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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

13131313    米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練のののの中止中止中止中止等等等等についてについてについてについて 

（外務省，防衛省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

  

 米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる低空飛行訓練等低空飛行訓練等低空飛行訓練等低空飛行訓練等によるによるによるによる騒音騒音騒音騒音やややや事故事故事故事故へのへのへのへの不安等不安等不安等不安等によりによりによりにより，，，，住民住民住民住民のののの平穏平穏平穏平穏なななな生活生活生活生活がががが

乱乱乱乱されているというされているというされているというされているという現状現状現状現状をををを改善改善改善改善していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるためためためため，，，，米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練のののの中中中中

止止止止等等等等についてについてについてについて，，，，外務省外務省外務省外務省及及及及びびびび防衛省防衛省防衛省防衛省をををを通通通通じてじてじてじてのののの米軍側米軍側米軍側米軍側へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ 

    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

１ 本県では，中国山地で米軍機と思われる航空機の低空飛行訓練に関する目撃情報が相次

いでいるため，市町等から提供された目撃情報を取りまとめ，外務大臣・防衛大臣及び駐

日米国大使，米海兵隊岩国航空基地司令官に対し，その集約結果を付して，低空飛行訓練

の中止等の措置を，平成９年度以降繰り返し要請している。 

２ 今後，平成１８年５月に閣議決定された在日米軍再編計画に基づき，米空母艦載機等が

岩国に移駐すれば，岩国基地の航空機数は我が国で最大級となり，騒音被害や事故発生の

危険性の増大，中国山地における低空飛行訓練の増加，駐留隊員の増加に伴う事件の発生

など本県への多大な影響が懸念されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

 
 新規提案（Ｈ24） 

年度別（期別）推移 

20（2008）年度 21（2009）年度 22（2010）年度 23（2011）年度 年度（期） 上期 下期 計 上期 下期 計 上期 下期 計 上期 下期 計 
目撃実日数 
(週末・休日) 115 (22) 

111 
(15) 

226 
(37) 

107 
(12) 

106 
(10) 

213 
(22) 

112 
（20）

124 
（17） 

236 
（37） 

103 
（12）

129 
(24) 

232 
(36) 

目 撃 件 数      
(週末・休日) 579 (42) 

556 
(28) 

1,135 
(70) 

412 
(20) 

393 
(25) 

805 
(45) 

712 
（49）

767 
（43） 

1,479 
（92） 

675 
（25）

1,373 
(92) 

2,048 
(117) 

 

市町別目撃情報（平成２３年度） 市 町 北広島町 廿日市市 江田島市 安芸太田町 大竹市 三次市 庄原市 広島市 福山市 目撃実日数 171日 168日 52日 40日 25日 14日 5日 3日 1日 目 撃 件 数      807件 874件 131件 143件 48件 36件 5件 3件 1件 ※ 目撃実日数の県合計は 232日（市町間の重複があるため，上記の目撃実日数の合計とは一致しない。） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    
１１１１    米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる低空飛行訓練等低空飛行訓練等低空飛行訓練等低空飛行訓練等のののの中止中止中止中止についてについてについてについてのののの要請要請要請要請    

平成２３年度においては，目撃実日数２３２日，目撃件数２,０４８件となっており，

平成９年に情報を取り始めて以来，最多の目撃情報が寄せられている。 

また，平成１１年１月１４日の日米合同委員会での合意により訓練の実施が限定的と

なっている週末や休日における目撃実日数も３６日，目撃件数は１１７件あり，合意が

遵守されているとは言い難い状況にある。 

実態が明らかにされないまま日々繰り返される米軍機の低空飛行訓練によって，激し

い騒音被害が住民の平穏な生活を乱しているという実情と，米軍機による事故に対する

不安の中で生活しているという地域住民の心情とを認識の上，速やかに次の措置を講じ

ること。 

 

① 米軍機の低空飛行訓練の実態を明らかにすること。（騒音被害については，国におい

て騒音測定器を設置するなどにより，具体的な調査を行うこと。） 

② 県民が生活している地域での低空飛行訓練を行わないよう措置すること。 

③ 米軍機の飛行（低空飛行訓練を含む）については，航空法第８１条が適用されるよう

措置すること。 

 航空法第 81条⇒航空機の最低安全高度についての取決め（人口密集地域では 300ｍ， 

その他の地域では 150ｍより低い高度で飛行しない等） 

 
２２２２    在日米軍再編計画在日米軍再編計画在日米軍再編計画在日米軍再編計画にににに基基基基づづづづくくくく米空母艦載機等米空母艦載機等米空母艦載機等米空母艦載機等のののの岩国岩国岩国岩国基地基地基地基地移駐移駐移駐移駐にににに伴伴伴伴うううう，，，，低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練やややや事事事事

件件件件・・・・事故事故事故事故のののの増加増加増加増加にににに対対対対するするするする不安不安不安不安のののの払拭払拭払拭払拭についてについてについてについて必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講じるじるじるじるためのためのためのための要請要請要請要請    

平成１８年５月に閣議決定された在日米軍再編計画に基づき，米空母艦載機等が岩国

に移駐すれば，岩国基地の航空機数は我が国で最大級となり，騒音被害や事故発生の危

険性の増大，中国山地における低空飛行訓練の増加，駐留隊員の増加に伴う事件の発生

など本県への多大な影響が懸念されている。このため，米軍機の低空飛行訓練等の中止

措置を講ずるとともに，駐留隊員等の教育訓練の徹底と厳正なる綱紀粛正を米軍側に申

し入れるなど，県民の不安が払拭される措置を講じること。 

 

３３３３    空母艦載機離着陸訓練施設空母艦載機離着陸訓練施設空母艦載機離着陸訓練施設空母艦載機離着陸訓練施設についてについてについてについて    

恒常的な空母艦載機離着陸訓練施設については，広島県内あるいは瀬戸内海地域に建

設することは容認できないこと。 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へへへへのののの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

14141414    地域医療体制地域医療体制地域医療体制地域医療体制のののの確保確保確保確保についてについてについてについて 

（厚生労働省，文部科学省，総務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

地域医療体制地域医療体制地域医療体制地域医療体制のののの確保確保確保確保のためののためののためののための抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

１１１１    医療医療医療医療のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保のためののためののためののための取組取組取組取組のののの充実充実充実充実    

２２２２    地域主導地域主導地域主導地域主導によるによるによるによる医療体制確保医療体制確保医療体制確保医療体制確保へのへのへのへの支援支援支援支援    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

１１１１    医療医療医療医療のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保のためののためののためののための取組取組取組取組のののの充実充実充実充実        ○○○○    医師医師医師医師のののの地域地域地域地域・・・・診療科偏在診療科偏在診療科偏在診療科偏在のののの拡大拡大拡大拡大    

   平成 22 年「医師・歯科医師・薬剤師調査」の結果，県内医師数は増加しているもの

の，中山間地域や内科，外科，産科などの医師は減少が続いており，地域医療体制の確

保が困難な状況となっている。 
 
    ○○○○    臨床研修医臨床研修医臨床研修医臨床研修医のののの減少減少減少減少 

新たな医師臨床研修制度の導入後， 

  本県の初期臨床研修医は大きく減少 

している。     
○○○○    無医地区無医地区無医地区無医地区    

   無医地区数が，北海道に次いで全 

国で２番目に多い。(H21.10末調査)    
    
○○○○    看護職員看護職員看護職員看護職員のののの不足不足不足不足    

就業看護職員数全体は増加傾向にあ 

  るが，依然として不足の状況が継続 

する見込みである。特に，山間地域 

や中小の医療機関では，看護職員の 

確保が困難な状況がある。          
２２２２        地域主導地域主導地域主導地域主導によるによるによるによる医療体制確保医療体制確保医療体制確保医療体制確保へのへのへのへの支援支援支援支援    

○○○○    地域医療体制確保地域医療体制確保地域医療体制確保地域医療体制確保にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ医療機関医療機関医療機関医療機関にににに対対対対するするするする支援支援支援支援    

     地域医療を担う医師の確保のため，病院勤務医の就労環境改善や女性医師の就業支援

等に取り組む医療機関に対する支援の所要額が確保されていない。（平成 23年度広島県

分削減額 85百万円，17％減） 
    
○○○○    がんがんがんがん検診受診率検診受診率検診受診率検診受診率のののの低迷低迷低迷低迷    

がんの早期発見につながる受診率 

の向上は，がん死亡率の減少に必要 

な方策であるが，受診率向上に向け 

た様々な取組にもかかわらず，目標 

値である 50％には到達していない。    

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

質の高い医療サービス実現（全国枠国費）     10,292,336百万円（対前度年 103.4％） 

 １ ２ ３ 区 分 北海道 広島県 高知県 無医地区数 １０１ ５３ ４５ 
 

        広島県内広島県内広島県内広島県内のののの初期臨床研修医在籍状況初期臨床研修医在籍状況初期臨床研修医在籍状況初期臨床研修医在籍状況のののの推推推推移移移移    (人) 
H１５年度採用実績（A） H２３年度採用実績（B） 増減（B-A） １８１ １５５ ▲２６ 

 

第七次広島県看護職員需給見通第七次広島県看護職員需給見通第七次広島県看護職員需給見通第七次広島県看護職員需給見通しししし    
 

需要数 ① 供給数 ② 不足数 
(①－②) 充足率 

(②/①) 
H25年 43,284 42,098.5 1,185.5 97.3%     
 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん 広島県 30.5 21.9 22.7 33.6 29.7 全 国 30.1 23.0 24.8 32.0 31.4 

       (H22国民生活基礎調査 がん検診受診率) 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

本県本県本県本県はははは，，，，人口人口人口人口 10101010 万人当万人当万人当万人当たりのたりのたりのたりの医学部定員数医学部定員数医学部定員数医学部定員数はははは全国全国全国全国 42424242 位位位位とととと少少少少なくなくなくなく，，，，またまたまたまた，，，，全国全国全国全国でででで２２２２番目番目番目番目にににに

多多多多いいいい無医地区無医地区無医地区無医地区をををを抱抱抱抱えるなどえるなどえるなどえるなど，，，，深刻深刻深刻深刻なななな医師不足医師不足医師不足医師不足のののの中中中中でででで，，，，県県県県をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする行政行政行政行政・・・・医療医療医療医療・・・・医育医育医育医育のののの

関係者関係者関係者関係者がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって，，，，地域医療地域医療地域医療地域医療をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための様様様様々々々々なななな取組取組取組取組をををを行行行行っているところであるっているところであるっているところであるっているところである。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組をををを実効性実効性実効性実効性のあるものとするためにはのあるものとするためにはのあるものとするためにはのあるものとするためには，，，，国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，更更更更なるなるなるなる

制度改革制度改革制度改革制度改革やややや財政財政財政財政的的的的支援支援支援支援などなどなどなど，，，，地域医療地域医療地域医療地域医療のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたよりけたよりけたよりけたより一層一層一層一層のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対応対応対応対応がががが求求求求められてめられてめられてめられて

いるところであるいるところであるいるところであるいるところである。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，以下以下以下以下のののの対策対策対策対策をををを講講講講じることじることじることじること。。。。    
    
１１１１    医療医療医療医療のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保のためののためののためののための取組取組取組取組のののの充実充実充実充実    

(1) 医師偏在の是正 

地域ごとに真に必要な医師数についての全国統一的な目標値がなく，総合医や専門

医を計画的に育成する方策も示されていないため，これらを早急に整理し，医師の計

画的な育成を行うとともに，不足地域や診療科へ誘導する仕組みを構築すること。 
 

(2) 地域医療を担う医師の養成への支援 

地域医療を担う医師を効果的に養成するため，医学部地域枠の安定的な運用のため

の財政的支援の充実を図ること。また，自治医科大学に係る都道府県負担のあり方を

見直すこと。 

 
(3) 看護師等確保に向けた財政的支援の充実 

看護職員確保の根幹となる看護師等の養成の充実強化が重要であり，看護師等養成

所運営費補助金が減額されることのないよう，財政的支援の充実を図ること。 
    

(4) 看護職員の就労環境改善の推進 

結婚・出産・子育て・長時間労働等の要因による看護職員の離職実態があるため，

働き続けられる病院等の勤務環境の改善に向けた取組が推進できるよう，制度的・財

政的な支援策の充実を図ること。    

    

２２２２    地域主導地域主導地域主導地域主導によるによるによるによる医療体制確保医療体制確保医療体制確保医療体制確保へのへのへのへの支援支援支援支援    

(1) へき地医療対策の充実 

へき地医療拠点病院の指定要件に，へき地診療所への医師派遣があるが，医師不足

により医療機能が低下しているへき地の病院や，他のへき地医療拠点病院へ医師派遣

を行う場合もへき地医療拠点病院として指定できるよう，要件を見直すこと。 
    

(2) 地域医療体制確保に取り組む医療機関に対する支援 

救急医療対策や産科医確保，女性医師の就業支援など，地域医療体制の確保に取り

組む医療機関に対する財政的支援について，所要額を確保すること。 
    

(3) がん検診の充実 

がん検診の実施主体については，健康増進法に基づき市町が実施に努めることとさ

れているものの，現実には各健保組合や共済組合など多くの医療保険者が任意に検診

を実施しており，これら実施主体間での情報の連携がないため，市町における効率的

な受診勧奨が困難な状況となっている。 

未受診者を確実かつ効果的に受診勧奨させる仕組みを構築するため，特定健診にお

いて各医療保険者に実施が義務付けられているのと同様，がん検診についても実施主

体の法的位置付けを明確にすること。 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

15151515    予防接種実施支援予防接種実施支援予防接種実施支援予防接種実施支援のののの充実充実充実充実についてについてについてについて 

（厚生労働省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

予防接種法の定期接種化の推進等 

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

【現状】 

 国において，次のとおり定期予防接種の対象拡大が検討されている。 

（厚生労働省厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部会等） 

 

区 分  内  容 

Ｈｉｂ（インフルエンザ菌ｂ型） 

肺炎球菌（７価） 

水痘 

ムンプス（おたふくかぜ） 

⇒ １類疾病

※
の対象となる予定 

ＨＰＶ（子宮頸がん） 

Ｂ型肝炎 

⇒ １類疾病

※
となるよう検討中 

肺炎球菌（２３価） 
⇒ 2類疾病

※
となるよう検討中 

不活化ポリオ 
⇒ 定期接種導入予定（今秋早い段階） 

※ 1類疾病：市町村が行う定期接種の対象疾病 

※ 2類疾病：個人の発病又はその重症化等を防止するために行う予防接種の対象疾病 

 

 

【課題】 

新たなワクチンを予防接種法の対象とし，定期接種を実施するためには，次の取組を前

提とする必要がある。 

① 安全かつ安定的なワクチン供給・実施体制の確保 

② 継続的な接種に必要な財源の確保 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

 

【予防接種法の対象となっていないワクチン接種に係る国庫負担】 

子宮頸がん等ワクチン接種助成（国補助率 1/2）：1,017百万円（対前年比 59．8％※
） 

※ 接種予定者数に応じて，前年より減額されている。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

 

 国の責務として，次のとおり，予防接種対策を制度的に推進すること 

１ 予防接種法の対象となっていない任意接種のワクチンのうち，子宮頸がん（ＨＰＶ）

予防ワクチン，Ｈｉｂワクチン，小児用肺炎球菌ワクチンに対してのみ，国が子宮頸が

ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業を実施しているなど，施策の一貫性や継

続性が確保されていないことから，予防接種施策について中長期的なビジョンを示した

上で，有効性・安全性が認められている予防接種の定期接種化を進めること。 

２ これまで全額個人の負担であった任意接種に対し，定期接種化を図ることは，国民に

とって多大な恩恵がある一方で，地方財政が厳しい中，既に定期接種となっているワク

チンの接種費用の大部分を市町村が負担している現状もあり，新たな負担に耐えられな

い事態が想定されることから，自治体の財政力の格差等により差異が生じないよう，ワ

クチンの定期接種費用を全額国庫負担し，予防接種への公平なアクセスを確保するこ

と。 

 

                    ②定期接種化 → 市町村の財政負担増 

 

定期接種（3条第 1項） 

予防接種法 

1類疾病 2類疾病 

任意接種 

（規定なし） 

対象疾病 

ジフテリア 

百日せき 

ポリオ 

麻しん 

風しん 

日本脳炎 

破傷風 

ＢＣＧ 

痘そう 

インフルエンザ 

（高齢者に限る） 

Ｈｉｂ 

ＨＰＶ（子宮頸が

ん） 

肺炎球菌（７価） 

水痘 

Ｂ型肝炎 

肺炎球菌（２３

価） 

実施主体 市町村 市町村 市町村 ― 

接種の 

努力義務 

あり なし なし なし 

接種の 

費用負担 

市町村 （低所得者分は 交付税措置） 
実費徴収可 

市町村 （低所得者分は 交付税措置） 
実費徴収可 

基金

※ 
1/2 

市町村 1/2 

 

※国の交付金を

原資に県が設置

（平成22～24年度） 

被接種者が全

額負担 

    

    

      ①一貫性がない 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

16161616 (1)  (1)  (1)  (1) 原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者・・・・毒毒毒毒ガスガスガスガス障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて 

（厚生労働省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    原原原原子爆弾子爆弾子爆弾子爆弾被爆者被爆者被爆者被爆者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

２２２２    後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度におけるにおけるにおけるにおける被爆者老人医療費被爆者老人医療費被爆者老人医療費被爆者老人医療費等等等等にににに係係係係るるるる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの負担負担負担負担改善改善改善改善    

３３３３    毒毒毒毒ガスガスガスガス障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

１１１１    原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

(1) 被爆者及び遺家族は，原子爆弾の特異性により，長年にわたり社会的・医学的・精神

的後遺症に苦しみ続けなければならない実情にある。また，被爆者においては高齢化が

一段と進み，ひとり暮らしや寝たきり等の要介護者が年々増加しているにもかかわらず，

全ての介護保険サービスが利用助成対象となっていないなど，様々な問題がある。 

ついては，国の責任において，こうした実態に即した援護施策を，衆議院厚生委員会

における附帯決議の趣旨を踏まえ，より一層充実する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

(2) 在外被爆者は，健康診断や医療の面においては，国内の被爆者に比べ十分な援護が受

けられているとは言えず，居住国における実情に即した援護の充実が求められている。 

(3) 原爆被爆による人的被害等の実態を把握するための被災調査が不十分であり，被爆者

とその子・孫に対する原爆放射線の身体的影響及び遺伝的影響が解明されていない。 

(4) 現在のところ，被爆二世に対する遺伝的影響を示す科学的知見は得られていないもの

の，被爆二世は，がんに対する健康不安を抱く年齢になってきている。 

(5) 原子爆弾被爆地域の拡大（黒い雨）について，「「原爆体験者等健康意識調査報告書」

等に関する検討会」による科学的な検証が進められている。 

２２２２    後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度におけるにおけるにおけるにおける被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等にににに係係係係るるるる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの負担改善負担改善負担改善負担改善    

保健医療福祉事業は，逐次充実が図られてきたが，財政的支援及び制度的整備が不十分

である。特に，被爆者医療に係る地方公共団体の負担を軽減するために創設された老人保

健事業推進費等補助金（原爆分）の全国枠国費が平成 22年度以降，減額されている。    

３３３３    毒毒毒毒ガスガスガスガス障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

ア 国の要綱で実施されている毒ガス障害者援護制度は，本来，国の責任において実施さ

れるべきであり，根拠法の制定が必要である。 

イ 毒ガス障害者への医療給付は，原爆被爆者対策と比較して対象疾病が制限されている。 

ウ 毒ガス障害者の要望で実施している県単独事業への財政的支援及び制度整備が不十分である。 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

１１１１    原原原原子爆弾子爆弾子爆弾子爆弾被爆者被爆者被爆者被爆者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

○ 原爆被爆者対策費（全国枠国費） 147,793百万円（対前年度比 100.0％） 

○ 在外保健医療助成事業の上限額引上げ（23年度→24 年度：17.1万円→17.6 万円,４日

間以上の入院：18.3万円→18.7 万円)  

２２２２    老人保健事業推進費等補老人保健事業推進費等補老人保健事業推進費等補老人保健事業推進費等補助金助金助金助金（（（（原爆分原爆分原爆分原爆分））））（全国枠）945百万円（対前年度対比 80.2%）    

３３３３    毒毒毒毒ガスガスガスガス障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実充実充実充実強化強化強化強化 

○ 毒ガス障害者に対する救済措置要綱改正により，健康管理手当の支給認定期間につい

て，病状が固定化しているものについて，無期限となった。（従来は 5年更新） 

○ 毒ガス障害者対策費（全国枠国費） 795百万円（対前年度比 91.1％） 

 被爆者数及被爆者数及被爆者数及被爆者数及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢（（（（平成平成平成平成 22222222 年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在））））    区 分 被爆者数 平均年齢 広 島 県      （広島市を除く）  30,498 人 79.6 歳 広 島 市       68,886 人 77.0 歳 県 全 体       99,384 人 77.8 歳 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者原子爆弾被爆者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

    (1) 弔意事業を充実強化すること 

・原爆死没者追悼平和祈念館の運営の充実 ・関係資料の収集等弔意事業の充実強化 

 (2) 保健医療福祉事業を充実すること  

①①①①    介護施策介護施策介護施策介護施策のののの拡充強化拡充強化拡充強化拡充強化    

・訪問介護利用被爆者助成等に係る所得制限の撤廃 

・介護保険利用助成の対象となるサービスを，認知症対応型共同生活介護など，全て

の介護保険サービス（医療系を除く。）へ拡大すること 

・介護保険等利用助成費及び事務費の全額国庫負担化 

②②②②    被爆者健康診断内容等被爆者健康診断内容等被爆者健康診断内容等被爆者健康診断内容等のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

・「高齢者の医療の確保に関する法律」による特定健康診査と同様とするなどの健康診

断内容の充実及び健康診断費の改善 

③③③③    原子爆弾小頭症患者原子爆弾小頭症患者原子爆弾小頭症患者原子爆弾小頭症患者のののの支援支援支援支援    

 ・患者の生活実態の十分な把握と実態に応じた支援 

④④④④    被爆者関係施設被爆者関係施設被爆者関係施設被爆者関係施設のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

・原爆病院，原爆養護ホーム等の被爆者関係施設の運営費の充実及び施設整備に対す

る助成措置 

⑤⑤⑤⑤    原爆症認定制度原爆症認定制度原爆症認定制度原爆症認定制度のののの見直見直見直見直しししし及及及及びびびび審査審査審査審査のののの迅速化迅速化迅速化迅速化    

・「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する

法律」の附則の趣旨を踏まえた原爆症認定制度の見直し 

・原爆症認定のより一層速やかな審査 

 (3) 在外被爆者の援護を推進すること 

①①①①    健康診断健康診断健康診断健康診断及及及及びびびび保健医療費助成保健医療費助成保健医療費助成保健医療費助成    

・居住国の実情を踏まえた検討を行い，早急に可能な限り国内と同程度となる措置を

講じること。 

②②②②    在在在在外外外外公公公公館等館等館等館等をををを通通通通じたじたじたじた各種申請手続等各種申請手続等各種申請手続等各種申請手続等    

・十分な周知，円滑な実施及び手帳交付審査のより一層の迅速化 

  (4) 被爆実態に関する調査研究及び啓発活動を促進すること 

 ①①①①    広島広島広島広島・・・・長崎両市長崎両市長崎両市長崎両市がががが実施実施実施実施しているしているしているしている原爆被爆者動態調査原爆被爆者動態調査原爆被爆者動態調査原爆被爆者動態調査へのへのへのへの助成助成助成助成    

・今後とも十分な助成を行うこと。 

②②②②    被爆者被爆者被爆者被爆者とそのとそのとそのとその子子子子・・・・孫孫孫孫にににに対対対対するするするする原爆放射線原爆放射線原爆放射線原爆放射線のののの身体的影響及身体的影響及身体的影響及身体的影響及びびびび遺伝的影響遺伝的影響遺伝的影響遺伝的影響にににに係係係係るるるる調査研調査研調査研調査研

究究究究のののの更更更更なるなるなるなる促進促進促進促進    

③③③③    放射線影響研究所放射線影響研究所放射線影響研究所放射線影響研究所のののの早期移転早期移転早期移転早期移転    

 ・老朽化及び今後の機能充実や研究環境整備のための早期移転 

 (5) 被爆二世の健康診断内容等のより一層の充実を図ること 

 (6) 原子爆弾被爆地域の拡大（黒い雨）に向け検討を推進すること 

・原爆体験者等健康意識調査で判明した黒い雨降雨地域における原爆放射線による健

康影響に関する科学的な検証を踏まえ，早急に必要かつ十分な措置を講じること。 

２２２２    後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度におけるにおけるにおけるにおける被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等被爆者老人医療費等にににに係係係係るるるる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの負担改善負担改善負担改善負担改善    

    (1) 老人保健事業推進費等補助金(原爆分)を増額すること 

・被爆者医療に係る地方公共団体の負担解消に向け，財政上，適切かつ十分な措置を

将来にわたって講じること。 

(2) 介護保険法による保険者等の財政負担に対して軽減措置すること 

３３３３    毒毒毒毒ガスガスガスガス障害者障害者障害者障害者にににに対対対対するするするする援護措置援護措置援護措置援護措置のののの充実強化充実強化充実強化充実強化    

(1) 毒ガス障害者に対する援護措置を法制化するとともに財源を確保すること 

(2) 医療給付における疾病制限を緩和すること 

医療給付対象疾病（慢性呼吸器疾患等７疾患群）の大幅な緩和 

(3) 毒ガス障害者に対する援護事業を国庫事業化すること 

県単独事業（通院交通費，死亡弔慰金等の支給）の国庫事業化  
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

16161616 (2)  (2)  (2)  (2) 放射線被放射線被放射線被放射線被ばくばくばくばく者医療者医療者医療者医療のためののためののためののための国際協力国際協力国際協力国際協力のののの推進推進推進推進についてについてについてについて 

（内閣府，外務省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

  放射線被放射線被放射線被放射線被ばくばくばくばく者医療者医療者医療者医療のためののためののためののための国際協力国際協力国際協力国際協力のののの推進推進推進推進    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

【現状】 

１ 広島が有する被ばく者医療の実績と研究成果による貢献 

世界で唯一の被爆地を有する国として，広島が有する被ばく者医療の実績と研究の成

果を生かした分野で，広く世界に貢献していくことが必要である。 

 《放射線被曝者医療国際協力推進協議会（HICARE）（平成 3年設立）の活動内容》 

  ○ 放射線被ばく者医療研修の実施：15か国 356 人（平成 24年 3月現在） 

  ○ 専門家の派遣：16か国 204 名（平成 24年 3月現在） 

  ○ 国際原子力機関（IAEA）との放射線被ばく者医療の分野における事業の協働展開 

・国際シンポジウムの開催…平成 23年 11 月 23 日,24 日，広島，参加者 540 人 

・人材交流…医師・研究者等の IAEA への派遣（連絡会議，セミナー等) 

・共同研究…「IAEA 加盟国における生物学的線量評価の強化」の共同研究の開始 

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故への支援活動 

   ・避難した住民の被曝線量の測定を行うため，放射線技師，看護師等６名を派遣 

・「東京電力福島第一原子力発電所事故における放射線被ばくに関する提言」を行った。 

（平成 23年６月 14日，首相官邸）     

２ 放射線被ばく者医療の必要性 

○ 被ばく者治療のノウハウの不足 

○ 被ばく事故発生時の体制が未整備 

○ がん治療など放射線源を用いた医療の需要増 

  

【課題】 

 HICARE の活動に対するニーズが大きい中，広島県・広島市の支援だけでは限界がある。 

○ HICARE の経費を負担する広島県・広島市はともに，厳しい財政状況にある。 

○ 現在，HICARE の活動は，在外の原爆被爆者を対象とした在外被爆者支援事業（国庫

10/10）に依存する現状である。 

○ これまでの蓄積された知見及び今後 IAEA との協働事業等を通じて得られる放射線

被ばく者医療の知見を世界に対して，より広く普及・拡大する事業を実施するための

財源確保が困難となっている。 

⇒ 研修生の 93％が在外被爆者支援事業対象国からの受入となる等，活動が制約さ

れている。 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

被爆者援護策に制約されない新たな放射線被ばく者医療の国際協力推進事業に対する助成

制度の創設 ⇒ 創設されていない。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

世界世界世界世界でででで唯一唯一唯一唯一のののの被爆地被爆地被爆地被爆地をををを有有有有しているしているしているしている国国国国としてとしてとしてとして，，，，広島広島広島広島がががが有有有有するするするする被被被被ばくばくばくばく者医療者医療者医療者医療のののの実績実績実績実績とととと研究研究研究研究のののの成成成成

果果果果をををを生生生生かしたかしたかしたかした分野分野分野分野でででで広広広広くくくく世界貢献世界貢献世界貢献世界貢献をををを果果果果たすたすたすたす必要必要必要必要があることからがあることからがあることからがあることから，，，，広広広広くくくく放射線被放射線被放射線被放射線被ばくばくばくばく者者者者医療分医療分医療分医療分

野野野野をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした事業事業事業事業にににに対対対対するするするする助成制度助成制度助成制度助成制度をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。    

    

１ 対象事業 

在外被爆者支援事業対象国に限らない，国内外の関係機関（IAEA 等）と連携した放射

線被ばく者医療に関する次の事業 

① 医師等の受入研修 

② 専門家派遣 

③ 普及啓発のための国際会議 

④ 共同研究 

２ 助成内容 

定額補助又は，事業費に対する国庫２／３の助成 

    

    

 

ＨＩＣＡＲＥ (社)広島県医師会，(社)広島市医師会 広島大学，広島大学病院  広島大学原爆放射線医科学研究所  (公財)放射線影響研究所  (公財)広島原爆障害対策協議会  広島赤十字・原爆病院  広島県，広島市，学識経験者 
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
 

放
射
線
被
ば
く
者
医
療
関
係
機
関
 

広島県・広島市 

国 

世界の被ばく者 

現在の制度 国庫補助金（在外被爆者支援事業（国）） 

協働 連携 

提案する制度 放射線被ばく者医療に関する医師等の受入研修，専門家派遣，人材育成，普及啓発等に対する国庫補助（在外被爆者支援事業対象国以外） 

被ばく者医療技術による支援 

財政負担 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案                                                                                                                                                                                                        

17171717    地域環境地域環境地域環境地域環境のののの保全保全保全保全についてについてについてについて    

（環境省，経済産業省，農林水産省，国土交通省，厚生労働省，文部科学省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進    
２２２２    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの再生再生再生再生のためののためののためののための法整備法整備法整備法整備    
３３３３    瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    
４４４４    特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物のののの防除防除防除防除のののの推進推進推進推進    
５５５５    総合的総合的総合的総合的ななななアスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    
６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

１１１１    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進    

瀬戸内海の環境は，瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づく工場排水の規制等により，

水質は一定の改善が見られるものの十分ではなく，赤潮の発生，藻場・干潟の喪失，生態

系や漁場環境の悪化など，依然多くの課題を抱えている。 

また，瀬戸内海の保全・再生に向け，府・県を越えた環境保全活動が行われているが，

こうした活動への支援体制が不十分である。 

２２２２    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの再生再生再生再生のためののためののためののための法整備法整備法整備法整備    

豊かな瀬戸内海を再生するためには，複合的な多くの課題があるため，瀬戸内海沿岸が

広域的に連携して，取り組むことが求められる。また，個別法による対応には限界があり，

実効性のある環境保全対策・再生施策の実施や，瀬戸内海の有効活用を図ることが困難な

状況にある。 

３３３３    瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

瀬戸内海国立公園は，豊かな自然とのふれあいや自然特性を活かした環境学習の場など

を提供し，年間 540 万人（広島県分）を超える方々に利用されている。 

県では平成 22 年度，瀬戸内海の多彩な地域資源を相互に連携させ，エリア全体の魅力

アップを図るため，「瀬戸内 海の道構想」を策定し，利用促進に努めている。しかしな

がら，国立公園内の施設の一部には，老朽化や安全性の問題が生じており，これら施設の

再整備が必要となっている。また，多様化する環境学習ニーズに対応した機能強化も求め

られている。 

４４４４    特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物のののの防除防除防除防除のののの推進推進推進推進    

県南西部において，アルゼンチンアリによる深刻な生活被害等が生じていた。このため，

効果的かつ円滑な対策が講じられるよう，平成 18 年３月に広島県，山口県の関係自治体

で構成する広域行政協議会（H23.4 現在２県４市が加入）を設置し，アリの実態調査や防

除の研究及び国の事業を活用した住民参加による一斉防除モデル事業に取り組んできた

が根絶には至っておらず，引き続き対策が必要である。また，近年では，ヌートリアによ

る農作物への被害額が 1億円に迫るとともに，アライグマによる農作物被害も確認されて

おり，被害の拡大が懸念されている。 

５５５５    総合的総合的総合的総合的ななななアスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

アスベスト問題について，本県は平成 17年８月に対策推進本部を設置し，健康，環境，

建築物対策など総合的に取り組んできたが，依然として，アスベストを使用した建築物等

が多く現存し，これらの建築物等が解体時期を迎えていること，また，災害時における建

築物の倒壊等を考えると，早急なアスベスト対策が求められている。 

６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進    

土壌汚染対策法では，形質変更の届出に対し，土壌汚染のおそれに応じて調査命令を発

出するが，埋立地等土壌汚染のおそれの把握が難しい場合があり，調査命令の判断に課題

が生じている。 

また，汚染の除去等の財政支援のために法に定められた基金は，汚染原因者が不明・不

存在であることなど，助成対象が限定されている。 
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前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

閉鎖性海域対策費（全国枠国費）        294百万円（対前年度比 80.3％） 

 自然公園等事業費（全国枠国費）           8,235百万円（対前年度比 82.5％） 

 生物多様性保全推進支援事業（全国枠国費）    211百万円（対前年度比 87.2％） 

アスベスト対策関係予算（全国枠国費）  9,490百万円（対前年度比 92.7％） 

土壌汚染防止対策推進費（全国枠国費）     306 百万円（対前年比 73.6%） 

    

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進    

(1) 環境負荷の高いパルプ・鉄鋼・化学等の業種からの排水中のＣＯＤ・窒素・リンを安

価で効率的に処理する技術の開発や，これらの技術の導入に対する助成制度の創設を行

うこと。 

(2) 環境保全・修復のための調査研究・技術開発の推進を図ること。 

①藻場・干潟を保全・修復するための技術開発 

②生態系を保全するため，生物の生息状況の把握など継続的な環境モニタリングの実施 

(3) 府・県域を越えて瀬戸内海における環境保全活動への支援等を実施している，（社）

瀬戸内海環境保全協会を通じるなどして，海岸清掃や生物調査等地域住民活動への助成

を行うこと。 

２２２２    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの再生再生再生再生のためののためののためののための法整備法整備法整備法整備    

瀬戸内海を，豊かな生物多様性が確保され，高い生物生産性が維持された豊かで美しい

「里海」として再生するため，瀬戸内海環境保全知事・市長会議で取りまとめた「瀬戸内

海再生方策」に基づく新たな法整備を図ること。 

３３３３    瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設瀬戸内海国立公園施設のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

        自然公園法では，「国立公園に関する公園事業は国が執行する。」とされている。国にお

いて，瀬戸内海国立公園内に立地する老朽化した休憩所及びトイレなどの施設の再整備や

登山道の改修及び手すり設置などの安全対策，地域の特色を踏まえた環境学習ニーズに対

応できる新たなビジターセンターの整備を計画的に促進すること。 

４４４４    特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物のののの防除防除防除防除のののの推進推進推進推進    
特定外来生物の侵入による生態系，農林水産業，生活環境など各種被害の防止を図るた

め，特定外来生物の侵入の早期発見，初期段階における迅速かつ効果的な防除の実施体制

の構築に努めること。また，地方公共団体等が行う自主的な防除事業に必要な捕獲器や薬

剤の購入に要する経費に対して，継続的な財政支援措置を図ること。 
５５５５    総合的総合的総合的総合的ななななアスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    
 (1) アスベスト関連疾患への対応など健康対策の充実を図ること。 

① アスベスト関連疾患に係る市町が実施する検診事業の拡充などに対する財政支援

措置の創設 

② 悪性中皮腫や肺がんなどとアスベストとの因果関係の早期究明及びアスベスト関

連疾患の早期診断方法や治療法の確立 

③ 石綿救済法の指定疾病の範囲を，労災補償，特別遺族給付金の認定対象と同等の疾

患に広げること 

 (2) 私立専修学校・各種学校のアスベスト対策工事に係る財政支援制度の創設 

① 私立専修学校・各種学校のアスベスト対策工事に係る財政支援制度の創設 

６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進    

(1) 埋立地における土壌汚染の調査命令の発出要件について，判断基準を明確に示すこ

と。 

(2) 土壌汚染対策法に定められた基金について，要措置区域指定以前の調査や，汚染原因

者が判明していても負担能力がない場合等へ助成対象を拡充すること。 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしらしらしらしづくりづくりづくりづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案                                                                                                                                                                                                        

18181818    循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会のののの構築構築構築構築についてについてについてについて    

（環境省，経済産業省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

２２２２    特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化法対象品目法対象品目法対象品目法対象品目にににに係係係係るるるる不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策のののの推進推進推進推進    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

１１１１    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

産業廃棄物の不法投棄は依然として後を絶たず，その多くは産業廃棄物の排出事業者が

原因者となっている。また，排出事業者の不適正な処理委託等が，産業廃棄物の不適正処

理の拡大，状況の悪化の要因となるケースもある。 

適正処理を推進するための管理責任者制度は，現状では特別管理産業廃棄物を排出する

事業者のみを対象としており，通常の産業廃棄物を排出する事業者を対象としていない。 

また，現在の産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度は，紙マニフェストと情報を電子

化した電子マニフェストのいずれかにより，産業廃棄物の処理の流れを把握，管理するこ

ととなっているが，より一層，排出事業者責任の徹底と不適正処理の未然防止を図るため

の措置が必要である。 

 
  県内の産業廃棄物不法投棄事案発生件数（投棄量 10トン以上の事案） 年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 件数 7 5 7 3 8 5 3 5 8 12 

 
 

 

２２２２    特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目にかかるにかかるにかかるにかかる不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策のののの推進推進推進推進    

 特定家庭用機器再商品化法が対象としている家電４品目（エアコン，テレビ，冷蔵庫・

冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機）について，再商品化費用が後払いとなっていることなどか

ら，依然として不法投棄が後を絶たない状況であり，その処理費用が市町にとって大きな

負担となっている。 （家電４品目に係る県内の不法投棄件数：1,711台/年， 

処理費用：約 3,214千円/年（平成 22年度）） 

 

 

 

 

 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

 

２２２２    特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目特定家庭用機器再商品化法対象品目にかかるにかかるにかかるにかかる不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策のののの推進推進推進推進    

 不用品回収業者による不適正な処理ルートへの対策を強化するため，平成 24年 3月 19

日付けで使用済特定家庭用機器等の廃棄物妥当性の判断に関する環境省課長通知が出され

たほか，新聞広告等により使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発が行われた。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

産業廃棄物の排出事業者に対して産業廃棄物管理責任者の設置や，より法令の遵守や情

報の透明性を確保できる電子マニフェストの使用を義務付けるなど，排出者事業者責任の

徹底と不適正処理の未然防止のための制度を創設すること。 

    

    

２２２２    特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化特定家庭用機器再商品化法対象品目法対象品目法対象品目法対象品目にににに係係係係るるるる不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策のののの推進推進推進推進    

特定家庭用機器再商品化法のルート以外で取り扱われている排出家電の処理状況や，不

法投棄の状況等を踏まえ，再商品化費用を製品販売時に回収する方式（前払い制）を導入

するなど，不法投棄の防止に向けて，家電リサイクル制度全体のあり方を継続的に検討す

ること。 
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ⅢⅢⅢⅢ    「「「「安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

19191919    安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしづくりにらしづくりにらしづくりにらしづくりに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの推進推進推進推進についについについについてててて 

（内閣府，国土交通省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    河川及河川及河川及河川及びびびびダムダムダムダム事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

２２２２    海岸事業海岸事業海岸事業海岸事業のののの推進推進推進推進    

３３３３    砂防事業及砂防事業及砂防事業及砂防事業及びびびび急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業のののの推進推進推進推進    

４４４４    ソフトソフトソフトソフト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進 

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

○ 本県では，平成 22年 7月の梅雨前線豪雨により県内各地で土砂災害，河川氾濫が発生

し，特に庄原市では，いわゆる「ゲリラ豪雨」により，同時多発的な斜面崩壊や土石流が

発生し，死者 1名，家屋全半壊 24戸の甚大な被害となった。 

○ 庄原市の甚大な土砂災害が発生した地域においては，膨大な不安定土砂が堆積し，下流

域を含め地域の安全をおびやかしていることから，早期の再度災害防止対策に取組んでい

るところである。 

○ さらに，市街地への局地的豪雨に伴う内水による浸水被害も発生しており，広島市の市

街地においても一級河川太田川の内水氾濫により 565棟の床上・床下浸水被害が発生し

た。このため，河川や下水道が一体となった流域全体での対策の早期実施が求められてい

る。 

○ 本県はその地形・地質の状況から自然災害に対して脆弱であり，引き続き，災害に強い

県土づくりを推進するため，河川・ダム，海岸，砂防・急傾斜事業などの一層の推進と，

「安全・安心な県土づくり」に向けたソフト対策を含む総合的な防災対策を推進する必要

がある。 

 

河川・ダム事業 直轄河川改修，補助河川改修，高潮対策，ダム事業 

海岸事業     広島港直轄海岸高潮対策など 

砂防事業     広島西部山系直轄砂防事業など 

ソフト対策    土砂災害警戒区域等の指定，Xバンド MPレーダの整備・拡充 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

 

【【【【前年度提案結果前年度提案結果前年度提案結果前年度提案結果】】】】 

治水事業（全国枠国費）         577,249 百万円（対前年度比 101.5％） 

海岸事業（全国枠国費）                  20,915 百万円（対前年度比  93.7％） 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費） 1,439,530 百万円（対前年度比 82.1％） 

地域自主戦略交付金（全国枠国費）       675,400 百万円（対前年度比 141.5％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    防防防防災施設整備災施設整備災施設整備災施設整備等等等等のののの推進推進推進推進    

 (1) 河川及びダム事業の推進 

・直轄河川改修事業  太田川（内水対策を含む），江の川，芦田川など 

・河川改修事業    手城川，安川など 

・河川高潮対策事業  猿猴川，本川，羽原川【再掲】 

・ダム事業      庄原ダム 

 

(2) 海岸事業の推進 

・広島港海岸      中央西地区，中央東地区：高潮・耐震対策（直轄事業）【再掲】 

宇品地区，坂地区：高潮対策【再掲】 

・福山港海岸     一文字地区：耐震対策【再掲】 

・尾道糸崎港海岸  機織地区：耐震対策【再掲】 

・戸田海岸       呉市仁方町：高潮対策【再掲】 

   ・泊海岸     尾道市百島町：高潮対策【再掲】 

 

(3) 砂防及び急傾斜地崩壊対策事業の推進 

・広島西部山系直轄事業 

・砂防事業 

・急傾斜地崩壊対策事業 

 

(4) ソフト施策の推進 

・土砂災害警戒区域等の指定 

・広島県の全域において，高精度の降雨情報が得られるよう Xバンド MPレーダの  

整備・拡充を推進すること 

  

    

２２２２    砂防激甚災害対策特別緊急事業砂防激甚災害対策特別緊急事業砂防激甚災害対策特別緊急事業砂防激甚災害対策特別緊急事業等等等等のののの推進推進推進推進    

(1) 庄原市の甚大な土砂災害が発生した地域において，砂防激甚災害対策特別緊急事業に

よる再度災害防止対策を推進すること 

 

(2) 広島市市街地の内水による浸水被害について，検討結果に基づく河川や下水道が一体

となった対策を推進すること 

    

 


