／国の取組状況

項 目 H27 H32（目標）

災害の種類に応じた避難場
所・避難経路の確認した人
の割合

27.0％ 60.0％

県，市町の防災情報メール
を登録している人の割合

10.4％ 40.0％

防災教室・防災訓練へ参加
した人の割合

30.7％ 60.0％

非常持出品を用意している
人の割合

51.5％ 60.0％

【第1回防災推進国民大会（H28.8.27）】
（内閣府ホームページより引用）

平成29年度概算要求等の状況

◆実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進（内閣府）

Ｈ29概算要求：138百万円（対前年度比110％）

◆自主防災組織等のリーダー育成・連携促進支援事業（総務省）

Ｈ29概算要求：50百万円（皆増）

１ 災害に強いまちづくりの推進
（１） 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実
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【提案先省庁：国土交通省】

国への提案事項

未指定の土砂災害危険箇所などにおいて，

早期に土砂災害警戒区域等の指定を目指し，

平成３０年度末までに基礎調査を完了させるため，

基礎調査に係る交付金の所要額を確保 するとともに，

地方の実情に即した配分 とするなど，

財政的支援に配慮すること

１ 災害に強いまちづくりの推進
（２） 土砂災害警戒区域等の指定の加速化支援

課 題

① 本県には，全国一多い土砂災害危険箇所があることから，まだまだ多くの
未指定箇所が存在している。

② ８．２０土砂災害を踏まえ，県内全域の速やかな区域指定による危険性
の周知と警戒避難体制の構築等が求められている。
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基礎調査・区域指定進捗計画（小学校区単位）

１ 災害に強いまちづくりの推進
（２） 土砂災害警戒区域等の指定の加速化支援

目 標

全県の土砂災害危険箇所を有する
小学校区 総数450校区について

・基礎調査を
平成３０年度末まで ，

・区域指定を
平成３１年度末まで に完了

（小学校区数）

（年度）

加 速

調査完了 指定完了

現状／広島県の取組

【説明会実施状況】

【土砂災害警戒区域等の指定状況】

8.20土砂災害の教訓を踏まえ，全県の区域指
定を平成31年度までに完了させる目標を達成す
るため「基礎調査実施計画」を策定し，調査の効
率化や地元説明会の迅速化などの対策を講じた
上で，計画に沿って進捗するよう全力で取り組ん
でいる。

（平成28年8月末時点）

うち土砂災害特別警戒区域

区 域 指 定 完 了 16,617箇所 14,892箇所

土砂災害警戒区域

平成29年度概算要求等の状況

◆治水事業（全国枠）
H28当初予算：7,566億円 H28補正予算：941億円
H29概算要求：8,754億円（対前年度比116％）

◆防災・安全交付金（全国枠）
H28当初予算：11,002億円 H28補正予算：2,554億円
H29概算要求：12,927億円（対前年度比117％）
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国への提案事項

【平成２８年６月豪雨による福山市の被災状況】

死者：７７名
（災害関連死３名含む）
※H28.9.14時点

全壊家屋：133棟

半壊家屋：122棟

土石流：107渓流

がけ崩れ：59箇所

【平成２６年８月２０日豪雨の被災状況】

瀬戸川下流域の

主な浸水被害

浸水面積：78.3ha

床上浸水：14戸

床下浸水：47戸

１ あらゆる災害の未然防止及び発災後の迅速な対応のため，
公共事業予算枠の増額や補助率の拡充等，財政的支援に配慮すること

【平成２８年６月豪雨災害】

‣ 各種ハード・ソフト対策等を確実に推進するための財源の確保

【平成２６年８月２０日豪雨災害】

‣ 特定緊急砂防事業等の着実な進捗，直轄事業の早期整備

２ とりわけ，近年に発生した災害の被災地の早期復旧・再度災害
防止の推進については，格段に配慮すること

３ 地方の要望を十分反映し，地方の実情に即した配分とすること

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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国への提案事項

② 土砂災害防止施設等の整備推進

砂防，急傾斜地崩壊対策
［国直轄］広島西部山系直轄砂防事業
［県事業］砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業，地すべり対策事業

治山 ［県事業］復旧治山事業，予防治山事業

① 河川改修等による治水対策の推進

河川
河川改修 ［国直轄］太田川，江の川，芦田川等／［県事業］手城川，堺川，瀬戸川等

地震・高潮対策 ［県事業］京橋・猿猴川，沼田川

ため池 ため池改修 ［県事業］大沢田池等

③ 高潮・津波対策等による治水対策，港湾における耐震強化岸壁及び防災拠点の整備の推進

海岸
高潮対策

広島港海岸等（［国直轄］中央西，中央東／［県事業］坂，廿日市南地区等）
［県事業］地御前漁港海岸等（地御前地区），大野海岸等（大国蛭ヶ崎地区），倉橋海岸（脇田地区）等

耐震(減災)対策 ［国直轄］広島港海岸（中央西，中央東地区）／［県事業］尾道糸崎港海岸（機織地区）

港湾
耐震強化岸壁 ［国直轄］広島港宇品地区

防災拠点 ［県事業］尾道糸崎港 松浜地区

④ 緊急輸送道路の整備，橋梁の耐震補強等の整備推進

緊急輸送道路

（国）３１３号 神辺バイパス：道路改良，（主）呉平谷線：道路改良
（国）１８６号 翠橋：橋梁耐震補強，（国）４８７号 早瀬大橋：橋梁耐震補強
（国）１８２号（福山市百谷）：法面対策，（国）１９１号（安芸太田町坪野）：法面対策
（臨）廿日市草津線：臨港道路整備（４車線化）等

【提案先省庁：内閣府，総務省，財務省，国土交通省，農林水産省】

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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現状／平成２８年６月豪雨の対応状況

×

破堤箇所

平成28年6月22日夜から23日朝にかけて，梅雨前線を伴った
低気圧により，特に福山市では時間降水量が6月として1位を記録
するなど，広島県南部では激しい雨が断続的に降った。
これにより，猪之子川の堤防が破堤するなどし，家屋浸水被害

が発生した。また，ため池が決壊するなど，農地・農業用施設も
大きな被害を受けた。

浸水被害状況（猪之子川）

破堤状況（猪之子川）

仮復旧状況（猪之子川）

浸水被害状況（中国地方整備局撮影）

中国地方整備局排水ポンプ車中国地方整備局排水ポンプ車

広島県は，
23日から破堤箇所の
仮復旧工事に着手し，
翌24日朝までに復旧
を終えた。

浸水エリアでは，中国地方整備局の排水ポンプ車3台，

照明車2台が出動し排水活動を実施。

① 河川改修等による治水対策の推進

浸水被害状況（福川）

ため池決壊状況（古屋ヶ谷池）ため池決壊状況（古屋ヶ谷池）

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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浸水被害状況（中国地方整備局撮影）

この度の瀬戸川流域の浸水被害（福川，猪之子川）について，学識者・国・県・市の関係者から
構成する検討会を設置し，被災要因や今後の対応について検討を行い，各対策の役割分担及
びスケジュールを定め，再度災害の防止を図ることとしている。

今後の主な対策

項 目 内 容

ハード
対策

河床掘削を先行実施
【短期】

再度災害防止のため瀬戸川河床掘削を先行実施

水位計の設置
【短期】

福川に水位計を設置し，避難及び排水機場の
操作に係る水位情報を提供

河道の整備
【中長期】

瀬戸川河道改修を推進

堤防の質的整備
【中長期】

猪之子川，瀬戸川の堤防の質的整備（強化）を
実施

排水機場の整備
【中長期】

福川の施設整備を実施

ソフト

対策

防災情報の提供
【短期】

浸水実績，浸水想定区域図，河川水位情報等に
関する防災情報の提供を強化

地域との連携
【短期】

自主防災組織の活動支援，防災マップの作成
支援，避難マニュアルの作成支援

重点監視区間の指定
【短期】

浸透や侵食により破堤の危険性がある区間に

ついては，重点的な監視を実施

維持管理
【短期・中長期】

各施設の適切な点検を実施するとともに，浚渫等
必要な対策を実施

交付金事業

課 題

① 河川改修等による治水対策の推進

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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① 被災地の早期復旧・再度災害防止に

向けた着実な工事の実施が必要

② 被災地以外における土砂災害防止の

ための砂防事業等の推進が必要

【復旧状況(土石流)】

H27.11完成

【復旧状況(がけ崩れ)】

H27.9完成

（災関緊急）
堰堤工

（特定緊急）
堰堤工

（特定緊急）
堰堤工

【特定緊急砂防事業等の推進】

課 題現状／８．２０土砂災害 復旧状況

８.２０被災地における一日も早い復旧・
復興に向け，防災施設整備を国や広島市と
連携を図りながら計画的に進めている。

「8.20土砂災害 砂防・治山に関する施設整備計画」 対象箇所

区分 主 体 合 計 整 備 中 H28.8末完了

砂防

国土交通省 30 箇所 6 箇所 24 箇所

広 島 県 21 箇所 9 箇所 12 箇所

合 計 51 箇所 15 箇所 36 箇所

土砂氾濫区域

② 土砂災害防止施設等の整備推進

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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現 状

課 題

○過去に浸水実績のある海岸の高潮災害に対する安全性の早期向上
○背後地がゼロメートル地帯である市街地等の緊急性の高い地域において，最大クラスの地震への対応

中央西地区

中央東地区

尾道糸崎港海岸
機織地区

安全性の

向上
堤防の耐震対策例

○平成16年の台風16号・台風18号による大規模な高潮災害が発生。
○発生が危惧されている南海トラフ巨大地震等に伴う対策を進める必要がある。

広島港海岸 （直轄事業）

堤防等の耐震対策

【凡例】
想定浸水地域
事業区間
調整中

鋼矢板 鋼矢板

堤防を補強（液状化を抑制）

③ 高潮・津波対策等による治水対策，港湾における耐震強化岸壁
及び防災拠点の整備の推進

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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（国）182号 道路法面崩壊（福山市）

１．法面防災対策の実施

２．道路改良による機能強化

○リダンダンシーの確保

○規制区間の解消

○落石，土砂崩れ等へのリスク回避

全面通行止

発災後の迅速な救急活動や円滑な復旧活動を支えるため，

緊急輸送道路の機能強化の更なる加速が必要

○県内各地で豪雨による法面崩壊や落石が頻発

○通行止め等により社会経済活動に多大な影響

平成28年６月梅雨前線豪雨により，夜間 約６時間にわたって

呉市中心部への交通が寸断

（一）焼山吉浦線で路肩崩壊（呉市焼山町）

（国）375号で斜面崩落・倒木（呉市広石内）

災害の状況

豪雨による土砂災害等で通行止めが相次ぎ，

焼山地区（人口約３４，０００人）からの交通が

一時的に寸断

全面通行止

（主）呉平谷線

過去の道路法面崩壊（呉市）

（国）186号 落石（廿日市市）

（主）三原東城線

道路法面崩壊

（三原市）

（国）191号 道路法面崩壊（安芸太田町）

社会経済活動に
多大な影響

緊急輸送道路の機能強化

○計画的な道路法面の点検結果に基づく，落石等の対策を実施

[事例]

社会経済活動に
多大な影響

現 状 課 題

④－１ 緊急輸送道路の整備推進

（国）375号

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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大規模地震発生時に早期に機能を回復し，
物資の輸送・救命活動が行えるよう，

社会経済活動や第三者被害が懸念される

橋梁などへの対策の加速が必要

○現行の耐震性能を満たしていない橋梁について，これ
までに地震による損傷が致命的とならない対策を実施

○今後予想される大規模地震直後，橋梁の損傷により，

被災地への物資輸送・救命活動に支障を及ぼす事を懸念

既に明らかとなっている断層等の位置図

（国）４８６号 早瀬大橋（呉市～江田島市） （国）１８６号 翠橋（大竹市）

耐震性能の向上が急がれる橋梁の例

（国）１８４号 新栗原橋（尾道市） （主）広島空港線 入野陸橋（東広島市）

渡海橋

広域的な災害支援に資する路線

13,030台/日の
道路利用者の
生活に影響

跨道橋

跨線橋

県内被害として
想定される震度分布
（安芸灘～伊予灘～豊後水道）

島民（江田島市）
約24,000人の
生活に影響

JR（山陽本線）
166便/日の
利用者に影響

12,653台/日の
道路利用者の
生活に影響

現 状 課 題

④－２ 橋梁の耐震補強等の整備推進

出典：広島県地震被害調査報告書（Ｈ25.10）

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進
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本県では，平成26年8月の大規模土砂災害を
受け，平成27年度に改定した総合計画
「ひろしま未来チャレンジビジョン」等においても，
災害時の被害を最小限にするための県土の
構築に強力に取り組むこととしている。

現 状

【各施設の整備状況】

近年の国の公共事業予算の削減により，真に
必要とする防災上重要な社会資本整備を着実

に実施することが厳しい状況が続いている。

課 題

施 設 項 目 実 績 (H28.3) 成果目標（H32)

河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 60.3％ 63.0％

海岸 高潮（津波）防護達成人口率 61.0％ 64.4％

道路

緊急輸送道路の橋梁耐震化率
（地震により落橋・倒壊が発生しないレベル以上の対策）

79.6％ 83.0％

法面災害防除対策箇所数
（平成25年度及び平成27年度の点検により対策が必要とされた550箇所）

14箇所 230箇所

砂防 土砂災害から保全される家屋数 約 103,600 戸 約 105,700 戸

治山 山地災害危険区域の整備率 33.3％ 33.8％

１ 災害に強いまちづくりの推進
（３） 防災・減災に資する社会資本整備の推進⑤ その他，平成29年度概算要求等の状況

平成29年度概算要求等の状況

◆治水事業（全国枠）
Ｈ29概算要求： 8,754億円（対前年度比116％）

◆海岸事業（全国枠）
Ｈ29概算要求： 275億円（対前年度比116％）

◆道路整備費計（全国枠）
Ｈ29概算要求：15,810億円（対前年度比116％）

◆社会資本整備総合交付金（全国枠）
Ｈ29概算要求：10,549億円（対前年度比117％）

◆防災・安全交付金（全国枠）
Ｈ29概算要求：12,927億円（対前年度比117％）

◆治山事業（全国枠）
Ｈ29概算要求： 717億円（対前年度比120％）

◆農業農村整備事業（全国枠）
Ｈ29概算要求： 3,555億円（対前年度比120％）
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【提案先省庁：財務省，国土交通省】

国への提案事項

社会資本の適正な維持管理を戦略的に進めるため，

維持管理に関する国庫補助対象を大幅に拡大すること

定期点検，修繕計画に基づく修繕工事について，

公共土木施設全般へ適用を拡大すること

県民の貴重な財産である社会資本を次世代に確実に引き継ぐため，
既存施設の維持管理を適切かつ確実に進めて行く必要がある。

１ 災害に強いまちづくりの推進
（４）社会資本の適正な維持管理の推進・強化
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① 今後，多くの既存インフラの老朽化が懸念されている。
② 災害時に防災施設や緊急輸送道路など，既存インフラの機能を十分に発揮させる
ためには，計画的かつ戦略的な維持管理が必要である。

③ しかしながら，維持管理費の増大が見込まれる中，近年の国の公共事業予算の削減
により，これらを着実に実施することが厳しい状況となっている。

≪主要な26種類の施設で６０年間の修繕費総額を試算≫

（更新費は含まない）

部材の腐食部材の腐食

覆工コンクリートの剥落覆工コンクリートの剥落

＜トンネル＞

＜橋梁＞

≪建設後50年以上経過する施設の割合≫

課 題

１ 災害に強いまちづくりの推進
（４）社会資本の適正な維持管理の推進・強化

現状／広島県の取組 平成29年度概算要求等の状況

◆社会資本整備総合交付金（全国枠）
H28当初予算： 8,983億円
Ｈ28補正予算：1,573億
Ｈ29概算要求：10,549億円（対前年度比117％）

◆防災・安全交付金（全国枠）
H28当初予算：11,002億円
Ｈ28補正予算案：2,554億円
Ｈ29概算要求：12,927億円（対前年度比117％）

① 今後の取組方針を取りまとめた「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」策定

② 計画的な維持管理を進めるため，施設分類毎に「修繕方針」を策定

③ コスト縮減を推進していく方策の１つとして「広島県長寿命化技術活用制度」創設

④ 施設管理者の違いによらず，地域の施設を適切に維持管理するため，

県・市町等で構成する「広島県公共土木施設等老朽化対策連絡会議」を設置
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１ 緊急防災・減災事業債の制度延長・拡充
災害対策拠点となる施設等の耐震化を着実に推進していくことができるよう，

緊急防災・減災事業債について，

・ 平成29年度以降も制度を延長するとともに

・ 補助事業に係る地方負担額も対象とするなど

制度の拡充を図ること。

２ 民間建築物等の耐震化
不特定多数の者等が利用する大規模建築物などについて，

・ 耐震改修促進法に基づく耐震改修に係る補助率の嵩上げ

・ 地方財政措置（特別交付税の措置率の嵩上げ等）の拡充

を図ること。

国への提案事項

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進
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３ 私立学校，保育所，社会福祉施設等の耐震化

これらの施設においても，同様に耐震化を促進するための措置を講ずること。

（具体例）

• 私立幼稚園における耐震化補助について，予算不足による不採択が生じないよう
確実に予算を措置すること。

• 幼稚園以外の私立学校に対する耐震改築工事への補助について，平成２９年度
以降も予算を確保すること。また，補助単価を引き上げること。

• 公立保育所や特別養護老人ホーム等について，耐震化を促進できるよう地方財
政措置の充実を図ること。

４ 国民への啓発強化

耐震化に対する国民の行動を促すため，国においても啓発強化を図ること。

国への提案事項

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進

【提案先省庁：総務省，財務省，文部科学省，厚生労働省，国土交通省】
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広島県では，平成２９年度以降も，「広島県耐震改修促進計画（第２期計画）」に基づき，小中学校や
災害対策拠点（県庁舎等）等の建築物について，着実に耐震化を進めていくこととしている。

多数の者が
利用する
建築物等

(１） 市町の補助制度の継続，創設の促進

(２） 公共建築物の計画的な耐震化

(３） 所有者への意識啓発

大規模
建築物※１

(４） 耐震化状況の公表による促進

(５） 民間建築物の耐震化促進
県及び市町の協調補助による耐震改修の補助制度創設

避難路
沿道建築物
（広域緊急
輸送道路）

(６）耐震診断義務付け
広域の緊急輸送道路を指定し耐震診断義務付け

(７）民間建築物の耐震化促進
① 県による耐震診断の補助制度を創設

② 県及び市町の協調補助による耐震改修の補助制度を創設

防災拠点
建築物※３

(８）耐震化状況の公表による促進

【県立学校と警察署の耐震化状況 】

64.2%

75.5%
89.7%

98.8%
100.0%

33.3%

33.3%
35.7% 35.7%

71.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H23 H24 H25 H26 H27

県立学校

警察署

県内の建築物の耐震化は遅れている
が，県立学校や警察署等の耐震化は，
平成28年度末までに概ね完了見込み。

【防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況】

現状／広島県の耐震化状況 広島県耐震改修促進計画に基づく取組

H22 H23 H24 H25 H26
広島県 58.2% 60.4% 64.6% 68.7% 73.4%
全国 75.7% 79.3% 82.6% 85.4% 88.3%

50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%
全国

広島県

※１ 不特定多数の者が利用する建築物（病院，店舗等）及び避難弱者が利用する建築物（学校，老人ﾎー ﾑ等）のうち一定規模以上のもの

※２ 耐震改修促進法，又は，広島県耐震改修促進計画により，所有者に対し耐震診断の実施を義務づけたもの

※３ 耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定により，広島県耐震改修促進計画で指定した建築物であり，消防庁調査の防災拠点となる
公共施設等とは異なる。

平成29年度概算要求等の状況

◆防災・安全交付金（国土交通省・全国枠）
Ｈ２８補正：2,554億 Ｈ２９概算：12,927億（対前年度比117％）

◆緊急防災・減災事業債（総務省）
予算編成過程で必要な検討を行う。（H28：5,000億と同額を想定）

耐震改修：Ｈ42までに100％
（該当棟数：約2,700）

目指す姿／目標

耐震診断※2：Ｈ27.12月までに100％
耐震改修 ：Ｈ32までに100％
（該当棟数：約300）

耐震診断※2：Ｈ32までに100％
耐震改修 ：Ｈ37までに100％
（該当棟数：約200）

耐震診断※2：Ｈ29までに100％
（該当棟数：948）

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進
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課 題

■ 平成29年度以降も，小中学校や災害対策拠点（県庁舎等）について，着実に
耐震化対策を推進していく必要がある。

■ 緊急防災・減災事業債については，平成28年度までの制度措置。

■ 早急な耐震化が求められているが，所有者や地方公共団体等の負担が大きい。
・ 不特定多数の者等が利用する大規模建築物
・ 地震被災時に避難所や応急対策拠点となり得る防災上重要な建築物
・ 保育所や特別養護老人ホームなどの社会福祉施設 等

■ 耐震化に係る所有者の意識向上も必要。

6,168

4,624 4,560
5,245

6,216

0

1,500

3,000

4,500

6,000

H28予算 H29（見込み） H30（見込み） H31（見込み） H32（見込み）

その他

警察本部，警察署等

小・中学校，幼稚園等

県庁舎等

広島県における今後５年間の公共施設等の耐震化対策に係る経費

百万円

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進
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課 題現状／私立学校施設の耐震化状況

学校法人の資金不足が，私立学校施設の耐震
化が進まない主な要因

幼稚園における国庫補助採択率が低い。

平成２９年度概算要求に盛り込まれた，私立学
校施設の耐震化促進の予算増及び幼稚園以外
の私立学校に対する耐震改築工事に係る補助
制度の延長について，確実な措置が必要。

【幼稚園耐震化国庫補助の採択状況】

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

申 請 9 11 12 5

採 択 3 8 6 1

採択率 33.3％ 72.7％ 50.0％ 20.0％

（棟）

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

広島県耐震化率 64.7％ 67.8％ 71.3％

幼稚園 60.5％ 64.1％ 67.4％

小中高 69.0％ 71.5％ 75.4％

広島県順位 ４２位 ４３位 ４５位

全国平均 77.8％ 80.6％ 83.5％

特に，私立学校の耐震化率は全国平均を大きく下回っており，特に幼稚園の耐震化率が低い。

平成29年度文部科学省概算要求等の状況

【私立幼稚園】
H28当初予算：5億円 Ｈ28補正予算：30億円
Ｈ29概算要求：15億円（対前年度比300％）

【幼稚園以外の私立学校】
H28当初予算：45億円 Ｈ28補正予算案：271億円
Ｈ29概算要求：225億円（対前年度比５00％）

耐震改築工事に係る補助制度（現行H28まで）の延長

【私立小中高の耐震改築工事の見込み（H29以降）】

• 県内の７法人が26棟の耐震改築工事を予定

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進
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建築物の区分

耐震化の状況

補助制度 課題等対象
棟数

耐震改修

未実施

多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物

大規模建築物
※１

約３００ 精査中
国１１．５～３３．３％
地方１１．５％～

○事業者の負担が大きい
⇒補助率の嵩上げが必要

○地方の財政負担が大きい。
⇒地方財政への措置の拡
充（特別交付税の措置
率１／２の嵩上げ）

○耐震化への意識不足
⇒地方に加え国において
も啓発強化

◆防災・安全交付金（全国枠）
H28補正： 2,554億円
H29概算：12,927億円
（対前年度比117％）

広域緊急輸送道
路沿線建築物

約２００ 調査中
国１／３～２／５
地方１／３～

防災拠点建築物
※２

９４８ １８１
国１／３～２／５
地方１／３～

参考① 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関するもの

※１ 不特定多数の者が利用する建築物（病院，店舗等）及び避難弱者が利用する建築物（学校，老人ﾎｰﾑ等）
のうち一定規模以上のもの

※２ 耐震改修促進法第5条第3項第一号の規定により，広島県耐震改修促進計画で指定した建築物であり，
消防庁調査の防災拠点となる公共施設等とは異なる。

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進
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建築物の区分

耐震化の状況
補助制度

※４
課題等

H29概算要求
等の状況対象

棟数
耐震改修
未実施

私立学校
（小中高）

２６４ ６５
国１／３
地方１／６

耐震改築工事への国庫補助
事業がH28年度まで
⇒期間延長が必要

H28補：271億
H29概：225億，

期間延長

幼稚園

公立 ６８ ２６ 国１／３ （地震防災対策事業） －

私立 ２７０ ８８
国１／３
地方１／６

国庫補助事業の採択率が低
い（H28：20％）
⇒予算拡充が必要

H28補： 30億
H29概： 15億

保育所

公立 ３５９ １８７ なし 地方財政措置の充実が必要 －

私立 ３５８ ９８
国１／２
地方１／４

（保育所等整備交付金）
H28補：427億
H29概：564億

社会福祉施設等 １０３１ ８４７
国１／２
地方１／４

地方財政措置の充実が必要
H28補：615億
H29概：766億

参考② その他の補助制度

※３ 対象棟数は，昭和５６年以前に建築されたもの。ただし，私立学校（小中高），幼稚園，保育所は昭和５７年以降を含む。
※４ 補助制度は，原則の補助率であり，ⅠＳ値（耐震指標）により嵩上げされるものもあり。
※５ 障害者福祉施設に係る補助率の例。（施設毎に補助制度が異なるため，一例を記載。）
※６ 施設の耐震化以外の事業を含む。

上段：H28補正予算
下段：H29概算要求

（対前年度比500％）

（対前年度比300％）

（対前年度比106％）

（対前年度比112％）

※３

※５

※６

※６

１ 災害に強いまちづくりの推進
（５） 建築物の耐震化の促進

- 24 -



- 25 -



地方分権改革は，地方創生の基盤となるものであり，一層の推進を図ること。

１ 地方分権改革の一層の推進

・ 地域における土地利用・産業施策等が自主的・自己完結的に実施できるよ

う，一つのパッケージとして事務・権限を移譲するとともに，提案対象に税財

源に関することを含めるなど，提案募集方式を一層充実すること。

・ これまでの地方分権改革の成果・課題などを実務レベルで協議する分科会

を「国と地方の協議の場」に設置すること。

２ 地方分権型道州制の実現

・ 地方分権型の道州制の実現に向けて，道州制の理念や姿，政府に道州制

の制度設計等を本格的に議論するための「道州制国民会議」を設置すること

などを規定する法律案を国会に提出し，成立を図ること。

国への提案事項

【提案先省庁：内閣府】

２ 「地方創生」の推進
（１） 東京一極集中の是正 ①地方分権改革の一層の推進
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１ 地方創生の取組を更に加速し推進するためには，地方が創意工夫しながら自らの発想
で独自の施策が講じられるよう，国から地方への権限と財源の移譲など更なる地方分権
改革を進めていくことが必要

２ 東京一極集中などの構造的な問題を解決するためには，国の機能を大幅に移譲した新
たな広域自治体を形成することにより，国と地方双方の政府機能を強化した「地方分権
型道州制」の実現に向けた取組が必要

２ 「地方創生」の推進
（１） 東京一極集中の是正

①地方分権改革の一層の推進

現状／施策の背景・経緯

１ 地方の意見を確実に反映させる仕組みの構築
提案募集の対象が地方への事務・権限の移譲，規制緩和に限定されており，提案に対
する結果は，一部の限定的・断片的な事務・権限の見直しに留まっている。
また，「国と地方の協議の場」は，地方の意見を反映させる場として，十分に機能してい
ない。

２ 道州制をめぐる議論の停滞
道州制については，自由民主党道州制推進本部による道州制推進基本法案の平成２６
年通常国会への提出が見送られて以降，同法案の国会提出の見通しが明らかでない。

課 題
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１ 企業の地方移転に対する税負担軽減の拡充
企業の本社機能や研究開発拠点等の東京圏から地方への移転について，企業が地方へ移
転する上でのインセンティブがより高まるよう，次のような取組を行うこと

・企業全体の雇用増ではなく地方の雇用増に着目した本社機能の移転に対する

地方拠点強化税制の更なる拡充を図ること

・東京圏から地方に移転する企業の不動産譲渡益及び企業立地補助金の

益金不算入制度の創設 など

２ 企業の地方移転促進拠点の設置
企業の地方移転を促進するため，東京圏に企業の相談窓口及び情報発信の拠点として，
企業版「ふるさと回帰センター」（仮称）を設置すること

３ 政府関係機関の地方移転の促進
・政府関係機関の地方移転は一過性のものではなく，今後も国家戦略として，政府関係機関
の移転募集を継続すること

・移転に伴う用地の確保や，施設及び設備の建設並びに整備，職員住居の確保など，移
転に要する経費について，移転先自治体の負担軽減を図ること

国への提案事項

２ 「地方創生」の推進
（１） 東京一極集中の是正 ②企業等の地方移転の促進

【提案先省庁：内閣府】
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人・モノの東京への過度の集中
・ 全国の企業等法人数の２０％が所在
・ 資本金１０億円以上の法人に限っては，
５５％が集中

東京一極集中は日本全体の
構造的課題
地方の取組だけで解消できる課題ではなく，
国が自ら率先して，企業の地方移転促進な
ど，具体的な成果を挙げていく必要あり

従来の延長線上でない施策展開
東京都への人口の転入超過は2012年以
降４年連続で増加し，東京一極集中の傾向
も依然として続いているため，
従来の施策の延長線上ではない施策展開
により，地方においてドラスティックな変化を
もたらしていく必要がある。

２ 「地方創生」の推進
（１） 東京一極集中の是正
②企業等の地方移転の促進

【地方拠点強化税制】
地方拠点強化税制創設（平成27年度）
移転等を行う企業に対する国・地方税の軽減制度創設

地方拠点強化税制の拡充（平成28年度）
雇用促進税制と所得拡大促進税制の併用

平成29年度税制改正要望（内閣府）
①オフィス減税：平成29年度税額控除率を現行水準まで
引き上げ（移転型：４％⇒７％，拡充型：２％⇒４％）

②雇用促進税制：質の高い雇用，ＵＩＪターンの促進等に
係る税額控除額の上乗せ（現行：最大80万円/人） 等

【政府関係機関の地方移転】（平成27年度）
酒類総合研究所東京事務所（H27.7移転済み）
理化学研究所の機能の一部（H29年度末までに設置予定）

現状／国の取組状況現 状

・ 地方拠点強化税制について，優遇措置を受けるには，
法人全体の増加雇用者数が上限となっている。

・ 東京圏への企業の流入超過が続いている。

課 題
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１ 負担の軽減・税の簡素化

・ 消費税率10％への引上げ時に自動車取得税の確実な廃止
・ 国内自動車市場の縮小回避の視点からの制度設計
（自動車税率の引下げ，自動車重量税の「当分の間税率」の廃止など）

２ グリーン化の推進

・ エコカー減税（自動車取得税・重量税）の延長及び拡充，簡素化

・ グリーン化特例（自動車税）の延長

・ 構造要件としてクリーンディーゼル乗用車等が対象となっている現行制度・

優遇措置の延長

なお，車体課税の見直しに当たっては，市町を含め地方に減収が生じることが
ないよう安定的な税源を制度的に確保することを前提とすること

【提案先省庁：経済産業省，国土交通省】

国への提案事項

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化 ①車体課税の見直し
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我が国において，自動車産業は，平成25年における製造品出荷額等に占めるシェア
が約18％と，産業分類上最もボリュームのある産業である。（従業者数4人以上）
本県においても，自動車産業は，平成25年における製造品出荷額等に占めるシェア
が約21％と最大であると同時に，付加価値の増加への寄与が極めて高く（約6割），
県経済への影響が最も大きな産業である。（従業者数4人以上）

現状／自動車産業の位置付け

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化
①車体課税の見直し

【全国】 （単位：百万円）
区分 暦年 総数 自動車 割合

製造品出荷額等 H25 292,092,130 51,970,953 17.8%

H25 90,148,885 14,172,076 15.7%
H26 92,288,871 14,692,031 15.9%

H25→H26 2,139,986 519,955 24.3%

【広島県】
区分 暦年 総数 自動車 割合

製造品出荷額等 H25 8,555,642 1,763,457 20.6%

H25 2,437,145 374,347 15.4%
H26 2,840,443 610,897 21.5%

H25→H26 403,298 236,550 58.7%

付加価値額

付加価値額
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国内の自動車販売は，平成26年度の消費税引き上げと，平成27年度の軽自
動車税引き上げもあり低迷基調にある。

現状／国内の自動車販売状況

【全　国】 （単位：台）

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
5,210,232 5,692,019 5,296,993 4,937,638

(109.6) (109.2) (93.1) (93.2)
3,237,690 3,430,328 3,123,980 3,124,406

(105.7) (105.9) (91.1) (100.0)
1,972,542 2,261,691 2,173,013 1,813,232

(116.8) (114.7) (96.1) (83.4)
【県内メーカー】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

216,257 243,595 224,540 232,350
(109.6) (112.6) (92.2) (103.5)

164,332 180,346 172,444 191,395
(105.1) (109.7) (95.6) (111.0)
51,925 63,249 52,096 40,955
(105.6) (121.8) (82.4) (78.6)

（　）内は対前年比

登録車

軽自動車

国内販売台数

登録車

軽自動車

国内販売台数

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

①車体課税の見直し
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自動車税・軽自動車税
・ 自動車税（排気量割）の税率引下げ，初年度月割課税の廃止

・ 自動車税・軽自動車税のグリーン化特例を現行制度のまま継続・延長

自動車取得税
・ 消費税10％引上げ延期に伴う自動車取得税の廃止・環境性能割の導入の延期を
受け，自動車取得税のエコカー減税を延長

・ 平成28年度与党大綱で決定していた環境性能割の課税水準と同程度に負担を軽減

自動車重量税
・ 自動車重量税のエコカー減税の基本構造を恒久化

・ 当分の間税率（旧暫定税率）の廃止を前提としつつ，さらなるユーザー負担の軽減，

簡素化，グリーン化

・ 自動車重量税のエコカー減税について，自動車取得税と同等に負担を軽減

平成29年度税制改正に関する経済産業省要望の状況

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化
①車体課税の見直し
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車体課税を見直すことなく，将来的に消費税が引き上げられると，国内の自
動車販売が減少し，それに伴い国内の自動車生産も減少することにより，雇
用の維持など，地域経済に及ぼす影響が大きいと懸念される。

消費税が5％から8％に引き上げられた平成26年度は，家計消費支出が対前
年比で△5.0％となったが，なかでも国内自動車販売台数は△6.9％（普通車
△8.9％）とより大きな減少幅を記録。

こうした中，平成28年度与党税制改正要綱において，消費税引き上げ時の
自動車取得税の廃止と環境性能課税の導入が明記されたが，将来の消費
税引上げを見据えて，国内販売台数の減少により地方経済に極力影響を及
ぼさないような車体課税制度の構築がなされる必要がある。

クリーンディーゼル乗用車については，次世代自動車の普及を図る目的等
から，車体課税制度の中で最大限の優遇を獲得する必要がある。

課 題

次世代自動車の

普及促進
ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ向上

自動車産業の

国際競争力強化を後押し

[クリーンディーゼル乗用車に係る優遇措置の必要性]

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化
①車体課税の見直し
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【提案先省庁：内閣府，観光庁】

国への提案事項

日本版ＤＭＯ(一社)せとうち観光推進機構が自立的・継続的な

運営を行っていくための支援措置を講じること

１ 日本版ＤＭＯの育成と持続的かつ，より効果的な事業の展開を図るため，

安定的な運営資金の確保に対する財政的な支援を行うこと

２ 日本版ＤＭＯの公益的役割に鑑み，将来にわたり安定的な運営ができる

ように，日本版ＤＭＯに対し，法的な位置付けを明確にすること

３ 県域を超える広域的なエリア活動を行う日本版ＤＭＯの特殊性も考慮しな

がら，自主財源の確保に向けた取組についての検討を一層深めること

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化 ②日本版DMOの推進
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課 題現状／施策の背景・経緯

【日本版ＢＩＤを含むエリアマネジメント推進方策検討会
～中間とりまとめ】（H28.6.30策定）

• 「公的な位置付けの付与」等の方策の具体化に向
けた検討を深め，法改正等も視野に入れる。

• 海外のＴＩＤの取組も参考にしながら，観光地域にお
ける自主財源の確保についての検討

【まち・ひと・しごと創生基本方針2016】
（H28.6.2閣議決定）

• 日本版ＤＭＯの立ち上げから自立的な運営まで総
合的に支援

• ＴＩＤ※等の自主財源創出の手法について，更に検討
を深める。

● 瀬戸内７県※では，観光関連産業の拡
大を通じた地域雇用の創出に向け，日本
版ＤＭＯ(一社)せとうち観光推進機構を設
立。広域観光周遊ルートの形成促進に向
けた取組を推進

● 国においては，日本版ＤＭＯを核とする
観光・ブランドづくりを推進。全国各地で
日本版ＤＭＯ形成の取組が活発化

※TID（Tourism Improvement District：観光産業改善地区）

● 日本版ＤＭＯを核とした取組を推進してい
くため，日本版ＤＭＯが自立的・継続的に運
営できるよう，安定的な財源の確保が必要

● 県域を超える広域的なＤＭＯにおいても，
国が検討を進めている「日本版ＢＩＤを含む
エリアマネジメント」の手法等を活用しながら，
自主財源を確保することが必要

※ＢID（Business Improvement District：ビジネス改善地区）

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

②日本版DMOの推進

日本版ＤＭＯの自立的・継続的運営

【これまでの国への提案項目】
・日本版ＤＭＯへの企業版ふるさと納税の適用拡大
・日本版ＤＭＯの安定的な財源確保制度の創設 等

※ 兵庫県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県

平成29年度概算要求等の状況

◆広域観光周遊ルート形成促進事業
Ｈ29概算要求：1,990百万円（対前年度比121％）
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国への提案事項

１ 日本家屋の空き家の宿泊施設としての活用
現在検討中の民泊に関する新法などにおいて検討を進める際には，

外国人観光客の宿泊ニーズが高い日本家屋の空き家を宿泊施設として

有効に活用できるよう，建築基準法や消防法の規制を戸建住宅と同様と

すること。（詳細は別紙）

２ 外国人観光客への総合的な対策の実施
今後も増加が見込まれる外国人観光客への対応を加速させるための

総合的な対策について，中長期的に継続して取り組むこと。

【提案先省庁：内閣府，総務省，厚生労働省，国土交通省】

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化 ③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供
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規制緩和に関する具体的な提案内容

（２） 目的
訪日観光客が増加し，宿泊施設の不足が課題となる中，伝統的な日本家屋を改修した宿泊

施設が観光客から人気を集めている。
一方，全国各地では，空き家が増加し，生活環境，防災，防犯の観点から問題となっている。
関係法令を見直し，空き家の戸建住宅の宿泊施設への利用を拡大することにより，宿泊施設

不足の解消や，空き家の有効活用を促進する。

（１） 提案内容
戸建住宅を宿泊施設として活用する際には，次のような利用が想定されることから，

建築基準法や消防法の規制を戸建住宅並みとして扱い，別紙のとおり規制を緩和すること。
＜想定＞ ・宿泊施設の利用形態が，家族や友人など特定の１グループ

・１０人以下など少人数への１棟貸
・住宅の規模が２階以下かつ300㎡未満

（３） 民間事業者のニーズ
戸建住宅を活用した宿泊施設を運営する事業者，不動産業者等へヒアリング調査を行った

結果，ヒアリングを行った5者全てから本提案に賛同する旨の回答を得ている。
(例) 現行制度では，画一的な規制により物件の持ち味が失われることもあるため，

規制を緩和してもらいたい。 など （ヒアリング実施：H28.5～9月）

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供
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（４） 提案の背景

国においては，「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書を踏まえ，現在，法整備に

向けた検討が進められている。

＜民泊の制度設計のあり方＞

住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ，一定の要件（年間提供日数上限等）の範囲内で
実施するもの

＜ホテル・旅館に対する規制等の見直し＞

既存のホテル・旅館に対する規制の見直しも，民泊への規制との均衡も踏まえ早急に検討すべき

「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書（抜粋） [Ｈ28.6.20]

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供

規制緩和に関する具体的な提案内容
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区分 ホテル・旅館の現行規制の概要 戸建住宅の場合 提案内容

界壁・間仕切壁

（法第26条，令第114条）

準耐火構造とし，小屋裏又は天井裏に達する 適用なし

戸建住宅を宿泊施設とし

て利用する際，戸建住宅と

同様の規制に緩和すること。

なお，法施行前の建物に

ついては，既存のまま利用

できるようにすること。

※ただし，安全性確保のため，

次の条件を付けることとする。

①避難経路に非常用照明を設

置（法第35条，令第126条の

4）

②屋内階段の両側に手すりを

設置

排煙設備の設置

（法第35条，令第126条

の2）

天井から80cm以内の窓の面積が，居室の床面積

の1/50以下の場合，排煙設備を設ける

適用なし

（200㎡未満）

内装制限

（法第35条の2，令第128
条の4，令第129条）

○ 床面積が200㎡以上の場合，居室及び避難経路

の内装仕上げを難燃材料等とする

適用なし

○ 火気使用室の内装仕上げを準不燃材料とする 適用なし

（最上階のみ）

屋内階段の寸法

（法第36条，令第23条）

○ 直上階の居室の床面積の合計が200㎡超

・階段及びその踊場の幅：120cm以上

・けあげ：20cm以下 踏面：24cm以上 【勾配40°】

○ 上記以外

・階段及びその踊場の幅：75cm以上

・けあげ：22cm以下 踏面：21cm以上 【勾配46°】

けあげ：23cm
以下

踏 面：15cm
以上

【勾配57°】

建築基準法

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供

規制緩和に関する具体的な提案内容
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規制緩和に関する具体的な提案内容

区分 ホテル・旅館の現行規制の概要 戸建住宅の場合 提案内容

消火器具

（法第17条，令第7条，

令第10条）

設置基準

・延べ面積150㎡以上

・少量危険物，指定可燃物を貯蔵し，又は

取り扱うもの

・地階，無窓階，又は３階以上の階で，床面

積50㎡以上

設置義務なし

戸建住宅と同様の規制に

緩和すること。
自動火災報知設備

（法第17条，令第7条，

令第21条）

全ての旅館，ホテル，宿泊所に設置義務あり 住宅用火災警報

器の設置義務あり

誘導灯・誘導標識

（法第17条，令第7条，

令第26条）

全ての旅館，ホテル，宿泊所に設置義務あり 設置義務なし

防炎物品の使用

（法第8条の3，令第4
条の3）

全ての旅館，ホテル，宿泊所に使用義務あり

対象物品：カーテン，布製ブラインド，じゅうた

ん 等

使用義務なし

消防法

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供
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課 題／目 標現状／広島県の取組

国内外から訪れる多くの人々に感動と癒し

を与えるとともに，世界に誇れる観光地と

なることを目指し観光振興に取り組んでい

る。

観光地の魅力を向上させることで，観光客

の滞在時間を延長させ，県内の宿泊者数の

増加を図っている。

こうした取組みの結果，県内の宿泊者数は

増加しており，特に近年外国人宿泊者数の

伸びが顕著である。

ビジネスホテルやシティホテルの客室稼働

率は約80％となっており，高い水準を維持

している。

ビジネスホテルやシティホテルの客室稼働率

は約80％となっており，特に広島市内では予

約が取り難い状態が続いている。

国の目標の上方修正を受け，今後更に宿泊

需要が増すことが見込まれるが，ホテルの

新規開設には時間を要する。

既に顕在化している客室不足が長期化する

恐れがある。

宿泊したいという観光客のニーズを満たせて

おらず，客室不足を解消する必要がある。

国の目標：訪日外国人旅行者数

2020年：4,000万人 （2015年の約2倍）

2030年：6,000万人 （2015年の約3倍)H25 H26 H27

宿泊者数（万人） 794 857 931
外国人宿泊者数（万人） 37 44 74

（宿泊旅行統計調査より）

【広島県における宿泊者数】

２ 「地方創生」の推進
（２） 地方の産業競争力の強化

③観光客の多様な宿泊ﾆｰｽﾞに対応した宿泊ｻｰﾋﾞｽの提供
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県民一人ひとりが，個人の置かれた状況やライフスタイルに応じて，仕事と暮らしのどちらもあきら
めることなく，働き続けることができる環境をつくるため，次のような措置を講ずること。

１ 長時間労働の是正
働く人の健康確保や仕事と暮らしの両立を可能とするために不可欠な長時間労働の是正に向けて，現行法規制の執行

強化を着実に行うとともに，時間外労働の規制の在り方に関し十分な議論を行い，実効性のある対策を実施すること。

２ 企業が働き方改革に取り組みやすい環境の整備
企業における短時間勤務・テレワーク等多様な働き方の導入や，仕事と育児・介護等の両立支援を促進するための

社内インフラ整備や制度導入に対する支援，企業の主体的取組を支援する専門人材の確保支援など，働き方改革に

取り組みやすい環境を整備すること。

なお，人材確保が困難な中小企業においては，業界特有の取引慣行や，下請けの取引条件等も相まって，働き方改革

が進まない場合が多いことから，取引の在り方の改善に向けた取組を一層強化すること。

３ 生産性の向上
働き方改革の推進は生産性の向上と一体的に取り組む必要があり，地域経済を支えている中小企業・小規模事業者の

生産性向上を促進するため，ＩＴ利活用の促進をはじめとした生産性向上の支援施策の充実・強化を図ること。

４ 国内機運の醸成
働き方改革について国民理解の促進を図るため，働き方改革の先進事例を紹介するフォーラムを開催するなど，国内

の一層の機運醸成を図ること。

５ 地域の働き方改革推進に向けた財政支援
地方自治体が，地域経済界や労働団体等の意見を踏まえ，地域の実情と企業ニーズに応じた働き方改革促進策を実

施する際の財源について，地域の自由度が高く，必要な施策を継続的に実施することが可能な働き方改革交付金を新設
するなど，財政支援を拡充すること。

国への提案事項

【提案先省庁：内閣府，厚生労働省，経済産業省】

２ 「地方創生」の推進
（３）「働き方改革」の推進
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女性の活躍促進と働き方の見直しに向けた取組
・従業員の仕事と家庭の充実に取り組む企業経営者による 「イクボス
同盟ひろしま」の結成（Ｈ26.3）
・従業員数31～100人の企業に対する次世代法一般事業主行動計画
の策定促進（Ｈ27～）

働き方改革推進チームの設置 （H28.4）

・庁内横断組織で「職場環境づくり」「生産性向上」「機運醸成」「県庁
内の取組」を推進

・職員が場所，状況にとらわれない生産性の高い働き方を行う「どこでも
ワーク」の推進など県庁内の働き方改革を加速

● 働き方改革の実態把握 （H28.5～6）

・従業員数３０人以上の企業約３０００社の取組状況を調査

● コンサルティング実証事業 （H28.4～9）

・１社を対象に働き方改革専門コンサルを実施し，有効性を検証

「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」発足
（H28.10）

・「働き方改革」と「女性の活躍促進」の県内機運の醸成と企業の取組
促進に向けて，「働く女性応援隊ひろしま」（H26.4～）を発展改組
・経済団体・労働団体・行政等が一体となった取組推進

現状／広島県の取組

働き方改革実現会議の開催 （H28.9～）
・長時間労働の是正等について具体策を盛り込んだ

実行計画を年度内に取りまとめる予定

現状／国の取組

県民一人ひとりが，仕事と暮らしのどちらもあきらめ
ることなく，質の高い働き方を追求できる環境づくり

● 働き方改革を実施している企業の割合

（在宅勤務制度など時間や場所にとらわれない多様な働き方が
できる制度を導入している企業の割合（従業員数31人以上））

３５．５％ ８０．０％以上

【H２８年度】 【H３２年度】

● 週労働時間60時間以上の雇用者の割合

８．０％ ６．１％

【H２7年度】 【H３２年度】

● １人当たり付加価値額

４５２万円 ４９３万円以上

【H２4年度】 【H３２年度】

目 標

２ 「地方創生」の推進
（３） 「働き方改革」の推進
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● 働き方改革の取組状況

経営者の意識と取組の進捗度合（しくみ・行動・成果）で分類

働き方改革を実施している 「実施企業」 は 35.5％

県内企業の現状

実施企業 実施度Ａ [ 0.2％] ： 取組を軌道に乗せて成果が出ており，組織風土として定着（従業員意識に浸透）
実施度Ｂ [ 9.2％] ： ＰＤＣＡを回しながらの自律的取組で，成果が出始めている
実施度Ｃ [26.0％] ： 仕組みをつくり，取り組み始めている

共感企業 [43.8％] ： 働き方改革の意義に共感しているが，取組に未着手
未認知企業 [20.7％] ： 働き方改革を認知していない 又は 意義を感じていない

方針・目標 推進体制 制度 ルール 周知・啓発 業務改善
実態把握
・管理

・方針の明確化
・数値目標の設
定

・社内推進体制
の明確化
　

・制度・取組の
導入
　

　

　

・制度を活かす
ためのルール等
の導入

・教育・研修
・周知・啓発

・業務プロセス
の見直し　など

・従業員の意
識・意向把握
・管理・実績把
握

未認知企業 共感企業 実　施　企　業

経営者の意識 し　く　み 行　　動 成果

「働き方改革」について
知らない
又は

意義を感じていない

○働き方改革の
意義の理解

○経営者と従業員
の意識にギャップが
ない
○組織風土として
定着
○客観的成果が出
ている

実 施 度 A

実 施 度 Ｂ

実 施 度 Ｃ

20.7％ 43.8％

26.0％
9.2％

0.2％

（35.5％）

２ 「地方創生」の推進
（３） 「働き方改革」の推進
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● 働き方改革に取り組む上での課題
・取組度合が低い企業ほど経営者の意識が低く，従業員意見の
把握も不十分。

・共通課題もある一方で，取組段階等により様々な課題が存在
《共通課題》
①業務量に対する適正要員の確保 (58.7%)

②従業員の意識改革や理解促進 (56.2%)

③管理職の意識改革や理解促進 (48.4%)

県内企業の課題等 ● 求める行政支援
～幅広い支援ニーズが存在

● 企業や地域レベルで解決困難な課題
～中小企業の14.6%が取引先の理解不足等を問題視

・運送業界は人手不足が深刻で，限られた人員の中で業
務を回すことで手一杯。荷主企業の協力が必要。

・課題は短納期や急な受注等業界（卸・小売）の古い体質
・利益は大手や親会社が独り占め。下請け（製造）にも利
益が分配される環境がないと労働時間は減らせない。

・介護業界は慢性的な人材不足。介護報酬改定で厳しい
運営の中，限られた職員のスキルアップによる効率的運
営を目指している。 ～調査の自由記述やヒアリングより～

・環境整備に利用可能な制度の情報提供(25.6%)
・制度導入に対する奨励金など助成制度(21.4%)
・全県的なキャンペーン(21.5%)
・セミナー・研修会等の開催(19.9%)
・取組レベルを判断するツールの提供（17.9%）
・先進企業との交流会・事例紹介（11.9%）
・専門家紹介・派遣（8.2%）
・社内人材の育成（7.3%） など

優良事例の創出により県全体の取組を牽引す
るとともに，実施企業の裾野を拡大 （県内企業の
ニーズに応じたきめ細やかなパッケージ支援を検討)

[例] 経営者の意識段階に応じた「気づき」の機会の提供，
専門家のアドバイスや専門コンサルによる支援，
社内人材育成支援，県内機運醸成 等

区分 実施度Ａ・Ｂ 実施度Ｃ 共感

働き方改革は大いに意義がある 58.3% 44.6% 29.3%
従業員意見の把握ができている 88.7% 47.2% 28.2%

0
10

20

30

40
50

60

70

全体

実施度Ａ・Ｂ

実施度Ｃ

共感

共通
取組が進んでい
ない企業の方が
多く抱える課題

取組が進んでいる
企業の方が多く抱
える課題

％

２ 「地方創生」の推進
（３） 「働き方改革」の推進

県の対応
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１ まち・ひと・しごと創生事業費の拡充と継続
地方の実情に応じたきめ細かな施策を継続的かつ主体的に進めていくため，
まち・ひと・しごと創生事業費について，大胆な規模で拡充するとともに，継続
的に確保すること

２ 地方創生推進交付金の確保と弾力的運用
地方創生推進交付金については，地方が地域の実情に応じて，長期的・戦
略的に魅力ある地域づくりに取り組むことができるよう，補正予算も含め，引き
続き，十分な額を確保するとともに，地方の自主性を重視した自由度の高い
制度設計を行うための制約の排除や手続きの簡素化など弾力的な取扱を行
うこと

３ 地方創生推進交付金に係る地方財政措置の継続
地方創生推進交付金に係る財政負担については，平成２９年度以降もまち・
ひと・しごと創生事業費とは別に，地方財政措置を講じること

国への提案事項

２ 「地方創生」の推進
（４） 地方創生を推進する財政支援策

【提案先省庁：内閣府，総務省，財務省】
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地方は魅力ある地域づくりを目指して，
自らの地域が直面している課題を明らか
にし，その対策を考え，従来の発想にと
らわれず，創意工夫して自ら取組を進め
ていく必要がある。

しかしながら，国の法令等の関与が存す
る経費が歳出総額の約９割を占めている
状況であり，地方が独自の施策を十分に
講じることは困難な状況である。

現状及び課題

２ 「地方創生」の推進
（４） 地方創生を推進する財政支援策

法令等により

配置基準が

定められた人件費

2,001億円

26.4%

地方の政策的経費

813億円

10.7%

法令等により

義務付けられた

経費

2,967億円

39.1%

教職員人件費

1,480億円

19.5%

警察官人件費

521億円

6.9%

義務的な経費に係

る知事部局人件費

253億円

3.3%

政策的経費

に係る

知事部局

人件費

132億円

1.7%

一般事業

513億円

6.8%

私学振興

149億円

2.0%

公共事業

152億円

2.0%

公債費

1,425億円

18.8%

その他

353億円

4.6%

税交付金

1,401億円

18.5%

社会保障関係費

1,213億円

16.0%

国の法令等の関与が存する経費

歳出総額の８８％
国の法令等の関与が存する経費

歳出総額の８８％

重度心身障害児(者)・乳幼児・ひとり親

家庭等医療公費負担 69

企業立地促進対策事業 60

県立大学運営交付金 37 ほか

H28年度

歳出

(一財ベース)
7,592億円

平成29年度概算要求等の状況

◆まち・ひと・しごと創生事業費
Ｈ２９概算要求：1兆円（対前年度比100％）

◆地方創生推進交付金
Ｈ２９概算要求：1,170億円（対前年度比117％）

◆ 地方創生拠点整備交付金
Ｈ２８補正予算：900億円

• 本県の歳出総額 １兆56億円（H28当初予算）
うち，一般財源ベースでは 7,592億円

• このうち，地方の政策的経費813億円（10.7％）
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■ 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築

地方の歳出の大半を義務的な経費が占めている現状にあっては，地方の一定の行政水準を国
が補償する財源保障機能を確保することは不可欠である。

このため，地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額の確保や法定率の引上げによる臨
時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能な制度の確立に向けて，次の点に的確に対応
すること。

１ 地方交付税の法定率の引上げ

地方交付税の原資となる国税収入の法定率分が，必要な地方交付税総額と比べ著しく不足す
る場合には，法定率の引上げ等により必要な総額を確保することとされている（地方交付税法第６
条の３第２項）。

地方財政は，毎年度多額の財源不足が生じていることから，同法の本来の姿に立ち戻り，法定
率の引上げを行い，全額を地方交付税で措置し，臨時財政対策債による補填措置を早期に解消
すること。

２ 地方財政計画の適正化等

地方財政計画の策定に当たっては，増嵩する社会保障関係費や，地方創生・人口減少対策，
防災・減災事業などを確実に積み上げるとともに，地方税収の動向を的確に反映し，地方の安定
的な財政運営に必要な一般財源総額を確実に確保すること。

国への提案事項

３ 地方税財源の充実強化
（１） 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築
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(1) 臨時財政対策債等に係る償還費

臨時財政対策債や景気対策，減税，市町村合併等により発行した地方債など，国が後年度に
地方交付税により財源措置するとした地方債の元利償還金については，他の基準財政需要額が
圧縮されることのないよう，交付税財源を別枠で確実に確保すること。

(2) まち・ひと・しごと創生事業費

地方創生の実現に向け，地方がその実情に応じた息の長い取組を継続的かつ主体的に進めて
いくため，「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を拡充すること。

また，平成28年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け，地方創生の深化のため創
設された「地方創生推進交付金」に係る財政負担については，平成29年度以降も，「まち・ひと・
しごと創生事業費」とは別に，地方財政措置を講じること。

(3) 歳出特別枠の実質的な堅持

地方歳出は，地方財政計画ベースでは歳出特別枠を含めてもピーク時と比べて減少しており，
社会保障関係費の自然増や少子化対策などに係る歳出を給与関係経費や投資的経費の削減
などで吸収し，特別枠で実質的に確保してきたと言える。

そもそも国の法令等に基づく義務的な事業や住民生活を守るために必要な地方単独事業の財
政需要については，地方財政計画において明確に措置すべきであり，これまで特別枠が果たして
きた役割を踏まえ，歳出特別枠を実質的に確保し，必要な歳出を確実に計上すること。

【提案先省庁：総務省，財務省】

国への提案事項

３ 地方税財源の充実強化
（１） 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築
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法令等により

配置基準が

定められた人件費

2,001億円

26.4%

地方の政策的経費

813億円

10.7%

法令等により

義務付けられた

経費

2,967億円

39.1%

教職員人件費

1,480億円

19.5%

警察官人件費

521億円

6.9%

義務的な経費に係

る知事部局人件費

253億円

3.3%

政策的経費

に係る

知事部局

人件費

132億円

1.7%

一般事業

513億円

6.8%

私学振興

149億円

2.0%

公共事業

152億円

2.0%

公債費

1,425億円

18.8%

その他

353億円

4.6%

税交付金

1,401億円

18.5%

社会保障関係費

1,213億円

16.0%

平成29年度の国の概算要求においては，
一般財源総額は平成28年度と比べ，0.4兆円増の
62.1兆円が確保されたが，交付税原資が減少したこ
とから，今後，国の予算編成において，厳しい議論が
行われることが想定される。

また，地方の行政需要に応じた一般財源総額を確保
するため，本来，臨時的措置であるべき臨時財政対
策債が増加している。

広島県の歳出総額 １兆56億円（H28年度当初予算）
に対し，国庫支出金や県債を充当した経費等を除く
一般財源ベースでは 7,592億円。

このうち，配置基準が定められた人件費や義務付けら
れた経費など，国の法令等の関与が存するなどの義
務的な経費が歳出総額の約９割 を占めている状況。

国が地方に事務処理を義務付ける場合，国は必要な
財源措置を講じなければならない（地方自治法第
232条第２項）ことから，こうした現状にあっては，地方
の一定の行政水準を国が保障する財源保障機能の
確保が不可欠。

現状及び課題
国の法令等の関与が存する経費

歳出総額の８８％
国の法令等の関与が存する経費

歳出総額の８８％

重度心身障害児(者)・乳幼児・ひとり親

家庭等医療公費負担 69

企業立地促進対策事業 60

県立大学運営交付金 37 ほか

H28年度

歳出

(一財ベース)
7,592億円

３ 地方税財源の充実強化
（１） 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築

◆一般財源総額
一般財源総額 地方税等 地方交付税 臨時財政対策債

Ｈ28地方財政計画 61.7兆円 41.1兆円 16.7兆円 3.8兆円

Ｈ29概算要求 62.1兆円 41.5兆円 16.0兆円 4.7兆円
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■ 緊急防災・減災事業債の制度延長・拡充

南海トラフ地震などの大規模災害の発生に備え，災害対策拠点となる

施設等の耐震化を着実に推進していくことができるよう，

緊急防災・減災事業債について，平成29年度以降も制度を延長すると

ともに，補助事業に係る地方負担額も対象とするなど，制度の拡充を図

ること。

【提案先省庁：総務省】

国への提案事項

３ 地方税財源の充実強化
（１） 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築 －緊急防災・減災事業債の制度延長・拡充－

- 54 -



6,168

4,624 4,560
5,245

6,216

0
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6,000

H28予算 H29

（見込み）

H30

（見込み）

H31

（見込み）

H32

（見込み）

その他

警察本部，警

察署等
小・中学校，

幼稚園等
県庁舎等

緊急防災・減災事業債については，平成28年度までに限り，制度措置されて
いる。

本県では，これまで優先的に取り組んできた県立学校や警察署等の耐震化に
ついては，平成28年度末までに概ね完了する見込み。

平成29年度以降も，小中学校や災害対策拠点（県庁舎等）について，着実に
耐震化対策を推進していく必要がある。

現状及び課題

広島県における今後５年間の公共施設等の
耐震化対策に係る経費

百万円

３ 地方税財源の充実強化
（１） 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築

－緊急防災・減災事業債の制度延長・拡充－

平成29年度概算要求等の状況

◆ 緊急防災・減災事業債

地方財政収支の仮試算に

おいて0.5兆円計上

（前年度同額）
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国への提案事項

３ 地方税財源の充実強化
（２） 市町の財政基盤の強化

【提案先省庁：総務省】

１-（１） 合併市町の実情を踏まえた交付税の算定
●合併によって行政区域が，
大幅に拡大されたことによる各種行政水準を維持するために必要な経費や，
合併により増加した地域づくりに必要な経費は，
次のような方法により，普通交付税において適切に算定すること。
・農業行政及び小・中学校に要する経費について，人口密度等を勘案した需要の割増し

１-（２） 合併市町への財源措置
●合併を行った市町については，
旧合併特例事業債等の確実な配分及び起債償還金への地方交付税措置など，
市町建設計画に基づくまちづくりが円滑に実施されるよう，
市町が必要とする財源措置を，引き続き，確実に講じること。

２ 喫緊の財政需要に対する財源確保
●市町における人口減少対策や，少子高齢化に対応したまちづくりが進められるよう，
人口減少等特別対策事業費等により必要な地方交付税措置を引き続き講じるほか，
必要な国庫補助金等や有利な地方債措置により，確実な財源措置を行うこと。
特に，過疎対策事業債については，ソフト分を含めて，前年度を上回る措置を行うこと。
（平成29年度地方債計画（案）：辺地及び過疎対策事業 4,665億円（対前年度比100％））

３ 福祉事務所設置町への財源措置
●福祉事務所の設置は，町の事務として社会福祉法において予定されているものであり，
町が設置する福祉事務所に係る経費については，
特別交付税ではなく，市と同様に普通交付税で措置すること。
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課 題現状／施策の背景・経緯

１-（１）合併市町の実情を踏まえた交付税の
算定
合併算定替の終了により，合併市町の普通交付

税が全国で約1兆円（広島県で400億円程度）減
少することが見込まれたところ，県や市町の継続
的な要望等により，国においては，平成26年度
以降，市町の実情を踏まえた交付税の算定を行う
方針が決定され，段階的に経費の見直しがなされ
ているところである。

１-（２）合併市町への財源措置
合併市町については，更なる

行財政の効率化に取り組んで
いるが，東日本大震災を受け
て，市町建設計画
を５年間延長し
て公共施設の
耐震化などを
行う必要性が
新たに生じて
いる。

●平成29年度以降に見直すこととされている農
業行政費等に係る経費の見直しについては，
合併により広域化した市町の財政需要の実情が
的確に反映される必要がある。

●合併後の社会経済情勢，厳しい財政環境，
住民ニーズの変化に対応しながら，
人口減少や少子高齢化に対応するための
まちづくりを行っていくためには，
安定的な財源確保が不可欠となっている。

１-（１）合併市町の実情を踏まえた交付税の算定

３ 地方税財源の充実強化
（２） 市町の財政基盤の強化
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課 題現状／施策の背景・経緯

２ 喫緊の財政需要に対する財源確保
平成27年の国勢調査において，県内人口は，平

成22年度と比べ0.6％減少となっているが，中山間
地域や島しょ部では，5％以上減少している市町が
10団体，うち2町は10％以上減少している。

３ 福祉事務所設置町への財源措置
広島県内，9町全てが県からの権限移譲により福

祉事務所を設置しているが，その経費は，特別交
付税により措置されている。

●市町においては，人口減少や少子高齢化に対応
するための，まち・ひと・しごと総合戦略や中
山間地域の活性化などに係る課題が山積してお
り，まちづくりに対する喫緊の財政需要に対す
る財源の確保が必要。

●特別交付税による措置は，全国で大災害が発生
した場合の財源確保が不透明であることや，臨
時的収入として扱われることから町の経常収支
比率を悪化させることになるなど，普通交付税
で財源措置される市と取扱いが異なり，安定性
や公平性の面で問題がある。

【平成27年度 町福祉事務所に係る特別交付税総額】 1,570百万円

２ 喫緊の財政需要に対する財源確保

３ 福祉事務所設置町への財源措置

【経常収支比率の状況（平成27年度決算）】

現行
特交分を経常的

収入とした場合
差

府中町 93.8 89.8 ▲4.0

海田町 88.5 85.4 ▲3.1

熊野町 93.0 89.3 ▲3.7

坂町 83.8 80.9 ▲2.9

安芸太田町 89.3 88.1 ▲1.2

北広島町 89.3 87.9 ▲1.4

大崎上島町 85.3 83.7 ▲1.6

世羅町 84.9 83.5 ▲1.4

神石高原町 75.3 74.3 ▲1.0

改善

【参考（平成26年度決算）】

76.7 75.7 ▲1.0

85.5 83.7 ▲1.8

87.6 86.0 ▲1.6

87.3 85.9 ▲1.4

88.9 87.3 ▲1.6

96.6 92.1 ▲4.5

81.8 79.1 ▲2.7

特交分を経常的

収入とした場合
差

100.6 95.7 ▲4.9

85.0 80.7 ▲4.3

現行

改善

３ 地方税財源の充実強化
（２） 市町の財政基盤の強化
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国への提案事項

１ 広域ネットワークを形成す

る高速道路の機能強化・直

轄国道バイパスの整備促進

２ 地域活性化を促す道路整

備と戦略的な維持管理・更

新のための財源確保

３ 都市基盤を強化する街路

事業の推進

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（１） 道路ネットワークの整備促進等

主な

国直轄事業等
要望箇所

◆一般国道２号 東広島・安芸バイパス
◆東広島・呉自動車道 阿賀ICの立体化
◆一般国道２号 道照交差点立体交差化（新規着手）

平成30年代前半までの整備を要望する。

◆一般国道１８５号 休山改良 Ｈ29完了
開通予定年度に向けた着実な整備を要望する。

【提案先省庁：財務省，国土交通省】

＜事業名凡例＞

赤文字：国直轄事業

緑文字：県事業（地域高規格道路）
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78 50
149

185
321 156

0

100

200

300

400

H25 H26 H27

263

371
305

(便/年）

直行バス

31%

乗用車類

28%
貸切バス

9%

レンタカー

8%

高速バス

6%

タクシー・ハイ

ヤー

3%

路線バス，市

内電車

3%
不明，そ

の他

12%

空港アクセスの手段別割合【H25年度】

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（１） 道路ネットワークの整備促進等

現状及び課題

市街地の
朝夕の慢性的な渋滞

■現道(国道2号)の慢性的な渋滞

■高速道路の交通渋滞や通行止めの影響を

受けやすい空港アクセスや物流網

■東広島市で産業団地造成により企業進出が促進

生産性向上による地域の成長力の強化①
東広島・安芸バイパスの整備促進

国道２号 道照交差点立体交差化（新規着手）

C.東広島寺家産業団地A.志和流通団地 B.吉川工業団地北地区

追加造成

Ｈ28年8月完成Ｈ28年4月完成 Ｈ29年3月完成予定

追加造成

一般国道2号 道照交差点（東広島市）

一般国道2号

東広島方面から
広島方面へ慢性
的な渋滞

空港アクセスの手段別割合

道路利用が
約9割

空港バスの年間運休便数の推移

■渋滞（事故渋滞等）■通行止（天候，事故等）

空港アクセスの代替性，多重性の確保

生産性の高い物流ネットワークの構築が必要

平成30年代前半までの整備を要望

朝夕の
著しい渋滞

大雪に伴う事故
により通行止

山陽自動車道

（主）矢野安浦線
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４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（１） 道路ネットワークの整備促進等

1人あたりの
年間渋滞損失時間（Ｈ24）

45時間
40時間

広島県 全国平均

全国平均よりも５時間多い

（時間）

直轄国道が約3割を占める
■福山市中心部に主要渋滞箇所が集中

■高速道路と産業集積地，重要港湾 福山港とのアクセス性が脆弱

生産性向上による地域の成長力の強化②
国道２号 福山道路，（主）福山沼隈線の整備促進

生産性の高い物流ネットワークの構築が必要

直轄
国道

補助
国道

県道
その他

国道２号渋滞ワーストランキング
福山市中心部の3区間が1,3,5位に

順位
渋滞損失
時間

市区町村 区間名 延長

1 141 福山市 府中分かれ交差点～神島橋西詰交差点 3.1km

2 128 広島市 仁保新町交差点～出汐町交差点 1.5km

3 109 福山市 神島橋西詰交差点～岩足橋北詰交差点 1.8km

4 99 周南市 徳山東IC 入口～三田川交差点 0.8km

5 98 福山市 明神町交差点～府中分かれ交差点 1.4km

出典：渋滞ワーストランキングのとりまとめ（平成27年）（国土交通省）
※渋滞損失時間：混雑により余計にかかる時間(単位：万人・時間/年)

B. 神島橋西詰交差点付近A. 国道２号松永道路 今津ランプ付近

現状及び課題

出典：H25年全国輸出入コンテナ貨物流動調査より作成
※フレートトン：港湾取扱量の単位であり，容積1.113立方㍍又は重量1,000㌔を１フレートトンとし，

容積，重量のどちらか大きい方をもって計算する。
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Ａ.道路と鉄道との立体交差化による
渋滞緩和と地域の連携強化

Ｄ.総合的な交通安全対策の推進

Ｅ.道路施設の適正な維持管理

整備前 整備後

橋梁の点検状況

Ｂ.都市的機能の享受を可能とする
地域と拠点間の円滑な移動

Ｃ.買い物，通院等，地域住民の
日常生活を支える道路整備

上部工の塗装劣化

通学路交通安全プログラムに基づく
交通安全対策の実施（歩道整備）

連続立体交差事業踏切遮断による渋滞状況
待避所の設置

整備前 整備後

A

B C

D

E

道路改良

整備前 整備後

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（１） 道路ネットワークの整備促進等

現状及び課題
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１ 企業活動を支える物流基盤の充実・強化を図るため，広島港・尾道糸崎港の着実
な整備に必要な予算を確保すること。

２ 国際バルク戦略港湾に選定された福山港について，早期に効率的な輸送が可能
となるよう，ソフト・ハードの総合的な支援を講じること。

３ 観光・交流の拠点機能強化を図るとともに,インバウンド需要に対応した受入環境を
強化するため，厳島港の着実な整備に必要な予算を確保すること。

港名 地区名 提案箇所の内容 主な事業効果

広島港

宇品地区 ・岸壁（水深12ｍ・耐震強化）の整備【直轄】 海上輸送コスト削減： 約10億円/年

海田地区 ・岸壁（水深7.5ｍ）の老朽化対策【直轄】 ，荷役機械の整備 海上輸送コスト削減： 約2億円/年

五日市地区 ・臨港道路 廿日市草津線（4車線化）の整備 平均旅行速度： 約12ｋｍ/時 上昇

尾道糸崎港 機織地区 ・航路・泊地（水深12ｍ ，10ｍ）の整備【直轄】 海上輸送コスト削減： 約18億円/年

福山港 本航路 等

・備讃瀬戸北航路(開発保全航路）の水深19ｍの確保【直轄】
・船舶の運航効率改善に係る規制緩和（余裕水深緩和等）
・企業及び地方の負担を軽減する新たな制度設計
・福山本航路を水深18ｍに整備【直轄】

海上輸送コスト削減： 約76億円/年

厳島港 宮島口地区 ・浮桟橋や新ターミナル周辺の港湾施設の整備 観光客の利便性向上等

【提案先省庁：内閣府，国土交通省】

提案箇所一覧

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化

国への提案事項
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広島港

厳島港

尾道糸崎港
福山港

【提案先省庁：内閣府，国土交通省】

提案箇所位置図

国への提案事項

尾道糸崎港

機織地区

海田地区宇品地区五日市地区

本航路等

福山港

厳島港

宮島口地区

広島港

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化
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広島港

厳島港

尾道糸崎港
福山港

現 状

〇 広島港・福山港・尾道糸崎港は，地域
の基幹産業を支える物流拠点として重要
な役割を果たしている。

〇 厳島港は，世界遺産「嚴島神社」を有す
る宮島への玄関口として多くの観光客に
利用されている。

広島県からの

輸出額2.2兆円

（H26）

厳島港は観光地「宮島」への玄関口

背後に全国有数の鉄鋼メーカーを有する福山港

尾道糸崎港は全国有数の木材取扱拠点

自動車関連輸出を支える広島港

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化
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課 題

広島港

課 題

国際フィーダー機能の強化

海田地区 ガントﾘｰｸﾚｰﾝの増設，岸壁の老朽化対策五日市地区 臨港道路廿日市草津線の早期全線４車線化

１－１ 地域の企業活動を支える広島港の物流基盤の充実・強化

第Ⅱ期区間

第Ⅰ期区間

暫定２車線で供用しているが，交通渋滞が激しい

大型化する自動車船への対応

宇品地区 水深 １２ｍ化（耐震強化岸壁）

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化
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課 題

尾道糸崎港 機織地区

沖合で原木投下 原木を筏組み 筏をえい航

１-２ 大型の木材運搬船の満載入港に対応した尾道糸崎港の航路・泊地整備

航路・泊地の水深不足による入港船型・積載量の制限

機織地区 航路・泊地の水深 10～12ｍ化
非効率な輸送形態

水島港福山港

【福山港本航路】
余裕水深緩和 ・ 潮位利用緩和

【備讃瀬戸北航路】
余裕水深緩和 ・ 潮位利用緩和

ＪＦＥスチール㈱
西日本製鉄所

２ 国際バルク戦略港湾福山港における効率的な輸送の早期実現

本航路の水深 18ｍ化
水深19ｍの確保
（浅所の早期解消）

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化
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課 題

厳島港 宮島口地区

緑地

アクセス道路

浮桟橋

新ターミナル
（2018年度着工予定）

３ 観光・交流の拠点となる厳島港の港湾機能の強化

観光シーズンの渋滞

観
光
客
数

外
国
人
観
光
客
数

世界遺産「嚴島神社」を有する宮島への

玄関口にふさわしい港湾機能の強化

外国人観光客数の急増

宮島口まちづくり国際コンペ

宮島口まちづくり
グランドデザイン策定

旅客ターミナル設計者特定
（公募型プロポ―ザル）

旅客ターミナル建設着工

平成27年10月

平成28年3月

平成28年8月

平成30年度

旅客ターミナル完成予定

平成31年度

（平成32年度 東京オリンピック開催）

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化
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１ 平成30年代前半での完了に向け，滑走路及び誘導路の計画的な更新・
修繕を実施すること。

２ 滑走路端安全区域を基準に適合させるための具体的な整備案を策定し，
早急に実施すること。

３ 新規路線の就航や増便に対応できるようにするため，エプロンを早急に拡張
すること。

４ 増加するインバウンドに対応するため，観光立国基本計画の目標である，
１便あたりの入国審査時間が20分以内となるよう広島空港の入国審査体制
を強化すること。

国への提案事項

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（３） 観光・交流の拠点となる空港機能の強化

広島空港は，平成５年の開港以降も，滑走路3,000メートル化や，高度計器着陸装置（CAT-Ⅲｂ）の

設置等が行われ，現在では，中四国地方の拠点空港に相応しい機能施設を備える と と も に ，

国 内 外 の 多 様 な 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク を 有 す る 空 港 と し て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。

【提案先省庁：国土交通省，法務省】
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整備済箇所（H28末）

未整備箇所

エプロン拡張用地

滑走路端安全区域の整備

誘導路

滑走路

経年劣化による
舗装面ひび割れ

標準範囲

原則範囲

最低限確保しなければならない
とされる範囲

適用が望ましいとされ，
遵守するよう
努力すべきとされている範囲

広島空港の航空ネットワーク

３ エプロン
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ

１ 滑走路・誘導路

平成26年度 春秋航空日本(成田)
平成27年度 香港ﾄﾞﾗｺﾞﾝ航空

エア・ドゥ(札幌)
香港エクスプレス

近年の利用状況（旅客数,週当たり便数）

航空機事故発生

（H27.4）

3,000
（千人）

2,900

2,800

2,700

2,600

2,500

2,400

2,300

2,200

210
（便/週）

205

200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

H23 H24 H25 H26 H27

近年の新規路線就航

○利用者数：266万人
○国際線5路線31便/週
○国内線5路線25便/日

利用状況(H27)

２ 滑走路端安全区域

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（３） 観光・交流の拠点となる空港機能の強化

現 状
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課 題

経年劣化による舗装面ひび割れ

滑走路端安全区域の基準範囲

原則範囲

標準範囲

最低限確保しなければならないとされる範囲
○長さ 最小（90ｍ）以上で最大限の長さ
○幅員 滑走路幅の2倍以上で最大限の幅

適用が望ましいとされ，遵守するよう努力すべき
とされている範囲
○長さ 240ｍ以上
○幅員 着陸帯幅

水分を含み舗装内部が剥離した状況

開港から23年が経過し，
滑走路・誘導路の計画的な更新・修繕が必要

① 施設設備の老朽化

滑走路西側では基準範囲が確保されておらず
対応が必要

②滑走路端安全区域における基準範囲の確保

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（３） 観光・交流の拠点となる空港機能の強化
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課 題

③ エプロンの拡張

国際線到着時の入国審査場の混雑状況エプロン拡張用地

広島空港では，３０分を超えるケースが発生
しており，入国審査場のスペース確保や
審査ブースの増設及びそれに対応した
人員配置が必要

○ 国においては，訪日外国人旅行者数を2020年に
4,000万人，2030年に6,000万人とする新たな
目標値が示された※

○ 広島空港では，東南アジア・東アジアからの新規
就航や，LCCの増便・誘致など国内外の航空ネット
ワークの拡充に取り組んでおり，これらに対応できる
エプロンの拡張が必要
※明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（H28年3月）

④ ３０分を超える入国審査

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等
（３） 観光・交流の拠点となる空港機能の強化
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平成29年度概算要求等の状況

４ 本県の経済を支えるインフラの整備等

（１） 道路ネットワークの整備促進等

◆道路整備費計（全国枠）※道路環境整備費を含む 1,580,972百万円（対前年度比116％）

うち 直轄事業（全国枠） 1,473,024百万円（対前年度比117％）

補助事業（全国枠） 87,265百万円（対前年度比116％）

有料道路事業等（全国枠） 20,683百万円（対前年度比82％）

◆社会資本整備総合交付金（全国枠） 1,054,941百万円（対前年度比117％）

◆防災・安全交付金（全国枠） 1,292,699百万円（対前年度比117％）

（２） 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化

◆港湾整備事業（全国枠） 268,694百万円（対前年度比116％）

◆地方創生推進交付金（全国枠） 117,000百万円（対前年度比117％）

（３） 観光・交流の拠点となる空港機能の強化

◆空港事業（一般空港等）（全国枠） 92,200百万円（対前年度比113％）

◆円滑かつ厳格な出入国管理体制の整備 16,015百万円（対前年度比126％）

◆出入国管理体制の充実強化 入国審査官等 264人増員要求

- 74 -



- 75 -


