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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

１１１１    産業競争力産業競争力産業競争力産業競争力のののの維持維持維持維持・・・・強化対策強化対策強化対策強化対策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 

（経済産業省，資源エネルギー庁，環境省，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 

依然依然依然依然としてとしてとしてとして厳厳厳厳しいしいしいしい経済経済経済経済・・・・雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ，，，，雇用雇用雇用雇用のののの維持維持維持維持・・・・拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るためのるためのるためのるための国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの強強強強

化化化化やややや産業空洞化産業空洞化産業空洞化産業空洞化のののの防止等防止等防止等防止等のののの施策施策施策施策をををを充実充実充実充実させることさせることさせることさせること    

１１１１    事業環境事業環境事業環境事業環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

⑵⑵⑵⑵    政策減税政策減税政策減税政策減税のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政策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    

    ２２２２    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就就就就職支援職支援職支援職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

    ３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

    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    事業環境事業環境事業環境事業環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

    現在，国においては，年内を目途に，新たな「エネルギー基本計画」を策定中である

が，新たなエネルギーミックスについては，国民生活や企業活動と調和の取れた望まし

いエネルギーミックスを検討することが必要である。 

また，中長期的には再生可能エネルギーの普及が促進される見込であるが，導入には

相当の時間を要することが想定されることから，当面の対応策として，コスト競争力と

供給安定性に優れ，世界最高水準の高効率化技術を有する石炭火力の活用促進を図る必

要がある。 

大崎クールジェン㈱では，経済産業省から補助を受け，平成 25年３月１日に大崎上島

町において酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所の建設に着工している。    

 

⑵⑵⑵⑵    政策減税政策減税政策減税政策減税のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

ア 法人実効税率の引き下げ 

    政府において，国内企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化防止のための対策を

講じられているが，特に，法人実効税率は，競争相手である中国や韓国等に比べて，

著しく高い。 

        

法人所得課税に係る実効税率の国際比較35.64%
17.00%25.00%33.33% 24.20% 24.00%29.48%

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
日本（東京都） フランス ドイツ 中国 韓国 イギリス シンガポール

税率
    

    

    

（注） 出典：財務省ホームページ（２０１２年４月現在） 日  本：２０１２年度から３年間は，法人税額の１０％の復興特別法人税が課せられる。 イギリス：２０１３年４月より２３％，２０１４年４月より２２％に引き下げられる。 
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イ 車体課税の抜本的見直し等 

【車体課税について】 

  現行の車体課税を見直すことなく，消費税が引上げられると，国内販売に致命的

な打撃をもたらし，国内生産や雇用の維持が一層困難となることが懸念されるた

め，車体課税の抜本見直しを要請してきた。 

  本年 1月に決定された与党の税制改正大綱では，消費税 10％時点での自動車取

得税の廃止などの抜本的な改革について，平成 26年度税制改正で具体的な結論を

得ることとされた。一方で，税制改正大綱では，地方財政へは影響を及ぼさないと

の方向が示されてはいるものの，その具体的な措置が示されていない。 

【グリーン化特例について】 

次世代自動車等環境対応車の普及促進により，自動車による環境負荷の低減を図

るため，自動車税のグリーン化特例により，環境対応車に係る軽減措置が講じられ

ているが，その適用期限は，平成 25年度末までとなっている。 

また，現行の自動車税のグリーン化特例は，次世代自動車であるにもかかわらず，

「クリーンディーゼル乗用車」が対象となっていない。 

    

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    

１１１１    事業環境事業環境事業環境事業環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策のののの見直見直見直見直ししししについてについてについてについて    

 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金 7,000百万円（対前年比 510.9％） 

⑵⑵⑵⑵    政策減税政策減税政策減税政策減税のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

○ 研究開発促進税制の充実 

   試験研究費に係る税額控除限度額を 20％から 30％に引き上げ（２年間）等 

○ 商業・サービス中小企業活性化税制の創設 

   建物付属設備，備品等の取得時における特別償却・税控除制度の創設 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    事業環境事業環境事業環境事業環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

 エネルギーの安定供給の確保やコスト低減の観点も含め，国民的議論のもと，早期に

責任あるエネルギー政策を構築すること。 

また，コスト競争力と供給安定性に優れ，世界最高水準の高効率化技術を有する石炭

火力について，さらなる高効率化及び低炭素化への実証試験に向け，「石炭ガス化燃料電

池複合発電実証事業費補助金」の継続的支援を行うこと。 

 ⑵⑵⑵⑵    政策減税政策減税政策減税政策減税のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

ア 法人実効税率の引き下げ 

    平成２４年度から法人実効税率が引き下げられたが，企業の競争力強化のため，将

来的には，主要国並みに引き下げることを検討すること。 

  イ 車体課税の抜本的見直し等 

【車体課税について】 

車体課税の抜本見直しを着実に実行すること。また，見直しに当たっては，市町を

はじめとする地方に減収が生じることのないよう，安定的な税源を確保すること。 

【グリーン化特例について】 

  自動車税のグリーン化特例を延長・拡充するとともに，次世代自動車として普及

を促進している「クリーンディーゼル乗用車」を対象とすること。    
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現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政策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    

全国第１位の集積を誇る本県の造船業及びその関連産業は，多くの雇用を創出し，本

県経済を支える基幹産業の一つであり，各社とも，グローバル市場の中で厳しい競争を

行っている。 

   

順位 都道府県 製造品出荷額等（億円） シェア 事業所数 シェア 従業者数（人） シェア
１１１１ 広 島広 島広 島広 島 5,8925,8925,8925,892 14.3%14.3%14.3%14.3% 281281281281 17.5%17.5%17.5%17.5% 12,32012,32012,32012,320 17.0%17.0%17.0%17.0%

２ 長 崎 5,218 12.7% 127 7.9% 7,791 10.7%

３ 愛 媛 5,067 12.3% 83 5.2% 3,800 5.2%

４ 兵 庫 3,077 7.5% 149 9.3% 7,540 10.4%

５ 岡 山 3,014 7.3% 65 4.0% 4,941 6.8%

全国計 41,161 100.0% 1608 100.0% 72,551 100.0%〔資料〕経済産業省「工業統計調査」（船舶製造・修理業，舶用機関製造業）
主要な造船地域（製造品出荷額等上位5県，平成22年）

 

 

建造需要が低迷し，大幅な需給ギャップが発生する中，中国・韓国との競争の激化に

よる船価の下落など，県内造船所は深刻な受注難に直面している。 

   

県内の新造船受注量・建造量・手持工事量

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

受注量竣工量手持量千総トン

 

   国土交通省においては，平成２３年７月に，関係業界や有識者で構成する「新造船政

策検討会」の報告として，「総合的な新造船政策～一流の造船国であり続けるために～」

を取りまとめており，造船業の国際競争力の確保などに向けた積極的な政策の展開を，

引き続き求める必要がある。 

    

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    

    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政策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    

○ トン数標準税制の拡充 

   日本企業の海外子会社が所有する一定の要件を満たした外国船舶を対象船舶に追加 

○ 船舶の特別償却制度の延長 

   環境負荷低減船舶への代替促進税制の延長（２年間） 

○ 世界最先端の海洋環境技術開発支援事業の創設（１/３補助） ３９０百万円（皆増） 

○ 省エネ型ロジスティックス等推進事業費補助金（他の物流分野を含む全体額） 

                             ２，５００百万円（皆増） 

 

19年度 ⇒ 23年度 受注量 ▲７０．６％ 手持量 ▲３５．２％  
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

    ⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新造船政策新造船政策新造船政策新造船政策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    

「総合的な新造船政策～一流の造船国であり続けるために～」にある，造船業の国際

競争力の確保などに向けた以下の施策を加速化すること。 

○ 我が国造船産業が，省エネ技術分野での技術優位を保ち続け，国際競争における差

別化要素として維持していくため，「革新的な省エネ船舶」の普及拡大に向けた，世界

最先端の海洋環境技術開発支援など，総合的な支援策を継続実施すること。 

○ 新興国市場の大型案件を取り込むため，官民挙げて，密度の濃い持続的な接触を行

うなど，積極的な海外販路開拓を実施すること。 

○ 海外向け船舶の受注拡大のための投資促進スキームについては整備されているが，

海事クラスターの維持・強化の観点から，国内，とりわけ中小の船主や造船所を支援

するための新造船発注等を促すファイナンススキーム（エクイティ出資，低利融資，

利子補給等）については，まだ実現されていないため，早急にその全体像を明らかに

すること。 
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現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

２２２２    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

 国の緊急雇用創出事業は，原則として平成 25年度末で終了するが，依然として有効求人

倍率が 1.0倍を下回るなど，県内の雇用情勢は依然として厳しい状況にあり，引き続き，切

れ目のない雇用機会の創出に努めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  特に，新規学卒者の就職環境が厳しい中，本県が緊急雇用創出事業として全国に先駆けて

実施した未就職卒業者への就職支援事業は，平成 24年度実績で 8割以上の就職率，6割以

上の正規雇用率を達成するなど，安定的な雇用の創出に成果を挙げているところである。 

 平成平成平成平成 24242424年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況    （単位：人，％） 
  

 参加者 就職決定 正規 非正規 就職率 正規雇用率 大学・大学院 418 361 289 72 86.4 69.1 短大・高専 45 40 25 15 88.9 55.6 専修等 60 49 30 19 81.7 50.0 高校 85 61 38 23 71.8 44.7 計 608 511 382 129 84.0 62.8 

  注）就職先はＯＪＴ先のほか，自己応募も含む。 
 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

 国は，平成２４年度補正予算において，「地域資源等を活用した産学連携による国際科学

イノベーション拠点整備事業」を公募により実施し，５９件の提案中，１５件を採択した。 

 今回，中国地方の応募について採択がなかったが，本県においても，持続的なイノベーシ

ョンの創出を図るために，産学官連携体制により，革新的課題の研究開発に異分野融合体制

で取り組む「場」の整備が必要である。 地 域 採 択 者 採択件数 北海道 北海道大学 １ 東 北 東北大学等，山形大学 ２ 関 東 筑波大学等，東京大学，東京藝術大学，高エネルギー加速器研究機構，早稲田大学，（公財）川崎市産業振興財団 ６ 中 部 信州大学，静岡大学等，名古屋大学，金沢工業大学 ４ 近 畿 京都大学 １ 中 国 （なし） ０ 四 国 （なし） ０ 九州・沖縄 九州大学 １ 計  １５ 
 

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    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

  緊急雇用創出事業について，基金が追加交付（15.1億円）されるとともに，事業実施期間

が原則として平成 25年度末まで延長 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

  新規提案 

有効求人倍率の推移
0.85 0.920.92

0.840.860.880.900.920.94
H24.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H25.1 2

（倍）
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

２２２２    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

労働力人口が減少する中，新規学卒者をはじめとする若年者の雇用拡大を図ることは，本

県の将来にわたる産業活力の維持等の観点から，きわめて重要な課題であるため，未就職卒

業者の就職支援に必要な財源措置を講じること。 

○ 未就職卒業者を対象とした緊急雇用創出事業の継続のための財源措置 

 

 

 

 

 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

地域における持続的なイノベーションの創出を図るため，地域資源を柔軟に活用しつつ，

産学官連携体制により，革新的課題の研究開発に異分野融合体制で取り組む「場」の整備の

効果がより広域的に波及するよう，「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベ

ーション拠点」の整備に対する制度の拡充を図ること。    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


